
県立鶴見

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 中学の行事について
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 委員会や生徒会などやりたいか
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 文武両道について
通学時間・利用交通機関 本校についての感想
得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて

県立横浜翠嵐

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科と学習以外のこと

高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 緊張しているか
将来の進路や希望 自己ＰＲ 文武両道について
クラブ活動について 趣味や特技について
得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて

県立城郷

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 通学時間・利用交通機関 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 本校の説明会や文化祭の印象
将来の進路や希望 日常生活の過ごし方など 午前中何をしていたか
中学校生活の思い出 趣味や特技について テストに向けてどう勉強したか
得意・不得意科目について 本校についての感想 中学の修学旅行はどこに行ったか

県立港北

面接官：2人 時間：約10分

高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 言い残したことは
志望の動機 本校についての感想 入試の意気込みは
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
得意・不得意科目について 自己ＰＲ
通学時間・利用交通機関 本校の特色について

県立新羽

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 将来の進路や希望 本校の特色について
得意・不得意科目について クラブ活動について 日常の授業への取り組みは
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
本校についての感想 日常生活の過ごし方など

質問事項

先輩から：・高校の特色は意味もちゃんと理解しておくといいと思います・掘り下げて質問され
る・面接は笑顔でハキハキ答えれば大丈夫だと思う

質問事項

先輩から：・面接官から具体的にと言われるから具体的に言えるようにしとくべき・面接官が怖く
ても合格したい気持ちを伝えれば大丈夫・とにかく勉強だと思う

質問事項

先輩から：・試験官は二人とも話しやすい方でした。落ち着いて頑張ってください・体験授業、文
化祭、説明会は参加したほうがいいと思った

質問事項

先輩から：・面接官は話しやすい人だった。笑ってくれたり、頷いてくれたりするのでフランクに
いけます

質問事項

先輩から：・面接官が怖くても笑っているといいと思う



県立岸根

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 本校文化祭や説明会で印象に残ったこと

将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
得意・不得意科目について 自己ＰＲ
クラブ活動について 勉強以外で頑張ったこと、頑張りたいこと

県立川和

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 文武両道を実現するために必要なこと

将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関 本校の情報はどこで知ったか
クラブ活動について 他の志望校について 中学で頑張った教科と学習以外
得意・不得意科目について 本校についての感想 高校で頑張りたい教科と学習以外

県立新栄

面接官：2人 時間：約10分

得意・不得意科目について 中学校生活の思い出
志望の動機 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望
クラブ活動について 中学で頑張った教科と学習以外の事

自己ＰＲ 高校で頑張りたい教科と学習以外の事

県立荏田

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校についての感想 言い残したことは
クラブ活動について 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
通学時間・利用交通機関 本校の教育についての理解

県立霧が丘

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 中学で頑張った教科と学習以外の事

クラブ活動について 自己ＰＲ 高校で頑張りたい教科と学習以外の事

高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関
中学校生活の思い出 趣味や特技について
将来の進路や希望 日常生活の過ごし方など

質問事項

先輩から：・面接官の声が小さかった・一つの質問を掘り下げるので深く話せるようにしとくとい
い

質問事項

先輩から：・面接シートの内容で進んだ・面接の練習は何度もやったほうがいいと思った・自分の
言いたいことについて深く考えておく必要があると思います

質問事項

先輩から：・勉強は早いうちに始めたほうがいい

質問事項

先輩から：・自分の思ったことをしっかり笑顔で言う・具体的に答えるといいと思う

質問事項

先輩から：・たくさんの質問があるのでたくさん考えておくといい・面接官に緊張しないで話して
くださいと言われたので落ち着くことができた・面接官は優しかった



県立白山(普・美術)

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 自己ＰＲ 欠席・遅刻について
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について 他の志望校について
中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など 本校についての感想
得意・不得意科目について クラブ活動について 友人関係
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関 家庭生活・塾などについて

県立市ヶ尾

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 今までで一番楽しかった授業
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 委員会に入りたいか
得意・不得意科目について 趣味や特技について 最後に言いたいこと
自己ＰＲ 通学時間・利用交通機関 本校の文化祭や説明会に来たか

県立元石川

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関
クラブ活動について 本校についての感想

県立希望ヶ丘

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 家庭生活・塾などについて
得意・不得意科目について 文武両道について
クラブ活動について 中学で頑張った教科と学習以外の事

県立旭

面接官：3人 時間：約15分

クラブ活動について 通学時間・利用交通機関 部活で学んだこと
得意・不得意科目について 将来の進路や希望 中学で頑張った教科と学習以外の事

志望の動機 中学校生活の思い出 高校で頑張りたい教科と学習以外の事

趣味や特技について 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 家庭生活・塾などについて

質問事項

先輩から：・具体的に、簡潔に、といっぱい言われる

質問事項

先輩から：・同じようなことを2回ぐらい聞いてくる・具体的にと掘り下げられることが多い

質問事項

先輩から：・面接は落ち着けば大丈夫・いろんな学校の説明会に行っておいたほうがいいと思う・怖い面接
官でもリラックスしよう

質問事項

先輩から：・勉強あるのみです・頑張ってください

質問事項

先輩から：・面接カードに書いたことについて細かく聞かれました・早めに受験対策するべき・体調管理に
は気を付けてください



県立松陽

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 勉強で頑張ったこと
高校に入ってやりたいこと
中学校生活の思い出
得意・不得意科目について
本校の知っていること

県立瀬谷

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 部活や委員会は入るか
得意・不得意科目について 最後に言いたいこと
中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと
本校をどう知ったか

県立瀬谷西

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 中学校生活の思い出
得意・不得意科目について 中学で一番努力したこと
教科以外の取り組み 高校で頑張りたい勉強と勉強以外のこと

高校に入ってやりたいこと
自己ＰＲ

県立横浜平沼

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 通学時間・利用交通機関 本校の行事について
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 説明会で印象に残っていること
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 本校の教育の具体的な取り組み
クラブ活動について 趣味や特技について 中学で一番努力したこと
得意・不得意科目について 昨日はよく眠れたか

県立光陵

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
クラブ活動について 学習の工夫
中学校生活の思い出 高校で頑張りたい勉強と勉強以外のこと

家庭生活・塾などについて 調べものをしたことがあるか

質問事項

先輩から：・ほとんど面接カードの内容だったので面接カードの内容を覚えれば大丈夫・もっと早く練習す
るべきだと思った

質問事項

先輩から：・日ごろから身の回りやニュースに関心を持っておくと自分の意見を考えられるからい
いと思う

質問事項

先輩から：大変なことはたくさんあると思いますが頑張ってください・塾に行ったほうが自信にな
ると思います

質問事項

先輩から：・がんばれ・とりあえず声と表情を作って好印象を取ればいい

質問事項

先輩から：トイレに行っとく・しっかり練習しておく・あくびをしない・口角を上げる・高校で
待ってます！がんばって



県立保土ヶ谷

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 将来の進路や希望 本校の特色について
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 本校の特色の理解
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関 校則は守れるか
本校についての感想 日常生活の過ごし方など 中学で頑張った教科と勉強以外の事

クラブ活動について 時事問題・一般常識 高校で頑張りたい教科と勉強以外の事

市立桜丘

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科
将来の進路や希望 クラブ活動について 高校で頑張りたい教科
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 昨夜はよく眠れたか
趣味や特技について 今緊張しているか

県立舞岡

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 緊張しているか
将来の進路や希望 クラブ活動について 中学で頑張った教科と勉強以外の事

高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 高校で頑張りたい教科と勉強以外の事

得意・不得意科目について 趣味や特技について 地域活動について
通学時間・利用交通機関 家庭生活・塾などについて 委員会について

県立上矢部 (普)

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 将来の進路や希望 興味のある学校行事
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 部活動で大変だったこと
中学校生活について 本校についての感想 高校で頑張りたい教科
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関 教科以外で頑張ったこと
クラブ活動について 欠席・遅刻について

県立金井

面接官：2人 時間：約15分

クラブ活動について 趣味や特技について
志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 部活や委員会について
得意・不得意科目について
将来の進路や希望

質問事項

先輩から：・変な質問はなかったので大丈夫です・かなり掘り下げられた・しっかり聞いてくれるので落ち
着くことが大事だと思います・ちゃんと面接官の目を見て質問に答えたほうがいい

質問事項

先輩から：・面接カードの内容ではない質問もあるのでちゃんと練習したほうがいい・志望理由を
深く聞かれた

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・詳しく。ほかには。など続けての質問が多いから答えられるようにしたほうがいい

質問事項

先輩から：・ドアを間違えないように注意してください



県立永谷

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 最後に言い残したこと
将来の進路や希望 趣味や特技について 高校で頑張りたい教科と勉強以外の事

高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 部活で大切だと思うこと
中学校生活の思い出 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 中学で頑張った教科と勉強以外の事

県立横浜南陵

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 趣味や特技について 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 行事で頑張りたいこと
得意・不得意科目について 自己ＰＲ 中学で頑張った教科と勉強以外の事

中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関 高校で頑張りたい教科と勉強以外の事

市立南

面接官：3人 時間：約10-15分

志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について
自己ＰＲ 通学時間・利用交通機関
中学校生活の思い出

県立柏陽

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 中学で頑張った教科と勉強以外の事

高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 高校で頑張りたい教科と勉強以外の事

将来の進路や希望 中学校生活の思い出 生徒会に興味はあるか
得意・不得意科目について 自己ＰＲ 説明会で印象に残ったこと
通学時間・利用交通機関 趣味や特技について 言い残したことはあるか

県立横浜緑ヶ丘

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 中学で頑張った教科と教科以外の事

将来の進路や希望 クラブ活動について 高校で頑張りたい教科と教科以外の事

高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 苦労して学んだこと
中学校生活の思い出 趣味や特技について 学校以外の活動について
得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて

質問事項

先輩から：・掘り下げて質問される・ドアは開けてくれた。・面接官二人から質問される・あまり
突飛な質問はないが、よく考えておくべきだと思う・やっぱり内申が大事だと思う

質問事項

先輩から：・どの質問も「具体的に教えてください」と聞かれたので答えられるようにしたほうが
いい

質問事項

先輩から：・ノックは必要なかった・意外と質問が少ない印象だった

質問事項

先輩から：・受験番号は言われない。ノックもしなくてよかった・とにかく練習が大事だ・面接
カードの内容を深く聞かれる

先輩から：

質問事項



県立横浜立野

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ
将来の進路や希望 家庭生活・塾などについて
クラブ活動について 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
得意・不得意科目について

県立磯子

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について
将来の進路や希望 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関
中学校生活の思い出 友人関係
得意・不得意科目について

県立氷取沢

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について この部屋は寒くないか
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 昨夜は眠れたか
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
自己ＰＲ 趣味や特技について
得意・不得意科目について 高校で頑張りたい教科と教科以外の事

市立金沢

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関
中学校生活の思い出 中学での教科などに対する意欲
クラブ活動について 教科以外の意欲
将来の進路や希望

市立川崎（普）

面接官：3人 時間：約10分

福祉について 中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関
志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 趣味や特技について

質問事項

先輩から：・福祉についての質問が多かった・面接官が3人もいて威圧感がすごかった

質問事項

先輩から：

先輩から：面接当日、高校の先生方は優しかった

質問事項

先輩から：・緊張した

質問事項

先輩から：・意外に質問された

質問事項

説明会、体験授業、本校文化祭などに参加はしたか



川崎市立幸 (普)

面接官：3人 時間：約10-15分

志望の動機 得意・不得意科目について 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 家庭生活・塾などについて
本校の印象について 中学校生活の思い出 趣味や特技について
どんな資格をとりたいか 将来の進路や希望 どのようなことを学べると思うか

高校でどの教科を学びたいか 自己ＰＲ

県立新城

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 自分の長所
将来の進路や希望 自己ＰＲ 本校の特色
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 本校の説明会や文化祭を見た感想

得意・不得意科目について 趣味や特技について 大学進学について
中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて

県立住吉

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望
得意・不得意科目について 自己ＰＲ
クラブ活動について 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 昨夜はよく眠れたか

市立橘（普）

面接官：3人 時間：約10分

本校について知っていること クラブ活動について 本校についての感想
将来の希望をくわしく 得意・不得意科目について 時事問題・一般常識
志望の動機 中学校生活の思い出 趣味や特技について
将来の進路や希望 自己ＰＲ 印象に残る学校行事
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関 中学の道徳の授業の感想

県立川崎北

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて
クラブ活動について やりたい委員会

質問事項

先輩から：・寒かった。ホッカイロをもっていったほうがいい。廊下が寒い

質問事項

先輩から：・面接官によって質問が全然違うみたい・部屋に入る前が一番緊張する・一つの事を掘
り下げる部類の面接だからしっかり準備が必要

質問事項

先輩から：・believe in myself!!・面接官がやさしい人だった。言葉が詰まっても待ってくれ
た・質問はぐいぐいきた

質問事項

先輩から：・先生がドアを開けてくれ一緒に室内に入ったので「失礼します」を言い忘れた・自分
の長所をたくさん見つけておくといい

質問事項

先輩から：・面接官が手をあげたら入室する・受験番号は面接官が確認してくれた・面接では似て
いる質問がなんどもきた



県立多摩

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 本校について知っていること
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 本校パンフで興味を持った学習
将来の進路や希望 自己ＰＲ 本校の特色
得意・不得意科目について 趣味や特技について 長所が生かされた経験
本校についての感想 家庭生活・塾などについて 本校で何を学べるか

県立生田

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 本校についての感想
クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと
得意・不得意科目について

県立百合丘

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校についての感想 通っていた中学校の特徴
将来の進路や希望 クラブ活動について 本校の生徒会活動や行事について

中学校生活の思い出 得意・不得意科目について 中学校の教科で頑張ったこと
通学時間・利用交通機関 自己ＰＲ 自分の長所
高校に入ってやりたいこと 家庭生活・塾などについて

県立生田東

面接官：2人 時間：約10分

将来の進路や希望 得意・不得意科目について 入学後はどのように学習に取り組むか

志望の動機 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
中学校生活の思い出 苦手な教科の克服法は

県立菅

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 将来の進路や希望 モラル、マナーについて
得意・不得意科目について クラブ活動について 本校の特色などどんなことを知っているか

高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 中学でがんばったこと
通学時間・利用交通機関 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 他の志望校について
先輩から：・年々難しくなっていってるから頑張れ

先輩から：・話しやすく優しい面接官だった・ひねった質問はされなかった

質問事項

先輩から：・笑顔で面接を受けよう・具体的に教えてくださいが多かった

質問事項

先輩から：・学校の校風を知っておくことが大事

質問事項

質問事項

先輩から：・掘り下げる質問・質問に詳しく答えられるようにしておくといいと思う

質問事項



県立麻生

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 自己ＰＲ
将来の進路や希望 これからの学習について
高校に入ってやりたいこと
クラブ活動について
学習以外でやりたいこと

市立高津

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 他の志望校について
将来の進路や希望 自己ＰＲ 本校について知っていること
クラブ活動について 通学時間・利用交通機関 何の委員会をやりたいか
中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など 緊張しているか

県立横須賀

面接官：2人 時間：約10分

ＳＳＨについて 中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
志望の動機 クラブ活動について 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 本校についての感想 友人関係
得意・不得意科目について 趣味や特技について ボランティアとはなにか
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 中学文化祭で頑張ったこと

県立横須賀大津

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 学習以外で頑張ったことは
得意・不得意科目について 趣味や特技について 将来進みたい道を具体的に
クラブ活動について 通学時間・利用交通機関 自分の長所

県立追浜

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 クラブ活動について 家庭生活・塾などについて
将来の進路や希望 自己ＰＲ 中学で印象に残った授業は
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について 将来の夢を叶えるため必要なこと

中学校生活の思い出 本校についての感想 勉強以外で必要なこと
得意・不得意科目について 日常生活の過ごし方など 英語の魅力

先輩から：・怖い面接官もいましたが質問に答えるとうなづいてくれました・教室で友達と話すこ
ともできたので緊張しなくてよかった・先生がドアを開けてくれた。面接官は優しかった

質問事項

先輩から：・面接官がみんな優しかった・質問の数は多くない。ひとつひとつ具体的に教えてくだ
さいと初めに言われた・中学で頑張ったこと、ふまえて高校で頑張りたいことを鮮明にしておく。

質問事項

先輩から：・先生がドアを開けてくれた・追浜の面接はどれだけ具体的に話せるかが重要・高校の
事をたくさん調べるといいと思う・自分が将来なりたいものについて詳しく知っておくといい

質問事項

先輩から：ドアを開けてくれました。中学の思い出などたくさん持っているといいと思いました。
部活動や委員会について詳しく聞かれることが多いです

質問事項

質問事項

先輩から：



県立津久井浜

面接官：2人 時間：約5-15分

志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 自己ＰＲ 将来の夢のきっかけは
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 中学での委員会について
中学校生活の思い出 趣味や特技について
得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて

県立逗子

面接官：2人 時間：約5-10分

中学で頑張った教科 志望の動機 将来の進路や希望
中学で頑張った学習以外のこと 高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
高校で頑張りたい教科 クラブ活動について 趣味や特技について
高校で頑張りたい学習以外のこと 中学校生活の思い出 本校についての感想
言い残したこと 得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて

県立逗葉

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 本校についての感想 家庭生活・塾などについて
将来の進路や希望 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関
中学校生活の思い出 趣味や特技について

県立鎌倉

面接官：2人 時間：約10分

委員会で大変だったこと 将来の進路や希望 本校についての感想
昨晩の就寝時間、起床時間 通学時間・利用交通機関 入学するにあたっての悩み
志望の動機 クラブ活動について 説明会で印象に残ったこと
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 面接までの時間、何をしていたか

得意・不得意科目について 自己ＰＲ 中学で頑張った教科と教科以外

県立七里ガ浜

面接官：2人 時間：約10分

高校の行事や部活の興味 得意・不得意科目について 趣味や特技について
高校の行事や部活で頑張りたいこと クラブ活動について 通学時間・利用交通機関
志望の動機 中学校生活の思い出 友人関係
将来の進路や希望 本校についての感想 クラブ活動と特技の違い
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 長所と短所での出来事

先輩から：・面接シートにそって質問された・具体的にと言われたけど、答えたことに掘り下げる質問はな
かった・面接官が優しかった・休み時間はあまり勉強できない

質問事項

先輩から：・面接シートにそって質問された・緊張はしていなかったが面接官に「落ち着いてね」
と言われリラックスして面接できた

先輩から：・面接官は優しい感じの人・落ち着いた雰囲気だった。基本的なことしか聞かれなかっ
たから大丈夫・短く簡潔に質問の答えを求めていた。

質問事項

先輩から：・ドアは面接官が開けてくれた。中学で面接官が開けてくれる想定の練習はしていな
かったので練習しとくといい

質問事項

先輩から：・面接シートにそって質問された

質問事項

質問事項



県立大船

面接官：2人 時間：約10分

入りたい委員会 得意・不得意科目について 日常生活の過ごし方など
行事で頑張りたいこと クラブ活動について 本校についての感想
総合の時間について 中学校生活の思い出 自己ＰＲ
志望の動機 通学時間・利用交通機関 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望 学校以外で頑張りたいこと

県立深沢

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 趣味について
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
得意・不得意科目について 本校についての感想
自己ＰＲ 日常生活の過ごし方など

県立湘南

面接官：2人 時間：約5分

志望の動機 中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 本校についての感想 時事問題・一般常識
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ あなたにとっての文武両道
クラブ活動について 趣味や特技について 委員会活動について
得意・不得意科目について 他の志望校について 物事を始めるときに必要なこと

県立藤沢西

面接官：2人 時間：約10分

中学で頑張った教科、教科以外 中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
高校で頑張りたい教科、教科以外 クラブ活動について 趣味や特技について
志望の動機 将来の進路や希望 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 日常生活の過ごし方など 通学時間・利用交通機関
得意・不得意科目について 本校についての感想

県立湘南台

面接官：2人 時間：約10分

文武両道のためにどうするか 将来の進路や希望
志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
得意・不得意科目について 趣味や特技について
クラブ活動について
先輩から：・面接シートにそって質問された

先輩から：・説明会などたくさん行くべきだった

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：質問を掘り下げる形だった、詳しくおしえてと言われた、具体的にと言われた

質問事項

質問事項

先輩から：・面接シートにそって質問された・面接官は怖くなく親身になって質問してくれた

質問事項



県立茅ヶ崎

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 趣味や特技について
得意・不得意科目について 自己ＰＲ 最後に言い残したこと
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関
クラブ活動について 日常生活の過ごし方など

県立茅ヶ崎北陵

面接官：2人 時間：約10分

中学で頑張った教科、教科以外 得意・不得意科目について 体験学習で何をしたか
高校で頑張りたい教科、教科以外 将来の進路や希望
志望の動機 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 本校についての感想

県立鶴嶺

面接官：2人 時間：約10分

文武両道について クラブ活動について 趣味や特技について
志望の動機 中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関 行事について
得意・不得意科目について 本校についての感想 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 自己ＰＲ

県立茅ヶ崎西浜

面接官：2人 時間：約5-10分

本校の特色について 中学校生活の思い出 趣味や特技について
中学で頑張った教科、教科以外 得意・不得意科目について 日常生活の過ごし方など
高校で頑張りたい教科、教科以外 本校についての感想 家庭生活・塾などについて
志望の動機 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望

県立寒川

面接官：2人 時間：約5分

志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと
クラブ活動について
中学校生活の思い出

先輩から：・中庭がきれい・面接がおもっているより大変だった

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・ひとつのことを細かく聞かれ質問攻めされた感じです・質問を掘り下げる形だった・
面接シートにそって質問された

質問事項

先輩から：・質問を掘り下げる形だった

質問事項



県立平塚江南

面接官：2人 時間：約10分

本校の特色について 高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出
中学で頑張った教科、教科以外 本校についての感想
高校で頑張りたい教科、教科以外 得意・不得意科目について
志望の動機 クラブ活動について
将来の進路や希望 自己ＰＲ

県立高浜

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について
本校の特色について 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 中学で頑張った教科
得意・不得意科目について
将来の進路や希望

県立大磯

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 本校についての感想
高校で頑張りたい教科、教科以外 中学校生活の思い出 友人関係
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 趣味や特技について
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関

県立二宮

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 将来の進路や希望 趣味や特技について
自分が本校にあっていると思う理由 得意・不得意科目について 友人関係
本校のいいところ クラブ活動について 勉強、行事を頑張ったと思うこと

高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科、教科以外
自己ＰＲ 本校についての感想

県立秦野

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 中学での実技科目の取り組み方
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 本校についての感想
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関
クラブ活動について 4教科の取り組み方

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・質問に悩んで話せなくても答えるまで待ってくれた・廊下が寒いのでカイロ持ってい
くといい・トイレの場所の確認も必要

先輩から：・質問を掘り下げる形だった

質問事項

先輩から：・ドアを閉め忘れないように・特色をよく理解していくといい

質問事項

先輩から：・面接シートにそって質問された

質問事項

質問事項



県立秦野曽屋

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 通学時間・利用交通機関 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 文化祭や体育祭の取り組み方
将来の進路や希望 得意・不得意科目について
自己ＰＲ 趣味や特技について
クラブ活動について 本校についての感想

県立伊勢原

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科、教科以外
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
得意・不得意科目について 将来の進路や希望
クラブ活動について 自己ＰＲ
日常生活の過ごし方など 友人関係

県立伊志田

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 自己ＰＲ
どのように本校を知ったか クラブ活動について 趣味や特技について
勉強で努力したこと 高校に入ってやりたいこと 家庭生活・塾などについて
将来のために頑張っていること 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 本校についての感想

県立西湘

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
文武両道はどうやるか 自己ＰＲ 時事問題・一般常識
得意・不得意科目について 中学校生活の思い出 将来の夢のきっかけは
将来の進路や希望 家庭生活・塾などについて 部活動、生徒活動に対する意欲
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 中学で頑張った教科、教科以外

県立小田原東 (普)

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 友人関係
得意・不得意科目について 将来の進路や希望 日常生活の過ごし方など
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 趣味や特技について
中学で頑張った教科、教科以外 本校についての感想 家庭生活・塾などについて
中学の委員会活動について 自己ＰＲ 他の志望校について
先輩から：・面接緊張した・面接官が怖い

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・いろいろな説明会に行くべきだと思う

質問事項

先輩から：・チャイムの音が変、チャイムが鳴る5秒前からジーという音が鳴るので目安にできる
かも・腕時計は絶対持って行ったほうがいい。後ろの席だと時計が見えない

質問事項

質問事項

先輩から：・面接シートにそって質問された

質問事項



県立足柄

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
将来の進路や希望 得意・不得意科目について 趣味や特技について
本校について知っていること 本校についての感想 家庭生活・塾などについて
中学で頑張った教科、教科以外 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
高校で頑張りたい教科、教科以外 中学校生活の思い出 友人関係

県立山北

面接官：2人 時間：約10分

本校の特色 クラブ活動について 中学で頑張った教科と教科以外
志望の動機 本校についての感想
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 趣味や特技について

県立厚木

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校についての感想
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 日常生活の過ごし方など
得意・不得意科目について 昨夜はよく眠れたか
クラブ活動について

県立厚木東

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと
クラブ活動について
中学校生活の思い出

県立厚木北 (普)

面接官：2人 時間：5-10分

志望の動機 得意・不得意科目について
クラブ活動について 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
本校についての感想 勉強と部活の両立について
本校の特色 習熱別度授業について

先輩から：・面接シートにそって質問された

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・特色についてしっかり知っておくことが大事・詳しくと言われる事が多かった　

質問事項

先輩から：・面接官がおじさんだったらあまり緊張しなくていい・いろいろな説明会に行くべきだと思う

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項



県立厚木西

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 本校についての感想
将来の進路や希望 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出
得意・不得意科目について
クラブ活動について

県立海老名

面接官：2人 時間：約10分

中学の委員会活動について 高校に入ってやりたいこと
志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 本校についての感想
中学校生活の思い出 本校の特色
クラブ活動について 最後に言い残したこと

県立有馬

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 勉強以外で頑張ったこと
将来の進路や希望 本校の事をどうやって調べたか
高校に入ってやりたいこと 勉強方法について
中学校生活の思い出
本校についての感想

県立愛川

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機
本校の特色
中学校生活の思い出
クラブ活動について
自己ＰＲ

県立大和

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 本校についての感想 時事問題・一般常識
得意・不得意科目について 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科、教科以外
高校に入ってやりたいこと 日常生活の過ごし方など
クラブ活動について 家庭生活・塾などについて

先輩から：志望理由とその学校について特色などしっかり考えておこう・緊張するがリラックスが
大事

質問事項

先輩から：・ドアは開けてもらえる・受験票が必要だった・トイレが遠かった

先輩から：ちゃんと練習していれば本番そこまで緊張しない

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

質問事項



県立大和南

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 最後に言い残したこと
将来の進路や希望 校則が守れるか
クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと
友人関係

県立大和西

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 本校についての感想
将来の進路や希望 尊敬している人
高校に入ってやりたいこと 本校の国際教育について
趣味や特技について 中学で頑張った教科、教科以外
中学校生活の思い出

県立座間

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 文武両道について
高校に入ってやりたいこと 文化祭で楽しみなこと
自己ＰＲ 中学で頑張った教科、教科以外
本校についての感想 高校で頑張りたい教科、教科以外

県立綾瀬

面接官：2人 時間：約10分

本校に来たことがあるか 自己ＰＲ 将来の進路や希望
ＡＣＴついて何をやりたいか 得意・不得意科目について 高校で頑張りたい教科、教科以外

志望の動機 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出

県立綾瀬西

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機
将来の進路や希望
高校に入ってやりたいこと
得意・不得意科目について
教科などの意欲
先輩から：

先輩から：

質問事項

先輩から：・面接シートにそって質問された

質問事項

先輩から：・教室に入る前に受験票を見せた・ドアを開けなかった・面接途中で質問する人が変
わった

質問事項

質問事項

先輩から：・具体的にと言われることがほぼ毎回だったので質問に詳しく答えて準備しておくとい
い・面接官は笑顔で聞いてくれるから落ち着いてれば大丈夫

質問事項



県立麻溝台

面接官：2人 時間：約10分

文武両道について 得意・不得意科目について 本校についての感想
中学で頑張った教科、教科以外 高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望
高校で頑張りたい教科、教科以外 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
本校の興味がある行事 中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
志望の動機 自己ＰＲ 本校の文化祭の印象

県立上鶴間

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校についての感想 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 得意・不得意科目について 高校で頑張りたい教科、教科以外

高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
クラブ活動について 中学の活動で得たものは
中学校生活の思い出 本校に来たことはあるか

県立上溝

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 本校についての感想 高校で頑張りたい教科、教科以外

自己ＰＲ クラブ活動について 本校の特色
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出
通学時間・利用交通機関 他の志望校について

県立相模原

面接官：2人 時間：約10分

本校の特色 通学時間・利用交通機関 趣味や特技について
昨夜は眠れたか 高校に入ってやりたいこと 入りたい委員会について
志望の動機 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 得意・不得意科目について 高校で頑張りたい教科、教科以外

クラブ活動について 本校についての感想

県立上溝南

面接官：2人 時間：約5-15分

本校の特色 中学校生活の思い出 他の志望校について
将来の進路や希望 得意・不得意科目について 日常生活の過ごし方など
志望の動機 自己ＰＲ 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 時事問題・一般常識
通学時間・利用交通機関 本校についての感想

先輩から：・具体的にと言われる・扉が重い

質問事項

先輩から：・具体的にと言われる・面接官が優しかった

質問事項

先輩から：・具体的にと言われる

質問事項

先輩から：・ドアが重いので力強く・面接官との距離があるので声を大きめに・自分のタイミング
で部屋に入る・暑かったので飲み物を持って行ったほうがいい・エアコンの音がうるさい

質問事項

先輩から：・具体的にと言われる・最初に面接官が緊張を和らげてくれた

質問事項



県立橋本

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校の特色 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 クラブ活動について 調査書について
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 職場体験について
自己ＰＲ 本校についての感想 委員会について
得意・不得意科目について 趣味や特技について 中学で最も力を入れた教科

県立相模田名

面接官：2人 時間：約7分

志望の動機
将来の進路や希望
高校に入ってやりたいこと
よく眠れたか

県立津久井

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 得意・不得意科目について 中学で頑張った教科、教科以外
通学時間・利用交通機関 本校についての感想
将来の進路や希望 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
中学校生活の思い出 自己ＰＲ

県立城山

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 趣味や特技について
通学時間・利用交通機関 中学校生活の思い出 友人関係
本校の特色 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
興味のある学校行事 将来の進路や希望 家庭生活・塾などについて

市立東

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 中学で頑張った教科、教科以外
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望 あなたの趣味
中学校生活の思い出 本校についての感想
クラブ活動について 趣味や特技について
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関

先輩から：・頑張ってください

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・高校の特色など、どれだけ知っているかすごく聞かれる

質問事項

質問事項

先輩から：・体験授業、文化祭、説明会は参加したほうがいいと思った・変な質問をされると焦るので、
ちゃんと言うことを決めていかないほうがいい

質問事項



市立戸塚

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 将来の進路や希望 欠席・遅刻について
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 本校についての感想
得意・不得意科目について 自己ＰＲ 委員会について
中学校生活の思い出 趣味や特技について 中学で頑張った教科、教科以外
昨夜はよく眠れたか 通学時間・利用交通機関 中学で悩んだこととその改善策

県立横浜桜陽

面接官：2人 時間：約10分

高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について 他の志望校について
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科、教科以外
クラブ活動について 本校についての感想 高校で頑張りたい教科、教科以外

得意・不得意科目について 自己ＰＲ 本校の魅力
志望の動機 欠席・遅刻について

県立横浜旭陵

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 よく眠れましたか
将来の進路や希望 緊張してますか
クラブ活動について 本校特色について
高校に入ってやりたいこと 入りたい部活は
通学時間・利用交通機関

県立横浜緑園

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 将来の進路や希望 高校で頑張りたい教科,教科以外

高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 委員会について
クラブ活動について 趣味や特技について 最後に言いたいこと
得意・不得意科目について 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関

県立横浜栄

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 高校で頑張りたい教科、教科以外 本校についての感想
将来の進路や希望 大学進学について 日常生活の過ごし方など
得意・不得意科目について 中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 文武両道について
中学で頑張った教科、教科以外 クラブ活動について 中学で意識していたこと

先輩から：・早めに練習をするべき・緊張せずにリラックスする

質問事項

先輩から：・当日は温度調節できるように服装を工夫するといいと思う

質問事項

質問事項

先輩から：公立の面接は一番気を付けるべき・ひとつひとつ答えられるようにがんばって・リラッ
クスしてゆっくり元気に。

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・質問を深く聞かれる、詳しくと言われた・面接官が扉を開けてくれるのでノックしな
いパターンも練習すべき・一人の面接官が急にストレッチを始めても動揺しないように



県立三浦臨海

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校の特色 自己ＰＲ
将来の進路や希望 本校についての感想 友人関係
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて
得意・不得意科目について 日常生活の過ごし方など 自分の成長したと思うこと
クラブ活動について 趣味や特技について

県立藤沢清流

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと 本校の特徴
将来の進路や希望 本校についての感想
クラブ活動について 中学校生活の思い出
得意・不得意科目について 趣味や特技について

県立平塚湘風

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について
将来の進路や希望 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 中学で頑張った教科
中学校生活の思い出
本校についての感想

県立小田原

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 時事問題・一般常識
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 単位制について期待すること
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 中学で頑張った教科、教科以外
クラブ活動について 趣味や特技について 高校で頑張りたい教科、教科以外

本校についての感想 友人関係

県立川崎

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 クラブ活動について 頑張ったこと、頑張りたいこと
得意・不得意科目について 趣味や特技について 一番つらかったことは
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関
本校の特色について 本校についての感想

先輩から：思ったより緊張はしなかった・内申をもっと上げとけばよかったと思う

質問事項

先輩から：質問を掘り下げてくるのでたくさん練習しとくべき・面接前、教室の前で待機している
ときは好きなことを考えよう。リラックスできるように

先輩から：面接官は優しくて言い直してもいいと言われたので話しやすかった

質問事項

先輩から：・面接官が笑顔で対応してくれたので自信持っても大丈夫だと思った・内申とって頑
張ってほしい

質問事項

先輩から：・深く聞かれるので練習しといたほうがいい

質問事項

質問事項



県立大師 (普)

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 高校に入ってやりたいこと 得意教科はどこが得意か
将来の進路や希望 クラブ活動について 中学で頑張った教科、教科以外
自分の中学校の良いところ 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 趣味や特技について
得意・不得意科目について 友人関係

県立神奈川総合

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 自己ＰＲ スケジュールの組み方について
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出
テーマ研究について 本校についての感想
クラブ活動について 趣味や特技について

県立厚木清南

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 クラブ活動について 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 本校についての感想 高校で頑張りたい教科、教科以外

高校に入ってやりたいこと ボランティア活動について 自分の良いところ
得意・不得意科目について コミュニケーションについて
中学校生活の思い出 委員会には何に入りたいか

県立相模原青陵

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
中学校生活の思い出
中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望

県立横浜清陵

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 得意・不得意科目について 趣味や特技について
将来の進路や希望 本校についての感想 時事問題・一般常識
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関 家事の手伝いをしているか
クラブ活動について 自己ＰＲ 本校の特色について
中学校生活の思い出 家庭生活・塾などについて 中学で頑張った教科、教科以外

先輩から：・笑顔が一番大切だと思います・焦らずリラックスして頑張ってください

質問事項

先輩から：・掘り下げて質問されるので基本はしっかり決めていたほうがいい・面接シートの内容
は全部聞かれた・ドアは開けてくれた・面接官は優しいので大丈夫

質問事項

質問事項

先輩から：一つの質問に対して深く具体的に、というのが多かった・どの内容も長く答えてもダメ
だし、逆も然りだと思う

質問事項

先輩から：・志願理由は中盤で聞かれた・唐突にいきなり始まった・面接官からの緊張をほぐして
くれる言葉はなかった・面接官との距離があった・面接官はあまり笑顔ではない

質問事項

先輩から：・とにかく多くの質問をされるので、どんなところから質問されても答えられるように
練習するといいと思う



県立弥栄 (普)

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 本校の特色について
将来の進路や希望 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
本校についての感想 趣味や特技について

県立平塚農業

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 自己ＰＲ
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと
本校、受ける学科の特色
中学校生活の思い出

県立中央農業

面接官：2人 時間：約5-10分

将来の進路や希望 本校についての感想 友人関係
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 家庭生活・塾などについて
志望の動機 中学校生活の思い出 学科の事について
通学時間・利用交通機関 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 他の志望校について

県立相原（農業系）

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 趣味や特技について
得意・不得意科目について 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 日常生活の過ごし方など
クラブ活動について 学科について

県立吉田島 (農)

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 中学校生活の思い出 友人関係
将来の進路や希望 クラブ活動について 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 本校の特色について
得意・不得意科目について 趣味や特技について 中学で頑張った教科、教科以外
本校についての感想 通学時間・利用交通機関 専門学科の関心について

質問事項

質問事項

先輩から：・後悔ないように頑張ってください

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・面接官が優しい

先輩から：・面接官が優しかったので緊張せずにできたけど、面接カードに書いた内容はすぐ答えられるよ
うにしたほうがいいと思った・面接質問は予期せぬものもあるけど慌てないように落ち着いて

質問事項



県立神奈川工業

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 欠席・遅刻について
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 他の志望校について
将来の進路や希望 本校についての感想 日常生活の過ごし方など
中学校生活の思い出 趣味や特技について 学科について・資格について
通学時間・利用交通機関 自己ＰＲ コースでやりたいこと

県立商工（総合技術）

面接官：2人 時間：10分

本校についての感想 中学校生活の思い出 クラブ活動について
志望の動機 通学時間・利用交通機関 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望 時事問題・一般常識
どのような資格をとりたいか 得意・不得意科目について 本校説明会の感想
勉強以外で頑張りたいこと 自己ＰＲ

県立磯子工業

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 自己ＰＲ やりたい委員会など
クラブ活動について 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について
その学科を選んだ理由 本校についての感想

県立川崎工科

面接官：3人 時間：約5-15分

志望の動機 どの資格を取りたいか 友人関係
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 家庭生活・塾などについて
得意・不得意科目について 本校についての感想
クラブ活動について 趣味や特技について

県立向の岡工業

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて
何か物を作ったことはあるか クラブ活動について 本校の知ってること
どの資格を取りたいか 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・かばんを持って面接室に入った。かばんを持っての入室する練習をしたほうがいいと
思う

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・ずっと笑顔を意識してました。最後に笑顔が素敵だねって褒められました

質問事項

先輩から：・質問をものすごく掘り下げてくる・遠回しに質問してくるときがある。わかりにくい・面接
シートにそって質問された

質問事項



市立川崎総合科学

面接官：2人 時間：約5-15分

将来の進路や希望 クラブ活動について 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 本校の特色 他の志望校について
志望の動機 通学時間・利用交通機関 日常生活の過ごし方など
中学校生活の思い出 自己ＰＲ 友人関係
得意・不得意科目について 本校についての感想 高校生活への不安はあるか

県立横須賀工業　

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校の特色、学科ごとの特色 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 資格について 趣味や特技について
得意・不得意科目について クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関 家庭生活・塾などについて
中学校生活の思い出 本校についての感想 他の志望校について

県立藤沢工科

面接官：3人 時間：約10-15分

志望の動機 クラブ活動について 欠席・遅刻について
将来の進路や希望 趣味や特技について 友人関係
得意・不得意科目について 本校についての感想 日常生活の過ごし方など
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関

県立平塚工科

面接官：3人 時間：約5-10分

志望の動機 クラブ活動について
中学校生活の思い出 高校に入ってやりたいこと
通学時間・利用交通機関 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 趣味や特技について
本校についての感想 特色について

県立小田原城北工業

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 他の志望校について
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
得意・不得意科目について 本校についての感想 入りたい委員会、部活
将来の進路や希望 趣味や特技について 言い残したこと
クラブ活動について 通学時間・利用交通機関

質問事項

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・頑張ってください

先輩から：・説明会に参加しといたほうがいいと思う



県立商工（商業系）

面接官：2人 時間：約10分

本校についての感想 中学校生活の思い出 クラブ活動について
志望の動機 通学時間・利用交通機関 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望 時事問題・一般常識
どのような資格をとりたいか 得意・不得意科目について 本校説明会の感想
勉強以外で頑張りたいこと 自己ＰＲ

市立横浜商業

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 高校で頑張りたい教科、教科以外 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望 他の志望校について
中学校生活の思い出 自己ＰＲ 商業科を選んだ理由は
本校の特徴、特色は 本校についての感想 どんな資格を取りたいか
中学で頑張った教科、教科以外 クラブ活動について 言い残したことは

川崎市立幸(ビジネス教養)

面接官：3人 時間：約10-15分

志望の動機 得意・不得意科目について 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 家庭生活・塾などについて
本校の印象について 中学校生活の思い出 趣味や特技について
どんな資格をとりたいか 将来の進路や希望 簿記とはなにか
高校でどの教科を学びたいか 自己ＰＲ どのようなことを学べると思うか

県立平塚商業

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 本校の行事、授業で知っていること

高校に入ってやりたいこと やってみたいこと
得意・不得意科目について
本校についての感想

県立小田原東 (総合ビジネス)

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出 友人関係
得意・不得意科目について 将来の進路や希望 日常生活の過ごし方など
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 趣味や特技について
中学で頑張った教科、教科以外 本校についての感想 家庭生活・塾などについて
中学の委員会活動について 自己ＰＲ 総合科でやりたいことは

先輩から：・緊張していると思いますがリラックスして答えてくださいと言われた・面接までの待ち時間が長い、面接
官との距離が少しあるから大きな声で・面接官の活舌が悪かった。聞き直しても優しく丁寧に答えてくれた

質問事項

先輩から：・この高校は資格をとって就職するのが一番の目的・面接官が手をあげたら入室する・
受験番号は面接官が確認してくれた・面接では似ている質問がなんどもきた

質問事項

先輩から：・面接緊張した・面接官が怖い

質問事項

質問事項

先輩から：・ずっと笑顔を意識してました。最後に笑顔が素敵だねって褒められました

質問事項

先輩から：・試験と試験の間は静かにしたほうがいいと思います。



県立厚木商業

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 高校の特色
クラブ活動について
中学校生活の思い出

県立相原（総合ビジネス）

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 趣味や特技について
得意・不得意科目について 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 日常生活の過ごし方など
クラブ活動について 学科について

県立鶴見総合

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 クラブ活動について 本校の知っていること
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 よく眠れたか
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 得意・不得意科目について
自己ＰＲ 日常生活の過ごし方など

市立みなと総合

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 将来の進路や希望 高校で頑張りたい教科,教科以外
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について 総合学科のイメージは
自己ＰＲ 本校についての感想 緊張しているか
クラブ活動について 中学校生活の思い出 最後に言いたいこと
得意・不得意科目について 中学で頑張った教科、教科以外

県立金沢総合

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 通学時間・利用交通機関 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
高校に入ってやりたいこと 友人関係 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 本校についての感想 緊張しているか
クラブ活動について 家庭生活・塾などについて

質問事項

先輩から：・面接カードにそって詳しく聞かれた・面接官は優しかったので、落ち着いてリラック
スして答えるといいと思う

質問事項

先輩から：・一つの質問を詳しく聞かれるので細かく考えといたほうがいい・高校の特色は聞かれ
なかった・名前は聞かれたけど中学校名、受験番号は聞かれなかった・面接官が優しかった

質問事項

先輩から：・学校見学、文化祭などは行っておいたほうがいいと思う・深呼吸は大事・笑顔でハキハキ面接
を受けるといいと思う

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・厚木商業は面接時間が短いから基本をしっかりしとくといい



県立麻生総合

面接官：2人 時間：約5-15分

志望の動機 得意・不得意科目について 説明会に行ったときの感想
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 趣味や特技について
中学校生活の思い出 自己ＰＲ
クラブ活動について 本校の特色について

市立横須賀総合

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校についての感想 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて
将来の進路や希望 クラブ活動について 通学時間・利用交通機関
本校について知っていること 自己ＰＲ 欠席・遅刻について
中学校の様子について 中学校生活の思い出 友人関係

県立秦野総合

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
得意・不得意科目について 中学校生活の思い出
クラブ活動について 自己ＰＲ

県立藤沢総合

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 自己ＰＲ 家庭生活・塾などについて
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について 中学で頑張った教科、教科以外
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関 本校の特色について
中学校生活の思い出 本校についての感想 高校の行事について

県立座間総合

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 本校の知っていること
将来の進路や希望 他に言いたいこと
得意・不得意科目について よく眠れたか
通学時間・利用交通機関

質問事項

先輩から：・面接官は優しいので、緊張するとは思うけどリラックス・高校の特徴をたくさん言え
るように練習するべき・意外と助け船を面接官が出してくれ、落ち着いて受け答えができた

先輩から：・面接の前の待合室待機では静かにするべき。きょろきょろしても落ち着きないと思わ
れるので注意・頑張ってください

質問事項

先輩から：最低限の事を言えるようにして高校の事について知っておくといいと思います

質問事項

先輩から：・すごく掘り返してくる・面接前迎えに来てくれるのでノックとかしなかった・面接官
は優しく笑顔だったので安心できた・落ち着けば大丈夫

質問事項

先輩から：・内申を上げれば苦労しないと思った・具体的に答えを求められたので、ちゃんと考え
とくべきだと思った

質問事項



県立相模原総合

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想 中学で頑張った教科、教科以外
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 高校で頑張りたい教科,教科以外

本校の特色、総合学科の理解 趣味や特技について
クラブ活動について 自己ＰＲ

市立横浜サイエンスフロンティア

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 中学校生活の思い出 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について 中学で頑張った教科、教科以外
理科への興味、関心について 時事問題・一般常識
クラブ活動について 趣味や特技について

県立二俣川看護福祉

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 看護に必要なものはなにか
看護についての意欲
クラブ活動について

県立横浜国際

面接官：3人 時間：約5-15分

志望の動機 本校についての感想 得意・不得意科目について
本校の特色、知っていること 高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
学校外での活動 クラブ活動について 第2外国語の知っていること
中学で頑張った教科、教科以外 趣味や特技について
将来の進路や希望 中学校生活の思い出

市立横浜商業（国際学科）

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 高校で頑張りたい教科、教科以外 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 将来の進路や希望 他の志望校について
中学校生活の思い出 自己ＰＲ 商業科を選んだ理由は
本校の特徴、特色は 本校についての感想 どんな資格を取りたいか
中学で頑張った教科、教科以外 クラブ活動について 言い残したことは

先輩から：・面接官はみんな優しかったので緊張せずにがんばってください・目標に向かって頑
張ってください・英語、日本語続けてだから少し慌てるかもしれない。

質問事項

先輩から：・緊張していると思いますがリラックスして答えてくださいと言われた・面接までの待ち時間が長い、面接
官との距離が少しあるから大きな声で・面接官の活舌が悪かった。聞き直しても優しく丁寧に答えてくれた

先輩から：・たくさん質問されるので大丈夫なように練習したほうがいいと思う・緊張すると思い
ますが頑張ってください・前日に前髪を切ろう

質問事項

質問事項

質問事項

先輩から：看護についてアピールするべき

質問事項

先輩から：・理科、科学に対して興味、関心をもっておこう・最後まで諦めずに頑張ってください



市立川崎（生活・福祉）

面接官：3人 時間：約10分

福祉について 中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関
志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 趣味や特技について

市立橘（国際・スポーツ）

面接官：3人 時間：約10分

本校について知っていること クラブ活動について 本校についての感想
将来の希望をくわしく 得意・不得意科目について 時事問題・一般常識
志望の動機 中学校生活の思い出 趣味や特技について
将来の進路や希望 自己ＰＲ 印象に残る学校行事
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関 中学の道徳の授業の感想

市立川崎総合科学（科学）

面接官：2人 時間：約5-15分

将来の進路や希望 クラブ活動について 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと 本校の特色 他の志望校について
志望の動機 通学時間・利用交通機関 日常生活の過ごし方など
中学校生活の思い出 自己ＰＲ 友人関係
得意・不得意科目について 本校についての感想 高校生活への不安はあるか

県立横須賀明光(福祉・国際)

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
本校、学科の特色は 自己ＰＲ
将来の進路や希望 日常生活の過ごし方など
得意・不得意科目について 本校のカリキュラムについて

県立海洋科学

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 クラブ活動について
得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて
通学時間・利用交通機関 中学で頑張った教科、教科以外
高校に入ってやりたいこと

質問事項

先輩から：

質問事項

先輩から：・believe in myself!!・面接官がやさしい人だった。言葉が詰まっても待ってくれ
た・質問はぐいぐいきた

質問事項

先輩から：・面接官が優しい・あんまり詳しく聞いてこなかった

先輩から：・福祉についての質問が多かった・面接官が3人もいて威圧感がすごかった

質問事項

先輩から：・説明会に参加しといたほうがいいと思う

質問事項



県立神奈川総合産業

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 本校についての感想 本校説明会の感想
将来の進路や希望 得意・不得意科目について 言い残したこと
本校の特色 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 中学の担任はどんな先生か

県立弥栄 (音・美・スポ)

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 本校の学科特色について
将来の進路や希望 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
本校についての感想 趣味や特技について

県立津久井（福祉）

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 得意・不得意科目について 中学で頑張った教科、教科以外
通学時間・利用交通機関 本校についての感想
将来の進路や希望 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
中学校生活の思い出 自己ＰＲ

県立上矢部 (美術)

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 将来の進路や希望 興味のある学校行事
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 部活動で大変だったこと
中学校生活について 本校についての感想 高校で頑張りたい教科
得意・不得意科目について 通学時間・利用交通機関 教科以外で頑張ったこと
クラブ活動について 欠席・遅刻について

県立厚木北 (スポーツ科学)

面接官：2人 時間：5-10分

志望の動機 得意・不得意科目について
クラブ活動について 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
本校についての感想 勉強と部活の両立について
本校の特色 習熱別度授業について

質問事項

先輩から：・特色についてしっかり知っておくことが大事・詳しくと言われる事が多かった　

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・美術はデッサンの練習もしとくべき。私は試験当日絶望しました・面接カードの内容
ではない質問もあるのでちゃんと練習したほうがいい・志望理由を深く聞かれた

質問事項

質問事項

先輩から：・面接官が優しかったので緊張せずにできたけど、面接カードに書いた内容はすぐ答えられるよ
うにしたほうがいいと思った・面接質問は予期せぬものもあるけど慌てないように落ち着いて

先輩から：・面接シートの内容だった・面接官は優しかった・特色を細かく聞かれます



市立横浜総合（定時制）

面接官：3人 時間：約10分

志望の動機 自己ＰＲ 本校の特色について
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
中学校生活の思い出 趣味や特技について
将来の進路や希望 クラブ活動について
得意・不得意科目について 日常生活の過ごし方など

県立横浜明朋（定時制）

面接官：2人 時間：約10分

志望の動機 将来の進路や希望 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について 趣味や特技について
学校生活においてのルール 本校についての感想 通学時間・利用交通機関
マナーがわかっているか 中学校生活の思い出 欠席・遅刻について
本校の特色について クラブ活動について 日常生活の過ごし方など

県立相模向陽館（定時制）

面接官： 時間：

志望の動機
学校への質問
グランドデザインについて

県立田奈

面接官：3人 時間：約5-10分

志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について
中学で学習の取り組みについ 自己ＰＲ
将来の進路や希望 委員会について
クラブ活動について 最後に言い残したこと

県立釜利谷

面接官：2人 時間：約10-15分

志望の動機 クラブ活動について 日常生活の過ごし方など
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ 家庭生活・塾などについて
将来の進路や希望 本校についての感想 本校のコースについての理解
中学校生活の思い出 趣味や特技について 自分はどういう人柄だと思うか
得意・不得意科目について 友人関係 どういう人柄になりたいか

先輩から：・学校の特色などちゃんと話せるようにしたほうがいいと思った・学校説明会に面接のヒントが
たくさんあったと思う・面接官が優しく途中に言葉が詰まってもアドバイスしてくれた

質問事項

先輩から：・私は練習をいっぱいしたけど緊張して成果を出せなかったのでもっと練習すべきだっ
たと思う・面接シートをしっかり覚えれば大丈夫だと思います

質問事項

先輩から：・焦らずゆっくりやれば大丈夫だと思う・落ち着いて自分が思っていることを伝えれば
いいと思う

質問事項

先輩から：・面接は笑顔でやるといい・横浜総合の面接は緊張しなくて大丈夫・頑張ってください

質問事項

先輩から：

質問事項



県立大楠

面接官：2人 時間：約10分

高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関 友人関係
志望の動機 本校についての感想 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望 クラブ活動について
得意・不得意科目について 中学校生活の思い出
趣味や特技について 自己ＰＲ

県立大井

面接官：2人 時間：約15分

志望の動機 自己ＰＲ 日常生活の過ごし方など
学習以外について 本校についての感想 友人関係
学習の取り組み方 得意・不得意科目について 趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について 面接練習のやり方
将来の進路や希望 中学校生活の思い出

県立大和東

面接官：2人 時間：約5-10分

志望の動機 中学で頑張った教科、教科以外
高校に入ってやりたいこと
通学時間・利用交通機関
中学校生活の思い出
得意・不得意科目について

先輩から：・笑顔で面接官の目を見て頑張れ・面接は落ち着いてやればできる

質問事項

先輩から：・頑張ってください

質問事項

先輩から：・面接官は優しかった・面接シートの内容だった

質問事項


