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Ｑ１なぜ浜松を選んだのですか？  

回答	 国籍	 性	 歳	 人数	 

仕事の関係	 

未記入	 未記入	 未記入	 

17	 

イギリス	 女	 25	 

インドネシア	 男	 26	 

インドネシア	 男	 30	 

カナダ	 男	 39	 

カナダ	 女	 27	 

スコットランド	 男	 27	 

スペイン	 男	 43	 

ドイツ	 男	 30	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 

ブラジル	 男	 40	 

ロシア	 男	 30	 

韓国	 女	 24	 

中国	 男	 35	 

中国	 男	 52	 

中国	 女	 42	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 

会社が浜松にある	 

インドネシア	 男	 未記入	 

11	 

インドネシア	 男	 23	 

インドネシア	 男	 25	 

インドネシア	 女	 未記入	 

タイ	 男	 22	 

タイ	 女	 31	 

韓国	 男	 35	 

台湾	 男	 30	 

中国	 男	 31	 

中国	 男	 40	 

中国	 女	 26	 

静岡大学で勉強している	 

インド	 男	 26	 

8	 

ベトナム	 女	 18	 

マレーシア	 男	 28	 

中国	 男	 24	 

中国	 男	 26	 

中国	 男	 33	 

中国	 女	 22	 

中国	 男	 24	 
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家族が住んでいる	 

イギリス	 男	 68	 

5	 

ブラジル	 女	 0	 

ペルー	 女	 36	 

韓国	 女	 26	 

中国	 未記入	 未記入	 

学校が浜松にある	 

インド	 男	 27	 

4	 
インドネシア	 男	 22	 

インドネシア	 男	 25	 

韓国	 女	 20	 

友達が住んでいる	 

アメリカ合衆国	 女	 51	 

4	 
ベトナム	 女	 27	 

韓国	 女	 未記入	 

中国	 男	 28	 

留学	 

中国	 女	 26	 

4	 
中国	 女	 32	 

中国	 男	 41	 

中国	 女	 27	 

結婚のため	 

アメリカ合衆国	 男	 33	 

4	 
アメリカ合衆国	 女	 30	 

インドネシア	 女	 24	 

マレーシア	 男	 38	 

就職のチャンスがあったから	 

ブラジル	 女	 33	 

3	 ブラジル	 男	 40	 

ブラジル	 女	 42	 

静岡大学で勉強がしたい	 

ベトナム	 男	 22	 

3	 ベトナム	 男	 25	 

ベトナム	 女	 21	 

夫の仕事の都合	 

イギリス	 女	 27	 

3	 デンマーク	 女	 34	 

スゥエーデン	 女	 31	 

日本語を勉強したい	 
インドネシア	 女	 18	 

2	 
タイ	 男	 30	 

中国の学校と今通っている学校

が交換留学生を行っていた	 

中国	 男	 21	 
2	 

中国	 男	 23	 

両親が決めた	 
台湾	 女	 未記入	 

2	 
中国	 女	 18	 

キレイで人が優しい	 
ベトナム	 未記入	 30	 

2	 
ベトナム	 未記入	 24	 
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静かでキレイ	 
ベトナム	 未記入	 未記入	 

2	 
ベトナム	 男	 未記入	 

価格が安い	 
ベトナム	 男	 23	 

2	 
ベトナム	 男	 23	 

キレイ	 中国	 男	 25	 1	 

静かで人が優しい	 ベトナム	 女	 22	 1	 

静かでキレイ。値段が安い	 ベトナム	 男	 20	 1	 

キレイで栄えている	 ベトナム	 男	 23	 1	 

静かでキレイ	 ベトナム	 男	 22	 1	 

静か	 ベトナム	 男	 19	 1	 

きれいで気候も良いので	 インドネシア	 男	 19	 1	 

浜松はきれいで安心出来るから	 インドネシア	 女	 21	 1	 

静かで自然も景色も多い	 中国	 女	 19	 1	 

静かで空気がきれい。人が優しく

値段も安い	 
ベトナム	 男	 23	 1	 

空気がきれい	 中国	 男	 26	 1	 

きれいな街、人口も少ない	 中国	 男	 26	 1	 

静かで、人が優しい	 ベトナム	 未記入	 22	 1	 

浜松は静かで価格が安いから	 ベトナム	 男	 24	 1	 

浜松の学校は安いので	 インドネシア	 男	 23	 1	 

要衝	 インドネシア	 男	 18	 1	 

職人と学生の街だから	 インドネシア	 女	 18	 1	 

センターが決めてくれた	 インドネシア	 男	 0	 1	 

浜松日本語学院に通いながら、1

人で暮らせるから	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

家から近いので	 インドネシア	 女	 29	 1	 

運命	 インドネシア	 女	 25	 1	 

寮から会社が近い	 インドネシア	 男	 28	 1	 

宗教の関係	 フィリピン	 女	 46	 1	 

レジャー、旅行	 フィリピン	 男	 33	 1	 

オートバイ	 アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

拳法会選手権	 フランス	 男	 35	 1	 

オーストラリア日本協会	 オーストラリア	 男	 55	 1	 

初は拳法会空手、そのあとは妻

の家族を訪れるため	 
ニュージーランド	 男	 54	 1	 

家族の為、ブラジル人が多いから	 ブラジル	 男	 26	 1	 

買物や観光ができるから	 ブラジル	 女	 38	 1	 

就職活動	 ブラジル	 男	 35	 1	 
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ブラジルから初めて来た町	 ブラジル	 男	 48	 1	 

娯楽	 ブラジル	 男	 45	 1	 

恋人がいる	 タイ	 女	 22	 1	 

中国の学校が今通っている学校

と姉妹校だった	 
中国	 女	 23	 1	 

香港で紹介された	 香港	 女	 44	 1	 

気候が地元と似ていた	 中国	 男	 27	 1	 

家庭の事情	 ペルー	 女	 24	 1	 

スーパーが近い	 ペルー	 女	 17	 1	 

知り合いがたくさん住んでいた	 韓国	 未記入	 未記入	 1	 

実習	 ベトナム	 女	 27	 1	 

勉強	 ベトナム	 男	 26	 1	 

好きだった	 ベトナム	 女	 19	 1	 

ネットで調べた	 ベトナム	 男	 未記入	 1	 

海がある	 ベトナム	 男	 24	 1	 

勉強と仕事をしたい	 ベトナム	 男	 29	 1	 

好きだった	 ベトナム	 女	 21	 1	 

勉強と仕事	 ベトナム	 男	 25	 1	 

未記入	 8	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



生活｜基本	 

 6 

Ｑ２浜松で生活して、便利だと思うのはどのような所ですか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

交通が便利	 

インドネシア	 男	 25	 

16	 

インドネシア	 男	 30	 

インドネシア	 女	 21	 

インドネシア	 女	 25	 

フィリピン	 女	 46	 

フィリピン	 男	 33	 

ブラジル	 男	 45	 

ベトナム	 未記入	 未記入	 

ベトナム	 未記入	 30	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 男	 25	 

台湾	 女	 未記入	 

中国	 女	 18	 

中国	 女	 32	 

交通が便利／スーパーやコンビニ

が多い	 

ベトナム	 男	 24	 
2	 

ベトナム	 男	 22	 

インドネシア人が多い	 
インドネシア	 男	 未記入	 

2	 
インドネシア	 男	 23	 

値段が安い	 
インドネシア	 男	 未記入	 

2	 
インドネシア	 女	 27	 

便利	 
ベトナム	 男	 24	 

2	 
ベトナム	 女	 21	 

遊ぶところ、食べるところ、買物

をするところ全部揃っており、気

候も良いので、住みやすい	 

中国	 男	 41	 1	 

暖かい	 ベトナム	 男	 29	 1	 

新しい体験が出来る／日本の料理

と文化が好き	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

アパートの横にスーパーがある	 ベトナム	 女	 19	 1	 

あまり栄えていない	 インドネシア	 女	 24	 1	 

安全な生活	 ペルー	 女	 未記入	 1	 

家の近くにスーパーとコンビニが

あって便利	 
中国	 男	 21	 1	 

色んな施設がある	 インドネシア	 未記入	 未記入	 1	 
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飲食店が多い、物価は高くない。

バイトの時給が良い	 
ベトナム	 女	 21	 1	 

インドネシアの食材が豊富	 インドネシア	 男	 25	 1	 

インドネシアの食材が豊富／モス

クがある	 
インドネシア	 男	 23	 1	 

お店やレストラン、バーへのアク

セスが良い	 
イギリス	 女	 25	 1	 

外国人が住みやすく、安い	 ブラジル	 男	 48	 1	 

外国人向けのお店がある	 ブラジル	 女	 33	 1	 

快適	 ベトナム	 女	 27	 1	 

餃子が好き	 中国	 男	 26	 1	 

興味深い観光スポットがある／

人々がとてもフレンドリー	 
アメリカ合衆国	 女	 51	 1	 

空気がきれい	 ベトナム	 男	 19	 1	 

車があれば便利	 中国	 女	 26	 1	 

公共交通機関、特に新幹線のひか

りが止まること	 
ブラジル	 男	 40	 1	 

公共交通機関／色々な場所へのア

クセス	 
未記入	 未記入	 未記入	 1	 

交通が混雑していない	 韓国	 未記入	 未記入	 1	 

交通が便利／海が見える	 中国	 女	 26	 1	 

交通が便利／色々なお店がある。	 中国	 男	 25	 1	 

交通が便利／スーパーの商品が多

い。	 
中国	 女	 19	 1	 

交通が便利／学校や食料品店が豊

富	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

交通が便利で景色がきれい	 ベトナム	 男	 22	 1	 

交通が便利でサービスがよい	 ベトナム	 男	 20	 1	 

交通が便利で静か	 ベトナム	 男	 26	 1	 

交通が便利で生活しやすい	 ベトナム	 未記入	 24	 1	 

交通が便利で人が優しい	 ベトナム	 男	 25	 1	 

交通が分かりやすい／事務処理が

簡単	 
インドネシア	 女	 未記入	 1	 

交通機関、正しい天気予報。予定

が決められる。	 
タイ	 男	 30	 1	 

交通の便がよく、買物も便利。	 台湾	 男	 30	 1	 

交通も買物も便利	 中国	 男	 23	 1	 

子どもと生活しやすく、リラック

スして良い市。	 
スゥエーデン	 女	 31	 1	 

子供や家族に良い物が沢山ある アメリカ合衆国	 男	 33	 1	 
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（海、湖、川、公園、プレイグラ

ウンド、山など）	 

コンビニが多い	 マレーシア	 男	 28	 1	 

コンビニや飲食店、スーパーが多

い	 
中国	 未記入	 未記入	 1	 

仕事が探しやすい	 中国	 女	 23	 1	 

静岡・名古屋・東京などの主要都

市や、富士・伊豆・伊勢などの観

光地へのアクセスが良い／娯楽施

設が近くに豊富	 

マレーシア	 男	 38	 1	 

静か	 タイ	 女	 22	 1	 

静かで落ち着いた雰囲気	 韓国	 女	 20	 1	 

静かで専門料理店が多い	 韓国	 女	 0	 1	 

静大の留学生支援などの環境が良

かった	 
中国	 男	 27	 1	 

自動販売機／電車	 インドネシア	 男	 22	 1	 

市内の店が遠くなく便利	 中国	 男	 26	 1	 

自分の周りに人がいる／公害がな

い	 
インド	 男	 26	 1	 

事務処理が簡単	 インドネシア	 男	 25	 1	 

職場が近い	 インドネシア	 男	 26	 1	 

新幹線が便利で、都市（京都や東

京）へ近い	 
デンマーク	 女	 34	 1	 

新幹線で東京まで近い	 オーストラリア	 男	 55	 1	 

新幹線の駅がある	 中国	 男	 40	 1	 

人口が少ないから静か	 中国	 女	 22	 1	 

水道から水が飲めること	 インドネシア	 男	 26	 1	 

スーパーが多い	 インドネシア	 男	 25	 1	 

スーパーが豊富／駅の近くにレス

トランが豊富／安全	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

スーパーから近い	 インドネシア	 男	 18	 1	 

好きなことがいっぱいある	 ペルー	 女	 36	 1	 

好きなベトナム料理屋がある	 ベトナム	 男	 23	 1	 

生活する上では便利だけど、細か

いところは不便	 
香港	 女	 44	 1	 

生活ペースがゆっくり	 中国	 男	 31	 1	 

全体的に便利	 中国	 男	 52	 1	 

大都市ではないので静か	 ブラジル	 男	 26	 1	 

大都市のように（？）ではない	 フランス	 男	 35	 1	 

楽しいところがたくさんある	 ベトナム	 未記入	 22	 1	 
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近くに新鮮な食料品がある	 ニュージーランド	 男	 54	 1	 

中国人がいる	 中国	 男	 28	 1	 

通訳がいるから問題なく病院に行

くことができる	 
ペルー	 女	 24	 1	 

東京と大阪の間で便利、空気がき

れい	 
ベトナム	 女	 22	 1	 

東京と大阪の間で便利。大都市よ

りも静か	 
中国	 男	 33	 1	 

東京と名古屋の中間に位置してい

る／新幹線と東名高速道路へのア

クセス／雪が降らない／人口が密

集しているわけではないのに、十

分大きな都市	 

アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

名古屋と東京の中間に位置してお

りロケーションが良い／気持ちが

いいところ	 

ブラジル	 男	 35	 1	 

名古屋に近い／地元のお茶／うな

ぎパイ	 
ドイツ	 男	 30	 1	 

何でもあるから	 インドネシア	 男	 0	 1	 

日本の中央に位置し、関西や東京

へのアクセスが良い／生産物がと

ても新鮮で安価	 

カナダ	 女	 27	 1	 

値段が安い	 ベトナム	 男	 0	 1	 

値段が安い	 ベトナム	 女	 27	 1	 

バーベキューが出来る山や、カヤ

ック、バイク乗りをするのにとて

も近い／サーフィンやカイトボー

ディングを習う良い機会がある／

病院や市役所やビジネスなどで特

別なサービスを受けるのに十分な

数の外国人いる／外資系の会社も

ありそれが市の文化と活性度を高

めている／市内と市外にたくさん

の良いショッピングセンターや映

画館がある／アクトシティでは興

味深いコンサートやパフォーマン

スが行われる	 

カナダ	 男	 39	 1	 

ハイテク技術の会社の仕事が沢山

ある／東京に行きやすい／交通機

関がまずまず	 

イギリス	 男	 68	 1	 

浜松駅から電車で国内を移動する

のが便利／メジャーなお店や色々
南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 
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なレストランがある／海・山・浜

名湖が近い／色々なアウトドア・

アクティビティに参加出来る	 

浜松駅の周りにレストランやお店

が多い	 
タイ	 女	 31	 1	 

浜松に自国の料理が少しある。買

物ができる。飲み屋がたくさんあ

る。	 

韓国	 女	 24	 1	 

ハラルフードが少しある	 インドネシア	 男	 19	 1	 

必要な情報をすぐに得られる	 ブラジル	 女	 42	 1	 

病院が近い／スーパーや駅やレス

トランがある	 
インドネシア	 女	 29	 1	 

ブラジル人コミュニティが大きい	 ブラジル	 男	 40	 1	 

文化を学べる	 インドネシア	 男	 26	 1	 

ペルーのレストランがいっぱいあ

って、通訳もいる	 
ペルー	 女	 17	 1	 

他の政令指定都市に比べて家賃が

安い	 
韓国	 男	 35	 1	 

他の場所へのアクセス／自然への

アクセス	 
スコットランド	 男	 27	 1	 

ポルトガル語と英語の情報が豊富	 ブラジル	 女	 0	 1	 

街に人が少ない	 中国	 男	 24	 1	 

街の中心街に良いレストランとお

店がある／ごみ収集の日は日本語

が理解できなくてもわかりやす

い。	 

イギリス	 女	 27	 1	 

メジャーな都市へのアクセスが良

い	 
インド	 男	 27	 1	 

旅行が便利、色々な料理がある。	 タイ	 男	 22	 1	 

レストランがたくさんある	 ブラジル	 女	 38	 1	 

無い	 

ベトナム	 男	 23	 

5	 

中国	 男	 26	 

中国	 女	 27	 

中国	 女	 42	 

未記入	 未記入	 0	 

わからない	 
スペイン	 男	 43	 

2	 
中国	 男	 25	 

未回答	 14	 
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Ｑ３浜松で生活して、不便だと思うのはどのような所ですか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 	 

ゴミの分別	 

イギリス	 女	 25	 

12	 

インドネシア	 男	 19	 

インドネシア	 男	 23	 

インドネシア	 男	 26	 

インドネシア	 女	 未記入	 

インドネシア	 女	 18	 

インドネシア	 女	 21	 

香港	 女	 44	 

中国	 未記入	 未記入	 

中国	 女	 18	 

中国	 女	 23	 

未記入	 未記入	 未記入	 

ゴミの出し方	 

ベトナム	 未記入	 未記入	 

6	 

ベトナム	 未記入	 22	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ベトナム	 男	 20	 

ベトナム	 男	 24	 

言葉がわからない	 

インドネシア	 男	 未記入	 

5	 

インドネシア	 男	 26	 

スコットランド	 男	 27	 

フィリピン	 男	 33	 

ブラジル	 女	 未記入	 

車がないと浜松市内のあちこちに

行くのに不便	 

カナダ	 女	 27	 
2	 

タイ	 女	 31	 

電車が少ない	 
タイ	 女	 22	 

2	 
中国	 女	 42	 

買物できる場所が少ない	 
中国	 男	 33	 

2	 
中国	 女	 26	 

物価が高い	 
ベトナム	 未記入	 30	 

2	 
ベトナム	 男	 25	 

Halal 料理が少ない。日本のお土

産売り場が少ない。	 
インドネシア	 男	 28	 1	 

移動、市の内部を走る電車が無い	 マレーシア	 男	 28	 1	 

移動手段が不便	 韓国	 女	 20	 1	 

イベント情報を早く知りたい。祝 中国	 女	 19	 1	 
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日が不便です。	 

イベントや祭りの情報がよくわか

らない	 
韓国	 女	 未記入	 1	 

色々と雑費が多い。ゴミ代、電気

代 etc.	 
ベトナム	 男	 23	 1	 

色々な取扱い説明が日本語しかな

い	 
ベトナム	 女	 27	 1	 

色んな場面で保証人を要求される	 中国	 男	 52	 1	 

色んなブランドがない	 韓国	 未記入	 未記入	 1	 

ウェブ以外からイベントの情報を

得るのが困難	 
ニュージーランド	 男	 54	 1	 

英語でのインフォメーションが少

ない	 
南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 

外国人が英語で簡単に情報を得る

ことが出来にくい／浜松の人は、

外国人の対応になれていないよう

に見える。	 

マレーシア	 男	 38	 1	 

外国人交流が少ない	 ベトナム	 男	 24	 1	 

外国人の（特にブラジル人の）イ

メージが悪いこと。	 
ブラジル	 男	 40	 1	 

外国人への交通案内が難しい	 ブラジル	 男	 45	 1	 

買物が遠くて不便	 中国	 女	 27	 1	 

風が強い、冬の風が冷たい	 ブラジル	 男	 35	 1	 

風が強くて坂道が多い	 ベトナム	 男	 22	 1	 

風が強すぎる	 台湾	 女	 未記入	 1	 

観光地が少ない	 インドネシア	 女	 24	 1	 

韓国の食材を買える店がない。遠

鉄百貨店がしまるのが早い。お土

産を買える店が少ない。	 

韓国	 女	 24	 1	 

簡単な漢字しかわからない／モス

クがない	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

看板が漢字	 ペルー	 女	 36	 1	 

規律を守るのでキレイ	 ベトナム	 男	 29	 1	 

携帯に送られてくる災害情報が難

しい日本語のみで、英語も無いの

は良くないと思う。	 

インドネシア	 女	 25	 1	 

公共のゴミ箱が少ない、浜松に住

んでいるベトナム人に会う機会が

少ない。知り合いの日本人がいな

いとお祭りに参加できない。	 

ベトナム	 女	 21	 1	 

公共の場に英語の案内が無い	 インドネシア	 男	 25	 1	 
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交通が不便。美味しい中国料理屋

がない。	 
中国	 男	 26	 1	 

交通が不便。電車で行ける場所が

少なく交通胃費も高い。できれば

使いたくない。	 

中国	 男	 21	 1	 

交通が不便。店が少ない。大学の

周りにコンビニや飲食店が少ない	 
中国	 女	 22	 1	 

言葉が難しい	 ベトナム	 男	 23	 1	 

言葉とお祈りのための時間	 インドネシア	 男	 23	 1	 

ゴミの規則。ベトナム語の情報が

ない	 
ベトナム	 女	 22	 1	 

ゴミの規則が厳しすぎる	 ベトナム	 男	 25	 1	 

ゴミの規則が複雑	 ベトナム	 男	 22	 1	 

ゴミの出し方。物価が高い	 ベトナム	 女	 19	 1	 

ゴミの分別。諸処である書類での

申込方法	 
台湾	 男	 30	 1	 

ゴミの分別。物価が高い。	 タイ	 男	 22	 1	 

ゴミの分別／スーパーの有料袋	 インドネシア	 男	 25	 1	 

ゴミの分別／電車が早い時間に終

わってしまう／英語の標識がない	 
アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

坂が多いので自転車が大変。交通

機関の種類が少ない。	 
中国	 男	 27	 1	 

寒い	 スペイン	 男	 43	 1	 

市内にないお店に行く時は車がな

いと行けない。	 
韓国	 女	 26	 1	 

市役所、銀行の待ち時間が異常に

長い	 
中国	 男	 35	 1	 

収入より支出が多いこと	 インドネシア	 男	 22	 1	 

タイ語の情報がないので、日本語

がわからない時は本当に大変だっ

た。	 

タイ	 男	 30	 1	 

地域のイベントを PR するまとま

ったものが無い	 
ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

中心地に住んでいたので車と道が

多い／自然があまりない。	 
スゥエーデン	 女	 31	 1	 

中心部の駐車料金が高い／中心部

には良いレストランが無い／中心

部はお酒を飲むだけの場所になっ

ている／12 年前の方が良かった。

ザザシティの脇には多くの人に愛

されたアウトドアバーがあり、中

カナダ	 男	 39	 1	 
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心部の雰囲気がとても良かった	 

デザイナーなので、芸術シーンで

活気のある場の近くに住みたい。

東京にはそれがあるが、行くのに

お金がかかる。	 

イギリス	 女	 27	 1	 

電車がなく、バスが少ない	 中国	 男	 24	 1	 

日本の習慣	 ベトナム	 男	 26	 1	 

日本語が話せないといろいろ不便	 インド	 女	 26	 1	 

日本語が話せないと職探しが困難	 フランス	 男	 35	 1	 

日本語が難しい。（道路標識など）	 デンマーク	 女	 34	 1	 

日本の生活にまだ慣れていないこ

と	 
インドネシア	 男	 25	 1	 

バスが少ない。	 インドネシア	 男	 25	 1	 

浜松のイベント情報が分かりませ

ん	 
インドネシア	 男	 30	 1	 

標識が漢字ばかり／モスクが少な

い／大きい駅がない／ハラルの食

べ物が少ない	 

インドネシア	 男	 30	 1	 

閉鎖的	 アメリカ合衆国	 女	 30	 1	 

ベトナム語の情報がない	 ベトナム	 女	 27	 1	 

部屋を借りる時	 ブラジル	 男	 48	 1	 

便利	 中国	 男	 26	 1	 

短い滞在なのでわからない	 アメリカ合衆国	 女	 51	 1	 

難しい漢字が多い	 ベトナム	 男	 23	 1	 

モスク	 インドネシア	 男	 18	 1	 

モスクが無く、お祈りが出来ない	 インドネシア	 女	 18	 1	 

もっとイベントがあると良い	 中国	 男	 26	 1	 

家賃以外は他の歳に比べ高い。子

供が病気になった時毎回治療費が

かかる。政令指定都市にしては交

通が不便。	 

韓国	 男	 35	 1	 

夜になると交通が不便	 中国	 男	 28	 1	 

療から学校が遠い、銀行がしまる

のが早い	 
中国	 男	 23	 1	 

ない	 

イギリス	 男	 68	 

18	 

インド	 男	 26	 

インド	 男	 27	 

インドネシア	 未記入	 未記入	 

インドネシア	 男	 26	 

インドネシア	 女	 29	 
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オーストラリア	 男	 55	 

ブラジル	 男	 26	 

ブラジル	 女	 42	 

ベトナム	 未記入	 24	 

ベトナム	 男	 19	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 女	 21	 

中国	 男	 40	 

中国	 女	 26	 

中国	 女	 32	 

中国	 男	 31	 

未記入	 未記入	 未記入	 

未記入	 20	 
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Ｑ４浜松（日本）の社会の長所はどんなところですか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

外国人が多い	 

インドネシア	 男	 23	 

6	 

インドネシア	 男	 25	 

ベトナム	 女	 22	 

ペルー	 女	 17	 

ペルー	 女	 36	 

中国	 男	 26	 

交通が便利	 

インドネシア	 男	 25	 

5	 

インドネシア	 女	 24	 

インドネシア	 女	 25	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 男	 26	 

時間に正確	 

インドネシア	 男	 未記入	 

4	 
インドネシア	 男	 30	 

インドネシア	 女	 18	 

ベトナム	 男	 19	 

電車が時間通りに来る	 

ベトナム	 男	 23	 

4	 
ベトナム	 男	 20	 

ベトナム	 男	 25	 

中国	 男	 21	 

安全	 
スペイン	 男	 43	 

2	 
中国	 男	 26	 

ルールを守る	 
中国	 男	 24	 

2	 
中国	 女	 22	 

安全でキレイ	 
中国	 女	 42	 

2	 
タイ	 女	 31	 

新しい友だちが作れる	 インドネシア	 男	 26	 1	 

あまり混んでいないこと	 マレーシア	 男	 28	 1	 

安全で静か	 タイ	 女	 22	 1	 

安全で犯罪率が低い／ほとんどの

レストランが美味しい／スーパー

で買える食料品の質がとても良い

／米の質が良い／礼儀正しい。	 

マレーシア	 男	 38	 1	 

生き生きしている／行く所が沢山

ある	 
フィリピン	 男	 33	 1	 

一般的に外国人と接することを特

別なことと感じ、嬉しく楽しいと
アメリカ合衆国	 男	 33	 1	 
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思っている。	 

インドネシア人が多い／日本人は

規則を守る	 
インドネシア	 男	 23	 1	 

インドネシア人が多い／モスクが

近い	 
インドネシア	 男	 未記入	 1	 

海と浜名湖が近く、気持ちが良い

町	 
ブラジル	 男	 35	 1	 

海と山の両方が近い／週末のマー

ケットが良い／人々がフレンドリ

ーで我慢強い／素朴なコミュニテ

ィの雰囲気がある。	 

イギリス	 女	 27	 1	 

駅がきれい	 インドネシア	 男	 19	 1	 

駅から近くて便利	 インドネシア	 女	 18	 1	 

エンターテイメント／パン屋	 インド	 男	 26	 1	 

外国人がたくさん住んでいるの

で、外国人に対する拒否感がない。	 
韓国	 女	 26	 1	 

気候が良い	 中国	 男	 52	 1	 

基本日本人はマナーが良い。あま

りおこらない。接客が非常に良い	 
ベトナム	 女	 21	 1	 

興味深い文化／優しい人々／安全

／レストランが安価で美味しい	 
デンマーク	 女	 34	 1	 

規律のある社会	 ベトナム	 未記入	 未記入	 1	 

キレイで人が少ない	 ベトナム	 未記入	 24	 1	 

きれいなところ	 インドネシア	 男	 30	 1	 

銀行や郵便局、全般的なお店が気

軽に利用できる	 
ブラジル	 女	 33	 1	 

拳法会／人	 フランス	 男	 35	 1	 

公共交通機関の時間が正確	 ブラジル	 女	 42	 1	 

工場がお多い	 中国	 男	 26	 1	 

交通が便利。店／や係員が優しく、

外国人を助けてくれる。	 
中国	 女	 27	 1	 

交通が便利／時間を守る	 ベトナム	 男	 29	 1	 

交通が便利／治安が良い	 中国	 未記入	 未記入	 1	 

交通が便利で静かな所	 ベトナム	 男	 24	 1	 

交通が便利で人が優しい	 ベトナム	 男	 未記入	 1	 

個人主義	 韓国	 未記入	 未記入	 1	 

サービス	 中国	 男	 31	 1	 

騒がしくない。	 タイ	 男	 22	 1	 

時間の効率的	 インドネシア	 男	 26	 1	 

時間を守る、まじめ	 ベトナム	 女	 19	 1	 
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時間を守る。道が込んでいない	 ベトナム	 未記入	 30	 1	 

静か	 ベトナム	 男	 25	 1	 

静かで騒がしくない。	 タイ	 男	 30	 1	 

施設や設備が便利	 インドネシア	 未記入	 未記入	 1	 

躾	 インドネシア	 女	 21	 1	 

市民が少ない、渋滞がない	 中国	 男	 28	 1	 

人格的に正確。会社同士のやり取

りのときもでたらめなことで仕事

を押し付けない。全般的にルール

に従って行動することで無駄な問

題の発生率が低い。世界的に見る

と悪いところがほとんどない国だ

と思います。	 

韓国	 男	 35	 1	 

新幹線、高速道路のアクセス／ハ

イキング／バイクツーリング／富

士山／サーフィン	 

アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

新幹線がある	 ベトナム	 未記入	 22	 1	 

慎重、プロ、落ち着いている	 台湾	 男	 30	 1	 

スーパーが多い、駅が近い	 インドネシア	 男	 28	 1	 

スズキやヤマハのような大手企業

がある。	 
中国	 男	 27	 1	 

全てに規則がある	 ベトナム	 男	 未記入	 1	 

住みやすい／様々な文化イベント

に参加できる	 
カナダ	 女	 27	 1	 

生活のリズムがゆったりしてい

る。	 
中国	 女	 26	 1	 

多文化で様々な食文化を体験でき

る／活気がある／常にアート・文

化イベントや祭りに参加すること

が出来る	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 

食べ物	 アメリカ合衆国	 女	 30	 1	 

食べ物／買物	 フィリピン	 女	 46	 1	 

治安が良い	 中国	 女	 26	 1	 

治安が良い。国民性が良い。時間

を守り、信頼できる	 
中国	 男	 33	 1	 

秩序のある安全な街	 中国	 女	 32	 1	 

電車が正確／環境が安心	 インドネシア	 男	 18	 1	 

電車が定刻通り	 中国	 女	 18	 1	 

電車が便利	 台湾	 女	 未記入	 1	 

電車が便利／インドネシア人の研 インドネシア	 男	 25	 1	 
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修生が多い／ハラルフードのレス

トランがある	 

電車の時間が正確。役所の手続き

が早い。先進国らしい。	 
中国	 男	 41	 1	 

電車やバスが正確	 インドネシア	 女	 未記入	 1	 

電車やバスが正確／輸入品の店が

ある／仕事がたくさんある	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

東京と大阪の中間に位置	 インドネシア	 男	 26	 1	 

東京や名古屋の大都市に楽に行け

る	 
ブラジル	 男	 40	 1	 

日本語が話せるようになった	 インドネシア	 男	 22	 1	 

日本製品の質が驚くほど高い／衛

生的で安全／豊富な文化とアバン

ギャルドな娯楽がある／デメリッ

トよりメリットの方が上回る	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

バスが定刻通りに来る。人が礼儀

正しい。住みやすい。	 
中国	 女	 19	 1	 

人／文化／お互いの尊重／公共交

通機関	 
ニュージーランド	 男	 54	 1	 

人が優しい	 ベトナム	 女	 27	 1	 

人々	 未記入	 未記入	 未記入	 1	 

人々が素晴らしい／景観が美しい	 アメリカ合衆国	 女	 51	 1	 

人々が素晴らしく、生活の質が高

い／仕事と生活のバランスが良い

／他のアジア国の中で一番	 

スコットランド	 男	 27	 1	 

人々がとても素晴らしく、よく助

けてくれ、フレンドリーでサービ

ス精神がある。	 

スゥエーデン	 女	 31	 1	 

人々がフレンドリーでやさしい	 オーストラリア	 男	 55	 1	 

人々が良い／東京に比べて生活費

が節約できる	 
インド	 男	 27	 1	 

服が安い。モノが壊れない	 中国	 男	 35	 1	 

冬でも太陽の光がたくさんある優

れた気候／海や浜名湖、三河や駿

河湾、たくさんの川に近い／面積

もほどよく、快活で適度に活力の

ある中心街があるが、同時に田舎

方面へも容易に出ることができる

／大概自転車だけで済み環境にや

さしい	 

イギリス	 男	 68	 1	 

ブラジル人学校	 ブラジル	 男	 40	 1	 
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ベトナム人がたくさん住んでいる	 ベトナム	 女	 27	 1	 

ペルーの店がある。コンビニが近

い。日本語の教室がある	 
ペルー	 女	 24	 1	 

変な人が少ない。人が多すぎない。

外国人に対する差別が東京に比べ

て少ない。	 

韓国	 女	 24	 1	 

便利	 ベトナム	 男	 23	 1	 

便利で安心	 インドネシア	 女	 29	 1	 

まじめで規律ある社会、近代的、

交通が便利	 
ベトナム	 男	 22	 1	 

街がきれい。若者はルールを守っ

ていないけど、外国人に比べたら

日本人は礼儀正しい。	 

香港	 女	 44	 1	 

街が清潔。空気もきれい	 中国	 男	 40	 1	 

街が清潔で静か。人が優しい	 中国	 男	 23	 1	 

街や公共施設がキレイで良い	 韓国	 女	 未記入	 1	 

みんな仲が良い	 ペルー	 女	 未記入	 1	 

優しい	 ベトナム	 女	 21	 1	 

安い。住みやすい	 中国	 女	 23	 1	 

山や川などの自然へのアクセスの

良い／他の都市より外国人が安心

して住める／浜松の人は外国人と

話すことにとてもオープン	 

カナダ	 男	 39	 1	 

良いレストランとバー／英語村／

アクトタワー（迷った時の良い目

印）／お祭り／お祝い／音楽	 

イギリス	 女	 25	 1	 

ルールを守る。みんな親切	 韓国	 女	 20	 1	 

時間に正確／インターネットが速

い	 
インドネシア	 男	 25	 1	 

未記入	 19	 
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Ｑ５浜松（日本）の社会の短所はどんなところですか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

モスクが少ない	 

インドネシア	 男	 未記入	 

4	 
インドネシア	 男	 25	 

インドネシア	 男	 26	 

インドネシア	 女	 18	 

モスクがない	 

インドネシア	 男	 30	 

3	 インドネシア	 女	 18	 

インドネシア	 女	 29	 

お店が早くしまる	 

カナダ	 女	 27	 

3	 韓国	 女	 20	 

台湾	 女	 未記入	 

宗教への知識がない	 

ベトナム	 男	 未記入	 

3	 ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 女	 27	 

お祈りの時間のお知らせがない	 
インドネシア	 男	 23	 

2	 
インドネシア	 女	 25	 

バスが少ない	 
ベトナム	 男	 23	 

2	 
ロシア	 男	 30	 

バスが夜までない	 
タイ	 女	 31	 

2	 
ベトナム	 男	 23	 

物価が高い	 
ベトナム	 未記入	 22	 

2	 
ベトナム	 女	 27	 

渋滞が多い	 
ブラジル	 男	 40	 

2	 
フランス	 男	 35	 

ハラルフードが少ない	 
インドネシア	 男	 19	 

2	 
インドネシア	 男	 25	 

安全製が低い印鑑システム／他の

都市より地域サービス基準が劣っ

ている	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

アパート入居時の保証人制度。自

治会入会の必要性。会費の使い方。	 
中国	 男	 41	 1	 

忙しい／週末の電車は 24 時間に

するべき／休日	 
未記入	 未記入	 未記入	 1	 

磐田にモスクがないのでお祈りし

たかったら浜松にいかないと行け

ない	 

インドネシア	 男	 25	 1	 

インドネシア語の通訳者が少ない	 インドネシア	 女	 24	 1	 

海と川にゴミが多すぎる／海岸や イギリス	 男	 68	 1	 
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浜名湖岸や川のほとんどがコンク

リートで、天竜川の下流の植物を

邪魔する／サンゲンヤビーチなど

で終わりのないアクティビティが

多い／自分の住む芳川の川岸で

は、役所から野菜の栽培が禁止さ

れた。／杉の植樹が多すぎて自然

の森林が少ない	 

お祈りが出来ない	 インドネシア	 女	 18	 1	 

お店が閉まるのが早い／行楽地が

少ない	 
ブラジル	 女	 33	 1	 

外国人（日本より裕福でない国の

人？）に偏見を持っている人をた

まに見かけます。	 

中国	 男	 31	 1	 

外国人とあまり関わりたくない人

がいる。	 
ベトナム	 女	 21	 1	 

外国人同士の交流が少ない	 中国	 女	 42	 1	 

外国の文化を受け入れるのに時間

がかかる	 
中国	 女	 26	 1	 

外人を無視する。敬語で始まった

会話の途中に、外人であることを

分かったとたん、ため口になる。

基本外人は日本語が分からないの

で、敬語は無理でそうなっている

と思いますが、こっちががんばっ

て敬語しゃべっているのに、無視

するしゃべり方でしゃべられた

ら、困ります。例外は、市役所な

ど、官公署で働いている方の態度

には、とても感謝しています。	 

韓国	 男	 35	 1	 

花粉が多い	 中国	 男	 52	 1	 

観光地が少ない	 ドイツ	 男	 30	 1	 

銀行が 3 時まで、休日も休みなの

で不便	 
中国	 男	 24	 1	 

銀行が早くしまる	 中国	 男	 23	 1	 

車がないと不便	 韓国	 女	 26	 1	 

携帯やインターネットの契約が難

しい。意味のわからないパックを

紹介して、契約解除も難しい。	 

中国	 女	 27	 1	 

交通手段が限定されていて不便	 韓国	 女	 未記入	 1	 

午後 2 時を過ぎると開いている食

堂が少ない。	 
韓国	 未記入	 未記入	 1	 
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仕事面で、特にアジア人に対して

軽視しているのがわかる。礼儀と

かマナーとか言うが結局は面倒臭

さの良い訳をしている。女が弱い。	 

中国	 男	 35	 1	 

静か	 インドネシア	 男	 18	 1	 

静かすぎる	 ベトナム	 男	 25	 1	 

自転車専用道路がない／ベジタリ

アン向けの情報が少ない（実際は

ベジタなどがあるのに）	 

イギリス	 女	 25	 1	 

市役所で働く人達との間の問題が

多い／決まった事以外出来ず、融

通がきかない（1 円足りないだけ

で商品が買えない）／刺青への差

別／ブラジリアン・ルアウをやめ

てしまった	 

カナダ	 男	 39	 1	 

宗教	 インドネシア	 女	 21	 1	 

宗教活動が少ない	 インドネシア	 男	 未記入	 1	 

宗教的なインフォメーションが分

からない	 
インドネシア	 男	 23	 1	 

終電が早い	 ブラジル	 男	 35	 1	 

終電が早い。ショッピングセンタ

ーの閉店も早い	 
中国	 女	 18	 1	 

商業施設があまりない。	 中国	 女	 19	 1	 

女性に良いシステムではない／男

性は過労働で、女性は仕事をしな

さすぎ（自分の祖国ではもっと男

女平等）	 

デンマーク	 女	 34	 1	 

生活に関しての情報が少ない。も

っと買物や住宅の情報の紹介が欲

しい	 

中国	 男	 26	 1	 

生活様式／閉鎖的	 アメリカ合衆国	 女	 30	 1	 

地下鉄がない	 中国	 女	 26	 1	 

長所と同じこと／刺青に対する差

別	 
アメリカ合衆国	 男	 33	 1	 

梅雨	 アメリカ合衆国	 女	 51	 1	 

電車が少ない	 タイ	 女	 22	 1	 

電車が早く着く	 ベトナム	 男	 未記入	 1	 

電車やバスが終わるのが早い	 ベトナム	 未記入	 未記入	 1	 

電灯が少ない。看板が漢字だらけ

で読めない。	 
ペルー	 女	 24	 1	 

バスが終わるのが早い	 ベトナム	 女	 22	 1	 
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バスが終わるのが早い。不便	 中国	 男	 27	 1	 

バスが夜までない。 終に間に合

わないとタクシーに乗るしかな

い。	 

タイ	 男	 30	 1	 

バスとタクシー代が高い	 中国	 女	 32	 1	 

バスや電車の本数が少ない。外国

人が少ない為国際化が進んでな

い。	 

韓国	 女	 24	 1	 

人が冷たい	 中国	 女	 23	 1	 

人と人との関係が浅い。欧米より

包容力が少ない	 
中国	 男	 21	 1	 

冬の風／デパートが少ない／日本

語が話せない長期滞在の外国人／

金・土・日の終電時間が早い／平

らでない道／狭い道路／中心街、

市野イオン周辺の交通渋滞	 

アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

平均的な英語レベルが低い／多文

化の理解が足りない。	 
マレーシア	 男	 38	 1	 

閉店時間がはやい。もう少し英語

を勉強すべき	 
中国	 男	 33	 1	 

暴走族が多い。店の営業時間が短

い。開くのが遅く、しまるのが早

い。	 

中国	 女	 22	 1	 

街が小さい	 中国	 男	 28	 1	 

街が小さい、地下鉄やモノレール

がない	 
インドネシア	 男	 26	 1	 

道を歩いていると凝視される／中

心地以外は車がないと不便。	 
イギリス	 女	 27	 1	 

夜の街に人が少なく静かすぎる。	 中国	 未記入	 未記入	 1	 

旅行と文化の情報をもっと提供し

て欲しい。	 
台湾	 男	 30	 1	 

わからない	 
ペルー	 女	 未記入	 1	 

中国	 男	 26	 1	 

ない	 

インド	 男	 26	 

18	 

インド	 男	 27	 

インドネシア	 男	 26	 

オーストラリア	 男	 55	 

スウェーデン	 女	 31	 

スコットランド	 男	 27	 

ニュージーランド	 男	 54	 

ブラジル	 男	 40	 
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ブラジル	 女	 42	 

ベトナム	 未記入	 24	 

ベトナム	 男	 19	 

ベトナム	 男	 22	 

ベトナム	 男	 29	 

ベトナム	 女	 19	 

ベトナム	 女	 21	 

マレーシア	 男	 28	 

中国	 男	 26	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 

未記入	 37	 
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Ｑ６来日する前に浜松に持っていたイメージとの違いを感じましたか？  

 
 
→はいと答えた場合どのような違いがありましたか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

静か	 
中国	 女	 27	 

2	 
ペルー	 女	 未記入	 

２０時を過ぎると人がいない	 インドネシア	 男	 25	 1	 

安全で設備便利	 インドネシア	 未記入	 未記入	 1	 

意外と静か。外国人が多い。バイ

トが探しやすい。すみやすい。	 
ベトナム	 女	 21	 1	 

一部の人しか親切ではないと思っ

ていたが、より多くの人が親切だ

った。それよりも面白い。	 

アメリカ合衆国	 女	 30	 1	 

磐田市は静かな所	 インドネシア	 男	 26	 1	 

駅以外閑散としている	 中国	 女	 22	 1	 

駅前が静か	 未記入	 未記入	 未記入	 1	 

思っていたより大きく街が広い	 中国	 男	 33	 1	 

家族で過ごせる場所が少ない	 ペルー	 女	 24	 1	 

カナダ人との生活と似ている／年

配者はよりアクティブ／上品な街

角がたくさんある／大きなブラジ

リアンコミュニティがあり、素晴

らしく、フレンドリーな人達が

色々なビジネスを展開している	 

カナダ	 男	 39	 1	 

空気と街がキレイ。高級車が多い。

言葉がよくわからない、人々が親

切。	 

中国	 男	 41	 1	 

こんなに国際的で、こんなに各国

の食べ物があるとは思わなかった	 
南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 

産業の街らしい	 インドネシア	 男	 26	 1	 

自分にとって全てが新鮮	 インド	 男	 26	 1	 

いいえ	 
67%	 

はい	 
29%	 

未回答	 
4%	 
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心配していたよりも容易に環境に

慣れた	 
スコットランド	 男	 27	 1	 

全て。人、食べ物、交通機関、渋

滞、環境など。	 
ニュージーランド	 男	 54	 1	 

小さい都市だと思っていたが、実

は自動車業界の中枢だということ

がわかった	 

インド	 男	 27	 1	 

小さい町だと思っていたが、こん

なにすることが沢山あって、大き

い町だとは思わなかった。	 

アメリカ合衆国	 女	 51	 1	 

地下鉄がない	 中国	 女	 26	 1	 

とても寒い	 インドネシア	 男	 25	 1	 

どの場所もとても良い、きれい、

人が優しい	 
フィリピン	 男	 49	 1	 

日本人は優しい	 ベトナム	 男	 20	 1	 

日本に住むのは恐いと思ったが、

日本人は優しかった	 
インドネシア	 男	 23	 1	 

日本の事を何も知らなかったの

で。	 
スゥエーデン	 女	 31	 1	 

バスが少なすぎる	 ロシア	 男	 30	 1	 

浜松は City じゃない。	 中国	 男	 27	 1	 

富士山から近いと思っていた	 インドネシア	 女	 18	 1	 

ブラジル人の人口が多いにもかか

わらず、驚くほど外国人に対して

閉鎖的。	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

古い家がたくさんある	 インドネシア	 男	 23	 1	 

ブローカーの話と違った	 インドネシア	 男	 22	 1	 

街中と公共施設が静かすぎる	 中国	 女	 18	 1	 

もっと賑やかだと思ったが、勉強

するには適していた。	 
中国	 女	 19	 1	 

予想していたより小さくて素朴

で、英語を話す人が少ない。	 
イギリス	 女	 27	 1	 

大手業者が集まっている都市にし

ては、都市化されていないこと。

観光地が多く、更に近く(富士山な

ど)に有名な観光地が多いこと。	 

韓国	 男	 35	 1	 

未回答	 4	 
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Ｑ７浜松がこういう街になるともっと良いのにと思う所は？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

こまった時に母国語で相談できる

場所が欲しい	 

インドネシア	 男	 25	 

14	 

インドネシア	 男	 23	 

タイ	 女	 22	 

ベトナム	 女	 27	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 男	 24	 

ベトナム	 男	 22	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ベトナム	 女	 22	 

ペルー	 女	 17	 

ペルー	 女	 36	 

韓国	 未記入	 未記入	 

中国	 男	 26	 

インターナショナルスクールがあ

れば良い	 

アメリカ合衆国	 女	 30	 

10	 

アメリカ合衆国	 男	 33	 

カナダ	 男	 39	 

デンマーク	 女	 34	 

ベトナム	 女	 19	 

ベトナム	 未記入	 22	 

ベトナム	 男	 25	 

ベトナム	 男	 25	 

ベトナム	 女	 27	 

中国	 男	 26	 

ハラルフードのお店がもっとある

といい	 

インドネシア	 男	 22	 

3	 インドネシア	 男	 25	 

インドネシア	 女	 未記入	 

遠くのエリアへも車なしで行ける

ような交通手段が増えて欲しい	 

カナダ	 女	 27	 
2	 

ベトナム	 男	 23	 

料理教室、文化ワークショップ	 
インド	 男	 26	 

2	 
ベトナム	 未記入	 24	 

N1 または N2 が受からなくても学

校が続けられるといい	 
インドネシア	 女	 18	 1	 

インドネシアで経験できないこと

が出来るといい、大学に通えると

いい	 

インドネシア	 女	 21	 1	 
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インドネシア語が話せる医者が欲

しい	 
インドネシア	 男	 未記入	 1	 

インドネシア人のコミュニティー	 中国	 女	 23	 1	 

お祭りをもっと盛り上げる	 イギリス	 女	 27	 1	 

クリエイティブな職が増えるとい

い。銀行、市役所、自動車免許セ

ンターで英語が通じるといい。料

理のクラスがあるといいと思う。	 

タイ	 女	 31	 1	 

タイ料理の材料が売っている場所

があれば嬉しい	 
ブラジル	 女	 42	 1	 

バイリンガルの学校があればよい	 ロシア	 男	 30	 1	 

バスの時間、バス停、数、種類を

増やす	 
インドネシア	 女	 25	 1	 

フランス語が通じる法律事務所が

あるとよい	 
フランス	 男	 35	 1	 

ホームステイ。日本の家庭を体験

したい。	 
中国	 男	 23	 1	 

ムスリムのためのモスクが欲しい	 インドネシア	 女	 29	 1	 

モスクが欲しい、学校に奨学金の

相談所が欲しい	 
インドネシア	 男	 18	 1	 

もっとカジュアルな施設が欲しい	 中国	 女	 22	 1	 

もっと国際的になるべき。外国と

の国際交流イベントの開催とか	 
中国	 男	 31	 1	 

もっと道に華が欲しい。	 中国	 女	 18	 1	 

もっと賑やかになって欲しい。	 韓国	 女	 20	 1	 

もっと文化ワークショップがある

とよい	 
アメリカ合衆国	 女	 51	 1	 

リサイクルとして中古品を交換で

きるネットが欲しい。引越の都度

利用したい	 

中国	 女	 32	 1	 

英語が通じるインフォメーション

センターがあるといい	 
フィリピン	 男	 33	 1	 

英語のレベルが上がるようにイン

ターナショナルスクールがあると

よい。（しかし日本に長く住む予

定の外国人は、子供が日本の文化

を理解出来るように公立学校に行

くべき。文化交流にもつながる。）

／英語を広めるためのイベントが

あるといい／外国人のための緊急

時ホットライン（英語、中国語、

ポルトガル語）／保護者への学校

マレーシア	 男	 38	 1	 
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からの連絡やイベントのお知らせ

が英語でもあるべき	 

英語表記を増やして欲しい、観光

情報様々な言語で案内して欲し

い。	 

韓国	 女	 24	 1	 

海が近いのに、バスや公共機関で

行きにくい。海の近くの浜名湖に

見所がないのが惜しいです。	 

韓国	 女	 26	 1	 

海外に興味のある日本人と交流の

持てるイベントが欲しい。	 
ベトナム	 女	 21	 1	 

外国人が税金・保険、医療の払い

戻しなどの情報が得られる場所が

もっとあるとよい	 

ブラジル	 女	 33	 1	 

外国人と交流したい	 ベトナム	 男	 24	 1	 

外国人の為に色々な言葉の情報が

欲しい。	 
タイ	 男	 30	 1	 

外国人へ仕事を紹介して欲しい	 ベトナム	 未記入	 未記入	 1	 

観光地がもっと多くあるといい	 インドネシア	 男	 26	 1	 

観光地に英語の街案内があるとよ

い	 
マレーシア	 男	 28	 1	 

言葉や知識をシェア出来るコミュ

ニティーがあるといい	 
インドネシア	 男	 26	 1	 

交通渋滞をなくす、文化的なワー

クショップを開く、国際学校の設

立	 

ブラジル	 男	 45	 1	 

公共の場所にはゴミ箱があるべき

／ごみ処理場は個人から持ち込ま

れた家庭ごみを無料で引き取るべ

き／ゴミの分別ルールがもう少し

緩やかなら郊外へのゴミ捨てが減

るはず。	 

イギリス	 男	 68	 1	 

国々のコミュニティ	 インドネシア	 男	 30	 1	 

国際空港があれば良かった	 中国	 男	 33	 1	 

国際調味料、フードなどもっと多

い方が良い	 
ベトナム	 女	 18	 1	 

困っている時に誰かが手伝ってく

れる	 
インドネシア	 男	 23	 1	 

佐鳴湖と浜松城が遠い。緑化地が

少ない。散歩のできる公園が欲し

い	 

中国	 男	 24	 1	 

祭りがもっとあると良い	 ベトナム	 男	 20	 1	 
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祭りも重要ですが、より福祉に力

を入れるべきであると思います。

(上記子供診療・入院費支援など)

外国人に対しての国からの補助な

どは、日本人とほぼ変わらないと

思いますので、特に不満はありま

せん。	 

韓国	 男	 35	 1	 

子供や家族のためのスイミング施

設が中心街にもあればいいと思

う。	 

スゥエーデン	 女	 31	 1	 

市役所や移民局、地方自治体のオ

フィスに外国語のサービスがあれ

ばいい／HICEなどで行われている

ような文化交流的なイベントがも

っとあるといい	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 

施設によってルールが違うので統

一すべき／市のスポーツジムの営

業時間が短い／改造スクーターの

騒音規制／固定資産税・土地税を

もっと低く／選挙権／幼稚園から

の質が良い英語教育	 

アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

事務職員は英語で対応出来るべき	 フィリピン	 女	 46	 1	 

自転車専用道路をもっと作るべき

／外国人用に出会いや食べ物など

の文化的興味を得る機会があると

いい	 

イギリス	 女	 25	 1	 

秋葉原のようなゲームセンター	 インドネシア	 男	 25	 1	 

初めて来日した人への説明（法律、

交通ルール、観光地、文化など）、

アパート入居時のヘルプ。母国語

での相談場所設置	 

中国	 男	 41	 1	 

人と人との付き合いを持てる場を

増やす。	 
台湾	 男	 30	 1	 

人口を増やして欲しい	 未記入	 未記入	 未記入	 1	 

政府設立の国際会館がある、安い

アパートを留学生に提供できれば

良かったと思います。	 

中国	 男	 21	 1	 

専門学校があるといい	 インドネシア	 男	 19	 1	 

地下鉄ができたら良いと思いま

す。	 
韓国	 女	 未記入	 1	 

中型以上の企業は海外進出をもっ

とするべき	 
中国	 男	 27	 1	 
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定期的に交流会が欲しい。新しい

友達が欲しい。	 
中国	 未記入	 未記入	 1	 

日本語と英語を使うインターナシ

ョナルスクールやインドネシアレ

ストランがあるといい	 

インドネシア	 女	 18	 1	 

日本人が英語が話せるようになる

といい	 
フィリピン	 男	 49	 1	 

日本人との交流の場が欲しい	 ベトナム	 男	 23	 1	 

日本人にもっと国際的になって欲

しい	 
ブラジル	 男	 40	 1	 

浜松とその近辺の地域イベントや

観光などの情報交換ができるウェ

ブサイトを持つべき	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

文化のことを浜松の日本人に理解

して欲しい。	 
中国	 女	 42	 1	 

文化交流料理クラスがあるといい	 ニュージーランド	 男	 54	 1	 

保証人制度を保険金制度と替えて

欲しい	 
中国	 男	 52	 1	 

無料でスポーツできる場所が欲し

い。例えばサッカーやバスケので

きる運動場。	 

タイ	 男	 22	 1	 

友達が沢山作れるように、外国人

のためのイベントをもっとやって

欲しい。	 

インドネシア	 男	 26	 1	 

様々な契約の際に中国語が欲し

い、	 
中国	 女	 27	 1	 

旅行会社がもっと多言語で対応し

て欲しい	 
ペルー	 女	 24	 1	 

ない	 

ベトナム	 男	 19	 

3	 ベトナム	 女	 21	 

ベトナム	 男	 29	 

未記入	 40	 

 


