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上智大学

就職ガイダンス

文化放送キャリアパートナーズ
病院マーケティング部

田中菜津

面接
対策

病院が学生を選ぶ
採用になってきている

みなさんにとって言えば、
「第一志望の病院」に合格するハードルが

高くなってきていると言えそうです

できることをできる時にやっておく！

この状況だから大切にしたいこと

面接官が知りたいのは…

①志望病院へ就職したいという( )
看護師という仕事への( )

②社会人としての( )

③チーム医療のための( )

「 」で看護師を目指し、
学校生活や実習を通して、

「 」になりたいと思い、
それは、

「 」
と思い志望しました。

→そのための「自己分析、病院研究」です！

これを自分の言葉で話せるようにしておきましょう！

面接の前に整理しておきたいこと！

看護師を目指した理由、なりたい看護師像、
その病院を選んだ志望動機を一貫したストーリーで語る。その際は具体的かつ論理的に話す。

これって何を聞いていると思いますか？

「学生時代苦しかったこと

はどんなことですか？」

「試験勉強と実習期間が重なり大変でした・・・」で終わらない。

聞いているのは、苦難の乗り越え方、ストレスとど
う付き合っているか、今後病院で働いていく上で、
どうやって困難に立ち向かっていけるか。

面接官の質問意図を考えてみる
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こんな学生はマイナス評価だ！

①質問意図が分かっていない！
→話があっちこっちにいって、何を言いたいか分からない！

要点は何？ こちらの質問に答えて！ はっきりして！

②丸暗記をしてのぞむ
→代表的な質問は答えられるけど、質問の掘り下げに対応
できていない！ 目が泳いでるよ！ 大丈夫？

インターンシップ等参加できないとき

・病院見学会は実施していないか確かめてみる

・春のインターンシップに参加する

・資料を請求したり、WEB見学会に参加する

・合同説明会で話を聞く

・卒業生に話を聞く

※これらは一例です

WEB面接でも
対面の面接でも

基本的に答えることは同じ！

WEB面接と聞くと、少し身構えてしまいますが・・・

面接の時間はもちろんのことですが、WEB面接にあたって、
事前に面接用のアプリをインストールする必要があるかもしれ
ません。どのツールを使って面接をするのか、確認を怠らない
ようにしましょう。また面接にあたっての注意事項もしっかり

確認しておきましょう。

WEB面接事前準備①

～病院からの案内をしっかり確認する～

WEB面接事前準備②

～面接する場所を決めておく～
静かな部屋を選びましょう。

通信環境にも左右されるので、電波が遠い部屋は避けます。

部屋を決めたら、自分がどのように映るか画角を調整して
おきましょう。イスに座って自分の上半身がしっかり映ってい
るか確認して、カメラを調整します。光の当たり具合も確認
しましょう。自分の顔が明るくなる場所や角度を調整します。
スマホを使う際は、動かないようにしっかり固定しましょう。
（※面接時、病院から画面の近くに来るように指示があれば、臨機応変に対応しましょう）

WEB面接事前準備③
～使用する機器の操作方法を確認しておく～

面接でパソコンを使用する際は、音声調整はどのようにするか、
画面操作はどのようにするか確認しておきましょう。古いパソコ
ンだと、かえってスマホの方が性能が良いこともありますので、
面接はスマホでも問題ありません。スマホを使う際は事前に
メッセージの通知をオフにしておくなど、面接中の画面に通知の
ポップアップが出ないように調整しておくとよいでしょう。

また、病院から声が小さくて聞こえないと指摘があったときの
ために、イヤホンマイクを準備しておくと安心です。
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WEB面接当日①

～面接が始まったら対面面接と同様に～

面接指定時間の10分前にはスタンバイしていましょう。
服装は対面で面接するときと同様に、

スーツを着用しましょう。身だしなみも気を付けてください。
（もちろん、上下きちんとスーツを着用してくださいね。笑）
指定の時間になって、病院からアクションがあったら、

あとは病院の指示に従いましょう。
ここからは、普段の対面の面接と同じです。笑顔を忘れずに！

WEB面接当日②

～面接官の声に、しっかりと反応する～

対面で面接をするのと違ってタイムラグがあり、
受け答えの間が普段より取りづらいと思います。

そのため、今まで以上にはっきりゆっくりと話すように心がけ
ましょう。また、面接官の声がしっかり聞こえていると伝える
ために、所々「あいづち」を入れて、面接官の声に反応する

ようにしましょう。

WEB面接当日③

～通信トラブルがあっても慌てない～
通信機器の関係で、面接官の声が途切れてしまうことがあ
るかもしれません。面接官の質問が聞き取れなかった場合
は、遠慮しないで、「お声が遠いようでして、もう一度お願い

できますでしょうか？」と伝えましょう。
通信が切断されてしまった場合は、少し病院の反応を待ち
ましょう。アクションがない場合は、こちらから病院へ電話連
絡しましょう。また、スマホを使う際、相⼿の画面上で、自
分の姿が横向きに表示されてしまう時があります。その時は、

画面の回転ロックを解除してみましょう。

面接の始め方（一例）

こんにちは。●●学校の文化花子と申します。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。（一礼）

～通信ができて、病院採用担当者の顔が見えたら～

※立ち上がると全身が見えなくなることもありますので、挨拶が終わったら、イスに座ったまま背筋を伸ばして一礼しましょう。

はい、よろしくお願いいたします。それでは・・・

学生さん

採用
担当者

※挨拶がしっかりできたら、あとは病院側の指示に従い、面接を進めます。

面接の終わり方（一例）

～面接が進み、病院側から面接終了の旨を伝えられたら～
学生さん

本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。（一礼）
それでは、失礼いたします。（通信を切る）

※始まりと同様、挨拶が終わったら、イスに座ったまま背筋を伸ばして一礼し、通信を切ります。
接続が完全に解除されたと確認できてから、ほっと一息つきましょう。おつかれさまでした。

準備ができたら、友達、ご家族に協力してもらって
一度練習してみることをおすすめします！
自分がどのように映っているか・声はどのように聞こ
えているか・会話のやりとりのスピードなど確認して
もらいましょう。
操作方法に慣れるという意味でも
本番までに少し調整しておくといいと思います。

ある程度つかめてきたら・・・

採用面接時によくある質問と

面接官が知りたいこと
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1,000床以上の私大病院

◆ 面接官
看護部長（または副看護部長）+人事担当者 計３名

◆ 面接時間
１５～２０分程度

◆ 代表的な質問
質問
「看護の何を学んだか」について、自分のエピソードを通して話してください
意図
しっかりとした看護観を持っている人物かどうかを確認したい

◆ 全体を通して面接ではどこを見る？
「全体的に話を要約できているかどうか」
話を要約できない人物は、医療現場でも報告に時間がかかる傾向があり、
時間のロスにつながるため

結論・ポイントから
書くこと！ 話すこと！
それが重要です。

聞き⼿（読み⼿）は、
「これから聞く（読む）のは、こんな話」
というのが頭にあると理解しやすくなります。

また、自分の感情、数字などを盛り込むと
具体的な印象を与えることができます。

結論から伝える、伝わりやすい構文

「PREP法」
■「自己ＰＲ」「小論文」など、文字数が多い設問で活用しやすい

→まずは、結論が先
→理由で、あなたの価値観が伝わる（なくてもOK）
→具体例で、相⼿に納得してもらう

＜PREP法＞ ※結論と理由を説明する方法

・Point（結論、意見）
→私の好きなものは「海外旅行」です。

・Reason（理由）→なくてもOK
→なぜなら、その国の文化や習慣を知ることができるから

・Example（具体例）
→例えば、バリ島ではクッキングコースを体験

・Point（結論、まとめ）
→自分の常識や固定観念を見直すきっかけになる。

1,000床以上の私大病院

◆ 面接官
看護部長（または副看護部長）+人事担当者 計３名

◆ 面接時間
１５～２０分程度

◆ 代表的な質問
質問
「看護の何を学んだか」について、自分のエピソードを通して話してください
意図
しっかりとした看護観を持っている人物かどうかを確認したい

◆ 全体を通して面接ではどこを見る？
「全体的に話を要約できているかどうか」
話を要約できない人物は、医療現場でも報告に時間がかかる傾向があり、
時間のロスにつながるため

700床以上のがん専門病院
◆ 面接官

看護部長+副看護部長2名+看護師長2名+人事1名の計6名（ただし質問者は1名）

◆ 面接時間

１０分程度

◆ 代表的な質問

質問① 実習で思い出に残った患者

意図 困ったことをどう乗り越えたか。臨床現場で対応できるか。

質問② 長所・短所

意図 短所が長所に転じる可能性あるかどうか

短所：主体性がない→長所：協調性がある 短所：飽きっぽい→長所：前向き

◆ 全体を通して面接ではどこを見る？

会話のキャッチボールができているか。

コミュニケーション能力。

パーソナリティ。

900床以上の民間病院
◆ 面接官

人事部長+看護部長+看護師採用推進室室長 計３名

◆ 面接時間

２０分程度

◆ 代表的な質問

質問① 志望動機

意図 やる気、働く目的を持っているかどうか

質問② 配属先の第一希望と第二希望

意図 モチベーションの高さ、目的意識。救急に人気が集中するので、希望通りの配属にならない時があるが、

「こうなりたいからこの病院の救急に入りたい」と言えば、他の科から後に救急に入る方法など病院からアドバイス

ができる。

質問③ 履歴書の項目（趣味・部活など）

意図 パーソナリティを知りたい。性格によっては「内科ではなく外科」を勧めたりアドバイスもできる。

質問④ ストレスの解消法

意図 メンタル面をみたい。自分なりにストレスをため込まないことを心がけているかどうか。

◆ 全体を通して面接ではどこを見る？

チャレンジ精神。「この病院でこういうことをしたい！」というのを聞きたい。成績が悪くてもポテンシャルに賭けたい。

19 20 21
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９００床以上の公立病院
◆ 面接官

看護部長+副看護部長 計２名

◆ 面接時間

１５分程度

◆ 代表的な質問

質問 看護師を目指した理由

意図 動機から本気度、主体性をみている。厳しい現実を乗り越えられるか。「親から言われた」

「本当は医師になりたかった」などはＮＧ。ケア動機が強い方が向いている。頭の良し悪しではない。

◆ 全体を通して面接ではどこを見る？

動機を一番みている。作文は面接の参考程度。500字書かないといけないのに、300字のみは
不合格。

事務とのやりとりなどで、本性が見えることもあるので、全ての接点において油断禁物。

1,000床以上の私大病院
◆ 面接官

看護部長（もしくは副看護部長）+人事担当者 計２名

◆ 面接時間

１５～２０分程度

◆ 代表的な質問

質問① 志望動機

意図 本気度、病院の理解度

質問② 何故看護師を目指したか

意図 看護師を目指した理由と、この病院でやりたいことがマッチングしているか確認したい。急性期の病院なので

ミスマッチを防ぎたい。

質問③ 希望部署

意図 救命センターが希望多いが、本人の適性を見ながら、違う部署を逆提案したり、機能の違う病院を勧める

こともある。ミスマッチを防ぎたい。

◆ 全体を通して面接ではどこを見る？

なりたい看護師像を持っているか、この病院ならなりたい看護師になれるのか。地方出身者が最終的に地元に貢献

したいから地元に戻るというのは正直に言ってもＯＫ。定年まで働かなくてもＯＫ。なりたい看護師になるための

導入部分で使ってもＯＫ。

８００床以上の国立大学病院
◆ 全体を通して面接ではどこを見る？

大学病院は看護の基礎的な知識は必須。実習の成績も見るが、あくまでも面接重視。

応募者の看護観が一番知りたい。「こんな看護をやりたい」「こんな看護師になりたい」など難しく言う

必要はなく、学校生活を通して、もしくは実習を通してやりたいと思ったことなど。

逆に良くない例としては、スキルアップを中心に話すのはＮＧ、「認定看護師になりたいが、どんな支援

をしてくれるのか」などは主体性がなく他力本願。部活の自慢話など自分のことばかり話すのもＮＧ

→患者さんの対応できるとは思えない。

メンタル面のチェックで実習をどう乗り越えたかを聞いている。メンタル面の弱さは正直に言ってほしい。

配属後、適合できず退職というのはお互い不幸。看護師という仕事は総合病院以外にも活躍の場所が

あることを伝えたい。

合説や見学会・インターンシップ（当日もそうだが、応募時のやりとりも）での悪い印象はよく覚えている

ので、全ての接点で気を抜かず挑んだ方が良い。→普段から気を付けないと患者さんとの対応で出て

しまう。名指しでクレームというのも臨床現場ではよくある。

まとめると・・・
◆ 面接官

面接官は皆さんが配属される看護部の管理職の方（看護部長）と、全職種の人事を担当している事務

の組み合わせがほとんど。

◆ 面接時間

１０分～２０分程度で個人面接

◆ 代表的な質問

質問① 志望動機

意図 やる気、働く目的を持っているかどうか、病院の理解度

質問② 何故看護師を目指したか

意図 目指した理由と、この病院でやりたいことがマッチングしているか。動機から本気度、主体性をみている。

質問③ 看護観について（看護の何を学んだか、どういう看護師になりたいか）

意図 学校生活を通して、もしくは実習を通してやりたいと思ったことなどを聞きたい

質問④ 実習で思い出に残った患者

意図 困ったことをどう乗り越えたか。臨床現場で対応できるか。

短所：主体性がない→長所：協調性がある 短所：飽きっぽい→長所：前向き

◆ 全体を通して面接ではどこを見る？

主体性、看護観、コミュニケーション能力、なりたい看護師像をもっているか、話が要約できているか、チャレンジ精神

◆ 最後にアドバイス

看護師を目指した理由、なりたい看護師像、この病院を選んだ志望動機が一貫したストーリーで語ることができれば面
接は大丈夫です。「こういう理由で看護師を目指し、学校生活や実習を通してこんな看護師になりたいと思い、それは

貴院でないと実現できないです。」という最強のロジックを嘘偽りなく構築できれば、どんな質問にも答えられるはずです。

「自分がどのような看護を提供したいのか」
「どのような看護を実践したいのか」
「看護をする上で大切にしたい思い」

看護観 ・どんな看護師になりたいか？
・看護師を目指したのはなぜか？
・どんな人と一緒に働きたいか？

・看護をする上で大切にしたい思いは？
・どのような看護を実践したいのか？
・どのような看護を提供したいのか？

今の段階でどう思いますか？
後ほど自分の言葉でとにかく書いてみてください！

きっと役に立つ時がくるはずです。

今現在の

自分の「看護観」について考えてみましょう！

25 26 27
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実習中に感じたこと
（良い感情も悲しい感情も全て）

看護観の考え方
自分の感情の理由を考えると・・・

どんな時に嬉しく感じるのか
どんな時に悲しく感じるのか
どんな時にいらいらするのか

「自分の看護観（価値観）」
の理解に繋がってくる

特に実習は業務に直結するのでおすすめ！

志望動機を深めるためのヒント

Q.どうしてその病院がいいと思いましたか？

箇条書きで良いので3点あげてください。そして、

友達やご家族にその3点についてインタビューしてもらいましょう！

例えば・・・

・急性期医療だから
・福利厚生がいいから
・人間関係が良さそうだから

時には少しいじわるして・・・
「急性期医療だから」

急性期の病院って
いっぱいあるけど・・・
そこじゃなきゃだめなの？

急性期って
忙しいんじゃないの？
大丈夫？ ついていけそう？

急性期っていうけど、
その病院の特徴って
どんなところなの？

急性期の病院って
いっぱいあるけど・・・
そこじゃなきゃだめなの？

急性期って
忙しいんじゃないの？
大丈夫？ ついていけそう？

急性期っていうけど、
その病院の特徴って
どんなところなの？

病院の特徴を
深堀するきっかけに

自分の適性を
深堀するきっかけに

志望理由の深堀に繋がります 相性が良い志望動機
2つの着眼点

■ 自分メリット軸
（主に条件など）

・研修制度が充実している

・勤務地が希望に合っている

・給与が良い

・職員の勤続年数が長い

※志望動機には向かない

■ 相⼿メリット軸
（主に看護観など）

・理念や医療方針に共感

・提供医療分野に関心がある

・○○な看護に関われる

・スキルアップできる環境がある

※志望動機につながる

31 32 33
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頭の中を整理するためにも・・・

「考える＋書き出す」ことを
おすすめします！

①自分の長所はよく気配りができるところ

②実習の時、友達に言ってもらえた

③その実習はとても大変だった、
患者さんが心を開いてくれなかった

④でも最後は笑顔で対応してくれた

患者さんをよく観察して、どうやったら
喜んでくれるか、考えて実践した。

そうしたら、少しずつ話をして
もらえるようになった。

⑤その様子を友達が見て、
気配りができると言ってくれた

具体的なエピソード

困ったとき使える！2つのテクニック

え、そんな質問想定外！
面接官の想定外の質問に使えるキラーワード！

「少し考える時間を
いただいてもよろしいでしょうか」

自分の得意分野に持っていきたい時に使えるテクニック！

ある程度、どんな質問にも対応できる
エピソードを考えておく

①

②

（例）実習で思い出に残っている患者さん≒実習で頑張ったこと≒実習で大変だったこと

実習の質問が来たら話せそうなエピソードは・・・？

よくあるお悩み①

「最後になにか質問はありますか？」

これにはどうやって答えればいいの？

特に質問がなければ、
無理に絞り出さないでOK!

「見学会や実習の時にたくさん質問させて
いただいたので、ございません。」

と答えるのがベター

よくあるお悩み②

自分の話が相⼿に
しっかり伝わるかどうか心配です。

37 38 39
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相⼿に伝わりやすくなる方法

それは・・・
「感情をのせる、本心で話す、自分の言葉で話す」

ことです。

面接で熱意を伝える方法

■病院について徹底的に調べる
■説得力のある志望動機を考える

面接で熱意を伝える方法

■明るい表情を心掛ける
■声のトーンや大きさ気を付ける
■良い姿勢を保つ
■話し方に抑揚をつける

WEBで病院研究！

WEBで病院研究
こちらから↓

文化放送ナースナビ
登録はこちらから↓

お疲れ様でした！
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