
【別紙】 

 

鹿児島日本語短期研修アンケート結果（対象 12名） 

 

１．１ 研修について 

   

(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。 

No. 項目 
とても良かった 

とても簡単だった 

まあよかった 

簡単だった 

あまりよくない 

大変だった 

よくない 

とても大変だった 

1 募集方法 10 2 - - 

2 事前学習（勉強会） 2 9 1 - 

3 宿泊設備 12 - - - 

4 教員とのコミュニケーション 1 9 3 - 

5 日本人 SA とのコミュニケーション 3 8 1 - 

6 グループメンバーとのコミュニケーション 1 5 6 - 

7 【2/16市内調査①】桜島 12 - - - 

8 【2/16市内調査①】船やバスの移動 9 3 - - 

9 【2/17テーマA発表】テーマ A発表 1 10 1 - 

10 【2/20市内調査②】維新ふるさと館 4 8 - - 

11 【2/21市内調査③】市内調査 11 1 - - 

12 【2/22テーマB発表準備】発表準備 1 6 5 - 

14 事後学習 5 5 2 - 

 

13 【2/22テーマB発表準備】発表について 

大変だった 3 難しかった 4 簡単だった 4 

面倒だった 1 疲れた 2 よくできた 9 

上手くできなかった 0 緊張した 6 やってよかった 11 

達成感を感じた 12 

（単位：人） 

〔生活環境（寮や寮周辺）へのコメント〕 

・寮はとてもきれいだと思います。そして、管理人さんはとても優しいです。おじさんの中国語が上手ですから、

私たちに親しみを感じさせます。また、寮の周辺にはコンビニやスーパーがあるので生活が便利になりました。

寮の中にエアコンや冷蔵庫があるので非常に住みやすいと思います。 

・鹿児島は本当に綺麗で、静かなところで住みやすいです。寮はとても綺麗で、おじさんも親切で、色々お世話に

なりました。本当によかったです。 

・寮にはエアコンや冷蔵庫、キッチンなどがあるので、本当に便利だと思います。寮の周辺は静かで綺麗だから印



象深いです。本当に大好きです。 

・生活環境はとても良かったと思います。寮の中は綺麗で、設備がそろっています。寮の周辺には百メートル歩い

て飲み物の自動販売機があるし、一キロ歩いておにぎりを売っているコンビニエンス・ストアがありますから、

とても便利です。 

・独立式の 1軒の家は特別に和式の感じがあります。まわりに木があるから、空気が新鮮だと感じます。また寮の

内部は清潔で、設備が完備して便利です。普段は朝食と夕食はよく自分で作りました。特に学生生活に適してい

ます。 

・寮はとても便利でした。管理人のおじさんも優しかったです。トイレもきれいでした。夜も暖かかったです。冷

蔵庫も部屋の中にあって、よかったです。とてもよかったです！コンビニも近くにあって、便利でした。 

・町はとても静かでした。人々も大きな声で話さないし、車もうるさくなかったです。電車の中も中央駅も静かで、

よかったです。 

・本当に良かったです。 1 人 1 室なので気楽だったし、快適でした。トイレが部屋ごとにあったことも良かった

です。キッチンも設備が揃っていて便利でした。また、近くにコンビニがあって便利でした。 

・寮施設がすっきりしていて寮近くにコンビニがあって良かったです。周辺建物全部美しくてすっきりしていて見

栄えが良かったです。ですが、バス停と学校へ行く道が少し遠くて惜しかったです。 

・一人で使うことができて良かったし個人トイレ、きれいなベッドとともに便利な物まで備えられていて生活しや

すかったです。 周辺にコンビニと自販機があったため、よく分からない状況でも簡単に必要な物品を買うこと

ができて良かったです。 

・1人 1室なのでとても良かったし、設備自体もよくそろっていて便利で快適でした。管理するおじさんも親切に

接してくださってより良かったです。 

・寮が本当にきれいでした。1 人部屋なので個人の私生活が十分に保障されたし、ロビーが広くて快適で団体活動

および生活にも無理がなかったです。警備員さんもとても親切でした。学校までは徒歩 15分程度で登下校が気

楽で、市電とバスを利用できる停留場も結構近くて市内観光をするのに易しかったです。コンビニとスーパーが

周辺にあり、食事をする時良かったです。 

 

〔2/16桜島研修へのコメント〕 

・桜島は非常にきれいなところです。桜島研修の前まで私はフェリーに乗ったことがなかったので、この研修を通

してフェリーに乗って、とても嬉しかったです。そして、桜島研修を通して、地震のことについてもっと詳しく

知りました。また、桜島で足湯を体験して、とても満足でした。しかし、火山の噴火を見なかったので、ちょっ

と残念でした。もしチャンスがあれば、ぜひもう一度桜島へ行きたいです。 

・船を乗ったこと、そして、あんなに綺麗な海を見たことは初めてです。桜島で足湯を体験したり、色々な写真を

撮ったりして、本当に楽しかったです。機会があれば、もう一度行きたいと思います。 

・2 月 16 日にみなさんと一緒にフェリーで桜島に行ってきました。海と火山は初めてなので、本当に素晴らしい

と思いました。足湯を体験したり、展望台に行ったり、いろいろなところを観光したりしたので、本当に満足し

ました。またお菓子や刺身とてんぷらなど日本料理を食べましたが、どれもとても美味しかったです。 

・桜島へ行ったという経験はとても珍しかったです。桜島は近くで見るにしても遠く望むにしても綺麗でした。そ

して、みなさんと一緒に足湯をしたり、写真を撮ったり、楽しく過ごしました。桜島研修によって、桜島の歴史

がわかるようになりました。いい勉強になりました。 

・桜島は鹿児島のシンボルです。中国はそんな地形がありませんから、今回火山をみたのは初めてです。天気もす

ばらしかったです。すごく興奮で、嬉しかったです。また、火山のおかげで、温泉がとても多いです。私たちは



足湯につかりました。本当に気持ちよかったです。そして、私は心から自然に感謝の気持ちを抱いています。 

・鹿児島に来て、ぜひ桜島に行きたかったです。本当に美しいと感じました。みんなで行ってもっとよかったです。

バスも便利でした。いろんな体験ができてうれしいです。 

・桜島で船に乗って、海と火山を観光しました。そして、可愛い大根さんを買いました。 

私は１円を山にあげましたが、たぶん山の神に拝むことができます。それから、初めて足湯を楽しんで、ちょっ

と熱いと思いました。 

・鹿児島ならば桜島がすぐに浮び上がります。そうしたところに皆一緒に行っておもしろい思い出を作ってうれし

いと考えます。自然景観も本当に美しかったです。活火山を実際に見たのも初めてなのでさらに新しかったで

す。一年にも何十回ずつ噴火するというのが珍しくて興味深かったです。鹿児島に滞在中一度は噴火しないだろ

うかと考えましたが実際に見なくて惜しいです。博物館で火山灰を触ってみたのも初めて経験したことなので、

それでより一層記憶に残ります。韓国は火山とは大きい関係がないのに日本は地理的にも大きい関係があって

火山についてたくさん習いました。美しい景色と勉強を一緒にすることができたので楽しかったです。 

・桜島は鹿児島で必ず行かなければならない観光名所です。研修日程が発表される前、私たちのチームは鹿児島を

調査して必ず桜島に行くことにしていました。もし桜島に自分たちで行ったとすれば交通の便が複雑だったと

思うので一緒に行って良かったです。フェリーでみた桜島の風景がとても美しかったし桜島で足浴をしながら

眺める風景もとても美しかったです。桜島研修は今回の短期研修中で忘れることのできない経験の一つです。 

・日本のナポリと呼ばれるだけに高く聳え立っている火山が雄壮で素晴らしかったです。島内部の博物館は地形の

歴史と研究結果を詳しく見せていて興味を誘導したし近くにあった足湯はゆったりと疲労を解いたようです。 

だが、時間上惜しくも桜島火山上側まで行ってみることができないのが少し惜しかったです。 

・火山島を実際に見るのは初めてなので期待をたくさんしました。天気も本当に良くてさらに美しい光景を見るこ

とができました。写真ではその景色を伝えられないのでもう一度行きたいほど惜しいです。 

・火山なのにかかわらず、徹底して管理されていて全く不安でなかったです。東京や大阪のような大都市の旅行を

楽しんだことがありますが、桜島研修を通じて自然を観光することもすばらしい経験だということが分かりま

した。景色が本当に美しかったし、桜島の博物館と足湯を体験できて単純に桜島を見るだけでなく心から楽しむ

ことができました。 

 

〔2/21市内調査へのコメント〕 

・グループメンバーと一緒に市内調査へ行って、チームの協力の重要性を感じさせていただきました。また、みん

なで白熊を食べてとても嬉しかったです。 

・市内調査は鹿児島の生活と文化をもっと深く理解することができます。韓国のみんなと先生とみんな一緒に仙巌

園や切子工場やドルフィンポートに行って、本当に楽しかったです。市内調査中にいろいろな中国と違うところ

を見たから、日本の文化はもっと分かります。 

・2月 21日に私達は歴史について市内調査に行きました。まず、みなさんとシティビューに乗り 20分くらいで展

望台に到着しました。ここで鹿児島市や桜島などいろんな景色を見ました。次に仙巌園へ行きました。仙巌園と

は島津光久によって建てられた別邸です。古くから大陸と交流し続けた特徴として、「江南竹林」や「八卦」や

「曲水の宴」など大陸との深い結び付きを示すものがたくさんあります。そして、御殿でお菓子と抹茶をいただ

きました。日本の伝統的な文化を体験できたので、本当に嬉しかったです。さらに、照国神社に参拝しました。

意外にも大吉をひいて幸せだと思いました。最後はみんなと一緒に「白熊」というアイスクリームを食べました。

本当に良い一日を過ごしました。 

・さつま無双と照国神社と城山展望台へ行きました。焼酎の製造過程を見て、様々な焼酎を試飲しました。透明な



ガラス窓をとおして米を発酵させながら、焼酎を作る過程を一つ一つ見ることができました。また、様々な焼酎

とお菓子、乾物などを買うことができました。観光としては本当にいい場所だと思います。また城山展望台と照

国神社も行くべきところです。特に城山展望台から見た景色はとっても美しかったです。こんな自由な市内調査

によって、自分たちで行きたいところを決めて関係する情報を調べることで、自分で鹿児島の美しさを感じまし

た。 

・鹿児島はにぎやかな大都市ではありません。しかし特有の静謐な雰囲気と魅力があります。歴史が長くて、随所

に島津家の紋章を見られます。伝わる伝統工芸で作られた美しい薩摩切子の美しい形に感動しました。 

・中国のみんなとよく話ができてよかったです。ちょっと心配でした。でも私たちが作った計画で動いて、面白か

ったです。先生と日本人の友達が一緒だったから安全に終わらせたのだと思います。本当にありがとうございま

した。 

・仙巌園は本当に立派な庭でした。そこを見学して、いろいろな歴史の知識を習いました。隣の鶴嶺神社も面白か

ったです。 

・チームのメンバーらとご一緒して楽しかったです。チームメンバーが皆良かったために楽しくて活気に満ちた雰

囲気で市内調査ができました。私の日本語が不足していましたが、チーム員のおかげで｢日本語の面白味｣を知る

ことが出来ました。維新ふるさと館で｢西郷隆盛｣に対して知るようになりました。同じチームのインヒョクさん

のおかげで前から知ってはいましたが、市内調査を契機により一層詳しく勉強できました。また短い断片ドラマ

を見られたので、日本薩摩藩の歴史を知り、記憶に残っています。 

・サポーターと学生たちだけで訪問先を決めて計画して歩き回ることが非常に興味深かったです。市内調査をしな

がら同じチームのメンバーたちと更に近づいて話をたくさんできて楽しかったです。 

・さつまいも焼酎を作る工場に見学に行って、照国神社、中央駅に行くなど本当に鹿児島のあちこちをよく体験で

きました。直接足で歩いて体験して真の日本を感じることができたと思います。 

・観光コースを直接作って体験したのでさらに記憶に残ります。一日乗車券のおかげで金銭的な負担なく交通を利

用することができたし、各種割引特典もまた受けることができました。 特に先生と日本人サポーターの助けで、

大きな難しいことなく市内調査を終えることができました。先生と日本人サポーターは私たちが必要とする時

だけ助けてくれましたが、そのおかげで私たちは自由に観光することができました。 

 

〔今後の日本語学習の目標〕 

・大学院に入って、日本語を勉強し続けたいです。そして、将来通訳になりたいです。 

・まず、N2とN1を受験するつもりです。大学でもっと本を読み、日本語をもっと練習しようと思います。機会

があれば、日本の大学の大学院に入りたいです。 

・先学期日本語能力試験二級に合格しました。今学期日本語能力試験一級を受験するために、これから通訳を目指

しているので勉学に励みたいと思います。 

・今後の日本語学習の目標は日本人とうまく交流するようになることです。私の考えは他人に理解されます。日本

の優れたところを勉強しながら、我が国の長所を発揚したいと思います。 

・すでに日本語能力試験Ｎ2に合格しました。今日本語能力試験Ｎ1に合格するために、努力しています。日本語

を勉強すればするほど意欲が湧いてきましたが、そのうちに自分自身の欠点にも気づきました。教科書だけの勉

強にとどまると、実際に日本人と話し合うとき、自分の考え方などは上手に相手に伝えられないのではないかと

思います。それで、これからの日本語の勉強では、もっと日本語を使って、日記を書いたり、日本語を勉強して

いる学生と交流したりするつもりです。 

・卒業のために JLPT N1の準備をするつもりです。そして、日本人の友達ともっとしゃべる機会があればうれし



いと思います。LINEを使って連絡をとり続けたいです。漢字の勉強も頑張ります。 

・これから、日本の文学作品を読もうと思います。そして、日本会話の能力をもっと上げます。 

・来年、日本交換学生を目標に N2に挑戦する計画です。来年、鹿児島大学に交換学生として行きたいです! 

・今後の日本語の目標は日本人たちと円滑な疎通をするほどの会話と単語実力を向上させることです。日本語はあ

まりできませんが今回の鹿児島研修に来ることができました。今回の研修は私に日本語に対する興味と日本に

対する肯定的な認識を与えました。今回の休学の時日本語勉強を熱心にしてN2を取ることが目標です。卒業前

までにはN1を取りたいです。 

・今回の研修を通じて本で読む日本語と実際の言うことは大いに違うと感じたし、私のリスニングの実力がたくさ

ん不足しているということを感じました。今年は漢字と日本語リスニングを中心に勉強して粘り強く単語を覚

えて JLPT 3級を取ることが目標です。 

・確かに日本に行って直接日本語を使うのでさらに日本語の勉強をするべきだと感じました。今後も日本から韓国

に留学に来た友達とたくさん会って日本語をたくさん使って、多様な日本文化をさらに体験して日本語勉強を

していく予定です。 

・鹿児島短期研修を通じて日本に対する偏見が消えました。それにより日本語に対する関心も増えたのは、日本人

の先生らと日本人サポーターがとても良くて話をしたいという気持ちになったためです。今後日本語の勉強を

熱心にするつもりです。 SNS を通じて日本人の友達らと着実に対話を続けたいです。 

 

〔研修中に新しく覚えた日本語〕 

人物 ・西郷隆盛（3）   ・大久保利通   ・島津斉彬   ・島津義久  ・亀寿姫    

土地・名所 

観光地等 

・桜島   ・薩摩   ・錦江湾   ・仙巌園   ・中央駅   ・水族館   ・洞窟   ・市電    

・アミュラン   ・鳥居   ・切子   ・人形   ・家紋   ・幕末   ・自動販売機   ・絵馬 

食べ物 ・しゃぶしゃぶ（2）   ・じゃんぼ餅   ・黒豚   ・白熊   ・大根   ・サツマイモ   

 ・キムチ 

その他 ・おいしそう   ・めずらしい   ・そっくり   ・可笑しい    

・｢やばい｣などという流行語  ・神を祭る  ・～知っていますが    

・｢好きです｣ と ｢いいです｣ の正確な差異点が分かった。 特に正確な発音矯正を受けた。 

 

〔研修への要望や改善点〕 

・日本の大学生と一緒に授業をすることがいいと思います。 

・今度の研修は素晴らしかったと思います。でも、鹿児島の生活をもっと深く体験して時間が長くなる方がいいと

思います。 

・市内調査の後、発表の準備の時間がちょっと短いと思います。週末の自由旅行を最後にしたらもっと余裕を持つ

ことができると思います。発表が終わって、すぐ韓国に戻る準備をして、忙しかったので、ちょっと残念でした。 

・改善点なし。 本当に全てのものが満足だった研修です。 寮、学校、先生、サポーターたち全部良かったです。 

ありがとうございます。 

・韓国語を少しでもできる先生やサポーターも 1人いたら良いです。 

・学校内で活動するのも良かったが外部で活動的なことをするのも良いと思います。 

・スケジュールも非常に大変でなくて、自然に日本語が話せる環境だったので本当に良かったです。 

 

 



１．２ 鹿児島について 

 

〔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。 

 


