
【別紙】 

 

鹿児島日本語短期研修アンケート結果（対象 12名） 

 

＜鹿児島について＞ 

(注)自由回答についてはできる限り原文に近い形で自然な日本語に修正した。 

 

〔鹿児島市で一番魅力的だった場所・物〕 

1 位：桜島 2位：温泉 3位：天文館 4位：白熊 5位：照国神社 

1 位：天文館 2位：温泉 3 位：中央駅 4位：切子 5 位：豚かつ 

1 位：桜島 2位：お菓子 3 位：薬・化粧品店 4位：温泉 5位：照国神社 

1 位：桜島 2位：天文館 3 位：城山展望台 4位：仙巌園 5位：白熊 

1 位：桜島 2位：仙巌園 3 位：無記入  4位：黒豚肉 5位：白熊アイスクリーム 

1 位：桜島 2位：照国神社 3位：鹿児島大学 4位：とんかつ 5位：アミュラン 

1 位：桜島 2位：市電 3位天文館 4位：ポストカード 5位：路地 

1 位：仙巌園 2位：メルヘン館 3位：桜島 4位：中央駅 5位：100円ショップ 

1 位：桜島 2位：アミュラン 3位：鹿児島大学 4位：市電 5位：吹上庵 

1 位：仙巌園 2位：桜島 3 位：ラーメン 4位：寿司 5位：黒豚しゃぶしゃぶ 

1 位：市電 2位：アミュラン 3位：天文館 4位：中央駅 5位：ダイソー 

1 位：（本当においしい）とんかつ 2位：桜島 3位：天文館・中央駅 4位：学食 5位：仙巌園 

 

〔鹿児島市で外国人観光客に親切だと思った場所〕 

・鹿児島の全部の場所（2）   ・天文館（2）   ・仙巌園（2）    ・城山展望台（2） 

・中央駅  ・桜島   ・桜島の足湯    ・アミュプラザ  ・ショップ   ・市電        

・店で買い物した時、店員は親切で手伝ってくれました。  ・みんな親切でした。 

 

〔鹿児島市で外国人観光客に不親切・不便だと思った場所〕 

・なし（6）   ・温泉（2）   ・レストラン   ・天文館  

・現金がなかった時、カードが使えませんでした。 

・鹿児島で不便や不親切さを経験した場所がなかったです。 

 

〔鹿児島市でもう一度行きたいと思う場所〕 

・桜島（8）   ・仙巌園（2）   ・天文館   ・城山展望台   ・両親と一緒に桜島に行きたい 

 

〔鹿児島市で次回訪問してみたい場所〕 

・水族館（4）   ・天文館（2）   ・桜島・桜島火山噴火口（2） 

・黎明館   ・仙巌園   ・鹿児島大学   ・焼酎工場 

 

〔インターネットで情報を探すのが難しかった場所・事〕 

・なし（2）  ・焼酎工場（2）  ・本屋の位置  ・交通  ・ショッピング関連地域  ・日用品の価格 



・情報の内容は完全に理解できないこともあります。 

・鹿児島に対する全般的な情報がないということがすごく残念でした。桜島、指宿に対する情報だけ易しく見つ

けられました。 

・日本の神社の内部の情報を得ることが難しかったです。 

・韓国のサイトでおいしい食堂に対する情報が足りなかったです。 

 

〔交通機関や店など、スタッフの対応が素晴らしいと思った場所〕 

・市電（3）  ・天文館（2）  ・中央駅（2）  ・タイヨー  ・コンビニ  ・大学の生協 

・市電：間違えて乗ってあわてていた私たちを待っていてくれた運転手さん。 

・市電の運転手さんが親切でした。 

・市電に間違えて乗ったことがありますが、運転手さんが出発せずに親切に説明してくれました。韓国では絶対あ

りえないことだと韓国の友達みんなが感動しました。 

・ドンキホーテで TAX FREE を手伝ってくれた職員さんが私たちの日本語が下手だけど分かるようにゆっくり

説明してくれてありがたいと思いました。 

 

〔交通機関や店など、スタッフの対応があまり良くないと思った場所〕 

・なし（8）  ・ドラッグストア  ・温泉   

・ご飯を食べ終わって話をしていたら皿をさげられてしまいました。対応がよくないというよりはなじみの薄い文

化なので当惑しました。韓国で皿をさげるということは｢早く出て下さい｣という意味です。 

 

〔鹿児島市内で中国語・韓国語の表示が欲しいと感じた場所〕 

・ドラッグストア（2）  ・化粧品店  ・温泉  ・レストラン  ・コンビニ  ・市電   

・観光スポット  ・照国神社  ・焼酎工場  ・市電とバス 

・市電に毎日乗っても駅の名前が結構まぎらわしかったです。市電に韓国語の音声（案内放送）がでたらいいな

と思いました。 

 

〔鹿児島に足りないと思うもの〕 

・なし（2）  ・野菜  ・宣伝  ・市電がちょっと不便だと思います。 

・青春活力に欠けると感じます。 

・直行が大韓航空しかないということ。大韓航空は韓国で一番高い航空会社です。それで、金銭的な負担があっ

て LCC航空会社の就航地である大阪、東京、福岡に韓国人の観光客の雪崩減少が現れています。LCC航空会

社が鹿児島に就航すれば、鹿児島の観光客が増えると思います。 

・お土産がちょっと少なかったです。 

・鹿児島は日本固有さと日本の現在の二つがある場所だと思います。それで本当に不足さがないと感じました。

でも長期旅行で来るには有名な観光地が少ないということが短所だと思います。 

・街に表示板が足りなくてスマホの地図を見ても少し迷いました。 

・商店が閉まる時間が早すぎます。 

・ほとんどすべての商店が中央駅と天文館に密集していることです。 

 

 



〔鹿児島の名物で食べた物、買った物〕 

・白熊（6）  ・焼酎（4）  ・黒豚（3）  ・とんかつ（2）  ・じゃんぼ餅（2） 

・さつまいものお菓子（2）  ・蜜柑  ・たんかん  ・茶  ・ぶりの刺身 

・お菓子  ・塩大福   ・薩摩屋のお菓子  ・焼きドーナツ  ・カスタード 

・指宿で食べた流しそうめん   ・腕時計  ・化粧品  ・着物 

 

〔家族にどんなお土産を買いましたか〕 

食べ物 ・さつまいもお菓子（3）   ・焼酎（2）   ・お菓子（2）   ・飴（2） 

・こんにゃくゼリー（2）   ・ロイズのチョコレート（2）   ・お酒 

・茶   ・薩摩屋のお菓子   ・薩摩饅頭   ・かるかん    ・プリン 

・塩大福  ・カラメル   ・カレー   ・城山ホテルのパン   ・各種食べ物 

日用品 ・化粧品（3）   ・目薬（2）   ・口紅   ・薬   ・湿布 

その他 ・腕時計（2）  ・限定シャープペンシル   ・ペン 

 

〔友達にどんなお土産を買いましたか〕 

・化粧品（4）   ・お菓子（5）   ・こんにゃくゼリー（5）   ・キットカット（2）  

・サイダー飴   ・茶   ・ミルクティー 

・鹿児島ポストカード   ・スヌーピー鹿児島限定バッジ   ・漫画   ・人形    

 

〔どこでお土産を買いましたか〕 

・中央駅周辺（10）   ・天文館（6）     ・コンビニ   ・100円ショップ（2）  

・ドンキホーテ   ・焼酎工場   ・鹿児島特産品販売店 

 

〔休みの日は何をしましたか〕 

・温泉へ行きました。また、買い物へ行きました。（2） 

・買い物に行きました。（2） 

・土曜日は中央駅へ買い物に行ったり、温泉を体験したりしました。日曜日はメルヘン館、近代文学館、水族館などを見

学しました。 

・いぶすきに行ってきました！とても楽しかった。 

・指宿に行ってきました。そして日曜日はアミュプラザでショッピングしました。 

・温泉に行きました。 

・土曜日は指宿に行って砂むし温泉にはいってそれからそうめん流しを食べて、日曜日は鹿児島中央駅と天文館へ行き

ました。 

・友達にあって休みました。 

・指宿に遊びに行って砂蒸し温泉に入りました。 

・サポーターと一緒に指宿に行ってきました。私たちがサポーターを無理させたみたいで申し訳ないですが、ありがたか

ったです。一緒にそばを食べて寿司も食べました。ショッピングもしました。おかげで鹿児島のすべてのところにいけま

した。 

 

 



〔一番美味しかった物〕 

・とんかつ（4）   ・ラーメン（2）   ・しゃぶしゃぶ（2）   ・黒豚（2） 

・寿司   ・gramのスフレ パンケーキ   ・カレーうどん 

・アミュプラザ地下１階吹上庵のカレーうどんと卵焼き、生ビールが本当においしかったです。 

 

〔一番美味しくなかった物〕 

・刺身（4）   ・団子   ・もちプリン   ・坦々麺   ・何の味もしなかったおにぎり 

・天文館の牛丼（しょっぱ過ぎでした）  ・牛丼   ・お弁当の梅干   ・ありませんでした。 

 

〔初めて鹿児島を旅行する人のためにどんなサービスがあったらいいと思いますか〕 

・市内で中国語が話せるガイドがいたほうがいいと思います。 

・名物や有名なところをすすめてくれる場所があったらいいと思います。 

・初めて鹿児島を旅行する人が店の商品について何の予備知識もないので、相手の関心度、理解度を見ながら臨機応

変に説明の仕方を変えていくほうがいいと思います。 

・外国人にサービスを提供するセンターを設けたらいいと思います。例えば、もし私たちはあるところに行きたいですが、

どうやっていくかわからないとき、電話でセンターに聞くことができます。そして、センターに各国の言葉ができる人がい

ます。どんな質問でもここで解決されます。 

・種類が豊富な温泉、安くて美味しいレストラン、ショッピングガイド 

・宿を決めることが一番重要だと思います。 自身の観光スタイルに合わせて宿を決めた方が良いと思います。 

・市電の路線を韓国語で表示するならばより良いと考えます。 韓国語ではなくても英語で表示するならば便利そうです。

そして乗り換えに対する案内がもう少し詳しいならばより一層便利だと思います。 そして需要が多くなくて無理なのかも

しれませんが、空港から市内までつながっている高速列車があれば良いという気がします。 

・地図をくれることは大切です。地図がないと道に迷う恐れがあるからです。 

・鹿児島を初めて旅行する人々のためには市電に韓国語の案内放送のサービスが必要だと思われます。そして他の観

光名所のように交通パスを購入すればアミュラン、桜島に行くフェリーなどを無料で利用できるサービスを提供すれば

いいと思いました。鹿児島だけくるには惜しい旅行になり得るので九州旅行と結んで旅行できるプログラムなどがあれば

良いです。 

・基本的な観光地を見物するのは不足していないと思います。 ですが、基本的な観光地だけではなくて鹿児島だけの

特徴をもっと体験できる点をもう少し広く知らせる必要があると考えます。韓国に戻ってきて仙巌園の中で示現流体験が

できることを初めて知りました。ですが、私がもらったパンフレットではそういう事実を知ることができませんでした。 

・全般的なサービスはみなよかったが左通行など韓国、中国とは違うささいなマナーや規範が分かるパンフレットがある

ならばさらにおもしろく旅行できると思います。 

・鹿児島は広くて閑静なので公共交通利用法をちゃんと知っておくべきだと思います。 

 

〔何か付け加えたいことがあったら自由に書いてください〕 

・特になし（10） 

・初めての日本旅行だったのに鹿児島のおかげで日本の魅力にどっぷり浸って帰ります。 親切なサポーターの友達らと

先生のおかげで 9泊 10日間楽しい旅行のような短期研修を送りました。 この頃は鹿児島を分からない友達に鹿児島

が本当に良い隠れた観光地だと自慢をしています。 この前大阪旅行に行きましたが、私が感じるには大阪はソウル、

明洞（ミョンドン）と同じ感じであったし鹿児島で感じた日本だけの情緒を感じられなかったと思います。 私は鹿児島で



の日々がさらに幸せで良かったです。休みの時九州全地域を旅行したい程鹿児島は私に肯定的な効果と忘れられな

い思い出を残しました。 

・実は初めに鹿児島といわれたとき、どこなのかもよく知らずに大丈夫だろうかと思いましたが、本当に楽しくて絶対忘れ

ることのできない経験をしたと思います。 初めての日本旅行が大阪や東京でないことが最初は惜しかったですが、そん

なところよりはるかに日本自体を体験できる所だったと思います。 今後一人旅行で鹿児島に 

また訪問したいとい思います。 

 


