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Ｑ１日本（浜松）で何をしたいですか？  

 
 
Ｑ２Q1 の答えを具体的に書いて下さい。  
※自由回答につき P6 をご参照下さい。 
 
Ｑ３日本（浜松）でどんな体験（アクティビティ）をしたいですか？  

 

その他回答  
日本料理	 ＜1 名＞ 
天気	 ＜1 名＞ 
日本の料理を学びたい	 ＜1 名＞ 
外国人のための日本語学校	 ＜1 名＞ 
家から出て新しい人に出会えるきっかけになるものなら何でも参加する	 ＜1 名＞ 
ジオキャッシング、ビーチパーティ	 ＜1 名＞ 
 
Ｑ４Q3 の答えを具体的に書いて下さい。  
※自由回答につき P9 をご参照下さい。 
 
Ｑ５日本（浜松）で何が興味深かったですか？または、面白かったですか？  
※自由回答につき P12 をご参照下さい。 
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その他	 

買物がしたい	 

日本人の日常生活が見たい	 

おいしい料理を食べたい	 

景色を見たい	 

人との交流をしたい	 

日本文化を体験したい	 
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その他	 

音楽体験	 

経済を学ぶ	 

体を動かす	 

産業を学ぶ	 

自然体験	 

日本文化を学ぶ	 
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Ｑ６また浜松に旅行に来たいと思いますか？  

 

→はいの場合次回は何をしたいですか？※自由回答につき P16 をご参照下さい。 

→いいえの場合その理由を教えて下さい。  

 
その他回答	 道が静かで寂しい	 ＜1 名＞ 
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未回答	 
22%	 

いいえ	 
16%	 

0 
0 

1 
3 

5 
7 

14 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

良い土産ものがなかった	 

ホテルが良くない	 

その他	 

期待はずれだった	 

魅力的な観光地がない	 

行きたい場所へは行った	 

他の都市へ行ってみたい	 
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Ｑ７浜松の観光・イベント情報をどのように得ていますか？  

 
ウェブサイト内訳  

 
 
Ｑ８上記の情報に満足していますか？  

 

→いいえの場合どんな情報があったら良いと思いますか？  
あまり詳しくない	 ＜3 名＞ 
英語のイベントポスター	 ＜1 名＞ 
研修生のための分かりやすい情報がもっと欲しい	 ＜1 名＞ 
情報の更新が少ない	 ＜1 名＞ 
地元・地域全体をカバーする情報がまとまったウェブサイトがあるといい	 ＜1 名＞ 
他言語化してほしい	 ＜5 名＞ 
メルマガやパンフレットなどで情報を送ってほしい	 ＜2 名＞ 
もう少しわかりやすく広告や絵を増やしてほしい	 ＜1 名＞ 

2 
8 

14 
22 

34 
36 

67 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

その他	 
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観光所	 
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友人・知人からの口コミ	 
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.COM 
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Ｑ９浜松に温泉があることを知っていますか？  

 
 
Ｑ10 温泉に入ったことはありますか？（入りたいですか？）  

 
 
Ｑ11 時国の街（都市）にた問えると浜松どこに似ていますか？  
※自由回答につき P18 をご参照下さい。 
 
Ｑ 12 もしあなたが浜松の観光地をプロデュースするなら、どの場所を選びます
か？またはどのようにしたいですか？  
※自由回答につき P20 をご参照下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はい	 
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未回答	 
16%	 
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Ｑ２Q1（日本 (浜松 )で何をしたいですか？）の答えを具体的に書いて下さい。  

内容	 国籍	 性	 歳	 

ギャラリーや美術館を巡りたい	 アメリカ合衆国	 女	 51	 

日本の料理を習いたい	 イギリス	 女	 27	 

年間を通してのウォータースポーツや	 

他のアウトドア・アクティビティ	 
イギリス	 男	 68	 

日本人の友人を作る	 イギリス	 女	 25	 

日本の冬を体験したい	 インド	 男	 26	 

世界中の色々なものの見方を持つ人と	 

交流したい	 
インド	 男	 27	 

日本の仕事の仕方を覚えたい	 インドネシア	 男	 23	 

お祭り、日本の文化などが見たい	 インドネシア	 男	 25	 

大学に入学したい	 インドネシア	 男	 18	 

浜松はとても独特だから	 インドネシア	 女	 18	 

誰かが住まわせてくれるなら、	 

ずっと浜松にいたい	 
インドネシア	 男	 22	 

友達を作って仲良くなりたい	 インドネシア	 男	 未記入	 

日本人の家にホームステイして	 

日本人の生活を見たい	 
インドネシア	 女	 未記入	 

大学に入学したい	 インドネシア	 女	 18	 

日本の文化を勉強したい、日本人と	 

仲良くなりたい、浜松を楽しみたい	 
インドネシア	 女	 18	 

景色の良いところの写真を撮りたい	 インドネシア	 女	 25	 

友達をたくさん作りたい	 インドネシア	 女	 24	 

お寺や神社を見に行きたい	 インドネシア	 男	 26	 

一生懸命頑張っている日本人を見たい	 インドネシア	 男	 26	 

ゲームクラブに入りたいけどなさそう	 インドネシア	 男	 25	 

日本にはまだ開拓されていない場所が	 

たくさんあり、廃置化されているところ

もあって、そういう場所に興味がある	 

カナダ	 男	 39	 

観光。	 

日本とタイの文化の違いを学びたい。	 
タイ	 男	 30	 

異文化に触れたい。	 

日本製のものを買いたい。ただ高い。	 
タイ	 女	 31	 

自然がキレイで食べ物がおいしい。屋台

があれば良い	 
タイ	 女	 22	 

日本の歴史的・政治的姿を知る	 ニュージーランド	 男	 未記入	 

ホームステイ	 ニュージーランド	 男	 54	 

日本人と一緒に住みたい	 ベトナム	 女	 27	 



観光｜旅行者・在住者	 

 7 

日本の文化を勉強したい	 ベトナム	 未記入	 22	 

散歩や日本人と話す	 ベトナム	 男	 26	 

きれいな景色を見るのが好き	 ベトナム	 男	 23	 

色々チャレンジしたい	 ベトナム	 男	 23	 

景色を見たい、習慣を経験したい、	 

日本料理を食べたい	 
ベトナム	 女	 19	 

日本の文化と習慣を勉強したい	 ベトナム	 男	 未記入	 

日本の習慣を学びたい	 ベトナム	 男	 24	 

道がキレイ	 ベトナム	 男	 29	 

文化を研究したい	 ベトナム	 女	 22	 

慣習と仕事	 ベトナム	 男	 20	 

文化	 ベトナム	 男	 19	 

浜松祭りに参加してみたい、	 

日本人の友人が少ないので、ベトナムや

海外に興味のある人と交流したい。	 

短期間ホームステイしたい。	 

時々再度訪ねられる家族が欲しい。	 

ベトナム	 女	 21	 

紅葉を見に行く	 ベトナム	 男	 25	 

色々なことをしたい。日本に定住したい	 ベトナム	 未記入	 24	 

日本の文化をもっと知りたい。	 ペルー	 女	 36	 

日本人ともっと会話をしたい。	 

出稼ぎに来た訳ではない	 
ペルー	 女	 24	 

日本の自然をもっと知りたい。特に紅葉。	 ペルー	 女	 17	 

日本人みたいな体験をしたい	 マレーシア	 男	 28	 

日本の文化が好き	 ロシア	 男	 30	 

日本の固有文化や文化財をたくさん見て

感じたい。（古い家や寺など）	 
韓国	 女	 26	 

日本文化を体験し、	 

日本人とも交流したい。	 
韓国	 女	 未記入	 

様々な人と交流してみたい。	 韓国	 未記入	 未記入	 

日本を感じながら、日本人と同じく	 

生活して生きていきたい	 
韓国	 男	 35	 

せっかく浜松というマイナーな町に来た

のだから、浜松でしか見れない景色や、

文化を経験してみたい。	 

韓国	 女	 24	 

日本の生活を体験したい、	 

日本人の精神を学びたい。	 
台湾	 男	 30	 

日本の文化を体験したい	 台湾	 女	 未記入	 

日本人と友達になりたい。	 

日本と中国の文化の違いを知りたい。	 
中国	 未記入	 未記入	 
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日本語を勉強する。	 

様々な活動に参加する。	 
中国	 女	 19	 

日本文化と教科書内容を勉強して	 

大学に入りたい。	 
中国	 女	 18	 

北海道や鹿児島などきれいな場所に	 

行きたい	 
中国	 女	 26	 

日本人ともっと交流したい。	 

浜松から日本人、日本の文化、	 

社会をもっと理解したい。	 

中国	 男	 21	 

日本人と遊び、交流する。	 

異文化を分かち合う	 
中国	 男	 23	 

日本はキレイで景色もきれい。	 

人も優しい。桜も好き	 
中国	 女	 27	 

静大があるから浜松に居るだけ。	 

名古屋にいた時は存在も知らない。	 
中国	 男	 27	 

勉強しかない	 中国	 男	 26	 

北海道、沖縄に行きたい	 中国	 男	 35	 

イベントだけではなく日本人が	 

どんな生活をしているか触れる	 

多くの機会を持ちたい	 

未記入	 未記入	 未記入	 

寸又峡	 未記入	 未記入	 未記入	 

未記入 75 名	 
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Ｑ４Q3（日本 (浜松 )でどんな体験をしたいですか？）の答えを具体的に書いて下
さい。  

内容	 国籍	 性	 歳	 

ジムに入会したい（刺青があるため、	 

施設の利用が禁じられている）	 
アメリカ合衆国	 男	 33	 

美術館ホップ（米国にあるシステムで、

毎月第一金曜日や最終土曜日に、	 

地域のアートギャラリーやカフェ、	 

バーが夜遅くまで開いている）	 

アメリカ合衆国	 女	 51	 

ボランティア活動	 イギリス	 男	 68	 

柔術をしたい／日本の美術技法を	 

学びたい（木片に絵を描く）	 
イギリス	 女	 25	 

将来仕事を探す必要があるから	 インド	 男	 26	 

日本の経済を学んで、計画通りに進める

日本の仕事の仕方を覚えたい	 
インドネシア	 男	 23	 

インドネシアと日本の経済は違うから	 インドネシア	 未記入	 未記入	 

日本人の生き方を学びたい	 インドネシア	 男	 18	 

子供の頃から日本が好きだから	 インドネシア	 女	 18	 

日本の文化をもっと知りたい	 インドネシア	 男	 未記入	 

浜松まつりに参加して日本の文化を学ぶ	 インドネシア	 女	 未記入	 

新しい経験がしたい	 インドネシア	 女	 18	 

浜松での経験を聞いているので	 インドネシア	 男	 19	 

日本の文化はおもしろい、自然がきれい、

聴きやすい音楽がある	 
インドネシア	 女	 18	 

景色の良いところの写真を撮りたい	 インドネシア	 女	 25	 

営業を始めたい	 インドネシア	 女	 24	 

同じ趣味や同じ興味の日本人の友達を	 

作りたい	 
インドネシア	 男	 26	 

多くを学びたい	 インドネシア	 男	 26	 

囲碁を勉強したい	 インドネシア	 男	 25	 

皆が気軽に一緒に楽しめるアウトドア	 カナダ	 女	 27	 

ジオキャッシング、ビーチパーティ	 カナダ	 男	 39	 

文化や習慣を身につけたい。	 

温泉はタイにはない自然。	 
タイ	 男	 30	 

日本で働きたい	 ニュージーランド	 男	 54	 

自分がビジネスマンだから	 フィリピン	 男	 49	 

家族の教育費のための貯金	 ブラジル	 男	 40	 

オートバイ技術	 ベトナム	 女	 27	 
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文化と経済を勉強したい	 ベトナム	 未記入	 22	 

日本人の文化を勉強したい	 ベトナム	 男	 26	 

情報科学を勉強したい	 ベトナム	 男	 23	 

将来の為に色々勉強したい	 ベトナム	 男	 23	 

日本の習慣と化粧を勉強したい	 ベトナム	 女	 19	 

スポーツ	 ベトナム	 男	 23	 

工業が進んでいる	 ベトナム	 男	 24	 

健康のため	 ベトナム	 男	 29	 

文化を研究したい	 ベトナム	 女	 22	 

自動車を作りたい	 ベトナム	 男	 20	 

文化	 ベトナム	 男	 19	 

経済を勉強したい	 ベトナム	 女	 21	 

自動車学校	 ベトナム	 男	 25	 

文化と経済を勉強したい	 ベトナム	 未記入	 24	 

日本の武道と太鼓を習いたい。	 ペルー	 女	 24	 

日本の文化をもっと知りたい。	 ペルー	 女	 17	 

名古屋か東京にコンサートや	 

劇を見に行く	 
マレーシア	 男	 38	 

バスケットボール、バドミントン、	 

バレーボール、ハイキングなどの	 

アウトドアスポーツ	 

マレーシア	 男	 28	 

興味があるから	 ロシア	 男	 30	 

日本の先進的な経済を学び、	 

文化も身に付けたい。	 
韓国	 女	 未記入	 

すばらしい文化を持っている国なので、

なんでも経験したい。	 

自分の視野を広げたい。	 

韓国	 男	 35	 

サーフィン、トレッキング、	 

キャンピング、ピアノ、展望台	 
韓国	 女	 24	 

日本人の精神を学びたい	 台湾	 男	 30	 

様々なお祭りに参加したい。	 

特別な文化を体験したい。	 
台湾	 女	 未記入	 

山登り、釣り、色々な自然を見たい。	 

日本人と BBQ をしながら交流したい。	 
中国	 未記入	 未記入	 

日本の文化を体験したい。	 中国	 女	 18	 

自然の景色を見たい	 中国	 女	 26	 

浜松の優秀な企業の経営方法を	 

もっと理解したい。	 
中国	 男	 21	 

日本の様々な祭りと文化と伝統芸能を	 

勉強する	 
中国	 男	 23	 
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日本の技術は中国よりも高いので勉強し

たい。日本人の長所は些細なことにも細

心の注意を払うこと。中国人は利益ばか

りだから、日本人の精神とやる気を勉強

したい。	 

中国	 女	 27	 

日本の食事とアニメが好きなので、	 

食文化と歴史文化に興味がある。	 
中国	 男	 27	 

浜松の周りの自然景色がとてもきれい。

時間があれば行きたい。	 
中国	 男	 26	 

音楽フェス	 with	 DJ's	 未記入	 未記入	 未記入	 

未記入 81 名	 
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Ｑ５日本（浜松）で何が興味深かったですか？または、面白かったですか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 

世界ブランドのスズキ・ヤマハ・ホンダ

などの会社が浜松にあること	 
アメリカ合衆国	 女	 30	 

トイレが最高	 アメリカ合衆国	 男	 33	 

一般的な公共の安全性の高さ／プライバ

シーの尊重／社会規範の遵守／仕事の質

の高さ／多分化への理解とセ界地理の知

識の低さ	 

アメリカ合衆国	 男	 34	 

人々、色々なすること	 アメリカ合衆国	 女	 51	 

友人に会う、自国の友人に浜松を案内す

る、食べ物	 
イギリス	 女	 27	 

日本人はとても親切なこと	 イギリス	 女	 25	 

テクノロジー	 インド	 男	 26	 

お年寄りが外国人に対して敬意を持って

おもてなしをしてくれること	 
インド	 男	 27	 

温泉	 インドネシア	 男	 未記入	 

浜名湖を自転車で回ったこと	 インドネシア	 男	 25	 

自転車に乗ること	 インドネシア	 女	 21	 

冬にスキーをしたい	 インドネシア	 男	 23	 

アパートから富士山が見たい	 インドネシア	 男	 25	 

まだない	 インドネシア	 男	 18	 

自転車に乗ること	 インドネシア	 男	 23	 

文化やライフスタイルや食べ物が独特な

こと	 
インドネシア	 女	 18	 

きれいな公園を散歩する	 インドネシア	 男	 未記入	 

自転車で浜松を回る、浜松まつりを見る	 インドネシア	 女	 未記入	 

まだない	 インドネシア	 女	 18	 

まだわからない	 インドネシア	 男	 19	 

食べ物、日本人との交流、新しい体験	 インドネシア	 女	 18	 

温泉	 インドネシア	 女	 29	 

景色が良い	 インドネシア	 女	 25	 

健康的な生活とスポーツ	 インドネシア	 男	 26	 

どこでもきれい	 インドネシア	 男	 30	 

無料の日本語学校	 インドネシア	 女	 24	 

弓道を練習するとき	 インドネシア	 男	 25	 

のんびりした生活と、人々がフレンドリ

ーで人付き合いがよく、懐が大きいとこ

ろ	 

カナダ	 女	 27	 
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山と川が住んでいるところから近いの

で、アウトドア・スポーツや、バーベキ

ューなどが楽しめる	 

カナダ	 男	 39	 

人々。彼らの行動は輝いている	 スゥエーデン	 女	 31	 

特にない	 タイ	 男	 22	 

浜松にある店は全て美味しい。	 タイ	 男	 30	 

浜名湖で散歩	 タイ	 女	 22	 

フレンドリーな人々	 デンマーク	 女	 34	 

美しい景観、禅の庭、ミワキの木	 ニュージーランド	 男	 54	 

美味しい食べ物	 フィリピン	 女	 46	 

解読不能（辻本）	 フィリピン	 男	 49	 

日本人のマナー	 ブラジル	 男	 40	 

大都市の近くに住みながら自然が近くに

あること	 
ブラジル	 男	 35	 

沢山の場所を訪れ、沢山の親切な人々に

出会えたこと	 
フランス	 男	 35	 

一人旅	 ベトナム	 男	 22	 

公園で散歩	 ベトナム	 未記入	 22	 

公園を散歩	 ベトナム	 男	 24	 

こたつ	 ベトナム	 男	 未記入	 

自転車	 ベトナム	 男	 26	 

散歩	 ベトナム	 男	 23	 

自転車で海岸沿いを走った	 ベトナム	 男	 23	 

花見	 ベトナム	 未記入	 未記入	 

散歩	 ベトナム	 男	 23	 

自伝社で湖畔を散歩。袋井へ紅葉を見に

行きたい	 
ベトナム	 女	 19	 

ハママツしないを自転車で散歩	 ベトナム	 男	 23	 

散歩	 ベトナム	 男	 未記入	 

人	 ベトナム	 男	 24	 

自転車で散歩	 ベトナム	 男	 29	 

春は桜、秋は紅葉	 ベトナム	 女	 22	 

人が優しくて空気がきれい	 ベトナム	 女	 27	 

富士山に行くこと	 ベトナム	 男	 20	 

ない	 ベトナム	 男	 19	 

景色がきれい	 ベトナム	 女	 21	 

浜松城での花見。長野でのスキー、バラ

エティ番組	 
ベトナム	 女	 21	 

自転車で散歩する	 ベトナム	 男	 25	 
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夜に外出できるほど治安が良い	 ベトナム	 未記入	 24	 

温泉	 ペルー	 女	 24	 

自分の趣味を楽しむことができる	 マレーシア	 男	 38	 

日本の食事	 マレーシア	 男	 28	 

ブラジルのサンバカーニバルは見応えも

あって、美味しい者もたくさんあって楽

しかった／	 

韓国	 女	 26	 

浜松祭りがものすごく新鮮で衝撃的でし

た。	 
韓国	 女	 未記入	 

5 月の祭り	 韓国	 未記入	 未記入	 

技術が発達しているが、自然と共に生活

する、子供を育てる所は印象深かったで

す。健康が悪い時も、薬に頼る前に、人

間の抵抗力をまず信じてみるなど。そし

て、都市化しているのに、空気がきれい

部分はとてもいいところだと思います。

その他、全ての日本特有の文化は、面白

かったです。	 

韓国	 男	 35	 

自然（海、山、湖、川）に囲まれている

のに、景色を楽しみながら手軽に行ける

ところが少ない。たとえば、浜名湖周辺

で海を見ながらテラスでコーヒーが飲め

る店を気軽に探したことがあったが、見

つからなかった。	 

韓国	 女	 24	 

人々と出会い、彼らの日常の暮らしや伝

統的な背景を学べたこと。／浜松にはた

くさんの独特な産物があり、買物はいつ

も冒険だった。	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 

鰻がおいしい	 台湾	 男	 30	 

時々日曜、祝日に駅前の広場でイベント

が行われていたこと	 
台湾	 女	 未記入	 

浜松祭り。とってもにぎやか。	 中国	 未記入	 未記入	 

自然の景色と富士山	 中国	 女	 19	 

日本料理の作り方	 中国	 女	 18	 

浜松祭り	 中国	 女	 26	 

自転車で浜名湖や佐久間ダムの周りを観

光する。浜松祭り、早出花火大会	 
中国	 男	 21	 

うなぎ丼が美味しい。温泉には行ってみ

たい	 
中国	 男	 23	 

中国語を勉強した友人が私の家に行き遊

んだこと。日本国内旅行	 
中国	 女	 27	 
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留学生の為の活動が極端に少ない。	 中国	 男	 27	 

全て	 未記入	 未記入	 未記入	 

凧上げ	 未記入	 未記入	 未記入	 

未記入 57 名	 
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Ｑ６また浜松に旅行に来たいと思いますか？  
→はいの場合次回は何をしたいですか？   

内容	 国籍	 性	 歳	 

日本食をもっと食べたい	 アメリカ合衆国	 女	 30	 

友人や多くのアーティストと会って、時

間を過ごすこと	 
アメリカ合衆国	 女	 51	 

カラオケ、日本食、新しい友だちを作る	 イギリス	 女	 25	 

人との交流、気候の体験	 インド	 男	 26	 

買物	 インドネシア	 男	 25	 

仕事をしたい	 インドネシア	 女	 21	 

仕事をしたい	 インドネシア	 男	 23	 

日本語を勉強する	 インドネシア	 男	 23	 

仕事をして大学に通いたい	 インドネシア	 男	 19	 

旅行をしたい	 インドネシア	 女	 25	 

会社の出張	 インドネシア	 男	 26	 

富士登山	 インドネシア	 男	 30	 

夜に散歩したい	 インドネシア	 男	 30	 

弓道の練習を続けたい	 インドネシア	 男	 25	 

友達に会う	 インドネシア	 男	 28	 

フレンドリーな交流	 オーストラリア	 男	 55	 

浜名湖に行き鰻、潮干狩り	 カナダ	 女	 27	 

自然、友達、食べ物	 スゥエーデン	 女	 31	 

友達や先生に会いにきたり、食べた事が

ある店に行ったりしたい。	 
タイ	 男	 22	 

料理の作り方を習いたい。	 タイ	 男	 30	 

旅行したい	 タイ	 女	 31	 

子供達に色々なものをみせたい。おいし

い食事。自然に触れたい。温泉に行きた

い。	 

デンマーク	 女	 34	 

果物狩り	 ニュージーランド	 男	 未記入	 

ミワキの木を見る。人に会う。	 ニュージーランド	 男	 54	 

解読不能（辻本）	 フィリピン	 男	 49	 

浜名湖ガーデンパーク、はままつフラワ

ーパクに行きたい	 
ブラジル	 女	 38	 

お祭り	 フランス	 男	 35	 

働きたい	 ベトナム	 未記入	 22	 

勉強や仕事をしたい	 ベトナム	 男	 24	 

鍋を食べたい	 ベトナム	 男	 未記入	 

色々なところへ遊びにいきたい	 ベトナム	 男	 23	 
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外食と旅行したい	 ベトナム	 男	 23	 

定住したい	 ベトナム	 女	 19	 

仕事に就きたい	 ベトナム	 男	 23	 

旅行	 ベトナム	 男	 0	 

浜松	 ベトナム	 男	 24	 

海へ行きたい	 ベトナム	 男	 29	 

花見	 ベトナム	 女	 22	 

仕事に就きたい	 ベトナム	 女	 27	 

旅行する	 ベトナム	 女	 21	 

浜名湖、パルパル	 ベトナム	 女	 21	 

祭りをまた見たい。	 韓国	 女	 未記入	 

住んでます。	 韓国	 男	 35	 

カイトサーフィン	 韓国	 女	 24	 

音楽会に行きたい	 台湾	 女	 未記入	 

浜松で仕事がしたい。	 中国	 未記入	 未記入	 

バカンス	 中国	 女	 19	 

教科書以外のことも勉強したい。	 中国	 女	 18	 

仕事	 中国	 女	 26	 

仕事	 中国	 男	 28	 

大学院卒業後就職したい	 中国	 男	 21	 

旅行、観光	 中国	 男	 33	 

先生と友達に会いに来る	 中国	 女	 27	 

経済、学術交流	 中国	 男	 27	 

住んでるし…	 中国	 男	 31	 

もっと日本食や、伝統的なスポーツや、

楽器演奏を習いたい／歴史を学びたい	 
南アフリカ共和国	 女	 25	 

未記入 30 名	 
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Ｑ11 時国の街（都市）に例えると浜松どこに似ていますか？  

国	 都市	 理由	 

Thcu	 Law	 未記入	 キレイで人が優しい	 

アメリカ合衆国	 

チャールストン、

ノースキャロライ

ナ	 

海辺に位置しているが、娯楽は海に頼

っていない。古く美しい市で、様々な

エンターテイメントがあり、人が優し

い。	 

イギリス	 コペントリー	 
施設やサイズが似ている。街は美しく

ないが、郊外は美しい田園風景	 

インド	 チェナイ	 町の人がフレンドリーなところ	 

インドネシア	 バンドン	 未記入	 

インドネシア	 バンドン	 未記入	 

インドネシア	 バンドン	 
食べ物やライフスタイル、人の親切

さ、山がたくさんあるところ	 

インドネシア	 バンドン	 天気、人が多くない	 

インドネシア	 セマラン	 静かで食べ物がたくさんある	 

インドネシア	 バンドン	 周りに山がたくさんある	 

インドネシア	 ジャカルタ	 賑やかで渋滞がある	 

インドネシア	 チレボン	 
広さと人口が同じくらいだと思うか

ら	 

インドネシア	 バンドン	 涼しくて賑やかなところ	 

インドネシア	 ソロ	 静かな町	 

カナダ	 ハミルトン	 未記入	 

スウェーデン	 サンズバル	 

産業という点から似ていると感じる。

しかし、日本とスウェーデンはかなり

違うので比べるのは無理がある。	 

タイ	 ラヨーン	 便利すぎない中くらいの街	 

タイ	 レーィ	 静かで都会過ぎない	 

デンマーク	 アーハス	 あまり似ていないかも	 

ブラジル	 カンピーナス	 未記入	 

ブラジル	 カンピーナス	 買物の品揃えが豊富	 

フランス	 
クレモント・フェ

ランド	 自然と都市が同じ場所にあるから	 

ベトナム	 サイゴン工業団地	 道に人が少なく、企業が多い	 

ベトナム	 ダラット、ダナン	 未記入	 

ベトナム	 Hue	 静かで景色がきれい	 

ベトナム	 Ha	 Na	 交通が便利だけど高い	 

ベトナム	 Hung	 Yen	 静かでキレイ	 

ベトナム	 Thai	 Binh	 未記入	 
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ベトナム	 Quany	 Ninh	 未記入	 

ベトナム	 Trung	 Du	 Bac	 Ba	 	 空気がきれい	 

ベトナム	 Halong	 海や山がある	 

ベトナム	 Bac	 Ciang	 キレイ	 

ベトナム	 Hanoi	 過ごしやすい	 

ベトナム	 Dalat	 未記入	 

ベトナム	 ダナン	 

東京と違ってにぎやかではないが、産

業が発展していて、人が親切。すみや

すいと思う。	 

ペルー	 セントマリア	 都会	 

韓国	 グミ	 

大都市ではないが、工業地域で、地理

的に釜山とソウルの中心ぐらいで、大

都市のデグの隣に位置しているのが

浜松と似ています。	 

韓国	 チャンオン	 
工業都市で広さもそんなに変わらな

い。	 

韓国	 グミ	 会社（工場）が多い	 

韓国	 ソウル	 未記入	 

台湾	 高雄	 海がある。便利	 

中国	 西蔵	 静かで空気がきれい	 

中国	 未記入	 未記入	 

中国	 宁波	 工業都市、湖がある	 

中国	 昆明市／安宁区	 静で住みやすい。	 

中国	 済南	 未記入	 

中国	 大連市	 未記入	 

中国	 営口市	 地形。何となくにてるかな？	 

日本	 東京	 アクティブ	 

南アフリカ共和国	 ダーバン	 

海岸沿いにある中ぐらいの大きさの

都市で、多くの文化イベントとアウト

ドア・アクティビティがある。	 
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Ｑ 12 もしあなたが浜松の観光地をプロデュースするなら、どの場所を選びます
か？またはどのようにしたいですか？  

内容	 国籍	 性	 歳	 

浜名湖または太平洋の釣りツアー（釣り

方と調理の仕方、食べ方も含む）	 
アメリカ合衆国	 男	 34	 

地域に公開されたアートギャラリーと

公のクラス	 
アメリカ合衆国	 女	 51	 

居酒屋と洋服屋に囲まれた小さなスト

リートでアーティストの展覧会を開き

ます。中級の洋服屋を開きたい。	 

イギリス	 女	 27	 

ベジタリアンレストランを増やしたい	 イギリス	 女	 25	 

無い	 インド	 男	 26	 

外国人と日本人の交流パーティーを企

画する。より理解を深め友好的環境をつ

くるため。	 

インド	 男	 27	 

京都、写真を撮る	 インドネシア	 女	 21	 

遊園地	 インドネシア	 未記入	 未記入	 

浜名湖、マリンスポーツを増やしたい	 インドネシア	 女	 未記入	 

興味がない	 インドネシア	 女	 18	 

分からない	 インドネシア	 男	 19	 

浜名湖、うなぎをもっと多くの人に食べ

させたい	 
インドネシア	 女	 24	 

浜名湖、サーフィンエリア	 インドネシア	 男	 26	 

景色、写真撮影	 インドネシア	 男	 26	 

磐田に遊園地を建てたい	 インドネシア	 男	 25	 

浜松にある美しい自然や食べ物を利用

し、海の辺りや川沿いに素晴らしい景色

をパティオから眺めれれるような、レス

トランやバーを作る。	 

カナダ	 男	 39	 

浜松城の周りで屋台や祭りを行って浜

松城をアピーする。	 
タイ	 男	 22	 

浜松の特徴をアピールする。	 タイ	 男	 30	 

何か言語関連で手助けするもの（観光客

にとって一番の難関だから）	 
デンマーク	 女	 34	 

森町、地元ブランドや興味をひくアクテ

ィビティが沢山あるから。北部ハイキン

グトレイルの山ガイドがしてみたい。	 

ニュージーランド	 男	 未記入	 

海辺でのジェットスキータクシー、人に

ウォータースキーを教える	 
ニュージーランド	 男	 54	 

完全な日本産の製品が売っている場所。 フィリピン	 男	 33	 
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浜松で見かけたほとんどの電化製品は

国外産だから。	 

佐鳴湖、男週つなげて途中に遊具や健康

遊具、休憩所を設け、バリヤフリーにす

る	 

ブラジル	 女	 42	 

武道学校	 フランス	 男	 35	 

富士山	 ベトナム	 男	 23	 

袋井。とてもキレイ	 ベトナム	 女	 19	 

侍神社	 ベトナム	 男	 23	 

富士山	 ベトナム	 男	 24	 

飲食	 ベトナム	 男	 19	 

メイワンやイオンのショッピング。浜名

湖の自然。フラワーパークでの記念写

真、アプレシオ	 

ベトナム	 女	 21	 

磐田	 ベトナム	 男	 25	 

外国人観光客が利用出来る、天竜より北

（山エリア）のハイキングトレイル。	 
マレーシア	 男	 38	 

浜松観光のスマートフォンアプリ	 マレーシア	 男	 28	 

海、山、浜名湖、レジャー、スポーツ、

バー。これらへいくための便利な交通機

関	 

ロシア	 男	 30	 

海＞温泉＞浜松城	 韓国	 女	 26	 

ショッピングモールを中心にプロデュ

ースしたい。（イオン、薬局）	 
韓国	 女	 0	 

弁天島	 韓国	 未記入	 0	 

浜名湖、天浜線、フルーツパーク、動物

園	 
韓国	 男	 35	 

マリンスポーツをプロデュースしたい。

浜名湖のうなぎ	 
韓国	 女	 24	 

食べ物	 台湾	 男	 30	 

浜松城。浜松の歴史を紹介します。	 台湾	 女	 未記入	 

浜名湖と浜松城。浜松の文化と歴史を案

内します。	 
中国	 未記入	 未記入	 

富士山	 中国	 女	 19	 

浜名湖	 中国	 女	 18	 

浜名湖の景色と浜松祭り	 中国	 女	 26	 

龍潭寺	 中国	 男	 28	 

浜松城。浜松城公園から登って、城から

浜松を一望	 
中国	 男	 21	 

静かで暖かい。散歩ができ、買物の途中 中国	 女	 27	 
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で華を見ることもできる。	 

浜松にはない。富士山は違うし。	 中国	 男	 27	 

浜名湖周辺、ガーデンパーク	 中国	 男	 31	 

浜松の歴史はとても興味深いので、寺や

城などの歴史的価値のある場所の観光

を発展させたい。	 

南アフリカ共和国	 女	 25	 

ビーチフェスティバルがしたい	 未記入	 未記入	 未記入	 

未記入 86 名	 

 
 


