
奈良県(ならけん)をよりよくするための 
 

 

 

 

 

 

みなさまには、日頃(ひごろ)から県政(けんせい)の発展(はってん)にご理解(りかい)

とご協力(きょうりょく)をいただき、厚(あつ)くお礼(れい)申(もう)しあげます。 

さて、奈良県(ならけん)では、外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)のみなさ

まが、将来(しょうらい)の進路(しんろ)についてどのように考(かんが)えておられるの

かを把握(はあく)し、今後(こんご)施策(せさく)を考(かんが)えるうえでの大切(たい

せつ)なデータとするため、県内大学等(けんないだいがくとう)に通(かよ)う外国人留

学生(がいこくじんりゅうがくせい)の方(かた)を対象(たいしょう)に、アンケート調査

(ちょうさ)を行(おこな)うことといたしました。 

お手数(てすう)ではございますが、ぜひご協力(きょうりょく)くださいますようお願

(ねが)い申(もう)しあげます。 

 

２０１９年(ねん)１０月(がつ)  奈良県(ならけん)  

 

 

 

働(はたら)くことに関(かん)する調査(ちょうさ) 

ご協力(きょうりょく)のお願(ねが)い 

ご回答(かいとう)にあたって 

・ご回答(かいとう)は無記名(むきめい)でお願(ねが)いします。ご回答(かいとう)

いただいた内容(ないよう)は統計(とうけい)として利用(りよう)いたしますの

で、みなさま個人(こじん)のお名前(なまえ)やご意見(いけん)が特定(とくてい)

されることはありません。 

・設問(せつもん)ごとに（１つに○）、（３つまで○）などそれぞれ指定(してい)さ

れていますので、お間違(まちが)えのないようお願(ねが)いします。 

・アンケートには、２０１９年１０月１日時点（じてん）の現状（げんじょう）に

ついてお答（こた）えください。 

・ご記入(きにゅう)いただいた調査票(ちょうさひょう)は、同封(どうふう)の返信

用封筒(へんしんようふうとう)にて、 

２０１９年１２月１６日（月曜日）までに郵便(ゆうびん)ポストにいれて

ください（切手(きって)は不要(ふよう)です）。 

この調査(ちょうさ)についてご不明(ふめい)なことなどがございましたら、下記

(かき)へ電話(でんわ)してください。 

奈良県産業・雇用振興部雇用政策課 

(ならけんさんぎょうこようしんこうぶ こようせいさくか) 

ＴＥＬ：０７４２－２７－８８１２  

担当(たんとう)：度會（わたらい）、木下(きのした) 



１．留学理由(りゅうがくりゆう)について                     

【Ｑ１】日本(にほん)に留学(りゅうがく)に来(き)た理由(りゆう)を教(おし)えてください。 

    （３つまで〇） 

１． 日本文化(にほんぶんか)に興味(きょうみ)があったから 

２． 日本人(にほんじん)が好(す)きだから 

３． 日本(にほん)で暮(く)らしていたことがあるから 

４． 母国(ぼこく)で日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)していたから 

５． 日本(にほん)の大学(だいがく)の教育(きょういく)や研究環境(けんきゅうかん 

きょう)が魅力的(みりょくてき)だったから 

６． 日本(にほん)で働(はたら)きたいから 

７． 日本(にほん)の大学(だいがく)に留学(りゅうがく)する奨学金(しょうがくきん) 

をもらえたから 

８． 学力(がくりょく)や費用(ひよう)での条件(じょうけん)が良(よ)かったから 

９． 親(おや)や先生(せんせい)に推薦(すいせん)されたから 

１０．その他(た)(                              ) 

                                                

【Ｑ２】奈良(なら)の大学(だいがく)を選(えら)んだ理由(りゆう)を教(おし)えてください。 

    （３つまで〇） 

１． 奈良文化(ならぶんか)に興味(きょうみ)があったから 

２． 奈良(なら)の人(ひと)が好(す)きだから 

３． 奈良(なら)で暮(く)らしていたことがあるから 

４． 奈良(なら)の大学(だいがく)の教育(きょういく)や研究環境(けんきゅうかんき 

ょう)が魅力的(みりょくてき)だったから 

５． 奈良(なら)で働きたいから 

６． 奈良(なら)の大学(だいがく)に留学(りゅうがく)する奨学金(しょうがくきん) 

をもらえたから 

７． 学力(がくりょく)や費用(ひよう)での条件(じょうけん)が良(よ)かったから 

８． 親(おや)や先生(せんせい)に推薦(すいせん)されたから 

９． 特(とく)になし 

１０．その他(た)(                              ) 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



２．働(はたら)くことについて                              

【Ｑ３－１】日本(にほん)で就職活動(しゅうしょくかつどう)をしていますか、またはしたことが   

ありますか。（１つに〇） 

１． はい   ⇒ Ｑ３－２、３－３へ 

２． いいえ  ⇒ Ｑ４へ 

                                             

【Ｑ３－２】Ｑ３－１で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

就職活動(しゅうしょくかつどう)の方法(ほうほう)を教(おし)えてください。 

活用(かつよう)したものすべてに〇をしてください。 

１． リクナビなどの就職活動(しゅうしょくかつどう)サイトを活用(かつよう) 

２． 合同企業説明会(ごうどうきぎょうせつめいかい)などに参加(さんか) 

３． 大学(だいがく)の就職相談窓口(しゅうしょくそうだんまどぐち)に相談(そうだん) 

４． ハローワークを活用(かつよう) 

５． ＳＮＳを活用(かつよう) 

６． インターンシップに参加(さんか) 

７． 企業(きぎょう)ホームページの採用募集情報(さいようぼしゅうじょうほう)を活用(か 

つよう) 

８． 先輩(せんぱい)や友人(ゆうじん)の紹介(しょうかい) 

９． その他(                              ) 

                                             

【Ｑ３－３】Ｑ３－１で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

      内定(ないてい)は得(え)ていますか。（１つに〇） 

１． はい   ⇒ Ｑ３－４、４へ 

２． いいえ  ⇒ Ｑ４へ 

                                                                                      

【Ｑ３－４】Ｑ３－３で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

      内定(ないてい)を得(え)た会社(かいしゃ)はどこにありますか。 

      該当(がいとう)するすべてに〇をしてください。 

１． 奈良県内(ならけんない) 

２． 奈良県以外(ならけんいがい)の都道府県(とどうふけん) 

３． 母国(ぼこく) 

４． 母国以外(ぼこくいがい)の外国(がいこく) 
                                             

 

 

 

 

 



【Ｑ４】興味(きょうみ)のある業種(ぎょうしゅ)を教(おし)えてください。（３つまで〇） 

  １． 農林漁業(のうりんぎょぎょう) 

  ２． 建設業(けんせつぎょう) 

  ３． 製造業(せいぞうぎょう) 

  ４． 情報通信業(じょうほうつうしんぎょう)  

  ５． 卸売業(おろしうりぎょう)、小売業(こうりぎょう) 

  ６． 金融業(きんゆうぎょう)、保険業(ほけんぎょう) 

  ７． 学術研究(がくじゅつけんきゅう)、教育（きょういく） 

  ８． 宿泊業(しゅくはくぎょう)、飲食業(いんしょくぎょう) 

９． 観光関連産業(かんこうかんれんさんぎょう) 

  １０．生活関連(せいかつかんれん)サービス業(ぎょう) 

  １１．医療(いりょう)、福祉(ふくし)、介護(かいご) 

  １２．その他(た)(                   ) 

                                             

【Ｑ５】興味(きょうみ)のある職業(しょくぎょう)を教(おし)えてください。（３つまで〇） 

１． 研究者(けんきゅうしゃ) 

２． 開発技術者(かいはつぎじゅつしゃ) 

３． 製造技術者(せいぞうぎじゅつしゃ) 

４． 建築・土木技術者(けんちく・どぼくぎじゅつしゃ) 

５． 情報処理・通信技術者(じょうほうしょり・つうしんぎじゅつしゃ) 

６． 医療関係(いりょうかんけい) 

７． 介護・福祉関係(かいご・ふくしかんけい) 

  ８． 弁護士(べんごし)などの法務関係(ほうむかんけい) 

  ９． 公認会計士(こうにんかいけいし)や税理士(ぜいりし)などの経営・金融・保険関係(け 

いえい・きんゆう・ほけんかんけい) 

  １０．教員(きょういん）、日本語教師(にほんごきょうし) 

  １１．ジャーナリストなどのメディア関係(かんけい) 

  １２．営業(えいぎょう)・販売（はんばい） 

  １３．マーケティング・広報（こうほう）・企画（きかく） 

  １４．総務(そうむ)・経理(けいり)・人事(じんじ) 

  １５．翻訳(ほんやく)・通訳（つうやく） 

  １６．ホテルや旅行(りょこう)ガイド 

  １７．その他（た）(                         ) 

                                             

 

 

 

 



【Ｑ６】会社(かいしゃ)を選(えら)ぶときに重要(じゅうよう)なことは何(なに)ですか。 

（３つまで〇） 

１． 会社(かいしゃ)の規模(きぼ)が大(おお)きい 

２． 会社(かいしゃ)が有名(ゆうめい) 

３． 会社(かいしゃ)の経営(けいえい)が安定(あんてい)している 

４． 業績(ぎょうせき)が上(あ)がっている 

５． やりたい仕事（しごと）ができる 

６． 語学力(ごがくりょく)が生(い)かせる 

７． 世界(せかい)で働(はたら)ける 

８． 給料(きゅうりょう)が高(たか)い 

９． 休日(きゅうじつ)が多(おお)く、休暇(きゅうか)が取(と)りやすい 

１０．外国人(がいこくじん)がたくさん働(はたら)いている 

１１．地域(ちいき)に密着(みっちゃく)した企業(きぎょう)である 

１２．その他（た）(                     ) 

                                                                           

【Ｑ７】将来(しょうらい)どこの国(くに)・地域(ちいき)で働(はたら)きたいですか。（１つに〇） 

  １． 奈良県内(ならけんない)   ⇒ Ｑ８－１、８－２、１２へ 

  ２． 日本(にほん)ならどこでも  ⇒Ｑ９－１、９－２、１２へ 

３． 奈良県以外(ならけんいがい)の都道府県(とどうふけん)   ⇒ Ｑ１０、１２へ 

４． 母国(ぼこく)   ⇒ Ｑ１１、１２へ 

５． 母国以外(ぼこくいがい)の外国(がいこく)   ⇒ Ｑ１１、１２へ 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【Ｑ８－１】Ｑ７で｢１．奈良県内(ならけんない)｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きし 

ます。 

奈良県内(ならけんない)で働(はたら)きたい理由(りゆう)を教(おし)えてください。 

（３つまで〇） 

１． 奈良(なら)の文化(ぶんか)や生活(せいかつ)が好(す)きだから 

２． 奈良(なら)の人(ひと)が好(す)きだから 

３． 奈良(なら)の会社(かいしゃ)へ就職(しゅうしょく)した先輩(せんぱい)や友人(ゆうじ

ん)がいるから 

４． 日本語(にほんご)が使(つか)えるから 

５． 給料(きゅうりょう)が高(たか)いから 

６． 休日(きゅうじつ)が多(おお)いから 

７． 終身雇用(しゅうしんこよう)が保証(ほしょう)されているから 

８． 技術力(ぎじゅつりょく)や販売力(はんばいりょく)が高(たか)いから 

９． 働(はたら)きたい会社(かいしゃ)があるから 

１０．母国(ぼこく)での就職(しゅうしょく)が難(むずか)しいから 

１１．その他(た)(                       ) 
                                             

【Ｑ８－２】Ｑ７で｢１．奈良県内(ならけんない)｣と回答(かいとう)した方(かた)のうち、奈良県 

      内(ならけんない)で働(はたら)くのは難(むずか)しいと考(かんが)えている方(か 

た)にお聞(き)きします。 

奈良県内（ならけんない)で働(はたら)きたくても働(はたら)けない理由(りゆう)は

何(なに)ですか。（３つまで〇） 

１． 就職活動(しゅうしょくかつどう)の方法(ほうほう)がわからないから 

２． 奈良(なら)の会社(かいしゃ)を知(し)らないから 

３． 奈良(なら)にはやりたい仕事(しごと)がなさそうだから 

４． 日本語(にほんご)で書類(しょるい)を書(か)くのが難(むずか)しいから 

５． 日本語(にほんご)での面接(めんせつ)が難(むずか)しいから 

６． 外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)向(む)けの求人(きゅうじん)がないから 

７． 求(もと)められる日本語(にほんご)レベルが高(たか)いから。 

８． 帰国(きこく)しなければならないから 

９． その他(た)(                              ) 
                                             

 

 

 

 

 

 

 



【Ｑ９－１】Ｑ７で｢２．日本(にほん)ならどこでも｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)き 

します。 

日本(にほん)で働きたい理由(りゆう)を教(おし)えてください。（３つまで〇） 

１． 日本(にほん)の文化(ぶんか)や生活(せいかつ)が好(す)きだから 

２． 日本語(にほんご)が使(つか)えるから 

３． 将来(しょうらい)海外(かいがい)にある日系企業(にっけいきぎょう)で働(はたら)き 

たいから 

４． 給料(きゅうりょう)が高(たか)いから 

５． 休日(きゅうじつ)が多(おお)いから 

６． 終身雇用(しゅうしんこよう)が保証(ほしょう)されているから 

７． 技術力(ぎじゅつりょく)や販売力(はんばいりょく)が高(たか)いから 

８． 働(はたら)きたい会社(かいしゃ)があるから 

９． 母国(ぼこく)での就職(しゅうしょく)が難(むずか)しいから 

１０．その他(た)(                            ) 

                                             

【Ｑ９－２】Ｑ７で｢２．日本(にほん)ならどこでも｣と回答(かいとう)した方(かた)のうち、日本 

(にほん)で働(はたら)きたくても働(はたら)けないと考(かんが)えている方(かた)

にお聞(き)きします。 

      日本(にほん)で働(はたら)きたくても働(はたら)けない理由(りゆう)を教(おし)え 

てください。（３つまで〇） 

１． 就職活動(しゅうしょくかつどう)の方法(ほうほう)がわからないから 

２． 日本(にほん)の会社(かいしゃ)を知(し)らないから 

３． やりたい仕事(しごと)がないから 

４． 日本語(にほんご)で書類(しょるい)を書(か)くのが難(むずか)しいから 

５． 日本語(にほんご)での面接(めんせつ)が難(むずか)しいから 

６． 外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)向(む)けの求人(きゅうじん)がないから 

７． 求(もと)められる日本語(にほんご)レベルが高(たか)いから 

８． 帰国(きこく)しなければならないから 

９． 日本(にほん)の文化(ぶんか)や生活(せいかつ)になじめないから 

１０．その他(た)(                           ) 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



【Ｑ１０】Ｑ７で｢３．奈良県以外(ならけんいがい)の都道府県(とどうふけん)｣を回答(かいとう)

した方(かた)にお聞(き)きします。 

奈良県内(ならけんない)で働きたくない理由(りゆう)を教(おし)えてください。（３つ

まで〇） 

１． 興味(きょうみ)のある仕事(しごと)がないから 

２． 知(し)っている会社(かいしゃ)がないから 

３． 休日(きゅうじつ)が少(すく)ない企業(きぎょう)が多(おお)いから 

４． 奈良(なら)の生活(せいかつ)や環境(かんきょう)に合(あ)わないから 

５． 奈良(なら)の会社(かいしゃ)の給料(きゅうりょう)が低(ひく)いから 

６． 帰国(きこく)しなければならないから 

７． 奈良(なら)の労働環境(ろうどうかんきょう)に合(あ)わないから 

８． 奈良以外(ならいがい)で働(はたら)きたい会社(かいしゃ)があるから 

９． その他(た)(                            ) 
                                                 

【Ｑ１１】Ｑ７で｢４．母国(ぼこく)｣、または｢５．母国以外(ぼこくいがい)の外国(がいこく)｣を

回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

日本(にほん)で働きたくない理由(りゆう)を教えてください。（３つまで〇） 

１． 興味(きょうみ)のある仕事(しごと)がないから 

２． 日本(にほん)に知(し)っている会社(かいしゃ)がないから 

３． 日本(にほん)の生活(せいかつ)や環境(かんきょう)に合(あ)わないから 

４． 日本(にほん)でのコミュニケーションがうまくとれないから 

５． 日本(にほん)の給料(きゅうりょう)が低(ひく)いから 

６． 日本(にほん)の文化(ぶんか)や生活(せいかつ)になじめないから 

７． 帰国(きこく)しなければならないから 

８． 日本(にほん)の労働環境(ろうどうかんきょう)に合(あ)わないから 

９． その他(た)(                           ) 
                                             

【Ｑ１２】奈良(なら)で働(はたら)きたい方(かた)を対象(たいしょう)とした就職活動支援(しゅ

うしょくかつどうしえん)に関（かん）して、大学(だいがく)や行政(ぎょうせい)に期

待(きたい)することを教(おし)えてください。（３つまで〇） 

１． 会社説明会(かいしゃせつめいかい)をしてほしい 

２． 会社訪問(かいしゃほうもん)ツアーをしてほしい 

３． 面接(めんせつ)などの就職活動(しゅうしょくかつどう)で通訳(つうやく)をつけてほ

しい 

４． 外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)を採用(さいよう)する会社(かいしゃ)を

紹介(しょうかい)してほしい 

５． 在留資格(ざいりゅうしかく)の相談(そうだん)をしてほしい 

６． 母国(ぼこく)にいながら、スカイプなどにより、奈良(なら)の会社(かいしゃ)の面接(め

んせつ)を受(う)けられるようにしてほしい 

７． その他(                           ) 
                                            



３．あなたのことについて                                         

【Ｑ１３】性別(せいべつ)を教(おし)えてください。 

１． 男(おとこ)   

２． 女(おんな) 

                                            

【Ｑ１４】年齢(ねんれい)はいくつですか。 

(    ) 歳(さい) 

                                            

【Ｑ１５】日本(にほん)で住(す)んでいる場所(ばしょ)を教(おし)えてください。 

(       ) 市(し)・町(ちょう)・村(むら) 

                                            

【Ｑ１６】国籍(こくせき)を教(おし)えてください。 

(          ) 

                                             

【Ｑ１７】大学名(だいがくめい)、学部(がくぶ)、学年(がくねん)を教(おし)えてください。 

大学名(だいがくめい)   (                   ) 

学部(がくぶ)  (         ) 

学年(がくねん) (      )  

                                             

【Ｑ１８】専攻(せんこう)を教(おし)えてください。   

(            )    

                                                                                      

【Ｑ１９】日本(にほん)および奈良(なら)に来(き)て何年目(なんねんめ)ですか。 

また、いつ卒業(そつぎょう)しますか。 

日本(にほん)に来(き)て  （     ）年目(ねんめ) 

奈良(なら)に来(き)て   （     ）年目(ねんめ) 

卒業(そつぎょう)は  (     年(ねん)      月(がつ)) 

                                             

【Ｑ２０】卒業(そつぎょう)するのは、日本(にほん)の大学(だいがく)ですか。 

それとも母国(ぼこく)などの大学(だいがく)ですか。(１つに〇) 

１． 日本(にほん)の大学(だいがく) 

２． 母国(ぼこく)などの大学(だいがく) 

                                             

【Ｑ２１】日本語(にほんご)はどれくらい話(はな)せますか。（１つに〇） 

１． Ｎ１ ２． Ｎ２ ３． Ｎ３ ４． Ｎ４ ５． まったく話(はな)せない 

                                             

以上(いじょう)で質問(しつもん)は終了(しゅうりょう)です。 

ご協力(きょうりょく)ありがとうございました。 


