＜試験官に関して＞
試験官は以下 2 名でした。
外国人試験官（NS）
： 40 代くらいの女性であまり感情をあらわさず、淡々とした感じ。アクセントは米国英
語っぽくなかったので、英国人と思われる。発音はきれいで分かりやすい。
通訳ガイド（TG）： 30 代の女性。人柄の良さがにじみ出ている感じ。
＜面接試験の実際＞
I
Good afternoon.
TG

Please put your bag on the desk. And please have a seat.

I

Thank you. It’s a beautiful day ! Thank you for your arrangement for bringing us such
a fine day !

NS

Umm… (え？という表情)
May I have your name?

I

My name is …

NS

Where do you live?

I

I live in … in … prefecture. It takes one hour and thirty minutes to get here by train.

NS

Could you tell me about UNESCO’s world heritage sites in Kyoto?

I

Well, they are Kiyomizu temple, Kinkakuji temple, Ginkakuji temple and so on.
Among them I recommend Kiyomizu temple. This temple is one of the most famous
sightseeing places in Kyoto. This temple is characterized by its large veranda
extending over the edge of a hill. From the veranda, you can see a panoramic view of
the central part of Kyoto city. I visited Kiyomizu temple last year.

NS

Oh, really? What season?

I

In early spring. I went there with my wife.

NS

Please tell me about the rainy season in Japan.

I

The rainy season in Japan begins in the middle of June and lasts about a month.
During this season, we feel uncomfortable to find rotten fish or meat in the wet
weather. However, this rainy season is necessary for the farmers to cultivate rice. In
Hokkaido, they don’t have such a rainy season.

NS

What do you think about the current economic situation in Japan?

I

Oh, it’s our headache. The current economic situation in Japan has been worse for the
last 2-3 years. GDP showed negative trend, and unemployment rate was over 5%.
Japanese industries seem to have lost confidence. Apart from China, U.S. and EU
showed negative trend of GDP since sub-prime loan problem. To cope with this
situation, ruling party DPJ and LDP showed cooperate with each other not accusing
other party’s faults. Now, it’s the time we Japanese have the confidence to overcome
this difficult condition as a group-oriented mind.

TG

日本語で良いですから、どんなツアーガイドになりたいかお話し下さい。

I

私は米国とドイツで駐在経験があり、その時にお世話になったツアーガイドの「思いやり
の心」や、反対の立場で自分が日本人旅行者のために現地ガイドのサポートをして得たツ
アーガイドの「ノウハウ」を生かして働きたいと思っています。具体的には語学力に一層
の磨きをかけ、日本の文化芸能につきより精通して、「おもてなしの心」で接して、外国
人観光客に「また日本に来てみたい」と思ってもらえるようなアテンドができればと思っ

ています。このためには健康面も不安のないように心がけていきたいと思います。
＜反省点、今後の課題、後輩へのアドバイス等＞
京都の世界遺産については、金閣寺と銀閣寺の観光ポイントにつき、もう少し具体的に話をすべきだったと反
省しています。NS が私の京都旅行に興味を持ってくれたことが一つの救いでした。
日本経済の対策として、民主党と自民党の足の引っ張り合いはやめて、協調して対応すべきだと述べたところ、
大きくうなづかれたので少しホッとしました。
知念先生から「インタビューは就職試験」とのアドバイスを頂き、
「この仕事が好きだから」の気持ちを全身
にみなぎらせて臨んだつもりですが、スマイルとアイコンタクトは少し欠けていたようで反省しています。

