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【アンケートしゅうけい】 

『がいこくじんに やさしいまちづくり こうえんかい & がいこくじん トーク』 

こうし：いわてだいがく きょういくがくぶ じゅんきょうじゅ ジェイムズ・Ｍ・ホール し 

かいさいにちじ： 2014/03/14（ど)  13：00～15：00 

ばしょ：きたかみし しょうがいがくしゅう センター だいいちがくしゅうしつ 

しゅさい：オフィスキララ（きたかみし こくさいこうりゅうルーム） 
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とても おもしろかった。 1 

また このような イベントが あれば さんか  したい。 2 

とても きょうみぶかい はなしが きけた。 とても いぎ ある こうえんかい だった。 
じゅうじつ した じかん だった。 

3 

がいこくの ことに ついて しる ことが でき たのしかった。 1 

もう すこし がいこくじんの かたと こうりゅう したかった。 1 

たくさんの がいこくじんの あつまる イベントの さんかは はじめて。 なれる こと 
から はじめたい。 

1 

がいこくごが できなくても、 コミュニケーションが にがてでも、 せつめい しようと 
する きもちの たいせつさや ゆうきが ひつようだと おもった。 さんか して みて 
なにか もういっぽ ふみだしたい。 

2 

にほんに すむ がいこくじんに とっても すみやすい かんきょうに できたら いい。 1 

にほんじんは やさしくて しんせつと いわれて いるが、 にほんごが あまり 
わからない がいこくじんに とっては にほんご ばかりで ふべんを かんじる  
ばめんが おおいと かんじる。 ひょうじや ひょうしき などに ついては なにかの 
せつめいや あんないが ひつようと おもうので かいぜん すべき。 

1 

ちがう ぶんか だけでなく、 おなじ ぶんかを もつ ひと さえ コミュニケーションが 
むずかしい という ことが わかった。 

1 

おはなしは おもしろかったし、 にほんごが よめない がいこくじんとして もんだいを 
かいけつ する という ワークは ひじょうに たいせつな もの だった。 

1 

こんどは、 にほんじんも いっしょに ミッションを すれば おもしろい のでは 
ないか。 

1 

こ
う
え
ん
か
い 

かいがいに いた （すむ・ たいざい） ときの ことを おもいだした。 いろいろ 
むずかしいことがあった。 とくに かんかくの ちがいなど。 

2 

ホール せんせいの おはなしに どうかん。 にほんに きた ばかりの ことを 
おもいだした。 ぶんかの ちがい、 ことばの かべ による とまどい など たくさん 
あったが、 こまった ことを きけば やさしく おしえて もらって いる。これからも 
みんなと なかよく できればと おもう。 じぶんも にほんでは よい けいけんを 
して いる。 にほんじんの しんせつさが きに いって いる。 

2 

ホールせんせいの けいけんも おもしろい もの だった。 1 

ホールせんせいと じぶんの けいけんが にた ような ものだと わかり 
おもしろかった。 

1 

ホールせんせいの おはなし から、 にほんに くる がいこくじんに ちゅうごくじんや 
かんこくじんが おおい なかで、 いまの にほんの えいご きょういくが こくさいかの 
たっせいに いみが あるのか ぎもんを もった。 そして、 いままで やらされる 
だけで あった えいご きょういくの ほんしつに ついても かんがえる ことが 
できたのは よかった。 

1 
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ホールせんせいが きゅうけい じかんに きさくに はなしかけて くださったのが、 
とても うれしかった。 こんごの じぶんの しんろに ついても アドバイスも 
いただいた。 

1 

こうえんの とうけいが きょうみ ぶかかった。 

1 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
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わからない ことは じぜんに インターネットで けんさく する がいこくじんも 
いると おもう。 

じっさいの ぼうさい グッズを つかった ワークでは きょうみも わいて より 
リアルに かんがえる ことが できた。 いつ じしんが おきるか わからない ので、 
こんごの せいかつに やくだつ。 とても よかった。 ぼうさい グッズの つかいかたは 
やくに たった。 

2 

ぼうさい グッズの ミッションも おもしろかった。 1 

ぼうさい グッズの つかいかたは やくに たった。 1 

きょうは ひを つかわずに おゆを わかす ほうほうや、 とうきょうや よこはまへ 
いく ほうほうを しる ことが できた。 

1 

きょうの トークに さんか して さらに あんぜんで かいてきに にほんで くらせる
ように なった。 

1 

ひなんじょの ばしょが わかる ための ひょうじ サンプルが ひつよう。 1 

ひなんじょの なかで まもること （ルール や マナー）が わかると いいと おもう。 1 

ほ
か 

メモと えんぴつが あったら よかった。 1 

にほんを より すみやすい くにに する ための ていあんを せいふに できれば 
いいと おもう。 

1 

 

  




