
 
 
 
 
 
 
 

日ごろからの礼儀作法の意識化を！！ 
◆卒業テストが終わると、以前書いてもらった「自分の記録」をもとにして、校長先生と教

頭先生に面接練習を行っていただきます。 

そこで、進路指導通信は、5回にわたって『面接ガイド』を特集しようと思います。 

 

『面接ガイド PART１』では、面接でどんなことを見られるのか 

『面接ガイド PART２』では、言葉づかい、話し方のポイント、姿勢などについて 

『面接ガイド PART３』では、面接の入室から退室までの流れのポイントについて 

『面接ガイド PART４』では、礼の仕方、椅子の座り方、立ち方のポイントについて 

『面接ガイド PART５』では、面接での質問内容について 

 

◆PART１から PART５を繰り返しよく読んで下さい。大切なことは… 

 ①今日この瞬間から職員室への入室の仕方、退室の仕方を意識的に変えること。 

 「失礼します」一礼、一礼してから「失礼しました」など 

 ②各先生方との会話も同じ！敬語を使い、友達同士のような話し方はやめること。 

特集『面接ガイドＰＡＲＴ１』保存版 
面接でどんなことを見られるのか？ 

面接は、言葉づかいや態度を見たり、意見を聞いたりして、その人の人柄を判断するため

に行われます。たくさんの受験生と毎年面接をしてきた面接官は、数分も話せば、君の本当

の姿を見抜いてしまいます。 

しかし、それをマイナスに考えないこと。基本的には、君たちの良い所を見ようとしてく

れますから。ハッキリした言葉づかいで、何事にも前向きな姿勢を表現し、さわやかさや中

学生らしさを強調してください。 

①態 度 

 ○きびきびした動作をとることができるか。 

 （面接室への入り方、面接中の姿勢、退室の仕方など） 

 ○中学生らしい服装をしているか。 

 ○言葉づかいがきちんとできているか。 

②表現力 

○質問に正しく答えることができるか。 

 （質問の意味を正しくとらえ、それに対する自分の考えを 

まとめる力が見られる） 

 ○敬語（尊敬語・丁寧語・謙譲語）が身に付いているか。 

 ○筋道を立てて、はじめから終わりまで話し通すことが出来るか。 

③判断力  

○他の受験生に左右されずに、自分の意見や考えを言うことが出来るか。 

（特に、集団面接の時） 

  ○質問の意味（意図）が分からない、どう答えてよいのか分からない・・・ 

そんな時の対応（言動）が臨機応変、機敏に出来るか。 

④積極性 

 ○自分から進んで意見や考えを言えるか。 

 ○自分のことを理解してもらうための努力が感じられるか。 

⑤協調性  

○他の受験生の意見や考えをきちんと聞き、よく話し合いをすることができるか。 

⑥意欲熱意 

○この学校にどうしても入学したいという気持ちが伝わってくるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

これは、まずい！！ 
・パーマ、染めた髪。 
・化粧、ピアス、ネックレス。 
・だらしなく結んだリボン。 
・リボンやえりカバーがない。 
・短い上着やスカート。 
・長いツメ、マニキュア、指輪。 
・ルーズソックス、派手な靴下。 
・かかとを踏みつぶした下靴と上靴。 
 

これは、まずい！！ 
・パーマ、染めた髪。 
・化粧、ピアス、ネックレス。 
・長すぎる髪、ボサボサな髪、肩についたフケ。 
・変形させた標準服、太いズボン。 
・シワや汚れが目立つ標準服、はずれたボタン。 
・ベルトをしていない、色もののシャツ。 
・のびて汚いツメ。 
・かかとを踏みつぶした下靴と上靴。 
・落書きのある上靴。 

⇐原山台中学校

は、ヒモの運動

靴が基本 
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特集『面接ガイドＰＡＲＴ２』 
言葉づかいのポイント 
・ていねいに答える。 

・返事は、「ハイ」「いいえ」をはっきりさせて答える。 

 「うん」「はあ」「まあ」などの返事や、「やっぱ」などは良くない。 

・語尾に「です」「ます」を使う。 

 場合によっては、「～と思います」のようにやわらかい表現にする。 

・友だちどうしでしか通じない言葉を使わない。 

・流行語を使わない。 

話し方のポイント 
・面接官の質問や話しをよく聞いてから答える。 

・面接官が聞き取りやすいように、ハッキリ大きな声で話す。 

 小さな声や、早口で話すことはやめる。 

・「たぶん･･･」「一応･･･」など、あいまいな言い方はしない。 

人の呼び方 
・男子で自分を指す場合、「ぼく・わたし・わたくし」 

 女子で自分を指す場合、「わたし・わたくし」 

・家族を指す場合、 

お父さんは→「父」 お母さんは→「母」 お兄さんは→「兄」 お姉さんは→「姉」 

  おじいさん→「祖父」 おばあさん→「祖母」 

面接中の表情のポイント 
・明るく自信ある表情にする。 

（おどおど、もじもじしない） 

・しかめっつらをしない。 

・自信がないと思われるので、下を向かない。 

正しい姿勢のポイント 
・背筋をピンとのばす。 

・あごをひき、肩の力を抜く。 

・手は、男子はひざの上で軽くにぎる。女子は両手を 

軽く重ねる。 

・足はきちんとそろえること。 

 男子は軽く開き、女子は閉じておく。 

・背もたれによりかかったり、足を組んだりしない。 

・座っているときに、ズボンやスカートをいじらない。 

 

 

視線の向けかたのポイント 
・キョロキョロよそ見をしない。 

・面接官の目、口もと、ネクタイ 

の結び目などを見る。 

・面接官が複数いる場合、 

 顔と視線は質問をした面接官の 

 ほうへ向ける。 

・上目づかいで面接官を見ない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接は、日頃からの意識が大切！ 

ふだんからあいさつ、言葉づかい、態度に気を付け、身に付けておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問の答えは結論を先に！ 
質問に対する答えは、「わたしは、･･･だと思います。」のように、まず結論を言って

から、「その理由は～だからです。」と理由を述べるといいでしょう。 

とてもわかりやすい話し方になり、好印象を与えます。 

 また答えは、＜簡潔に要領よく＞。 

答え方のポイント 
①言い間違いをしたときは、あわてず素直に「間違えました」「すみません」と言って

から、言い直す。頭をかいたり、舌を出したりしないこと。 

 

②答えが思い浮かばないときは、黙り込んだり、もじもじしたり、下を向いたりしな

い。分からないときは、素直に「わかりません」と答えよう。 

 

③質問の意味が分からないときや、分からない言葉があるときは「質問の意味がわか

りません」「･･･とは何ですか」とたずねるか、「今おっしゃったのは･･･ということ

でしょうか」と確認しよう。 

 

④質問がよく聞こえなかったときは、あわてずに「すみません、もう一度お願いしま

す」と丁寧に聞き直そう。 
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特集『面接ガイドＰＡＲＴ３』 
入室から着席までのポイント 

 

１＜自分の順番になるまで、控え室で 

  静かに待つ。＞ 

・友だちと必要のない会話はしない。 

・席を離れたり、悪ふざけをしない。      

・うでや足を組まない。 

・あくびや居眠りをしない。 

・ボタンをはずしたり、服装を乱さない。 

 

２＜自分の受験番号を呼ばれたら、  ３＜ドアの前に立ち、軽く２回 

「ハイ」と大きな声で返事をして    ノックする。ノックする前に 

立ち上がる。＞           深呼吸を！＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

４＜面接官に「どうぞ」と言われてか 

ら、ドアを両手で静かに開ける。＞ 

 ドアを少し開けたら・・・ 

「失礼します」とハッキリと。 

 

 

５＜入室して一礼をする。＞ 

  ドアは両手で、静かにきちんと閉める。 

 面接官の方に振り返り、一礼をする。 

  入室するときに、しきいを踏まない。 

 
 

着席までのポイント 
 
再４「失礼します」と言って入室。 

 ドアを両手できちんと閉める。 

   大きな音を立てず、静かにしめる。 

 入室するときに、しきいを踏まないこと。 

 

 

再５ドアを閉めながら面接官を見ない。 

 閉め終わってから面接官の方を向いて 

 一礼をする。 

（後ろ手でドアを閉めない。） 

 きちんとした姿勢で、椅子まで落ち着いて 

 歩く。 

 

 

６椅子の左側まできたら、面接官の方を向き、姿勢を正して「受験番号と名前」、 

 そして、「お願いします」と大きな声でハッキリ言って礼をする。 

 その後、面接官に「どうぞ」と言われてから、「失礼します」と言って、 

椅子に座ること。 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

再４ 

再５ 

お願います。 

６ 

失礼します。 

どうぞ 

失礼します。 

   
  本番では、一本の道を通るだけである。 

  備えている時には、想定されるすべての道を通る。 

 

本番では、足はくたびれるだけである。 

足が丈夫になるのは、備えている時である。 
            
                  むの たけじ「たいまつ」より 

 
※「備え＝準備＝本番までの取り組み」が大切だと言ってるんだ！！ 

  部活動でも、試験勉強でも･･･ 

  足が丈夫になる（＝実力がつく）のは、備えている時だ！ 
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気を引きしめて明日２２日、私学出願 
１ 日 時 １月２２日（金） 金①②③④ 

・４限終了後（12:35）すぐに昼食（全員） 

  13:10～13:20 終礼 

 ※出願しない生徒は下校 

  13:25 に 3年 3組に集合（必要のない荷物は、3年 3組に置いておく） 

     ・出願書類一式を返却＆確認 

  

２ 服 装 標準服、サブバッグ 

３ 持ち物 出願書類一式 

 往復の交通費・電話代・時計・筆記用具・メモ用紙 

 

＜事前チェック＞今日のうちに整えよう！ 

・心身（心構え・服装・頭髪）ともに受験に対して、充分な備えができているか。 

・諸経費が計算されているか。 

・受験校の所在地と交通機関、行き方（道順）がわかっているか。 
 

さぁ！出願当日の注意事項！！ 
＜当日に再確認すること＞ 

・安全かつ速く受験校にたどり着く道順及び所要時間の再確認。 

・駅、バス停で受験当日の時刻表を再度確認しておくこと。 

・受験校のだいたいの校舎配置。 

 

◎入試当日は、余裕をもって移動できるように出発時刻・本数・所要時間を確認すること。 

 

 

 

 

＜自分の願書は自分で責任をもって＞ 

 

 

 

 

◆先生に預かってもらっていた願書は、3 年 3組に集合した時に君たちの手に返されます。

その時にもう一度、自分の目で必要な書類一式が揃っているかを確認してください。 

 その後は出願するまで、すべて君たち一人一人の責任です。くれぐれも紛失したり汚した 

 りしないように各自で注意してください。 

 

＜順序よく整列して出願すること＞ 
◆基本的には、この後、担当の先生が出願の順番（専併別→学科コース別→クラス順→出席 

 番号順）を整理してくれますので、その指示に従ってください。 

 窓口でバラバラになると手続きが混乱するだけでなく、受験番号が続かなくなり、入試当 

 日、一人だけ違う教室で受験することになります。学校によっては、専願併願別、学科コ 

 ース別に窓口を分けている場合もあります。そのときは、その指示に従ってください。 

（ただしクラス順→出席番号順のルールは守ってください。） 

 

＜学校に戻れば受験番号を報告すること＞ 
◆学校に帰ったら、3年 3組に戻って来てください。そこで受験番号を報告してもらいます。 

 また「受験票」は入試当日に必要な重要なものですから、入試当日まで大切に保管してお 

 いてください。 
 

＜入試当日の注意事項をしっかり読んでおくこと＞ 
◆高校によっては、出願時に面接時間、校舎配置図、集合場所、持ち物などを記したプリン 

 トを配布する学校があります。自分の受験番号と照らし合わせて、しっかりと把握してお 

 いてください。（スクールバスや南海バスの増発などを記したプリントもあり） 

 

＜最後にもう一度「自覚ある行動を！！」＞ 
◆君たち一人一人は原山台中学校を代表する「顔」です。一人の行動（外見）を見て、本校 

 生徒すべての印象を決められてしまいます。くれぐれも事故やトラブルのないように各自 

 が注意しください。あいさつ、言葉づかいも細心の注意をネ。 

 

 ※出願から入試は始まっています。！！ 
 
 
 
 

 

※朝の時間帯の部分を記録・今年の私学入試２月１０日は水曜日です。また

翌日の１１日も面接や入試がある学校は、木曜日ですが、祝日なので時刻

表を間違わないように記録すること。（土日の時刻表） 

 

※緊急事態が発生したときは、学校０７２－２９９－５１３５に連絡 

①受験票を紛失する生徒が毎年います。3 年 3 組に戻ってきたときに、 
 すでに失くしている生徒も以前いました。入試当日まで絶対に失くさ 
 ないようにしてください。 
②また、受験当日の朝に紛失してしまったことに気付く生徒も過去に数 
 名いました。 
③「注意事項のプリントや様々な書類を読み、理解する力」「書類等を 
 管理する力」も立派な青少年になるための必要な力です。 
④もう一度言いますが、服装・頭髪・眉毛等つまらない事はしない！ 

⑤携帯電話は、絶対に持って行かない！ 
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特集『面接ガイドＰＡＲＴ４』 
ＰＡＲＴ３からの続き６ 着席の仕方＜ポイント＞ 

①いきなり座らないこと。   

②まず椅子の左側に立つ。 

③面接官から「どうぞ」と言われてから着席する。 

④着席するときは「失礼します」と言ってから、 

 静かにゆっくり座る。 

⑤背筋を伸ばして、深く腰かける。 

 

退室の流れ＜ポイント＞ 

                

               １ 

＜面接官が「面接を終わります」「ごくろうさま」などと 

面接が終わったことを告げたら、イスの左側に静かに 

立って、「ありがとうございました」と一礼をする。＞ 

 

 

２ ＜回れ右をして、静かに背筋    ３＜ドアの前で面接官の方に向き直り、 

を伸ばしてドアまでゆっくりと    もう一度一礼をする。＞ 

歩く。＞          

 

 

 

 

 

 

 

４               

 ４ ＜静かにドアを開けて退室する。＞ 

 

 

 

 

  

 

ここがポイント！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【座るときの足運び】   
   
左  右 
 
 
 
 
【立つときの足運び】  
左  右 
 
 
 
 
 
 
 
 

足を出して歩いてみもしないで、あきらめてしまっては、 

土の上に生まれてきた甲斐がありません。 

 

あきらめが役に立つのは、新しくやり直す時だけです。 

 

あきらめる理由を考えることに巧みな人間には、 

決してなるまい。 

                     

                     むの たけじ 

 

 
☆動作の基本は、あわてない 
こと。 

 
☆ながら動作をしない。 
ダラダラした印象を与え 
る動作はしない。 

 
☆深く腰かけると、姿勢が 
 崩れにくくなる。 

  
 
イス 

 
イス 

  

 
 
イス 

   

 
イス  

 

 

 
イス 

   

 
イス 

  

 
 
イス  

 

 
 
イス 

  

 

 

 

 

☆面接が終わっても家に着くまで気をゆるめないこと。 
 帰宅するまで、全てが面接！！ 
☆合格発表日の掲示や注意書きなどの見落としがない

か確認する。 
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どんなによい考えでも、胸にしまっておくだけでは錆びてしまう。 

知恵は、表現する行為によって磨かれる。 

見たこと、読んだこと、聞いたこと、考えたことを、 

絶えず書きあらわし、言いあらわす努力を続けることによって、 

知恵はたくましくなる。 

 

 

                             むの たけじ 

 

 

 

特集『面接ガイドＰＡＲＴ５』 
面接がないからと安心してはいけない！！ 

 

◆専併やコースによっては、面接がない学校もあります。また「僕は公立だけだから安心」 

 と思ってはいけません。５時限の入試の間に、監督（その高校）の先生が、写真を貼った 

 願書をファイルしたものを持って、一人一人チェックしています。 

 髪の毛、ネックレス、ピアスの穴、指輪、マニュキアの跡、変形服、名札、ボタン、靴（上 

 履き）、靴下・・・なにもかもチェックする。ちょっとした行動も見られる、特に休憩中 

 も要注意。 

 

◆そもそも学校の一日６時間の授業に集中できない者が、入学試験の雰囲気に耐えられるは 

 ずがない。ダラーと姿勢を崩してしまったり、キョロキョロ、うろうろしてみたり。 

 ＜中間・期末・卒業・実力テストの受け方（態度・姿勢等）を見ていると、私は本当に心 

 配になります。＞ 

 特に、面接がある学校では「控え室の態度」が要注意。以前、控え室の態度で不合格にな 

 った生徒がいました。 

 

◆結局、君たちの日ごろのものの考え方、生活態度、行動などが見抜かれてしまいます。 

 ウソか本当かしらないけど、ホームや改札にも高校の教師が立っているとか。駅でタバコ 

 を吸ったり、ガムを噛んだりしていて不合格になったとか･･･蛇足ですがネ。 

最重要問答Ｑ＆Ａのトレーニングをしておこう！ 
今までよく尋ねられた質問をあげておきます。 

【本人について】           【受験校について】    

 出身中学校・名前・受験番号      志望した理由     

 自分の長所・短所、そのエピソード   校訓や教育方針は、また賛成か 

 クラブ・委員会活動について      高校卒業後の希望進路   

 好きな教科・嫌いな教科と理由     高校の印象      

 入試の出来具合            校則を守れるか    

 最近読んだ本の感想          公立の受験校 

 将来の夢は何か            宗教行事の参加について 

 趣味・特技              入学して頑張りたいこと・抱負 

 尊敬する人物は誰か          肉親に卒業生や在校生がいるか 

 ボランティア活動について       通学方法や所要時間 

 

【家庭について】           【原山台中学校について】 

 家庭学習の時間            校長先生の名前や所在地 

 休日の過ごし方            担任の名前・教科と印象は 

 家庭での会話や話題          修学旅行の行き先と印象は 

 テレビを見ている時間         原山台の良い点 

 

  

【その他】 

 ・タバコを吸わないと誓えるか？ 

 ・最近、印象に残った新聞記事や事件とその感想？ 

 ・いじめの問題について、また、どうすれば解決できるか？ 

 ・携帯電話、ゴミ問題（環境問題）など、どう考えていますか？ 

 ・水の沸騰温度は？ ・四大文明は？ ・世界一高い山は？ ・水の化学式は？ 

 

 このクイズみたいな質問は、わからなかった時の君たちの反応を見ているのです。間違っ 

 ても、答えられなくても不合格にはなりません。あせらせるのが目的だと思ってください。 

 わからないときは、「すみません、勉強不足です」「緊張して思い出せません」などと答え 

 ましょう。 

 

 

学校説明会の案内 
 

 大阪府立今宮高等学校 総合学科 （大阪市浪速区） 
  日 時 令和３年１月３０日（土）１３時開始 

  内 容 リモートによる 学校長からの説明、自治会の動画、質問会 

  登 録 ※今宮高校のHPから登録 入力すると、当日のURLが自動配信されます。 
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