＜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)：
＊30 代半ばくらいの白人男性（おそらくアメリカ人かカナダ人）
＊短髪で中肉中背、清潔感のある英語講師、という印象
＊英語を話すスピードは普通（早すぎず、遅すぎず）、なまりも特になし
＊声量も普通（大きすぎず、小さすぎず）
＊親切ではあるが、機械的に面接をする、という感じ（必要なこと以外はしない）
＊80％（4 つの質問）はこの方から
通訳ガイドもしくは人物考査担当試験官（TG or GO）
：
＊30 代半ばくらいの日本人男性（ジャガー横田氏のご主人のような風貌）
＊おとなしく、几帳面な感じ
＊20％（1 つの質問）はこの方から

＜面接試験の実際＞
NS

Put your bags on that chair and have a seat here. (There were two chairs for
applicants.)

I

(As be seated) My name is XXX. Thank you very much for having me here today.

NS

Besides Lake Biwa, which lake do you recommend to foreign tourists?

I

Hokkaido has some good lakes to visit. Lake Saroma is the third largest lake in Japan.
It has also Lake Toya or Lake Mashu. Lake Mashu has the clearest water in the
world.
Although I’ve never been there, I’ve watched it on TV. So I think it’s worth visiting.

NS

It is often said that the Meiji Restoration was the enlightenment in the Japanese
History. Why is that?

I

During the Edo Period, for about 250 years, Japan had been under the government’s
seclusion policy. So the commoners were not allowed to go abroad nor receive foreign
guests. But during the Meiji Restoration, the new government sent ambassadors to the
United States and European countries. So in this context, it can be said as the
enlightenment in the Japanese History.

NS

Can you tell me about the transportation in Japan

I

For travelers, I would recommend to get ‘JR Pass’. You should apply for one before you
enter Japan on the Internet. With this pass, you can travel on Shinkansen, the bullet
train reasonably and quite comfortably. But you should apply it before coming to
Japan. (pause) Should I tell you about the ordinary transportation as well?

NS

OK. This is enough.
It is said that the number of the newspaper subscription in Japan is the largest in the
world. Why is that?

I

It is said that Japan’s literacy rate has been quite high for a long time. During the Edo
Period, ‘Terako-ya’ the schools for commoners’ children were popular. So, actually quite
a few merchant-class people could read letters. It has been common for us to read
papers. Probably we Japanese people simply like reading. Although recently
youngsters check news on the Internet, we still read papers every day.

TG

あなたはツアーガイドになった場合、どのようなことに気を付けようと思いますか？

I

実際にガイドを始める前に、お客様にご希望を聞く時間を設けたいと思います。その方々
のニーズに沿って、ガイドをしたいと思います。ガイド中も、お客様の体調やご様子を観
察して、臨機応変に対応したいと思います。

TG

では以上になります。ありがとうございました。

＜反省点、今後の課題など＞
入室から退室まで４分間で、あっという間に終わりました。
「湖」の問題はノーマークで少々焦りましたが、
「サロマ湖、、
、洞爺湖、、、
」などと発言しながら時間を稼いで
いるうちに、地理の時間に知念先生が「摩周湖は透明度世界一」と繰り返しおっしゃられていたのを思い出し、
「透明度世界一」という決め台詞が出てきました。ＴＧの方がその瞬間に大きくうなずいて、ＮＳの方とうな
ずき合っていたので、
「あっ、これで大丈夫だったな」と思いました。助かりました。
「交通機関」の問題は、大阪の Dennis 先生が繰り返し、ＪＲＰａｓｓについて「安いけど、日本入国前！！」
と力説されていたので、それを述べました。実際にウェブサイトもチェックしていました。これも助かりまし
た。
後の問題は、話しながら、考え付いたことを述べました。
質問を受けてから、間髪入れずに発話し、とにかく発言を続けることに集中しました。
＜アドバイス＞
待機中、ほとんどの受験生は、
「最後の自習」をしている様子はありませんでした。私は、係の方に「自習は
大丈夫ですか？」と確認をし、１時間ほど自習をしました。面接ですぐに英語が出てくるように、頭の中を英
語にするように努めました。集中も大事ですが、ウォームアップも大事だと思ったからです。

