日 に「 集団 模擬 面接 ～ 集団 面接 に慣 れ よう ～」 、

日 に 「基 本を 学ぶ

必勝 ！模 擬

ン トは 何と いっ て も面 接対 策だ 。 セミ ナー では 「な ぜ ウチ の会 社で こ の仕 事が した い のか 」「 学生 時 代に 打ち 込ん だ こ と

第一は、応募者がどんな

傾聴力、攻撃性などだ。他

例えば言葉遣いや表情、

の参考になる。
人物かを知る。第二は集団

人から自説を否定された時 、

実施しているのか。

行動から本人の特性を確認

か。他人の意見をしっかり

どんな表情や態度をとるの
ＧＤは面接と違い、志望

聞いているか。相手に対し

するためだ。
動機や自己ＰＲを事前に準

攻撃的に反論するタイプか

一つ目は、思考のバラン

ス感覚だ。独善的な考えに

陥っていないか。データや

基づき、自分の言葉で話し

ているか。一般論や抽象的

な話でなく、具体的なエピ

ソードを交え話しているか 。

面接官は、あなたに新聞の

社説のような内容を期待し

ているわけではない。

三つ目は、会議の中で人

間関係をどう構築できるか 。

採用試験は多くの場合、参

加者がみな初対面の環境で

ねばならない。その際、臆

備できない。議論の流れに

では、採用担当者は、あ

せず相手の懐に入っていけ

コミュニケーションを図ら

なたのどこを見ているのだ

る対人能力はあるか。いわ

けなのだ。
このため、初対面という

ろうか。セミナーに参加し

ばコミュニケーション能力

―は個別面接や集団面接で

人間関係の中で、どう振る

た評価者（ジョブサポーター

沿い、その場で考えをまと

舞うかを判断する材料に、

は、なかなか判断できない 。

15

の全般が問われている。

める必要がある。企業側か

二つ目は、自分の経験に

統計など客観的な事実を踏

5

と他の参加者）は、あなた

時間内に一定の意見をまとめる

まえ、議論を組み立ててい

12

らすれば、議論の過程で普

15

企業はなぜ、グループディ

10

段の本人があらわれ、評価

25

スカッションを採用試験で

3

グループワークはうってつ

他人の役割を支援しているか

グ ルー プワ ーク が あっ た。 テー マ は身 近な 内容 だっ た が、 初め て会 っ たメ ンバ ーと そ の場 で話 をま と める のに 四苦 八 苦 し

1

集団模擬面接

自分の役割をこなしているか

た 。評 価の 基準 が 分か らず 、こ れ は対 策が 必要 だ、 と 痛感 した 」と 感 想を 漏ら す。 セ ミナ ーで は、 オ リジ ナル のテ キ ス ト

日

大阪新卒応援ハローワーク

るか。

は 」― など 基本 を しっ かり と身 に つけ る。 一方 ＧＤ は 、メ ガバ ンク な どの 金融 、メ ー カー 、航 空、 マ スコ ミ、 国家 ・ 地 方
公 務員 の採 用試 験 に導 入さ れて い る。 ある 大手 企業 の セミ ナー に参 加 した 学生 は「 会 社概 要の 説明 と とも に、 模擬 面 接 や

のどこを見ていたのか。

グループディスカッション、必勝模擬面接
月

25

日

大 阪新卒 応援ハ ロー ワー クは
23

面 接」 と「 グル ー プデ ィス カッ シ ョン （以 下Ｇ Ｄ） 」 のセ ミナ ーを 追 加で 開く ＝写 真 はＧ Ｄセ ミナ ー の様 子。 採用 の ポ イ

3

25
23

を 用い た座 学と 参 加者 によ る実 践 でＧ Ｄの ポイ ント を つか み、 本番 に 生か して もら う 。「 追加 日程 」 は、 集団 模擬 面 接 が
日午前 時半から 時。必勝模擬面接が 日午前 時 分から 時半。ＧＤは午後 時から 時 分となっている。
23

10
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「追加日程」決定 予約受付中

評価のポイントは

だ。やはり具体的なエピソー

ドを交え語って欲しい」「笑

とめきる。

ＧＤは素晴らしい結論、正

顔でさわやかな印象だったが、

すことが目的ではない。メン
バーの意見を復唱したり、要

解を出すことではない。セミ

う。
②他人の役割を支援する。
約し、全員が意見を言えるよ

①積極かつ能動的な参加。
これが一番大切な役割だ。グ

もう少し言葉にハリがあると

②与えられた役割の遂行。

ナーで実践を積むことが、突

ループが一体化できる環境を

う配慮する。

③他者を尊重。

③時間内に一定の意見をま

やる気を感じると思う」「誠

つくる。自分の意見を押し通

あらためて話してみると、内

もらい、より本番に即した形

職種や応募企業名を記入して

最後に講師が全体の流れや

に見えるのでは」などと観察

―「自己ＰＲをどうぞ」。

注意点をアドバイス。「自ら

ルプレーイングを通じ客観的

―「あきらめない意志の強

手に伝わる」と解説。会場の

の経験を踏まえ、どのように

模擬面接では、志望動機や

入室から着席までの言葉遣い

さです。ボランティアでリー

自己ＰＲ、学生時代に頑張っ

や立ち居振る舞い、答える時

困難な状況を乗り越えたのか、

たことなどについて矢継ぎ早

の目力の大切さも合わせて強

ダー的役割を担当した際、人

に質問が飛ぶ。参加者は多く

調した。参加者は「声が小さ

具体的に話して欲しい。また、

が初対面。そんな相手にどう

いと指摘されてきたが、この

に仕事を頼む難しさを感じ、

分かりやすく伝えられるか。

セミナーでしっかりと声を出

文頭に『私は』という主語を

そこがポイントだ。抽象的な

す練習ができた。この気持ち

くじけそうになったが、思い

表現や文章の丸暗記に対して

を忘れず、本番に臨みたい」

持ってくることで、話し手の

は「この内容では、どんなボ

と話している。（記事は写真

を話すことで周りは協力して

ランティアを何年くらい、ど

と別の日のものです）

意図が明確になり、内容が相

のように頑張ったかが不透明

くれました」。

者から鋭い指摘が飛ぶ。

を見て話すと自信があるよう

うつむき加減だった。面接官

実そうで印象は良かったが、

破の第一歩といえよう。

④とりまとめ、報告・提案へ
の関与の度合い。

容が薄いと感じた」。模擬面

で進めている。参加者は応募

な視点を身につける。

他流試合 本番さながら

面接」は、最大で５人が一組

接を終えた参加者は、ほっと

者役、面接官役、面接の流れ

模擬面接のセミナーに臨む参加者（2015年3月6日）

となる。
ＧＤの三箇条は―。
①自分の役割をこなす。
自分の意見を主張するとと
もに、他人の意見に耳を傾け、
グループでの役割を果たす。
表情を意識し、笑顔で全員に
問いかける。ホワイトボード
や、ふせんがあれば有効に使

「リハーサルなのに緊張し

となり、本番さながらに面接

した表情を浮かべながらも反

こなし、お互いを評価。ロー

や全体を評価する観察者役を
「基本を学ぶ～必勝！模擬

省の言葉を口にした。

る内容は事前に考えてきたが、 を行うセミナー。事前に希望

て頭が真っ白になった。答え

模擬面接「経験踏まえ具体的に」

（2）
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志望動機と自己ＰＲ、ここで磨け
受講の注意点

・遅刻は原則、認めませんのでご注意ください。

・欠席の場合は、必ず電話でご連絡ください。

