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Ｑ１あなたは地域の活動やお祭りに参加していますか？  
→参加している場合どのような活動に参加していますか？  

 
 
Ｑ２浜松市で行われたイベント・お祭りで楽しかったものは何ですか？  
※自由回答につき P6 をご参照下さい。 
 
Ｑ３そのイベントやお祭りの情報は、どのように知りましたか？  

 
ウェブサイト内訳  
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Ｑ４日本人の友達がいますか？  

 
 
Ｑ５日本人と友達になりたいと思いますか？  

 

→いいえと答えた場合その理由を教えて下さい。  
言葉の問題、日本人はほとんど英語が話せない	 ＜１名＞ 
既にたくさんの日本人の友達がいるから	 ＜１名＞ 
既に多くの友人がいるし、出身国は重要ではないと思っている＜１名＞ 
 
Ｑ６日本人の友達とは主にどこで知り合いましたか？  
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Ｑ７日本人の友達とは主にどこの言語で会話をしますか？  

 
 
Ｑ８浜松で人種差別を受けた事がありますか？  

 

→はいと答えた場合具体的に教えて下さい。※自由回答につき P9 をご参照下さい。 
 
Ｑ９浜松は住みやすいですか？  

その他回答  
まぁまぁ	 ＜5 名＞ 
短期滞在なら	 ＜2 名＞ 
どこに住むかは重要ではない	 ＜1 名＞ 
どの位我慢できるかによる	 ＜1 名＞ 
家族のため	 ＜1 名＞ 
だんだん慣れる	 ＜1 名＞ 
 
 

→その理由を教えて下さい。※自由回答につき P11 をご参照下さい。 
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Ｑ10 浜松はずっと住みたい街ですか？  
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Ｑ２浜松市で行われたイベント・お祭りで楽しかったものは何ですか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

浜松まつり	 

アメリカ合衆国	 男	 33	 

49	 

イギリス	 女	 25	 

インド	 男	 26	 

インド	 男	 27	 

インドネシア	 女	 21	 

インドネシア	 未記入	 未記入	 

インドネシア	 女	 未記入	 

インドネシア	 女	 18	 

インドネシア	 男	 19	 

インドネシア	 女	 18	 

インドネシア	 男	 26	 

インドネシア	 男	 30	 

スゥエーデン	 女	 31	 

タイ	 女	 22	 

デンマーク	 女	 34	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 

ブラジル	 男	 45	 

ブラジル	 男	 40	 

ブラジル	 女	 42	 

ベトナム	 男	 22	 

ベトナム	 男	 25	 

ベトナム	 未記入	 22	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 未記入	 未記入	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 男	 22	 

ベトナム	 女	 19	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 男	 0	 

ベトナム	 男	 29	 

ベトナム	 女	 27	 

ベトナム	 男	 19	 

ベトナム	 未記入	 30	 

ベトナム	 男	 25	 

ベトナム	 未記入	 24	 
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マレーシア	 男	 38	 

韓国	 女	 20	 

香港	 女	 44	 

中国	 未記入	 未記入	 

中国	 女	 19	 

中国	 女	 26	 

中国	 男	 28	 

中国	 女	 32	 

中国	 男	 21	 

中国	 男	 23	 

中国	 男	 33	 

中国	 男	 40	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 

未記入	 未記入	 未記入	 

浜松まつりを初めて見て、日本の

文化が少し分かった	 
韓国	 女	 未記入	 1	 

浜松まつり。音楽祭	 韓国	 男	 35	 1	 

浜松まつりと花火大会	 中国	 女	 27	 1	 

浜松まつり、サンバフェスティバ

ル、ジャズコンサート、その他駅

周辺の無料コンサート	 

イギリス	 男	 68	 1	 

浜松まつり、サンバフェスティバ

ル、浜松城の桜	 
カナダ	 男	 39	 1	 

浜松まつり、静岡芸術大学祭	 カナダ	 女	 27	 1	 

花火大会	 

インドネシア	 男	 22	 

5	 

インドネシア	 男	 26	 

インドネシア	 男	 28	 

ベトナム	 女	 27	 

中国	 女	 23	 

祭り	 
台湾	 男	 30	 

2	 
台湾	 女	 未記入	 

祭り、花火大会	 ブラジル	 男	 35	 1	 

夏まつり	 ベトナム	 男	 20	 1	 

磐田まつり	 ブラジル	 男	 40	 1	 

5 月のパレード	 タイ	 男	 30	 1	 

Jazz	 Festival	 韓国	 女	 24	 1	 

歌ったこと	 インドネシア	 男	 23	 1	 

お金をもらえた。	 中国	 男	 24	 1	 

音楽祭	 中国	 女	 22	 1	 
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観光	 中国	 男	 52	 1	 

がんこまつり	 インドネシア	 男	 26	 1	 

舘山寺花火大会	 アメリカ合衆国	 女	 30	 1	 

拳法会空手	 ニュージーランド	 男	 54	 1	 

拳法会ワールドチャンピオンシッ

プ	 
フランス	 男	 35	 1	 

異なる学校の音楽発表会	 フィリピン	 男	 49	 1	 

サマーカーニバル	 韓国	 女	 26	 1	 

サンバフェスティバル	 フィリピン	 男	 33	 1	 

全て	 中国	 男	 25	 1	 

スポーツと文化フェスティバル	 スコットランド	 男	 27	 1	 

凧揚げ	 インドネシア	 男	 25	 1	 

食べ物が多かった	 韓国	 未記入	 未記入	 1	 

浜松餃子まつり	 インドネシア	 女	 29	 1	 

ビーチの清掃、亀の赤ちゃんの放

流イベント	 
アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

普通です	 インドネシア	 女	 25	 1	 

見たことがない。	 中国	 女	 18	 1	 

分からない。どこで情報をみつけ

たらいいかわからない。	 
イギリス	 女	 27	 1	 

無い。名古屋の方が楽しい。	 中国	 男	 27	 1	 

無い	 

未記入	 未記入	 未記入	 

8	 

中国	 女	 25	 

ベトナム	 男	 24	 

ベトナム	 男	 未記入	 

ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 女	 22	 

ベトナム	 女	 21	 

マレーシア	 男	 28	 

未回答	 44	 
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Ｑ８浜松で人種差別を受けた事がありますか？  
→はいと答えた場合具体的に教えて下さい。  

内容	 国籍	 性	 歳	 人数	 

アルバイトを探しているとき	 

タイ	 女	 22	 

3	 香港	 女	 44	 

中国	 男	 23	 

外国人は求職が難しい	 インドネシア	 女	 24	 1	 

お祭りなどの混雑した場所で、ジ

ロジロ見られる。お年寄りの人は

手助けをしてくれるが、若い世代

は自分のことを笑ったりする。	 

インド	 男	 27	 1	 

温泉で日本人の学生グループから

突然怒鳴られた。	 
マレーシア	 男	 38	 1	 

外免を日本の免許証に切り替えに

いった際、警察官が「全ての外交

陣が悪い」という先入観を持って、

キツい言葉を使い、執務をしてい

る。公務員がそれでは国のイメー

ジが悪くなる。	 

中国	 男	 41	 1	 

外国人ということで、運転中に警

官に止められ車の中にドラッグが

ないか調べられた。／刺青に対す

る差別	 

アメリカ合衆国	 男	 33	 1	 

外国人とわかると言葉遣いや態度

を変える人がいる。	 
中国	 男	 31	 1	 

買物のとき英語で話したら店員に

無視された。	 
中国	 男	 26	 1	 

具体的には忘れましたが、男性は

あからさまに態度に出ます。	 
中国	 男	 35	 1	 

クレジットカードを作ろうと思っ

たが、日本語が完璧でないと発行

できないと言われた。	 

ペルー	 女	 24	 1	 

こちら(外人)から敬語。日本人か

らため口のパタンがあります。逆

のパターンも多く、日本人の負け

ず嫌い根性が発動していると思い

ますが、こちらから敬語の場合は、

友達ではあるまいし、敬語使って

ほしいなと思いました。(約半数の

日本人に関する話です。礼儀正し

い日本人には感謝しています。)	 	 

韓国	 男	 35	 1	 
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クレジットが使えないと言われた

時何だか差別だと思いました。	 
韓国	 女	 未記入	 1	 

市役所での登録手続き	 アメリカ合衆国	 男	 34	 1	 

ショッピングの 中、外国人だと

気づいた途端定員が冷たくなった	 
中国	 女	 18	 1	 

世界で多くみられるものと同じこ

とが日本でもある。そのことを日

本人が認めないことが問題。	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

日本語が話せない外国人は、歓迎

されていないように感じる	 
フィリピン	 女	 46	 1	 

日本語が話せないとそっけない態

度を取られたり、手助けしてもら

えないことがある	 

イギリス	 女	 27	 1	 

日本語が分からない為に、職場で

困らされた	 
フィリピン	 男	 49	 1	 

道で知らない人にジロジロ見られ

る／職場でのイベントに誘われな

い	 

イギリス	 女	 25	 1	 

未記入	 4	 
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Ｑ９浜松は住みやすいですか？→その理由を教えて下さい。  

■住みやすい  

理由	 国籍	 性	 歳	 人数	 

便利	 
ベトナム	 男	 24	 

2	 
ベトナム	 男	 25	 

便利で静か	 ベトナム	 男	 26	 
2	 

静か	 
ベトナム	 男	 23	 

ベトナム	 女	 19	 1	 

静かで騒がしくない	 タイ	 男	 30	 1	 

静かでアルバイトが探しやすい	 ベトナム	 男	 22	 1	 

静かで空気もきれい。生活するの

も便利で住みやすい街です。	 
中国	 未記入	 未記入	 1	 

アクセスが良く、安全だから	 マレーシア	 男	 38	 1	 

生き生きとした都市で、多くの文

化イベントや音楽コンサートがあ

るから。色々な店やレストランが

あり、アウトドア・アクティビテ

ィへも行きやすく、いつもするこ

とがある。大きい都市だが、東京

や大阪ほど大きすぎない。フレン

ドリーな雰囲気で、多くの素晴ら

しい人達に出会えた。	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 1	 

田舎なのでもどかしいところもあ

りますが、静かで良い所もありま

す。	 

韓国	 未記入	 未記入	 1	 

色々あって都会的なのに、小さな

町特有のフレンドリーな人達がい

て趣がある。	 

アメリカ合衆国	 女	 51	 1	 

美味しいレストランがあり、新し

い人に会う機会がある	 
イギリス	 女	 25	 1	 

お金があったら	 インドネシア	 男	 22	 1	 

快適	 インドネシア	 男	 18	 1	 

快適で、フレンドリーで、自分の

必要無すべてが詰まっている	 
スゥエーデン	 女	 31	 1	 

環境が良い。静かな街。外国人に

合うものが多い（例えば食べ物）	 
中国	 男	 26	 1	 

気候がよく、水も良い	 中国	 男	 27	 1	 

交通が便利、天気が良い日が多い	 中国	 男	 33	 1	 

施設が充実している	 ブラジル	 男	 45	 1	 

渋滞がない、きれい	 インドネシア	 女	 25	 1	 
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涼しいから	 インドネシア	 男	 26	 1	 

生活したい	 ベトナム	 男	 未記入	 1	 

特に不便がない	 ペルー	 女	 36	 1	 

泥棒がいないから	 インドネシア	 女	 21	 1	 

日本語が話せれば住みやすい	 ドイツ	 男	 30	 1	 

日本語がわからない人の為に通訳

がいるから	 
ペルー	 女	 17	 1	 

浜松はきれい	 インドネシア	 男	 23	 1	 

浜松は自然災害が少ないから	 インドネシア	 男	 23	 1	 

浜松は名古屋や東京ほど大きくは

無いが、とても国際的／家族と一

緒に、または自分でスポーツやア

クティビティをするのに興味深い

ものや楽しい場所がある／色々な

外国人が住んでいる／色々と楽し

めることがある／カフェやレスト

ランなど友人と落ち合えるところ

がたくさんある	 

カナダ	 男	 39	 1	 

人があまり多くなく、渋滞がない	 インドネシア	 女	 未記入	 1	 

人が良い、交通手段が便利	 ニュージーランド	 男	 54	 1	 

物価が安定していない。でも住み

やすい。	 
韓国	 男	 35	 1	 

ほとんどの日本人は他国に比べて

親切。もし若者が外国人に対して

の接し方を帰れば住みやすいと思

う。	 

インド	 男	 27	 1	 

楽です	 ベトナム	 男	 23	 1	 

未記入	 93	 
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■住みにくい  

理由	 国籍	 性	 歳	 人数	 

子供用の娯楽は素晴らしい。しか

しもし自分が独身だったら、自分

の好みにあう楽しみ方が浜松では

出来ないと思う。	 

アメリカ合衆国	 男	 33	 1	 

夫をサポートするために浜松に来

て、自分も自分の仕事がしたいの

に働くことが出来ない	 

イギリス	 女	 27	 1	 

物価が高くて、タイの料理と違う。	 タイ	 男	 22	 1	 

出産の為に母国に本帰国しました

が、保育と出産のシステムはデン

マークの方が良い。	 

デンマーク	 女	 34	 1	 

苦労せずに馴染める大都市がある

ならそこに住みたい。今の仕事が

楽しいので、今の仕事があるかぎ

り浜松に住むと思う。	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 1	 

空気はきれいだけど風が強い	 中国	 女	 18	 1	 

未記入	 6	 

 
 


