＜試験官に関して＞
試験官は以下 2 名でした。
外国人試験管(NS)：

40 代の白人女性。笑顔が素敵な穏やかな雰囲気の方でした。国籍はわかりませんが、イギリス
英語でもなく、アメリカ英語でもないような、ただとてもゆっくりと話され癖のないわかり易い
英語で助かりました。
通訳ガイドもしくは人物考査担当試験官（TG or GO）
：

40 代くらいの日本人男性。やはりにこやかで穏やかな雰囲気な方で、入室した際から緊張せず
に対応できました。最初の質問はこの方が英語で、最後の質問は日本語でされました。
＜面接試験の実際＞

I

Good afternoon.

NS

Good afternoon.

TG

Can I have your name please?

I

My name is xxx.

NS

How are you? Let me ask you some questions. Please tell me about
Kawagoe. What is in there?

I

（川越に関する知識は皆無だったのでとまどいましたが、沈黙だけは避けなければいけない
と聞いていたので、自信ありげにとにかく話してみることにしました。）

Kawagoe is located in Saitama prefecture. The town was developed during
the Edo era since it was close to Tokyo. The town is also famous for
producing good sake.
NS

Is Kawagoe famous? It is a popular place for tourists?

I

Unfortunately not. So, I didn’t expect this question. But I have a friend who
lives there, and she often tells me that Kawagoe is a very nice place.

NS

What is the foreigners' population in Japan? Which country has the biggest
population?

I

About 2 million foreigners reside in Japan. North Korean and South Korean
people are the biggest population, Chinese are the 2nd largest, and Pilipinos
are the 3rd.

NS

Are Japanese people happy with many foreigners coming and living in
Japan?

I

Yes, we are happy as Japanese population has been decreasing since it
peaked in 2004 due to declining birth rate and the aging society. We need
people from foreign countries to support Japanese economy.

NS

So, do you want any foreigner whoever wants to come to Japan live in
Japan?

I

I think the government needs to set up some requirement; and whoever
meets the requirement can come to Japan.

NS

Why do Japanese take work so seriously?

I

I think Japanese people have strong work ethic. Maybe because of the life
time employment system. In Japan, once we are hired by some company,
the company is responsible for taking care of the employees. (So, that’s why
Japanese work hard for the company in exchangeなどと言うべきでした。これでは
少し足りないですね) So, I think this ethic comes from this. But this is changing
because many Japanese companies are facing financial difficulty.

NS

I would like to see Samurai and Ninja. Where can I see them?

I

Oh, you want to see Samurai and Ninja? Let’s see...There is the Edo Tokyo
museum in Ryogoku, Tokyo where you can see a lot of life-sized stuff,
Nihonbashi bridge, Kabuki theater, and samurai kimono, jinrikisha or
rickshaw… You can experience little bit of everything there. As for Ninja,
there is a Ninja museum in Iga, Mie prefecture. It takes about 2 hours by
trains from Kyoto and Osaka. You can see Ninja there.

TG

ガイドになったらどのような点に気をつけたいですか？

私

安全を第一に考え行動し、皆さんのニーズになるべく対応できるよう心を込め
てお世話したいと思います。

＜受験の感想＞

試験官の方がお二人ともとてもにこやかで穏やかな雰囲気の方だったので、予想外の質問で多少
とまどいはしたものの、まったく緊張することなく、英会話のサロンにいるような錯覚を覚える
ほど、お二人との会話を楽しませていただきました。
１次試験終了後、富士アカデミーで開催された２次試験合格体験談に参加させていただき、去年
合格された先輩方の体験談を聞く機会に恵まれました。一般常識が自己採点で５７点と６割に満
たなかったので、一次は駄目かもしれないと思っていたのですが、知念先生に「過去もっと低い
点数で合格している人がいたのでおそらく大丈夫ですよ」と言って頂いたことで合格への期待も
高まり、また発表から２次までの期間が短い事もあり、一次試験発表を待たずに２次の準備を開
始することにしました。
過去問題などを参考に自分なりの回答を作成し暗記していましたが、アウトプットの機会が欲し
かったので１１月末から開講された貴校の２次直前セミナーに４回参加させていただくことに
しました。
３回はイギリス人の Nigel 先生。イギリス英語に慣れる点でも有益でしたし、毎回色々な質問を
され、笑顔や、自信を持って回答することの重要性など、試験のテクニックも教えていただきま
した。先生の授業では合計５回模擬面接の機会がありましたが、そのうち２回も忍者のことを尋
ねられました。２回とも上手く答えられず悔しい思いをしましたが、忍者のことを少し調べるこ
とができ、今回の質問にも答えられたので先生には感謝しています。

後の１回はアメリカ人の Jon 先生。この先生には「あなたは話すときに姿勢が前かがみで、体が
右に傾く傾向がある」と指摘して頂き、独学ではわかりえないことなのでこのような指摘は助か
りました。
更に研鑽を重ね立派なガイドになりたいと思いますので、合格後もぜひどうぞ宜しくご指導くだ
さい。

