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合 格 例  
 
試験官について 
NS： おそらくアメリカ人の中年男性。聞きやすい英語。温和な外見。声は大きくはなか 
       ったが、決して聞きづらいことはなかった。 
TG： 明るくて優しそうな中年男性。いかにも日本人が話す英語だったが、聞き取り 
       易い。 
GO： おそらく 30 代前半の男性。少し"おたく"っぽく、常に身体を丸めて座ってい 
       て、ほぼ invisible。 
 
実際の試験 
係員に呼ばれて入室。 
I:   Good afternoon. 
NS, TG: Hello!  
TG:  Pease leave your bag on the chair and relax. 
TG:  First of all, please give us your name and where you live. 
I:   My name is *************. I live in ******, very close to Tokyo Disney 
 Land. 
NS:  Disney land! Have you been there? 
I:   Yes, I have. 
NS:  How many times? 
I:   Five times. 
NS:  Have you been to Disney Sea too? 
I:   Yes, I've been there once. 
NS:  Was it nice? Did you like it? 
I:   Yes, it was very nice, but still I prefer Disney Land. 
NS:  Well, let's start. Recently, pets are really popular in Japan. What do 
    you think about that? 
I:   とてもよいことだと思う。子供のいる家庭では命の大切さをしることができるし、   
    年をとった人の家庭では何か毎日 care するものがそばにいるというのはよいこと 
    だ。 
NS:  Do you have pets? 
I:     No, I haven't got any. 
NG:   Do you want to have one? 
I:     Oh, yes, of course, I'd love to. 
NS:   What do you want? 
I:     I love both cats and dogs, so having one cat and one dog would be 
      perfect. 
NS:   Wow, both?! 
I:     Yes! 
NS:   Then next question. Why do many Japanese fashion magazine use foreign 
       models? 
I:     もちろん外国人は足も手も長いし顔も小さいから、服がかっこよく見えるからで 
 しょう。（NS,TG,GO が何故か皆くすくす笑う。）でも 近は日本人のモデルでもパ   
       リコレやミラコレに出ている人が何人かいるので、彼女たちを使う雑誌も 近では   
       たくさんあります。 
NS: What do you think about Japanese girls with dyed hair? 
I: 若いうちに白髪になったら染めますけど、黒いうちは染めたくありません。 
       黒い目も黒い髪も日本人としてのアイデンティティです。髪を金色に染めている子   



 33 

       をみても、まったくかわいいと思わないです。 
NS: There are so many 100yen-shop in Japan now. What do you think about that? 
       Do you like those shops? And would you like to take foreign tourists to those  
       shops? 
I:  Yes, definitely I'd take foreign tourists to 100 yen -shop. 実際海外の友達を連れ 
       て行ったことがありますが、彼らはとても楽しんでいました。日本は物価が高いの 
       で、買い物をするのにも予算を気にしなければなりませんが、100 円ショップでは 
       気にしなくてもいいし、たまには「え？これが？」みたいな商品が 100 円だった 
       りします。とても楽しいと思います。 
NS:  For example? 
I: 服やめがねやお菓子などです。 
NS: Quick question. 次の祝日は何の日か知ってる？ 
I: 勤労感謝の日 （単語が思い出せず苦し紛れに言ってみる） 
NS: ニコニコして首をふる 
I:  Labor something…（単語が間違っているから首をふられていると思ってもう一度 
 言ってみる） 
NS&TG&GO:  全員でニコニコ首をふる 
I:     Oh, no no no no no !!! It's Autumn Equinox Day!!!  
NS&TG&GO:  YES!! 
NS:   Well, that's the end of your interview. Thank you very much for coming. 
I:     Thank you very much for your time. 
NS:   Have a nice day. 
I:     Thank you and you too.  
 
 
反省点 
反省点はすべてです。30 分話させてもらえれば、何から何までいえたのに！と思いました。 
6 分はあっという間すぎました。今思えばばかなことばかり言ったのですが、とりあえず終始笑

顔のままで話せたことに一縷の望みを抱いています。 
 
アドバイス 
傾向とだいたいの流れさえ聞いておけば、経験者の話はそれほど聞かなくてよいと思います。何

を聞かれるかも、どんな面接官かも、その場になってみないと判りません。他の人が前の年にど

うだったかを聞いてばかりいるより、自分の知識を増やす方に力を入れたほうがいいのではない

でしょうか。周りの言うことに惑わされないこと、自分の考えをしっかり持つことが一番大切だ

と私は思っています。新聞を読むこと、自分の中に引出しをたくさんもつこと、自分の意見をも

つことの大切さを痛感しました。これからも、試験に関わらず日常生活の中でそれらを気をつけ

ていこうと思います。以上です。 
 
 


