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【1】2016 年度第２次口述試験（プレゼンテーション）予想問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
逐次通訳のテーマ、内容を予想することは困難であり、逐次通訳とプレゼンテーションの内容は重
なるので、プレゼンテーションの予想問題（テーマ）をもって、第２次口述試験の予想とさせていた
だきます。
★印の多いものほど、重要度が高い。

★★★★★(定番)
●日本の気候
・日本の気候はどのようなものか。(2006)(2007)(2008)(2009)(2011)
・北海道と沖縄の冬の気候について説明せよ。(2007)
・日本の気候を説明せよ。(2008)
・日本海側の気候はどのようなものか。(2010)
・日本で一番気候のよいところはどこですか。(2011)
・日本で気候の(一番)良い場所はどこですか。(2011)
・日本にははっきりした四季がありますが、説明してください。(2011)
・東京の冬の気候を説明してください。(2011)
→梅雨、台風
●桜
日本で桜はいつどこで見られるのか。(2006)(2009)
日本人は何故桜を好むのか。(2008)
日本で、桜以外に人気のある花は何か。(2008)
お花見をするにはどこがお勧めか。(2010)
・逐次通訳(2015)：日本人は桜が大好きです。春になってあたたかくなると、桜は一斉に花を咲か
せます。満開の桜は、それはそれは見事です。でも、一週間たつと、一斉に散ってしまいます。
その散り際の潔さが、日本の武士道に通じるものがあり、桜は日本人に好まれているのです。
※日本人が、桜が好きな理由
桜の木は華やかに花を咲かせ、約２週間という短期間で花を散らす。これは日本人の間に、古代
の文化的信条が基になっている、また、短くて儚い人生の本質を思い起こさせ、感傷的な感情を
抱かせる。また、桜の花は、長くて寒い冬のあとに春が本格的にやって来たという知らせであると
考えられているので、日本人は自然と嬉しい気分になる。さらに、日本人は家族や友人と花見を
楽しむのが好きだ。これらが、なぜ日本人が桜の花をとても好むのかの理由のいくつかである。
Cherry trees bloom brilliantly and lose their flowers in the short span of about two
weeks. This evokes a sentimental feeling among Japanese, drawn from an ancient
cultural belief, and reminding us of the short, transitory nature of human life. Also,
cherry blossoms are regarded as the official signal that spring has come after a long,
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cold winter, so people are naturally in a cheery mood. Besides, Japanese people like to
enjoy “hanami,” or cherry- blossom-viewing parties, with family or friends. These are
some of the reasons why Japanese love cherry blossoms in particular.
●富士山(世界遺産)
・富士山を眺めるにはどこが一番よい場所だと思うか。(2006)
・東京から富士山への行き方を教えてほしい。(2007)
・何故、多くの日本人は富士山に登ることが好きなのですか。(2012)
・富士山以外の日本の山を紹介(説明)してください。(2012)
・プレゼン(2013)：「富士山」
●温泉
・なぜ日本には温泉がたくさんあるのか。(2006)
・温泉では水着を着てもよいのか。(2007)
・温泉を推薦して欲しい。(2008)
・東京 23 区内の温泉に行きたいのですが、どこがお勧めですか。(2011)
・逐次通訳(2013)：日本人の余暇の過ごし方で、最も人気があることの一つは温泉旅館に行くこと
です。温泉は、さまざまな病気の治療に効き目があると言われています。山々を見ながら、露天
風呂に浸かることが好きな人もいます。
・プレゼン(2013):「温泉に入る時に気をつけること」
・プレゼン(2014):「草津温泉の特徴と行き方」
●明治維新
明治維新後、日本はどのように近代化したのか。(2007)
明治維新は何故重要か。何をもたらしたか。(2008)
大政奉還の理由を説明せよ。(2008)
明治維新は日本にどのような影響を与えたのか。(2011)
・プレゼン(2015):「坂本龍馬」→グラバー園（世界遺産）、
・プレゼン(2015)：「19 世紀の日本に起こった大きな変化について」
→鎖国、黒船、明治の産業革命
※明治維新は、何故、通訳案内士試験に重要なのか。
通訳ガイドは、訪日外国人に日本を案内するインバウンドの仕事である。
砲艦外交（恫喝外交）だったとはいえ、長年に渡る鎖国（1639 年～1854 年）を解いた黒船（ペリ
ー）来航(1853)は、日本のインバウンドの夜明けを告げる号砲であったと言えるので、下記の一連
の流れは重要である。
黒 船 （ ペ リ ー ） 来 航 (1853)→ 開 国 （ 日 米 和 親 条 約 )(1854 ） → 大 政 奉 還 (1867)→ 明 治 維 新
(1868)→日本の近代化、工業化、産業革命、国際化（鹿鳴館外交）→富国強兵→日清戦争
（1894～1895）→日露戦争（1904～1905）の流れは重要。
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※明治維新
After Commodore Perry came to Japan, Japan opened its door to the world after 220 years of
national isolation. And Japan realized the need to establish a modern state to cope with powerful
Western countries. The last shogun Tokugawa Yoshinobu stepped down in 1867, and Emperor
Meiji came to the throne. Thus, the Meiji Restoration took place in 1868, which included a series
of drastic political, economic and cultural changes. The new government promoted industrialization
and modernization, through abolishing the feudal system and introducing Western culture and
political systems. The Meiji Restoration also brought about internationalization of Japan and
foreign tourists began to visit Japan.
ペリー提督が日本に来た後、日本は、220 年間の鎖国を解いて、開国した。そして、日本は、西
洋列強に立ち向かうために、近代国家樹立の必要性を理解した。最後の将軍である徳川慶喜は、
1867 年に将軍職を辞し、明治天皇が即位した。このように、1868 年に明治維新が起こり、一連
の抜本的な政治、経済、文化的な変革がなされた。新政府は、封建制度を廃止し、西洋の文化や
政治制度を導入して、日本の工業化と近代化を促進した。明治維新は、また、日本の国際化をも
たらし、外国人観光客が日本を訪れるようになった。
※明治日本の産業革命（世界文化遺産）
明治日本の産業革命遺産は、おもに九州、山口を中心に進められた日本の近代化は、西洋先進
諸国からの積極的な技術導入によって進められ、それらの国との文明の交流がうかがわれること、
鎖国状態にあった日本において、非西洋地域で初めて、約 50 年間という短期間で飛躍的な経済
的発展を成し遂げた産業遺産群は、その歴史上の重要な段階を物語る建築物のまとまった集合
体の顕著な事例であることが評価され、2015 年、世界文化遺産に登録された。
※坂本龍馬とトーマス・グラバー(Thomas Glover)の関係
グラバーは、イギリス政府をアヘン戦争に導いたイギリスの（武器）商社ジャーディン・マセソン商会
（香港）が長崎に支店長として送り込んだ人物で、アメリカの南北戦争（1861 年～1865 年）の早期
終結により残った武器、弾薬を討幕派の藩、佐幕派の藩、幕府を問わず販売して巨万の富を築い
た。坂本龍馬が中心となって結成した「亀山社中」は、「グラバー商会」から大量の武器、弾薬を薩
摩藩名義で買い付け、それを密かに長州藩に転売して大儲けした。
※「西郷どん」
2018 年のＮＨＫ大河ドラマは「西郷どん」なので、西郷隆盛は有力候補だが、西郷と共に江戸城
無血開城を実現した勝海舟はダークホース。
※1912 年に、Japan Tourist Bureau (JTB) が創設された。
1912 年 3 月 12 日に、外国人観光客誘客促進を目的として任意団体「ジャパン・ツーリスト・ビュ
ーロー（Japan Tourist Bureau、略称：JTB）」が創立。「本会ハ外客ヲ我邦ニ誘致シ且是等外客
ノ為メニ諸般の便宜ヲ図ルヲ以テ目的トス」
この団体に深く関わった鉄道院営業課長木下淑夫は、同年 2 月帝国ホテルでの発起人会で平井
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晴二郎鉄道院副総裁から「鉄道業者とホテル業者とが密接な関係を保持し……」とその目的を委
託されていた。したがって、その事務所は、東京駅構内に置かれていた。Japan Tourist Bureau
は、現在の株式会社ジェイティービー 、日本交通公社 (公益財団法人)の前身である。
●東京オリンピック
・夏季オリンピックを日本が前回主催したのはいつのことか。(2007)
・なぜ日本人はオリンピックが大好きなのか。(2010)
・1964 年のオリンピック前後に、日本(東京)はどのように変化しましたか。(2011)
・1964 年に東京でオリンピックが開催されたが、日本はどのような準備をしましたか。(2011)
・1964 年に東京でオリンピックが開催されたが、当時の日本はどのような時代だったのか。(2011)
・逐次通訳(2013)：東京オリンピックが開催された 1964 年に、新幹線が開通しました。当時は世
界一の速さで、世界が注目しました。現在、新幹線は８路線が運行されていますが、さらに、全
国の主要都市をつなぐ計画が進行中です。
●城
・日本には城が多いが、最も有名な城はどれか。（2006）
・江戸城は何故皇居となったのか。（2008）
・日本の城とヨーロッパの城の違いはなんですか。（2008）（イタリア語）
・日本の城を説明してください。(2009)（韓国語、ポルトガル語）
・逐次通訳(2014)：日本の城には天守閣があり、戦闘用の要塞でした。城主や家臣は、城の中の
御殿に住んでいました。美しい天守閣は権力の象徴でもありました。
・逐次通訳(2015)：日本の城の多くは堀に囲まれています。これは、敵の侵入を防ぐためだけでは
なく、適度な距離を取ることで、敵の矢や鉄砲が届かないようにする工夫でした。
・プレゼン(2015)：「日本の城の種類とその特徴
→三名城(姫路城、熊本城、名古屋城(または、大坂城)
●（北海道）新幹線
・新幹線に乗り遅れたらどうするのか。(2008)
・プレゼン(2013)：「新幹線について」
・プレゼン(2014):「北陸新幹線について」
・プレゼン(2015):「日本の蒸気機関車」「路面電車」（←乗り物が好きなようだ）
●世界遺産
・世界遺産を見に行きたいのですが、推薦してください。（2008）（中国語）
・日本の世界遺産を一つ挙げて述べよ。（2009）
・京都の世界遺産について教えてください。（2010）
＜日本の世界遺産一覧＞(全 20 件)
・文化遺産(16 件)
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法隆寺地域の仏教建造（奈良県）
姫路城（兵庫県）
古都京都の文化財（京都府・滋賀県）
白川郷・五箇山の合掌造り集落（岐阜県・富山県）
原爆ドーム（広島の平和記念碑）
厳島神社（広島県）
古都奈良の文化財（奈良県）
日光の社寺（栃木県）
琉球王国のグスクおよび関連遺産群（沖縄県）
紀伊山地の霊場と参詣道（三重県・奈良県・和歌山県）
石見銀山遺跡とその文化的景観（島根県）
平泉の文化遺産（岩手県）
富士山―信仰の対象と芸術の源泉（静岡県・山梨県）
富岡製糸場と絹産業遺産群（群馬県）
明治日本の産業革命遺産
国立西洋美術館（東京都）
・自然遺産（4 件）
白神山地（青森県、秋田県）
屋久島（鹿児島県）
知床（北海道）
小笠原諸島（東京都)
★★★★★(重要な世界遺産)
●国立西洋美術館(世界遺産)( 2016 年 7 月に指定された)（要注意！）
●金閣寺 (世界遺産) (人気スポット)
・プレゼン(2015)：「金閣寺の構造」
●東大寺(大仏)(世界遺産)(人気スポット)
・東大寺について説明せよ。（2008）
・プレゼン(2014):「日本における最大の木造建築」（東大寺大仏殿）
●法隆寺(世界最古の木造建築)(世界遺産)（要注意！）
・2014 年のプレゼンに「日本における最大の木造建築」（東大寺大仏殿）が出た。
●比叡山(世界遺産)（要注意！）
・2014 年のプレゼンに「高野山」が出た。→永平寺（ダークホース）
●熊野古道(世界遺産)（要注意！）←（ゴールデンルート、立山黒部アルペンルート（プレゼン
2015)
●日光(東照宮)(世界遺産)（要注意！）
●厳島神社(世界遺産)(人気スポット)
●奈良公園(世界遺産)(人気スポット)
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●富岡製糸場(世界遺産)
●首里城(守礼の門)(世界遺産)（要注意！）
★★★★★(重要な世界無形文化遺産)
●和食(世界無形文化遺産)
・逐次通訳(2015)：2013 年に、和食がユネスコの無形文化遺産に登録され、和食は世界中から
注目されるようになりました。訪日外国人観光客が増える中、日本食レストランは、品質や値段だ
けではなく、おもてなしという付加価値を高めようとしています。
●歌舞伎(世界無形文化遺産)
・歌舞伎とは何か。(2008)(2009)
・プレゼン(2013):日本の伝統芸能について
・プレゼン(2015):神楽
・逐次通訳(2015)：歌舞伎は踊り、鮮やかな服装と舞台が融合した伝統芸能です。セリから女形
が登場し、回り舞台で踊りながら花道を通る。花道は観客席に近く、歌舞伎を堪能できます。
●能楽(世界無形文化遺産)
・プレゼン(2013):日本の伝統芸能について
●文楽(無形文化遺産)
文楽とは何か。（2009）
・プレゼン(2013):日本の伝統芸能について
●和紙(世界無形文化遺産)
★★★★★(人気スポット)
●伏見稲荷大社(人気スポット)（要注意！）
●明治神宮(人気スポット)（要注意！）
・明治神宮を説明せよ。（2008）
※伊勢神宮が世界遺産になれない理由
神宮司庁によると、遷宮により 20 年に一度社殿を建て替える行為が、保護を目的とする世界遺
産の趣旨にはそぐわないという理由で、登録申請することは難しいため。
●浅草(浅草寺・雷門・仲見世通り)(人気スポット)（要注意！）
●東京スカイツリー(人気スポット)（要注意！）
●銀座(人気スポット)（要注意！）
・日本には「銀座」という名前のついた地名がたくさんありますが、何故ですか。(2008 中国語・仏
語・葡語)
●秋葉原(人気スポット)
・秋葉原で電気製品を買いたいが、お薦めの店はどこか。（2007）
・逐次通訳(2013)：東京の秋葉原は日本最大の家電商店街です。600 以上の専門店が立ち並
び、国内外から多くの人が訪れます。また、アニメのキャラクターのコスプレをしたウェイトレスが
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い るメイドカフェも人気です。
●築地市場(人気スポット)
・逐次通訳(2015)：築地市場は、1 日 8,800 トンの水産物、野菜、果物を扱う世界的にも巨大な
市場で、この分量が 1 日で取引され、東京の胃袋を支えているのは驚くべきことです。
●地獄谷野猿公苑(人気スポット)
・逐次通訳(2015)：長野県の地獄谷にある野猿公苑は、猿が温泉につかるので有名です。これ
は、開発による山林の伐採などによって、住む場所を追われたサルたちが人里に降りて作物を
荒らしたため、餌場として公苑を作ったのが始まりです。
★★★★★(外せない観光地)
●小江戸（要注意！）←小京都（プレゼン 2013)
●アキバフクロウ(人気スポット)（要注意！）
●サムライ剣舞シアター(人気スポット)（要注意！）
●日本三景(宮島、松島、天橋立)←日本三景（プレゼン 2014)
●三名園(後楽園、兼六園、偕楽園)
●日本三名山(日本三霊山)（富士山、白山、立山）←出羽三山（プレゼン 2015)
●伊勢神宮（要注意！）←出雲大社(プレゼン 2015)
●東京タワー(人気スポット)
●テーマパーク
●歌舞伎座(人気スポット)
★★★★（観光）
●京都三大祭(祇園祭、葵祭、時代祭)（要注意！）
・逐次通訳(2013)：祇園祭は、京都三大祭の一つで、7 世紀に疫病を払うために始まりました。7
月 1 日から１ヶ月間行われますが、17 日には、山鉾巡行が執り行われ、32 基の山車が京都の
街を練り歩く様は圧巻です。
・逐次通訳(2014)：日本の祭りは、元々は、豊作の祈願や感謝など農業や人々の生活と深い関
係がありました。現在は、その多くが観光客を呼び寄せ、地域興しを目的として行われています。
・プレゼン(2015)：「高山祭」「札幌雪祭り」「火祭り」「ナマハゲ」
→お盆、盆踊り
●JAPAN RAIL PASS（要注意！）
ジャパン・レール・パスは、JR グループ 6 社が共同して提供するパスで、外国人観光客が日本
中を鉄道でくまなく旅行して回るのに最も経済的なきっぷです。
ジャパン・レール・パスにはグリーン車用と普通車用の 2 種類があり、さらにそれらが 7 日、14 日、
21 日間用パスに分かれています。
●民泊（要注意！）
●ビジネスホテル←旅館（プレゼン 2013）
●カプセルホテル（プレゼン 2015)
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★★★★（歴史）
●将軍
●幕府
●天皇
●五街道(東海道、奥州街道、日光街道、甲州街道、中山道)←中山道（プレゼン 2015)
●忍者（逐次通訳・プレゼン 2015)
●武士道←侍について(プレゼン 2013)
・武士道
武士道とは文字通りには「武士の道」を意味し、封建時代における武士が守るべき規範を指して
いる。この規範には、武士が守るべき道徳の精神や原則が具体的に述べてあった。それは忠義、
勇気、名誉を重視した。
Bushido literally means "The Way of the Bushi" and refers to the Japanese warrior's
code of chivalry in the feudal ages. This code embodied the spirit and principles of
morality to which the samurai warriors were supposed to adhere. It emphasized
loyalty, courage and honor.
★★★★（宗教）
●日本の宗教について（プレゼン 2013)
●寺と神社の違い
●仏教と神道の違いについて
（解説）神道は日本固有の宗教である。神道は多神教であり、その神は神社と呼ばれる神殿に
祭ってある。神道には特定の開祖も教典もない。 仏教はインドで起こり、中国と朝鮮を経て、6
世紀に日本へ伝わった。仏教は悟りに至る方法を説いており、日本人の精神的・文化的生活に
大きな影響を与えてきた。
●五重塔
●鳥居
●座禅
●おみくじ←絵馬（プレゼン 2013)
★★★★（文化）
●浮世絵（逐次通訳・プレゼン 2013)
●富嶽三十六景←東海道五十五次（プレゼン 2014・2015)（要注意！）
●漢字←ひらがなとカタカナ（逐次通訳 2014）日本の数字の数え方（プレゼン 2015）（要注意！）
●浴衣←着物（逐次通訳 2015）（要注意！）
●寝殿造←書院造（プレゼン 2015)（要注意！）
●数寄屋造
●武士道
●生け花
●茶の湯
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●漆器(2015)→磁器、陶器、七宝焼、西陣織
●日本式庭園(山水庭園)（枯山水）
●アニメ
●自動販売機
●平家物語／枕草子（清少納言）←源氏物語（プレゼン 2015）
●塾・予備校←お受験（プレゼン 2015）
※寝殿造と書院造の違い
平安時代にはじまったとされる寝殿造とは、中央に寝殿と呼ぶ「主殿」があり、その両側に「対殿」
を配した「コ」の字形の住居をいいます。主殿の前には広い庭があり池がつくられ、儀式や舞の
舞台にもなりました。武家文化を背景に室町時代にはじまった書院造とは、主室に座敷飾りの
床（とこ）・違棚・書院・帳台構を備えた建物の様式を書院造といいます。寝殿造りが「ワンルーム」
である事に対して、書院造では壁、あるいは杉戸、襖、障子などで小さく区切られるようになりま
した。
・寝殿造の代表例：東三条殿、京都御所の紫辰殿、嵐山大覚寺
・書院造の代表例：慈照寺（銀閣寺）の東求堂、二条城、嵯峨天竜寺
★★★★（年中行事）
（出題実績）
（日本の年始年末に行われること：プレゼン 2013）
（初詣：プレゼン 2014）
（日本のバレンタイン、日本のハロウィン：プレゼン 2015）
●日本のクリスマス
★★★（食べ物）
（出題実績）居酒屋（プレゼン 2013）懐石料理、精進料理、お茶漬け、おでん、恵方巻き、鍋料理、
付き出し（プレゼン 2015）
●すき焼き
●しゃぶしゃぶ
●寿司
●天ぷら
●うどん
●そば
★★★（人物）
（出題実績）1 万円札（千円札）に描かれた人物(福澤諭吉) (野口英世)、卑弥呼、聖徳太子、徳川
家康、坂本龍馬（プレゼン 2015）
●五千円札に描かれた人物(新渡戸稲造→樋口一葉)
●弐千円札に描かれた人物(紫式部)
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●10 円玉の建物(平等院鳳凰堂)（ダークホース）
●西郷隆盛→勝海舟（ダークホース）
★★★（スポーツ）
（出題実績）日本で人気のスポーツ：プレゼン 2015）
●相撲（横綱：プレゼン 2015）
●柔道
★★その他
●清水寺(人気スポット)(世界遺産)
●お台場(人気スポット)
●夏至(冬至：プレゼン 2015）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】プレゼンテーションのまとめ方のコツ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
回答は、通訳案内士の立場を意識した内容でまとめなければなりません。
そのコツは、まず、必要な事実（facts）を述べて、その後、観光という視点からまとめ上げていくこ
とです。
【１】日本の自然（地形、火山、温泉）について
Japan is a country of islands located in the North Temperate Zone. It consists of four
main islands with more than 7,000 smaller islands, extending about 3,000 kilometers
from north to south. Japan is also a country of volcanoes. There are about 110 active
volcanoes and it suffers from frequent earthquakes and volcanic activities. But this has
also given Japan the many places of scenic beauty and hot spring resorts all over Japan.
Most of Japan enjoys a temperate, oceanic type of climate with four distinct seasons.
The variety of geographical features in Japan and its temperate climate make Japan a
sightseeing destination from all over the world.
It is hoped that many more foreign tourists will come to Japan since Mt. Fuji was
designated as a World Heritage Site in 2013.

＜訳＞
日本は、北温帯にある島国です。
日本は、北から南へ約 3,000 キロメートルの広がりを持ち、4 つの主要な島と、7,000 以上のより小
さな島とで構成されています。
また、日本は火山国です。
日本には、約 110 の活火山があり、頻繁な地震と火山活動の被害を受けています。
しかし、これは、また、日本に、多くの景勝地と温泉をもたらしてきました。
日本のほとんどの地域は、はっきりした四季のある温暖な海洋性気候に恵まれています。
日本の多様な地理的特徴と温暖な気候は、世界中の観光客の目的地となっています。
2013 年に、富士山が世界遺産に登録されましたので、多くの外国人観光客が日本に来ることが
期待されています。
＜解説＞
火山国→景勝地、温泉
（聞かれていないが）四季のある温暖な気候→観光に最適
と、積み上げて、世界中の観光客の目的地につなげる。
（聞かれていないが）富士山（地形、火山関連）が世界遺産に登録されたことに触れ、多くの外国
人観光客が日本に来ることが期待されています、としめる。
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【２】日本庭園について
There are two types of gardens in Japan. One is a Japanese-style landscape garden
composed of rocks, trees, ponds, and other natural objects. This type of garden is
designed in accordance with the appearance of nature. The other is a dry landscape
garden mainly composed of rocks and sand. The rocks represent mountains or islands,
while the sand represents water. The three most famous landscape gardens are
Kouraku-en in Okayama, Kenroku-en in Kanazawa and Kairaku-en in Mito. One of the
most famous dry landscape gardens is the one at Ryoanji Temple in Kyoto. It is known
as a Zen-style dry landscape garden in Japan. Just 15 rocks are arranged in three
groupings of seven, five, and three, in waves of raked white pebbles.
It is hoped that many foreign tourists will visit and appreciate those Japanese gardens.
＜訳＞
日本には、二種類の庭園があります。
一つは、岩、木、池、その他の自然物から成る日本式山水庭園です。
このタイプの庭は、自然の外観に合わせて設計されます。
他のタイプの庭は、主に岩と砂から成る枯山水です。
岩は山や島々を表し、砂は水を表します。
最も有名な三つの山水庭園は、岡山の後楽園、水戸の偕楽園、金沢の兼六園です。
最も有名な枯山水の庭園の一つは、京都の龍安寺にあります。
それは、日本の禅式枯山水として知られています。
わずか 15 個の岩が、均された白い小石の波の中に、七、五、三の三つグループに分かれて配置
されています。
多くの外国人観光客が、これらの日本庭園を訪問し、観賞することが期待されています。
＜解説＞
日本庭園→二種類の庭園がある→山水庭園、枯山水→それぞれの特徴→有名な庭園の紹介→
外国人観光客の皆さん、来てください、と続く自然な流れが重要。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】話すことが苦手な方のプレゼンテーション「逆転の発想準備法」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】基本的考え方
(1) 頭にインプットしていないものは、アウトプットできない。
(2) たとえインプットしていても、外国語の場合、話し慣れていないとスムースに話すことはできない。
(3) なので、事前に、話す内容を暗記しておいて、暗記した内容にプレゼンテーションのテーマを
（無理やり）合わせる（結びつける）。
(4) テーマに合わせて話すのではなく、話す内容にテーマを合わせる（結びつける）という「逆転の
発想準備法」である。
【２】私の英検 1 級（パブリックスピーチ）必勝合格法
私が 20 代の頃の英検 1 級のパブリックスピーチの試験方法は、二つのトピック（プライベートなも
のとパブリックなもの）が与えられ、1 分間準備して、2 分間のスピーチをするというものでした。
英語を話すことが苦手な私は、どんなトピックが与えられても、その試験の 3 年前の大学 4 年生

の時に 45 日間ヨーロッパ旅行をしたことを話そうと、ただひたすら、ヨーロッパ旅行のことを英語
でスラスラ言えるように練習しました。
ある程度話せるようになってからは、過去 5 年間に出されたトピックをどのようにして、私のヨーロ
ッパ旅行に結びつけるのかという練習を約 1 か月間毎日行いました。
試 験 当 日 、 私 に 与え ら れ た トピ ック は、 My hometown と The importance of learning
English でした。
私は、The importance of learning English を選び、概ね次のようなスピーチをしました。
Three years ago when I was a senior at college, I had an opportunity to travel around
Europe for forty five days in my summer vacation. I flew into Vienna after staying three
days in Moscow. And then I visited eleven countries including Austria, Switzerland,
Italy, Spain, Portugal, France, Germany, England and so forth. I stayed at Youth
Hostels for my lodging in Europe and I met many young people from all over the world
there and I could communicate with them in English. And I really appreciated the
importance of learning English in Europe. And this is the reason why I am taking this
STEP test to brush up my speaking ability. Thank you very much.
私が、準備の 1 分間に考えたことは、最後の部分だけで、試験会場の 20 名の受験者の中で一
番流暢なスピーチをすることができました。話すことが苦手ならば、苦手なりに準備はできるもの
だと思った次第でした。
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【３】プレゼンテーションのテーマ選び
まず、テーマ選びですが、定番となっているテーマ、比較的ホットな話題になっているテーマ,自分
の趣味などから、自分が話しやすいものを選ぶ。その後、上記のヨーロッパ旅行のように、核となる
部分を徹底的に暗記する。おすすめテーマとしては、次のようなものがあります。
●定番となっているテーマ
(1)富士山 （2）日本の気候 （3）明治維新 (4) 歌舞伎 （5）すきやき など
●ホットな話題になっているテーマ
(1)東京オリンピック
(2)最近指定された世界遺産
富士山(2013)、富岡製糸場(2014)、明治日本の産業革命遺産群(2015)、
国立西洋美術館(2016)
(3)最近指定された世界無形文化遺産
和食(2013)、和紙(2014)
●自分の趣味など
(1)旅行 （2）お茶 （3）お花 (4)料理
【４】核となる文章例（ここで、「日本的事象英文説明 300 選」が大いに役に立つ）
・富士山
With a height of 3,776 meters, Mt. Fuji is Japan's highest mountain. Though classified
as an active volcano, Mt. Fuji last erupted about 300 years ago. Its almost perfect cone
shape is world-famous for its beauty and the mountain is a symbol of Japan. Mt. Fuji
was designated as a World Heritage Site in 2013 and more and more foreign tourists
are expected to visit Japan.
・日本の気候
There are four distinct seasons in Japan; spring, summer, fall and winter. There is also
a rainy season between spring and summer. Japan's climate is influenced by summer
and winter monsoons, ocean currents and topographical features.
・歌舞伎
Kabuki is a traditional stage drama performed exclusively by men to the
accompaniment of songs and music. It is characterized by a combination of rhythmical
words, dancing, elaborate costumes, and stage sets.
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・すきやき
Sukiyaki is a dish of thinly sliced beef, onions, tofu, and shiitake mushrooms cooked in
a pan at the table. Sugar, soy sauce, and sake are added for flavor.
・東京オリンピック
Tokyo Olympic Games will be held in. 2020 and many foreign tourists are expected to
visit Japan. I would like to help them enjoy their stay in Japan with my language ability.
・富岡製糸場
Tomioka Silk Mill was designated as a World Heritage Site in 2014. And more and more
foreign tourists are expected to visit Japan. I would like to explain them how the Mill
played an important role in the industrialization and modernization of Japan.
・和食
Washoku (traditional Japanese cuisine) was designated as a UNESCO Intangible

Cultural Heritage of Humanity in 2013. And more and more foreign tourists are
expected to visit Japan. I would like to treat them with my domestic cooking.
●最後に次のような文を添えてまとめとする。
(1)私は、満面の笑みと日本のおもてなしをもって、彼らをお迎えしたいと思います。
I would like to welcome them with my full smile and Japanese hospitality, Omotenasi.
(2)私は、自分の外国語力を活用して、外国人観光客のためにお役に立ちたいと思います。
I would like to help them enjoy their stay in Japan with my language ability.
(3)私は、自分の茶道（華道、柔道、相撲、伝統芸能）の知識を活用して、外国人観光客のために
お役に立ちたいと思います。
I would like to help them enjoy their stay in Japan with my knowledge about tea
ceremony (flower arrangement, Judo, Sumo, Japanese traditional arts).
(4)私は、海外で現地の方から親切にしてもらったので、今度は、私が外国人観光客のためにお
役に立ちたいと思います。
I would like to help them enjoy their stay in Japan in turn since I was treated with kind
considerations in foreign countries.
●各自、自分にあったテーマと内容を準備してください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】答の分からない質問に対する対処法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】基本的な考え方
黙ってしまっては不合格なので 、何とか話し続けることに徹する対処法です
【２】同じジャンルの別のことを話して逃げる。
「歌舞伎について説明してください」と質問されて、説明できる自信がない時に、「ここ
は、歌舞伎ではなく、能について、まず最初にご説明させていただきます。」と言っ
て、能だけ説明して逃げてしまうという方法です。
“Please explain Kabuki.”
“Aside from Kabuki, I would like to explain Noh first. Noh is …….”
まず最初に（first） とは言うものの、次（second） の歌舞伎が出てこない回答です
が、能をうまく説明できれば、沈黙するよりは格段にましと言うことです。
この場合、注意しなければいけないことは、「歌舞伎ではなく、富士山についてご説明
します」では、あまりにも唐突なので、歌舞伎と同じジャンルの「伝統演劇」である
能、狂言、文楽などを説明することが大切です。
【３】「お慈悲モード」で勝負をかける。
「ししおどし」について質問されて、全く何も分からなといったい場合、黙ってしまっ
たら終わりなので、ここは、自分が暗記した中で一番流暢に話せるものを話すことにし
てください。
Tokyo Olympic Games will be held in. 2020 and ….
と始めたら、あまりに唐突で、試験官も「あれれ？」と思うかもしれないので、ここは、下記のような
「お慈悲モード」で試験官の情けに訴えて勝負をかけることにしよう。
I am very sorry to say that Shishiodoshi is a little difficult for me to explain here and
now. I would like to check it out later, and so, please let me talk about Tokyo
Olympic Games this time. Tokyo Olympic Games will be held in 2020 and more and
more foreign tourists are expected to come to Japan………Thank you very much (for
your mercy).
最後に、
「お慈悲を！」の気持ちを込めて、Thank you very much (for your mercy).と言
うことを忘れてはいけない。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）＜第２次口述試験＞合格体験記（中池さな恵）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英語（2014 年度不合格、2015 年度合格）
【１】準備
2014 年に第１次筆記試験には合格したが、第２次口述試験で不合格。敗因は勉強不足。
2015 年は２次のみ受験。
・「日本的事象英文説明 300 選」を暗記しようと頑張ったが無理だったので、最終的には植山先生
の選んだ 128 選と、自分で選んだものをできるだけ暗記。
・「英語で日本紹介ハンドブック」を２回くらい音読。
・２ヶ月間くらい毎日２５分間、価格が安いオンラインレッスンでフィリピン講師に、300 選から選ん
だトピックを音読し質疑応答。
・スーパー高校生のプレゼンテーションなどハローの資料。
・本番２日前に植山先生による面接特訓。
【２】ハローの模擬面接で学んだこと
何が何でも先生の模擬面接を受けたいという思いから、準備が万全でなかったが申し込む。
・うまくできなかったらどうしようと不安な気持ちだったが、合格点をいただいたのでほっとした。
・私の中で、沈黙したら不合格という教えが強くインプットされていたため、質疑応答でもしゃべり
過ぎてしまった。それが墓穴を掘ることになるというご指摘をいただいた。先生からいただいた
〈第２次口述試験〉合格必勝１２原則の（８）に「話せば話すほど危険である。話しすぎないこと。」
というのがあり、肝に銘じたいと思った。
【３】実際での試験状況
(1)試験官
・日本人１名（40～50 代の女性）
・ネイティブ１名
（20 代くらいのアメリカ人とおぼしき明るい感じの男性。この人が全て質疑を行った。）
(2)試験の概要
・会場：昭和女子大
・１階で待っていると１０時からの試験の人は集まってくださいと声をかけられ、６階の受付まで連れ
ていかれた。番号ごとに席が決まっていて、トイレも時間ごとにまとまって連れていかれた。
・テストは 10：30am くらいに開始。昭和女子大は声がダダ漏れという指摘があったせいか中から
声は聞こえてこなかった。
・入室後、日本人の試験官から名前とどこから来たのかと生年月日を聞かれた。その後、すぐ試験
開始。
(3)逐次通訳
福岡県では多くの看板が中国語、韓国語、英語でも書かれています。昔から中国、朝鮮半島と
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関係があったことに由来しています。また、防塁などの元寇に関連した史跡等、中国や朝鮮と歴
史的に関連した史跡も多く見られます。
「防塁」を音だけではピンと来ず、きちんと訳せなかった。
(4)プレゼンテーション
前回はプレゼンが長すぎ、ストップをかけられるまでしゃべり続け失敗。
・逐次通訳がうまく出来なかったこともあり、焦ってしまい 3 つの中からトピックを選ぶときに失敗。
招き猫を選んだが、300 選から膨らませることが出来なかった。小京都を選べばネタもあるので、
話題を広げることもできた。焦りによる完全な判断ミス。
・前回の失敗から、時間以内に終わらせなくてはと強く意識していた。途中１分で合図があることも
忘れその合図がある前に終わらせてしまったと思う。
・質疑応答では答えの定かでない質問をされ困惑したが、沈黙してしまったらアウトなので推測、
作り話で乗り切ってしまった。誠意をもって対応する姿勢は示せたと思う。
【４】現況
現職で教員をやっているため、通訳案内士としての仕事はまだ始めていない。通訳案内士登録
については早いうちに済ませてしまった方がよいと思い、2015 年３月に登録。今のところ、2020
年の東京オリンピック・パラリンピックにボランティア通訳等何らかの形で関われたらと思っている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）＜第２次口述試験＞合格体験記（野口敏郎）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】はじめに（2015 年合格：英語）
昨年、9 月 13 日、一次終了から２週間後、＜第２次口述試験対策特別セミナー＞（１回目）に
参加した。何をどこから始めたらよいのか、分からなかったときだったので、タイムリーな研修だっ
た。その後、特訓セミナー視聴から始め、二次対策資料（過去の動画を含む）を中心に準備を
進めた。特訓セミナーの音声と「日本的事象英文説明 300 選」については、ＣＤとスマホにコピ
ー、運転中も含め随時聞くようにした。（安全運転で）
【２】逐次通訳対策
スマホのボイスレコーダー機能を使い、自分で過去問や植山先生の二次対策資料や予想問題
等（約 80 タイトル）を録音し、メモをとり１分以内で翻訳する練習を何度も繰り返した。
【３】プレゼンテーション対策
逐次通訳同様過去問、ハローの二次対策資料、予想問題に加え、「日本的事象英文説明 300
選」を何度も読み返した。「300 選」については、ＣＤによる音声もあり、とにかく聞く・読むことを
繰り返した。ただ、本番ではプレゼンテーションのあと、質疑応答があるので、しっかりと対応す
る必要がある。植山先生の＜模擬面接特訓＞を受講した。逐次通訳対策を含め適切なアドバ
イスをいただき、自信になった。
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【４】当日の内容
●受験会場・時間帯：東洋学園大学 10 時～
●日本人試験官：女性。ていねいに対応してくれた。ただ、プレゼンのときには、１分経過を言って
くれなかった。２分終了は目で合図した（ように感じた）。
●外国人試験官：男性。おそらくチャイニーズアメリカン。わかりやすく、こちらの内容にあわせて質
問してくれた（ように感じた）。
●通訳の問題文：忘れた財布
日本語訳は、全体に量が多かったので、最後の I'm proud of being a Japanese.が言えず終
わってしまった。（強行突破すればよかったのか？）
●プレゼンテーションのテーマ：札幌雪まつり（他二つは即座にパス）
・話した内容
雪まつりは、２月に札幌で開かれる。多くの氷の彫刻が見られ、多くの観光客が見物にくること。
札幌までのアクセスは、飛行機で新千歳空港までいき、鉄道で 40 分くらいかかること。
来年、北海道新幹線が新函館北斗まで開通する。最終目的地は札幌なので、ますます観光客
が来ることが期待されること。（It is hoped that many foreign tourists will visit ～. ）
プロ野球の日本ハムファイターズの本拠地があること。
・感想
札幌には３回行ったことがあるが、雪まつりは行ったことがない。雪まつりについては、１分以内
で終わった（ように感じた）。得意な分野に持ち込むために、交通関係とプロ野球に話題を広げ
た。結局これが、あとの質疑応答にも生かされた（と思う）。
【５】終わりに
・沈黙の時間がないように（しかし、落ち着いて、冷静に）。
・知らない単語が出たら言い換える。（天守閣 donjon は castle tower、
日本列島 Japan archipelago は Japan islands）
・プレゼンテーションは、自分の得意分野に。でも、話しすぎない。（質問されて答えられないと×）
・Without input, no output.
・Practice makes perfect.
・Well begun is half-done. （当日） Well-prepared is half-done.（事前準備）
・試験会場の下見を。
・＜合格祝賀会＞は有意義な情報交換の場。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）＜第２次口述試験＞合格体験記（桑原直美）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】はじめに
初めまして。桑原直美と申します。現在派遣社員(バイリンガルセールスアシスタント兼社内日本
語教師)として働いております。2014 年の 5 月、その当時の派遣先で 2 名の通訳案内士の方と
知り合い、英語が TOEIC 免除になる事を知り受験をする事にしました。ただ、1 年目は 3 か月
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という準備期間の短さもありますが、ハローに頼らず過去問集 1 冊で乗り切ろうとしたのが最大
の敗因で、1 次は地理と一般常識は受かったものの、歴史が 50 点台で敗退しました。2 年目は
1 年目の 1 次の不合格通知を受け取ってからずっとハローにお世話になり、植山先生のご指導
とご鞭撻のお蔭でどうにかモチベーションを保ち続け、どうにか 2 回目で合格する事が出来まし
た。その 2 回目も、1 次の歴史は 85 点を取ったものの、初めて受けた 2 次は逐次通訳がメタメ
タで最悪でした。それでも最後まであきらめない事、という植山先生のご指導を思い出し、最後
まで元気に対応し、笑顔でお礼を言って退室し合格する事が出来ました。着物で行くのも一つ
のプレゼンテーションというアドバイスも頂戴していたので、雨の中着物を着て行ったところ、そ
の話題でも話が盛り上がったお陰もあるかと思います。
【２】逐次通訳対策
2 次対策セミナーは受講したものの、やはり派遣で企業通訳として 2 年働いていた時コンスタン
トに逐次はやっており、最後の方では同通かと思われる位に逐次通訳出来るようになっていた
ので、既に 8 年以上経っていたにも関わらずいい気になって練習もせず受験してしまい、なんと
メモの取り方を忘れてしまって頭が真っ白になって最後は目を宙に泳がせる体たらくでした…!
私のようなミスをする方はいらっしゃらないと思いますが、ハローの模擬試験を受けてちゃんと準
備しておく事を強くお勧めします!
【３】プレゼンテーション対策
格安のスカイプ英会話を 2 か月受講して、口慣らしの会話と、プレゼンの練習をさせて貰ってい
ました。この時には、日本について知りたい事を質問して貰いました。300 選はとても覚えきれな
いと思い、3 問のうち 1 問選べるというのは分かっていたので山をはる為、植山先生が絞って下
さったトピックの中から、自分で得意ではないトピックの単語やフレーズを覚えるようにしました。
その他、CD も先生から頂戴したので、通勤電車の中で通して聴くようにしていました。
また、話す内容もですが第一印象も大事と思い、2 次対策セミナーで着物を着ていくのはどんな
ものかと植山先生に質問したところ、効果的とのアドバイスを頂戴したので、普段は暗めの色の
着物が多い中、外国の方が好みそうな明るい色の着物を選んで着るようにしました。
【４】使用した教材、動画
300 選とその CD、ハローのメルマガ、2 次対策セミナーの資料、その他ハローの提供して下さ
った資料や動画
【５】参加した＜セミナー＞、＜模擬面接特訓＞
２次セミナーには植山先生がお知らせ下さった時点ですぐに申し込みました。
模擬面接特訓は、先ほどの逐次対策でも書いたように受けておりません。
【６】終わりに
2 度受験する事になったのは、1 度目にハローの存在は知っていても頼る事なく過去問 1 冊で
乗り切ろうとしたのが最大の原因かと思っています。
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一次で前年よりも 10 点も合格点が上がっていたのに 85 点歴史で取れたのも、二次ですっかり
逐次通訳でダメダメだったのをリカバリー出来たのも、ハローの植山先生のご指導のお陰だと思
っています。そして、無料で色々な情報や資料を戴いたのみならず、合格祝賀会にも招待戴き、
植山先生にはおんぶに抱っこに肩車までして戴いた感じです。本当にどうもありがとうございま
した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）＜第２次口述試験＞合格体験記（北川久子）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2015 年通訳案内士国家試験合格（英語） メーカー総合職。海外にて通訳、翻訳学習経験あり。
社内通訳経験あり。
一次筆記：一般常識のみ受験（昨年地理合格、expire 阻止のため国内旅行業取扱管理者も受
験、合格）
また別の資格試験（米国公認会計士）との兼ね合いで、実質、試験対策は 11/30 19:00 頃（試験
の帰り道）～約 2 週間
300 選暗唱（横串状態）、通訳演習、スピーチ作成→模擬面接特訓→本番
【１】逐次通訳対策
日→英の社内通訳を何度か経験しており、メモとり等、通訳技法自体も学んだことがあるので、
そこまで集中して対策はとらなかったが、リテンションに不安があったので、テレビのニュースを
見ながら英訳の練習をした。合格者のアドバイスで、問題文は比較的短いので、メモをとるより
話に集中したほうが良いと言われたが、実際、試験官の英語は思ったよりゆっくりで、8～9 割は
メモがとれ、訳出もうまくいった（出題文：源氏物語）ただ、本番で試験官より、問題文を読み終
わったらすぐに訳し出すよう指示があった。瞬発力も必要であることは意識しておいてほうが良
い。
メモとりができるか不安な人もいると思うが、ガイド試験対策上、一般的な技法（記号、漢字、
絵..etc）に関しては、そこまで過敏にならなくて良いというのが正直な感想。各自ニュース等で
練習しながら、やりやすい方法を探ると良い。自分も自己流。忘れてはならないのが、これは通
訳試験ではなく、通訳案内士国家試験だということ。お客様に日本の魅力をお伝えする仕事の
採用試験である。source language が日本語であれば、意味はわかるはず。固有名詞や数字
は拾うようにして、メモと試験官を交互に見ながら S＋Ｖ、S＋Ｖ、、で話す。無理に繋げない。
「Simple is the best.」100%の訳出はできなくてもある程度纏まりがあり、意味が通じれば良い
と思う。伝えようという意識が重要。うまくいかなくても焦って、恐い顔にならないよう注意！！絶
対にメモを見たまま話さない！！試験官のほうを向いて、にこやかに、話す（伝える）ことが大切
だと感じる。＜模擬面接特訓＞でも練習できるので、もし開催されれば、可能なかぎり受講され
ることをおススメします。
【２】プレゼンテーション対策
Youtube で下記の動画を見つけ、自分もこの人のような楽しい、わくわくしたスピーチができたら
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良いなと思い、毎日見ては、本番で楽しそうに話す自分をイメージしていた。
滝川クリステルさんの“おもてなし”プレゼンを英語で
https://www.youtube.com/watch? v=nqvCsknR0-Y
この動画を見て、自分のスピーチの着地点 は「おもてなし」＆「オリンピック」に決める。
昨年 11 月の＜第２次口述試験対策特別セミナー＞でのアドバイスを参考に、いかに自分の土
俵に持ち込んだスピーチができるか、ということを意識し、過去問を参考に、自分なりにスピーチ
を何パターンが作成して
練習した。Ex.「山、火山、温泉、自然系と来たら」→「箱根」→旅館など旅人へのおもてなし
→2020 年東京でオリンピックが、、、→そういった日本への注目集まる中、世界共通言語の英
語を使って、ガイドとして活躍したい。といった流れを何パターンか作成。本番は時間に非常に
シビアな可能性がある（2 分できられる）ので、2 分弱でスピーチをまとめる練習をするとが重要と
かんじた。本番着る服を着て、鏡の前でにこやかにスピーチする練習をすることをおススメします。
＜模擬面接特訓＞では時間オーバーになってしまったので、良い特訓になった。また、マイナ
ートピックを話さない（日本初訪問の外国人旅行客にとって定番となる案内をすること）、明るい
色の服装で行かれることをおススメします。）
【３】試験当日の様子
昭和女子大学 最終組 ＊受付→大教室に集合→小教室に集合（ここまで教材、辞書見てＯＫ。
水もＯＫ。お手洗いは何度か呼ばれるので、行きたい人で集まって引率されて行く。）→試験の
教室（外の椅子で待つ）→日本人試験官に「Please come in.」と呼ばれる。ペットボトルの飲み
ものは試験会場に行く前に買っておきましょう。
※2014 年ダダ漏れ事件の教訓か、廊下で待機中も受験生は中にいない（採点中？）。試験が
終わっても、廊下には誰もいなかった。朝からのハローの速報で問題が人によって異なっている。
難易度が高いことが判明。パニックに陥る。
試験官：アメリカ人の男性（20 代？）と日本人女性（通訳ガイドタイプ。日焼けしている）笑わない。
コワい。
出題：（人により異なる）通訳「源氏物語」 プレゼン：「優先座席」「彼岸」「デパ地下」の中から選
択。
⇒「デパ地下」を選択。デパ地下の訳がわからなかったので無理やり訳す（笑）→日本人試験官
やっと笑う。
デパ地下とは何か、何が売っているか、銀座のデパートでも楽しめます→ショッピングでにぎわう
街です
→2020 年オリンピックが・・・活躍したいと結構無理やりな流れ。途中、つまるも、なんとか 2 分以
内でおさめることができた。日本人試験官が「そろそろ 2 分。。」とタイムマネジメントをしていた。
「変な質問だけど、デパ地下は地下にあるから場所がわかりにくい。どう日本はアピールすべ
き？」「おすすめの日本のお土産は？」「台所用品ってどこで変える？」など。河童橋と答えたら
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「ビンゴ！」みたいなジェスチャーをされた。
【４】アドバイス
教室に入ってから、出るまでガイドとしての適性があるかどうか見られているということを忘れない。
試験官はお客様と位置づけ、にこやかに対応すること。それも含めて試験。そして武蔵の闘魂も
忘れない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）＜第２次口述試験＞合格体験記（ かず ）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】２次試験の概要
・試験会場：武蔵大学 時間帯：15:30～16:30（同時間帯で２番目に受験）
・日本人試験官：30 代女性。ガイドというよりアカデミックの世界の方という感じ。
・外国人試験官：20 代白人女性。
入室からプレゼンテーション終了までは日本人試験官が、質疑応答は外国人試験官が主導権
を握って進められました。２人とも終始笑顔を絶やさずに対応してくれました。
【２】今でも出る冷や汗
・当日のビックリポン！
その１： “My date of birth is in Kyoto.”
その２： 「忍者」そしてまた「忍者」 エッ？
・プレゼンテーションで３つともノーアイデアだったら？
・インバウンドの視点、inbound の視点、そしてインバウンドの視点
【３】プレゼンテーション対策
・ひたすらインプット＆アウトプット
・時間管理方法
【４】使用した教材、動画
・ハローで使えるものは全て使いました。
・気分転換は “Cool Japan”
【５】参加した＜セミナー＞、＜模擬面接特訓＞
各種セミナーは、孤独な受験勉強の中で、実際に他の受験生を見ることによって刺激を受ける
とともに、何より生植山先生（？）を拝見することで自分自身への喝としました。
模擬面接特訓は、これなくして、自分の合格を語ることはできません。実際に先生の前での模擬
体験は、本番よりも緊張するものでした（正確に言えば、この特訓のお陰で本番の緊張が、あの
程度で済んだのだと言えます）。 特訓を受けていなければと思うと、背筋が凍ります）。 実際
にメモが読めなかったり、自分でタイマーを使って時間管理するのと本番の時間感覚が異なる
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であろうこと、如何に準備が足りないか等々を実感しました。
【６】終わりに
・まだまだやれることは沢山あるはず。
・「人事を尽くして天命を待つ」の先にあるもの。
・試験教室に入る直前の瞬間まで。
・ひたすら先生を信じる！「３００選」さえあれば何だって対応できる！
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