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ビザ⾯接 過去質問リスト 

8/10/2022更新 

このリストは過去にビザ⾯接を受けたオペアの皆さんからの情報を元に作成したものです。質問の例と模範解答を
読んで、本番までに英語/⽇本語でしっかり答えられるようにしておきましょう。 
⾯接官が確認したい主なポイントは 

 嘘をついていないか︖（アメリカにそのまま留まろうとしていないか︖） 
 ⾃分が参加するプログラムについて、しっかり理解しているか︖ 
 ⾃分が⾏くホストファミリーについて、しっかり理解しているか︖ 
 オペアプログラム参加に⼗分な英語⼒はあるか︖ 

ということです。 
緊張しすぎず、焦らず、堂々と回答できるように練習しておきましょう。 
答は単語やフレーズだけでなく、なるべく⽂章で答えるようにしてください。また、★印の質問は特によく聞かれる質
問ですので、覚えておきましょう。斜体になっている部分は、⾃分に合わせた回答を準備しておいてください。 
わからないところがあれば、予⾏演習のときにAIJの担当者に質問してくださいね。 

1. How are you? 

I’m fine, thank you. 

2. May I have your name? 

I'm （⾃分の名前）. 

3. When is your birthday? 

My birthday is（⾃分の⽣年⽉⽇）. 

＊ ⾯接でこう聞かれた場合は本⼈確認も兼ねているので、⽉⽇だけでなく年も答えましょう。 

4. Why are you going to the U.S.? 

I am going to be an au pair. 

5. How many years are you going to stay there? 

For one year. 

＊ 2年⽬の延⻑を考えている場合も、とりあえず1年と答えておきましょう。 

6. Are you going to extend your program after the first year? 

I don’t know yet.  

7. ★What’s your host family’s last name? 

It’s Smith（⾃分のファミリーの姓）. 
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8. How did you meet them? 

My au pair agent introduced me to them. 

＊ 他の⼿段でファミリーを⾒つけた場合でも、「エージェント経由で」と伝えること︕ 

9. Who is your au pair agent? 

It’s Au Pair International. 

＊ オペアAIJではなく、アメリカ側のエージェンシー名を答えます。 

10. What’s their phone number?  

I don’t know the phone number. We e-mail. 

11. Where is your au pair agent located? 

It's in Colorado. 

12. ★Where does the host family live? 

They live in San Francisco, California. 

＊ 市名、州名をきちんと答えましょう。 

13. ★How many children do they have? 

They have three（ファミリーの⼦供の数）. 

14. ★How old are they? 

1, 3 and 5 years old（ファミリーの⼦供の年齢）. 

15. Is either of the parents Japanese? 

Yes. The host mother is Japanese. 

＊ ⾃分のファミリーについて正しく答えましょう。 

16. What do your host parents do? (What’s your host parent’s job?) 

The host mother is an office worker, and the host father is a doctor. 

＊ ホストファミリーの職業を伝えます。わからない場合はファミリーに確認しておきましょう。 

17. ★How many days are you going to work a week? 

I am going to work for 6 days a week. 

＊ ⾃分のスケジュールに合わせて回答します。オペアの勤務時間は週6⽇（5⽇半）以内と規定

されています。 
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18. ★How many hours are you going to work a week? 

I am going to work for 45 hours a week. 

＊ これも⾃分のスケジュールに合わせて回答。オペアの勤務時間は週45時間以内、1⽇10時間

以内と規定されています。 

19. ★How much money are you going to make a week? 

One hundred and ninety-five dollars and seventy-five cents ($195.75). 

＊ ⾃分が契約した週給の額がLetter of Acceptanceに記載されているので、その⾦額を答えま

しょう。 

20. ★Who is going to pay you your salary? 

My host family is going to pay me. 

21. ★Have you ever worked for children? 

例） 

Yes, I have worked at a preschool. 

Yes, I did a lot of baby-sitting. 

＊ Yesだけでなく、具体的な内容も簡潔に伝えましょう。 

22. ★How long did you work for the children? 

例） 

I have about 700 hours of childcare experience. 

I worked at a daycare for 3 years. 

＊ ⾃分が経験した期間や時間数について答えましょう。 

23. ★Why do you want to become an au pair? 

例） 

I want to study English and work with children because I want to become 

an English teacher in Japan. 

＊ プログラム参加に適した理由（保育や英語、⽂化交流など）を答えましょう。 

24. ★Are you going to go to school in the U.S.? 

Yes, I am. 
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25. ★Which school will you go to? 

I don’t know yet, but I will take English classes. 

＊ すでに学校が決まっている場合はその名前を答えましょう。 

26. What kind of classes are you going to take? 

I am going to take English classes. 

＊ 英語以外のクラスを回答してもOKです。 

27. Who is going to pay for the classes? 

My host family will pay $500, and I will pay the rest. 

28. How often will you go to school? 

I’m not sure but maybe about 1-2 days a week. 

29. What will you do after the au pair program? 

例） 

I will go back to my hometown and find a job at a preschool or English 

school. 

I will go to college and study teaching because I want to be a teacher. 

I will get my old job back. 

＊ 「I don’t know」は×︕ 「⽇本に帰国する意思がある」ということを必ず伝えましょう。アメ

リカにそのまま留まりそうな⼈は落とされます。 

30. Have you ever been to the U.S.? 

例） 

Yes, I have. I went to Los Angeles in 2010. 

No, I haven’t. 

＊ ⾃分の経験について正直に答えましょう。隠しても⼊国管理記録でわかります。 

31. ★Are you related to the host family? (Is your host family your relative?) 

No, I'm not. (No, they aren’t.) 

32. ★What’s the number that you should call in an emergency? 

It’s 911. 

＊ 「ナイン・ワン・ワン」と読む。警察・救急どちらでも、緊急事態のときに使う番号です。 


