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 はじめに  

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。 
 
このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成者に

帰属し、日本の著作権法や国際条約などで保護されています。 
 
著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレポート

の全部又は一部を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を行うこと

を禁じます。 
これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑事を

問わず法的責任を負うことがあります。 
 
レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性等につ

いて、一切の保証を与えるものではありません。また、このレポートに含

まれる情報及び内容の利用によって、直接・間接的に生じた損害について

一切の責任を負わないものとします。 
 
このレポートの使用に当たっては、以上にご同意いただいた上、ご自身の

責任のもとご活用いただきますようお願いいたします。 
 

  

 



保育未経験、子供ぎらいの八木綾香が、Skype面接だけで雇用主を getした方法  

 
Copyright (C) 2017 八木綾香 All Rights Reserved. 

- 3 - 

 第１章まえがき  

こんにちは。八木綾香（やぎあやか）です。 
 
保育未経験、無資格、子供嫌いでしたが、 
どうしてもカナダに移住したいという思いから、 

ケアギバープログラムのナニーとして２年働きました。 

 

ナニーの仕事自体はとても楽しかったのですが、 

保育未経験無資格の私を雇ってくれる雇用主を 

見つけるのに非常に苦労しました。 

 

このレポートでは、これからカナダ移住、ケアギバー 

プログラムを目指すあなたのような人に、私が 

苦労して遠回りして、どうにか編み出した就活テクニック 

が少しでも役に立てばという思いで作成しました。 

 

保育未経験、無資格な人な人はもちろん、 

経験、資格アリの人にも必ず役に立つ裏テクニックです。 

 

また、既にケアギバープログラムの雇用主を見つけている 

人、もしくは働き始めている人も、この裏就活テクを 

知っている事によって、万が一仕事を急にクビになったり、 

雇用主とのトラブルで仕事を辞めたいと思った時に 

絶対に役立ちます。 

 

ケアギバープログラムで永住権取得を目指す 

全ての人にこのレポートを送ります。 
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第２章  面接数をこなしまくれ 

未経験で保育関連の資格がない私が、ナニー歴１０年以上、カナダ永住権
も持っていてスポンサーになってもらう必要のないフィリピン人ナニー
たちに打ち勝つにはどうしたらいいか必死で考えました。 
 
最初に思いついたのは「ひたすら電話面接、スカイプ面接を受けまくって、
面接をパスするテクニックをつけること」 
という方法でした。 
 
というのも、新卒で、第一希望だった資生堂の内定を勝ち取ったときも、
この戦略が成功したという成功体験があったからです。 
 
資生堂に受かったときは、毎日最低３社はどこかしらの面接を受けて、 
 
・	面接でパニクらない 
・	面接で自信をもって自分をアピールする、 
・	面接で質問されること、答えた事を頭に焼き付ける 
 

ということをやり続けました。 
 
その結果、早稲田、慶応、上智、国立卒の高学歴で、なおかつ美人、かわ
いい子が内定者の大半を占める顔採用と言われる資生堂で、学歴ふつう、
ルックスいまいちの私でも内定を得るというミラクルを達成しました。 
 

経験、資格より「面接上手である」人が最強  

面接って、最初の１０回くらいまではめちゃくちゃ緊張して、思うように
しゃべれないのが普通です。 
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カナダでの就活であればそれが全部英語になるので緊張Maxです。 
 
でも１０回を超えたあたりから面接で質問される事が予想できるように
なります。 
 
で、聞かれた事に対して答える内容も、自分なりの型が決まってくるので、
面接でも堂々と話せるようになります。 
 
これはカナダでのナニーの面接でも全く同じでした。 
 
私は毎日２、３件、求人を出している家族に電話して、 
「ナニーの仕事を探しているAyakaです…」と面接の申し込みをし続けま
した。 
 
もちろんいきなり電話してくる迷惑きわまりない奴を面接してくれる心
優しい雇用主は少ないです。 
 
それでも「そこまで言うんなら面接してあげよう」と言ってくれる雇用主
が必ずいます。 
 
そうやって面接まで持ち込めたら、あとは面接の度に「質問されたこと」
をメモに残して、その質問に対する模範解答を作り上げてノートに残して
おく。 
 
次の面接の前にそのメモを見返す… 
 
コレを繰り返すこと２ヶ月。 
私は一度も雇用主と会う事なく、スカイプ面接だけで現在の雇用主にスポ
ンサーになってもらう事ができました。 
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面接で自分のことをしゃべるな！  

「面接では自分のことは極力話さない。」 
 
これは、毎日２、３件、２ヶ月間毎日求人を出している家族に電話をし続
ける中で、 
「どうしたら相手が電話を切らないでくれるか。」 
を試行錯誤していった結果得られた結論です。 
 
雇用主は、自分の子供のことを話したいんです。 
自分の子供がどんなにかわいいか、自分の子供がどんなにかしこいか、自
分の子供がどんなに優秀か、自分の子供が最近どんな事が好きなのか、、、 
 
本当は話したくて話したくてしょうがないんです。 
 
だから、自分の自己紹介は軽めにして、ひたすら雇用主に子供の事を質問
してあげるんです。 
 
例えば 
「あなたのお子さんはどんな遊びが好きなんですか？」 
とか 
「あなたのお子さんの性格ってどんな感じなんですか？」 
 
とかです。 
 
子供がいる親は誰しも、自分の愛する子供の事を話すのが大好きです。 
一度話しだすと止まらない人もいます。 
 
雇用主が子供の話をエンドレスに気持ちよく話し始めたらあなたの勝ち
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です。 
 
自分の子供の自慢話を忍耐強く聞いてくれるあなたに、雇用主は必ず好意
を抱きます。 
 
私の現在の雇用主との面接のときも、抜群の効果を発揮した方法です。 
是非試してみてください。 
 

第３章 雇用主がナニーを選ぶ基準 

 

「どうして一度もあった事もない未経験外国人の私なんか雇ってくれた
の？」 
 
コレを直接私の雇用主に聞いてみました。 
私自身なぜ雇ってもらえたのかが謎だったからです。 
 
すると私の雇用主が私を雇おうと思った理由は２つでした。 
 

雇おうと決めた理由①  

単純に日本が好き、日本人に興味があったから  

私の雇用主は、高校の時に日本語を勉強していたほど、日本に興味があり、
日本が好きだったようです。 
 
驚く事に、私の雇用主は何の保育経験もない私のプロフィールを見て、彼
女の方から私にコンタクトしてきてくれました。 
 
その理由は単純「日本人だったから」 
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ちょっと単語がわかるだけで日本語は話せませんが、日本食が好き、日本
の文化が好きな超親日白人系カナディアンで、日本人の私に興味を持って
くれたそうです。 
 
面接の時に 
「日本が好きだからあなたに興味をもったのよ」 
と言われたので、 
 
「私を雇ってくれたら、子供に日本語を教えられるよ！ 
日本食だって作れるよ。」 
 
と日本人である特権をアピールしたのを覚えています。 
 
のちのち教えてくれたのですが、このアピールが雇用主の心に残ったみた
いです。 
 

雇おうと決めた理由②  

必死で誠実そうだったから  

感覚的に、なんかいいなって思ったそうです。 
 
それもそのはず、彼女の方からコンタクトがあった時は 
「向こうからコンタクトしてくるなんてこんなチャンスめったにない！
絶対にモノにしてやる」 
とめちゃくちゃ気合いが入っていたし、話す事も、質問されそうな事もあ
らかじめ紙に書いて万全の準備をして望みました。 
 
２回のスカイプ面接を終えて 
「あなたに決めるわ」 
と言われたときは涙が止まらず号泣で、雇用主は驚きながらも笑っていま
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した。 
 
「泣くほど喜んでくれてうれしいよ（笑）」って 
 
 
以上の経験から、未経験無資格の私のようなナニーが仕事をゲットするに
は 
「毎日３件求人を出している家族にひたすら電話」 
「日本人ナニーの強みをアピール」 
「気合い、一生懸命さ、必死さ」 
が必要だと結論づけました。 
 

あなたが明日から面接で使える最強の武器 
この音声を聞いてください。 
スマホからは聞けません。パソコンで聞いてください 
 
https://wp.me/P7s10W-Ik 
 
コレは、生後半年から２年間私が面倒を見ていた、現在２歳半の女の子の
歌声です。 
 
コレが、２歳半から4歳半まで２年お世話をしていた上の子の歌声です。 
 
 
両親は白人系カナディアンで一切日本語がわかりません。 
この子達も、簡単な日本語は分かるものの、ペラペラはなせるわけではあ
りませんが、日本の童謡は5曲ほど、意味がわからずとも完璧に歌えるよ
うになりました。 
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私が毎日のようにしつこく何度も聞かせ続けたからです。 
 
雇用主はコレにとても感動してくれて、 
「あなたを雇って本当によかった。ありがとう」 
と言ってくれました。 
 
子供達も、意味がわからないこの歌をすごく気に入ってくれて、私が２年
間の仕事を終えてからも毎日のように歌い続けて、近所の人や幼稚園の先
生を驚かせているようです。 
 
あなたがこれからナニーの仕事探しの面接に望むなら、この事実を伝えて
みてください。 
 
「私の友達の日本人ナニーは、２年間子供の世話をして、子供は何曲も日
本の歌を完璧に歌えるようになったの。私を雇ってくれたら、同じ事がで
きるよ。あなたの子供が日本語の歌を歌っているところを聞いてみたくな
い？小さい頃からネイティブの外国人の外国語が自然と耳に入るって子
供の将来にとって絶対に役立つと思う。 
あなたも自分の子供が日本語の歌を完璧に歌うところを想像してみて 
」 
 
と自己アピールの時に言ってみてください。 
 
きっと雇用主も「お！！」と思う事でしょう 
 
あなたがナニーの仕事をゲットできるよう心から応援しています。 
 
仕事探しについてわからないこと、不安な事、気になる事があれば、私に
直接聞いてくださいね。 
無料で全てお答えします！！ 
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