
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録２：日本語の質問用紙 

 



English version available here.

本調査は、一般社団法人日本国際化推進協会（本調査は、一般社団法人日本国際化推進協会（JAPI）の調査研究部門が実施してします。本調査の目的）の調査研究部門が実施してします。本調査の目的
は、日本で暮らす外国籍の方の労働状況とそれに関連する課題を把握することです。日本で働くことをは、日本で暮らす外国籍の方の労働状況とそれに関連する課題を把握することです。日本で働くことを
希望する外国籍の方々が、より働きやすくなることを目指して、調査を行っております。希望する外国籍の方々が、より働きやすくなることを目指して、調査を行っております。

本調査は、下記に該当する方のみが対象です。本調査は、下記に該当する方のみが対象です。

（１）現在、日本の在留資格を持っている、あるいは、（１）現在、日本の在留資格を持っている、あるいは、2001年から現在に至るまでに日本の在留資格を年から現在に至るまでに日本の在留資格を
持ったことがある方。（短期滞在を含まない）持ったことがある方。（短期滞在を含まない）

（２）日本国籍を持っていない、あるいは、日本国籍を持っている場合、日本に在住した期間と比べて（２）日本国籍を持っていない、あるいは、日本国籍を持っている場合、日本に在住した期間と比べて
海外で在住した期間が長い方。海外で在住した期間が長い方。

本調査の集計結果は、後日公開され、省庁、学界、民間セクターに共有されるとともに、外国人の生活本調査の集計結果は、後日公開され、省庁、学界、民間セクターに共有されるとともに、外国人の生活
環境・就労環境を向上させる政策にも寄与するだろう。環境・就労環境を向上させる政策にも寄与するだろう。

本調査の長さは回答によって異なりますが、最長でも本調査の長さは回答によって異なりますが、最長でも15分を超えない予測です。分を超えない予測です。

何かご質問等がございましたら、何かご質問等がございましたら、info@japi.or.jp までお問い合わせください。までお問い合わせください。
ご協力くださいますようお願い申し上げます。ご協力くださいますようお願い申し上げます。

過去に過去にJAPIが実施した調査は、下記のが実施した調査は、下記のURLからご覧になれます。からご覧になれます。
https://www.japi-jayc.com/

はじめに/ 基本情報

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 性別をお聞かせください。

男性

女性

その他 / 回答したくない。

2. あなたの国籍を教えて下さい。
二重国籍の方は、自分のアイデンティティーに一番近い国籍を選択して下さい。

3. 年齢をお聞かせ下さい。
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4. 最終学歴を教えて下さい。（学生の方は、現在の課程を選択して下さい。）

博士号

修士号

学士号

専門学校

工業高等専門学校

高校

 
ほぼできない 初心者 中級 上級

ネイティブ並み/
ネイティブ

日本語

英語

5. ご自身の日本語・英語能力を教えて下さい。

6. ご自身についてお聞かせ下さい。

独身

婚約

既婚

離婚

死別

7. あなたは、現在子供の保護者ですか。

はい

いいえ
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8. 現在、どこにお住まいですか？（日本国外の場合は、その他の欄にお住まいの国を記入して下さい。
）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

日本国外にお住まいの方は、現在、お住まいの国名を記入して下さい。

9. 当てはまるものを全て全て選択して下さい。

相談できる日本人の友人/ 日本人の家族がいる

日本で友達を作るのは難しいと感じる

休暇は日本人と過ごすことが多い

仕事（学校）で交流する人はたいてい外国籍の人だ。

日本人が半分以上いる社交的な団体の一員に属している。
（学生サークル・スポーツサークル等）
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10. 母国のいる友人にどの程度まで、日本で仕事をすることを薦めますか？

必ず薦める

多少、薦める

あまり薦めない

全く薦めない

11. あなたにとって、日本で働く良い点を教えて下さい。当てはまる選択肢を全て全て選択して下さい。

日本に住めること

高い給料

日本での仕事を通して何かを学ぶ経験ができること

キャリアを発展させられること

日本に家族がいること

安定した雇用

個人よりチームが重視されていること

12. あなたにとって、日本で働く上での難点を教えて下さい。当てはまる選択肢を全て全て選択して下さ
い。

言語の壁

長時間労働

柔軟性がない

多くの社会・ビジネス上での規則 

低い給料

遅い昇進

差別

 年

小学校から数えて、日日
本国外本国外で合計何年間、
勉強されましたか。

小学校から数えて、日日
本国内本国内で合計何年間、
勉強されましてか。

日本国外日本国外で合計何年
間、フルタイムで働い
たことがありますか。

日本国内日本国内で合計何年
間、フルタイムで働い
たことがありますか。

13. 下記の質問では、最も近い数字を選択して下さい。（四捨五入してお答え下さい。）

14. 次の選択肢の中で最も当てはまる状況はどれですか？*

以前、日本で働いていたが現在は他の国で暮らしている。

以前、日本で勉強していた。日本でフルタイムの仕事を経
ずに現在は他の国で暮らしている。（交換留学は含まな
い）

現在、日本でフルタイムとして働いている。（現在、3ヶ
月以内の海外勤務されている方も含む）

日本で暮らしているが、最近勤めていたフルタイムの仕事
を辞めた。

現在、日本の学校の正規生で、日本での就職活動を終え
た。

現在、日本の学校の正規生で、日本での就職活動を終えて
いない、あるいは、始めていない。

現在、交換留学生として日本の教育機関で勉強している。
あるいは、最後の日本での滞在は交換留学生としてだっ
た。
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日本でフルタイムの仕事の経験がある、日本国外で暮らす外国籍の方に質問です。

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 2017年のボーナスを含んだ年収を現地通貨で記入して下さい。
**2017年に働いていない方は、現職のおおよそのボーナスを含む年収を答えてください。

2. 2017年の週あたりのおおよその労働時間を記入して下さい。
**2017年に働いていない方は、現職における週あたりのおおよその労働時間を記入してください。

3. 日本を離れることになった主な理由を3つ選択して下さい。

健康上の理由/家庭の事情

日本国外で働いた方が良いキャリアを発展させられたか
ら/日本国外で多く稼げたから

日本で対人関係のトラブルがあったから

日本の職場環境上のトラブルがあったから

ビザの問題

お金の問題で生活できなかったから

日本国外に転勤になったから

日本国外に進学したかったから

4. 日本を離れる前に、日本国内で他の仕事を探してみましたか。

はい

いいえ

当てはまらない / 帰らざるを得なかった

5. 現在の職場で当てはまるものを全て全て選択して下さい。

仕事で日本語を使う

日本で学んだ専門知識、スキル、技術を使っている

これまで自分が培ってきた日本文化への理解を仕事でいか
している

日本企業の海外現地法人と仕事をしている

当てはまらない (eg. 現在、働いていないあるいは学生
等）

日本で新しい仕事。日本日本
円円で回答して下さい。

母国で新しい仕事。母国母国
の現地通貨の現地通貨で回答して下
さい。

6. 下記の条件下で新しい仕事を探すとしたら、最低限もらいたい年収はいくらですか。

その選択肢を考えていない場合は「N/A」と記入して下さい。
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7. 日本に仕事をするために戻ってくることに関しての質問です。下記の選択肢の中で現在のあなたの状
況を最も表すのはどれですか。

既に、仕事をするために日本に戻る予定がある。

仕事をするために日本に戻る機会を積極的に探している。

仕事をするために日本に戻る機会を積極的に探してはいな
いが、オファーを受け付けている。

仕事をするために日本に戻るオファーをほとんど受け付け
ていないが、例外を検討する。

仕事をするために日本に戻ることは完全に考えていない。

8. 海外現地にある日本企業で働くことに関しての質問です。どの選択肢が最もあなたの状況を表してい
ますか。

既に、日本企業の海外現地法人で働いている。

現在、日本企業の海外現地法人で働いていないが、既に働
く予定が立っている。

日本企業の海外現地法人で働く機会を積極的に探してい
る。

日本企業の海外現地法人で働く機会を積極的に探していな
いが、オファーを受け付けている。

日本企業の海外現地法人で働くオファーをほとんど受け付
けていないが、例外を検討する。

日本企業の海外現地法人で働くことは完全に考えていな
い。
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日本で正規学生として勉強していたが、日本で就職しなかった日本国外で暮らす外国籍の方
への質問

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 2017年のボーナスを含んだ年収を現地通貨で記入して下さい。
**2017年に働いていない方は、現職のおおよそのボーナスを含む年収を答えてください。

2. 2017年の週あたりのおおよその労働時間を記入して下さい。
**2017年に働いていない方は、現職における週あたりのおおよその労働時間を記入してください。

3. 日本を離れる理由となった主な理由を3つ選択して下さい。

健康上の理由/家庭の事情

日本国外で働いた方が良いキャリアップができるから/日
本国外で多く稼いでいるから

日本で対人関係のトラブルがあったから

日本の職場環境上のトラブルがあったから

ビザの問題

お金の問題で生活できなかったから

奨学金の規定やその他の規定が理由で母国に帰国しなくて
はいけなかったから

自分が求めていた仕事に就くことができなかったから

日本国外に進学したかったから

4. 日本を離れる前に、日本国内で他の仕事を探してみましたか。

はい

いいえ

当てはまらない / 帰らざるを得なかった

5. 現在の職場で当てはまるものを全て選択して下さい。

仕事で日本語を使う

日本で学んだ専門知識、スキル、技術を使っている

これまで自分が培ってきた日本文化への理解を仕事でいか
している

日本企業の海外現地法人と仕事をしている

当てはまらない (eg. 現在、働いていないあるいは学生
等）

日本で新しい仕事。日本日本
円円で回答して下さい。

母国で新しい仕事。母国母国
の現地通貨の現地通貨で回答して下
さい。

6. 下記の質問の条件下で新しい仕事を探すとしたら、最低限もらいたい年収はいくらですか？

回答したくない場合は「N/A」と記入して下さい。

7



7. 日本に仕事をするために戻ってくることに関しての質問です。下記の選択肢の中で現在のあなたの状
況を最も表すのはどれですか。

既に、仕事をするために日本に戻る予定がある。

仕事をするために日本に戻る機会を積極的に探している。

仕事をするために日本に戻る機会を積極的に探してはいな
いが、オファーを受け付けている。

仕事をするために日本に戻るオファーをほとんど受け付け
ていないが、例外を検討する。

仕事のために日本に戻ることは完全に考えていない。

8. 海外海外にある日本企業で働くことに関しての質問です。どの選択肢が最もあなたの状況を表してい
ますか。

既に、日本企業の海外現地法人で働いている。

現在、日本企業の海外現地法人で働いていないが、既に働
く予定が立っている

日本企業の海外現地法人で働く機会を積極的に探してい
る。

日本企業の海外現地法人で働く機会を積極的に探していな
いが、オファーを受け付けている。

日本企業の海外現地法人で働くオファーをほとんど受け付
けていないが、例外を検討する。

日本企業の海外現地法人で働くことは完全に考えていな
い。
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現在、日本でフルタイムで働いている外国籍の方へ質問

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 2017年のボーナスを含んだ年収を日本円で記入して下さい。
**2017年に働いていない方は、現職のおおよそのボーナスを含む年収を答えてください。

2. 2017年の週あたりのおおよその労働時間を記入して下さい。
**2017年に働いていない方は、現職における週あたりのおおよその労働時間を記入してください。

3. 現在の会社にどれくらいの期間勤めていますか。（関連会社への出向も含む）

半年以下

半年から1年

1年から2年

2年から3年

3年から5年

5年以上

4. 現在勤めている会社に後どれくらい勤めると思いますか？

既に退職することを伝えている。

半年以下

半年から1年

1年から2年

2年から3年

3年から5年

5年以上

5. 日本で何回転職を経験しましたか？

日本で転職をしたことがない

1回

2回

3回

4から5 回

6から8 回

9回以上

当てはまらない (eg. フリーランサー)

6. 現在勤めている会社が最も当てはまるものを選択して下さい。

日本で日本人によって設立された会社

日本で外国人、または日本人と外国人の共同チームによっ
て設立された会社

海外の会社の日本支店

日本にある研究所

その他 (記入して下さい)
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7. 現在、勤めている会社は日本で何名が働いていますか？（おおよその数を記入して下さい。）

1から49名

50から99名

100から 299名

300から999名

1000 から1999名

2000名以上

8. 現在、勤めている会社が最も当てはまる業界を教えて下さい。

製造業：食品と飲料

製造業：電機

製造業：機械

製造業：運送機器（自動車等）

製造業：その他

商業・貿易

情報産業

飲食業

ホテル・旅館

土木・建設

教育

旅行業

物流・海上輸送

金融・保険

医療

その他

9. 現在している職種で最も当てはまる選択肢はどれですか？

翻訳・通訳

販売・営業 (顧客／法人)

海外業務

技術開発：情報処理分野

技術開発：情報処理分野以外

貿易業務

デザイン・設計

広報・宣伝

経営・管理業務

会計業務

教育

調査研究

医療

国際金融取引

その他（記入して下さい）

10. 現在働かれている会社で日々かかわる社員の中で何パーセントが外国籍ですか？

関わる同僚に他の外国籍社員がいない

20%未満

21%から40%

41%から60%

61%から80%

81%以上
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良くない

どちらかというと
良くない どちらでもない

どちらかというと
良い 良い

給料

柔軟性

キャリアの発展性

労働時間

日本国外とのビジネス
に関わる機会がある

評判・知名度

学びがある

チームワーク

会社の事業の社会的イ
ンパクト

社内の多様性

福利厚生

11. 下記の項目において現在勤めている会社をあなたはどのように評価しますか？

12. 日本で転職あるいは退職を経験した方は下記の質問に回答して下さい。前職を退職した主な理由は
何ですか？3つ選択して下さい。

会社の経営スタイルに不満があったから

上司と仲が悪かったから

同僚との仲が悪かったから

昇進が遅かったから

給料が低かったから

会社に対する信頼を失ったから

与えられた仕事を上手く処理できなかったから

自分が習得したかったものができなかった、あるいは、会
社の習得させるスピードが遅かったから

より良い仕事のオファーがあったから

長時間労働

縮小、リストラ、倒産

仕事を変える時だと思ったから

やりたい仕事ができないから

会社の理念と合わないから

日本で新しい仕事。日本日本
円円で回答して下さい。

母国で新しい仕事。母国母国
の現地通貨の現地通貨で回答して下
さい。

13. 下記の質問の条件下で新しい仕事を探すとしたら、最低限もらいたい年収はいくらですか。

その選択肢を考えていない場合は「N/A」と記入して下さい。

14. 下記の項目の中から、あなたの状況を最も表すのはどれですか？*

日本の教育機関を卒業した後に日本で働き始めた

海外から直接採用されて日本で働きは始めた

海外から日本に転勤になった
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最後に最後に日本で働いた時の仕事に関して下記の質問にお答え下さい。日本で働いた時の仕事に関して下記の質問にお答え下さい。

現在、日本で働いていないが、過去に日本で働いたことのある方に質問

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 最後に日本で働いた時のボーナスを含むおおよその年収を日本円で記入して下さい。

2. 最後に日本で働いた時の週あたりのおおよその労働時間を記入して下さい。

3. 最後に日本で勤めた会社にどれくらいの期間在籍しましたか？（関連会社への出向も含む）

半年以下

半年から1年

1から2年

2から3年

3から5年

5年以上

4. 日本で何回転職しましたか？

日本で転職していない

1回

2回

3回

4から5回

6から8回

9回以上

当てはまらない (eg. フリーランサー)

5. 日本で最後に勤めた会社が最も当てはまるものを選択して下さい。

日本で日本人によって設立された会社

日本で外国人、あるいは日本人と外国人の共同チームに
よって設立された会社

海外の会社の日本支店

日本にある研究所

その他 (記入して下さい)

6. 日本で最後に勤めた会社は、日本で何名が働かれていましたか？（おおよその数を記入して下さい。
）

1から49名

50から99名

100から299名

300から999名

1000から1999名

2000名以上
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7. 日本で最後に勤めた会社が最も当てはまる業界を教えて下さい。

製造業：食品と飲料

製造業：電機

製造業：機械

製造業：運送機器（自動車等）

製造業：その他

商業・貿易

情報産業

飲食業

ホテル・旅館

土木・建設

教育

旅行業

物流・海上輸送

金融・保険

医療

その他

8. 日本で最後に勤めた会社で従事した仕事で最も当てはまる項目はどれですか？

翻訳・通訳

販売・営業 (顧客／法人)

海外業務

技術開発：情報処理分野

技術開発：情報処理分野以外

貿易業務

デザイン・設計

広報・宣伝

経営・管理業務

会計業務

教育

調査研究

医療

国際金融取引

その他（記入して下さい）

9. 日本で最後に勤めた会社で日々かかわる社員の中で何パーセントが外国籍でしたか？

関わる同僚に他の外国籍社員がいない

20%未満

21%から40%

41%から60%

61%から80%

81%以上
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良くない

どちらかというと
良くない どちらでもない

どちらかというと
良い 良い

給料

柔軟性

キャリアの発展性

労働時間

海外とのビジネスに関
わる機会がある

評判・知名度

学びがある

チームワーク

会社の事業の社会的イ
ンパクト

社内の多様性

福利厚生

10. 日本で最後に勤めた会社をあなたはどのように評価しますか？

11. 日本で転職あるいは退職を経験した方は下記の質問に回答して下さい。前職を退職した主な理由は
何ですか？3つ選択して下さい。

会社の経営スタイルに不満があったから

上司と仲が悪かったから

同僚との仲が悪かったから

昇進が遅かったから

給料が低かったから

会社に対する信頼

与えられた仕事を上手く処理できなかったから

自分が習得したかったものができなかった、あるいは、会
社の習得させるスピードが遅かったから

より良い仕事のオファーがあったから

長時間労働

縮小、リストラ、倒産

仕事を変える時だと思ったから

やりたい仕事ができないから

会社の理念と合わないから

日本で新しい仕事。日本日本
円円で回答して下さい。

母国で新しい仕事。母国母国
の現地通貨の現地通貨で回答して下
さい。

12. 下記の質問の条件下で新しい仕事を探すとしたら、最低限もらいたい年収はいくらですか。

その選択肢を考えていない場合は「N/A」と記入して下さい。

13. 下記の項目の中から、あなたの状況を最も当てはまるものはどれですか。*

日本の教育機関を卒業した後に日本で働き始めた

海外から直接採用されて日本で働きは始めた

海外から日本に転勤になった
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日本における学校を卒業された方へ質問

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 日本語・英語のどちらで教育を受けました？（主に使用した言語を選択して下さい。）

英語 日本語

その他 (記入して下さい)

2. 最後の学校では何を専攻されましたか？下記の選択肢からお選び下さい。

教養、社会科学などの文系科目

自然科学、技術、工学、医学などの理系科目

経営や専門知識などの職業教育

その他・当てはまらない

3. 下記の選択肢の中で、１学期以上参加したものはありますか？

競技クラブ (部活・ディベート・チェス等)

運動サークル

国際交流・国際ビジネスサークル

文化系サークル

当てはまらない

4. あなたが最後に卒業した教育機関名を記入して下さい。

5. 下記の選択肢の中で、学生の時に経験したものはどれですか？

日本で日本語を多く使うアルバイト。（顧客サービス、営
業、販売等）

日本であまり日本語を使わないアルバイト（語学の先生、
チューター）

1ヶ月以上のインターンシップ

1ヶ月未満のインターンシップ

日本人とシェアハウスあるいはシェアルームをした

6. 日本内の就職活動の時に、合計で何社に応募しましたか？

1

2

3

4から5

6から7

8から10

11から15

16から20

20から30

30以上

当てはまらない・日本で就職活動をしなかった

17



7. 日本での就職活動を終えた時点でいくつ内定をもらいましたか？

0

1

2

3

4から5

6から7

8から10

11から15

16から20

20から30

30以上

当てはまらない／日本で就職活動をしなかった

8. 卒業してから一番最初に就職した会社を最も表す選択肢を選んで下さい。（まだ決めていない場合
は、ファーストキャリアとして最も可能性が高い選択肢を選んで下さい。）

大手の外資系企業の日本オフィス（日本で300人以上を雇
用）

外資系企業の中小企業の日本オフィス（日本で300人未満
を雇用）

大手の日本企業（日本で300人以上を雇用）

日本企業の中小企業（日本で300人未満を雇用）

研究機関／日本の大学

ファーストキャリアは日本ではなかった

進学した

その他（記入して下さい）

9. ファーストキャリアが日本だった方は、初年度でのボーナスを含む年収を日本円で記入して下さい。

10. 卒業後に働く会社を決めるにあたり、重視した要因を3つまで選択して下さい。

最初の給料

将来の給与水準

ワークライフバランス

雇用が安定しているか

後ほどの転職しやすさ

会社の規模／事業の規模の大きさ

仕事を通して学べるか

専門知識が使えるか

福利厚生

会社の評判

会社内の多様性

会社の事業に興味関心があったか

昇進しやすいか

企業理念

一緒に働く社員と考え方が合うかについての印象

その他 (具体的に)
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11. 下記の選択肢の中で、日本で就職活動をするにあたり一番役に立った情報源はどれですか？

日本人の友人／家族 

日本で暮らす他の外国人

外国人向けのリクルーター／エージェント

日本で開催されるジョブフェア・合同説明会

海外で開催されるジョブフェア・合同説明会

参加したインターンシップ

教育機関で得た就職情報

 年 月

日本の教育機関を最後
に卒業（あるいは中
退）したのはいつです
か？

卒業するとき（あるい
は中退するとき）に日
本で就職するための求
人情報を初めて探し始
めたのはいつですか。
日本で就職活動をしな
かった方は、こちらは
空欄にしておいてくだ
さい。

12. 下記の質問に適切な年月を入力してください。
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就職活動を終えた学生に対して質問

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 2018年4月1日時点での学年を選択して下さい。交換留学等で留年あるいは休学した場合／後何年で
卒業できるのかを基準に選択して下さい。

専門学校の1年生

専門学校の2年生以上

学部の1年から2年生 

学部の3年生以上

修士課程の1年生

修士課程の2年生以上

博士課程の1年生

博士課程の2年生以上

語学学校生

その他

2. 日本語・英語のどちらで教育を受けていますか？（主に使用している言語を選択して下さい。）

英語 日本語

その他 (記入して下さい)

3. 何を専攻していますか？下記の選択肢から選んで下さい。

教養、社会科学などの文系科目

自然科学、技術、工学、医学などの理系科目

経営や専門知識などの職業教育

その他／当てはまらない

4. 下記の選択肢の中で、１学期以上参加したものはありますか？

競技クラブ (部活·ディベート·チェス等)

運動サークル

国際交流・国際ビジネスサークル

文化系サークル

当てはまらない

5. あなたが所属している教育機関名を記入して下さい。
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6. 下記の選択肢の中で、学生の時に経験したものはどれですか？

日本であまり日本語を使わないアルバイト（語学の先生、
チューター）

日本であまり日本語を使わないアルバイト（語学の先生、
チューター）

1ヶ月以上のインターンシップ

1ヶ月未満のインターンシップ

日本人とシェアハウスあるいはシェアルームをした

 正しい 間違い 分からない

一般的に「一般職」よ
りも「総合職」の方が
仕事に就くことが難し
い

一般的に外資系企業は
日系企業よりも採用活
動を早く始める傾向が
ある

一般的に、卒業してい
る未就職者がフルタイ
ムの仕事を探すのは現
役学生よりも難しい

日本の就職活動におい
て「ES」とは「試験ス
コア」の意味である

多くの場合、就活生は
入社前年の9月末までに
内定承諾をする

「OJT」とは、「総合
的な職業訓練」の略で
ある

一般的に、日本企業は
従業員を「スペシャリ
スト」に育成すると言
われている

日本では、有給消化率
が70%を超えている
（Expedia調べ）

企業は、決まった額の
残業代を月額給に含め
ることが可能である

「第二新卒」とは、大
学卒業後に就職して1〜
3年以内に転職する人た
ちのことを言う

7. 下記の項目のどれが正しくて、どれが間違っているのかを選択して下さい。
（調査終了後に本質問の解答を掲載しているURLが御座いますので、ご覧ください。）
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8. 日本における就職活動時には、合計で何社に応募しましたか？

1

2

3

4から5

6から7

8から10

11から15

16から20

20から30

30以上

当てはまらない／日本で就職活動をしなかった

9. 日本での就職活動を終えて、何社から内定をもらいましたか？

0

1

2

3

4から5

6から7

8から10

11から15

16から20

20から30

30以上

当てはまらない／日本で就職活動をしなかった

10. 卒業してから就職する会社を最も表す選択肢を選んで下さい。（まだ決めていない場合は、就職す
る可能性が高い企業を念頭に選んで下さい。）

大手の外資系企業の日本オフィス（日本で300人以上を雇
用）

外資系企業の中小企業の日本オフィス（日本で300人未満
を雇用）

大手の日本企業（日本で300人以上を雇用）

日本企業の中小企業（日本で300人未満を雇用）

研究機関／日本の大学

就職先は日本ではない

進学する

その他（記入して下さい）

11. ファーストキャリアが日本である方は、一番最初にもらいたい、ボーナスを含む年収を記入して下
さい。まだ決めていない方は、就職する可能性が最も高い企業を念頭にお答え下さい。
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12. 卒業後に働く会社を決めるにあたり、重視した要因を3つまで選択して下さい。

最初の給料

将来の給与水準

ワークライフバランス

雇用が安定しているか

後ほどの転職しやすさ

会社の規模／事業の規模の大きさ

仕事を通して学べるか

専門知識が使えるか

福利厚生

会社の評判

会社内の多様性

会社の事業に興味関心があったか

昇進しやすいか

企業理念

一緒に働く社員と考え方が合うかについての印象

13. 下記の選択肢の中で、日本で就職活動をするにあたり一番役に立った情報源はどれですか？

日本人の友達・家族

日本で暮らす他の外国人 

外国人向けのリクルーター／エージェント

日本で開催されるジョブフェア・合同説明会

海外で開催されるジョブフェア・合同説明会

参加したインターンシップ

教育機関で得た就職情報

 年 月

卒業（あるいは中退）
は何年に予定されてい
ますですか？

卒業してから（あるい
は中退してから）日本
で就職するための求人
情報を初めて探し始め
たのはいつですか。
日本で就職活動をしな
かった・始めていない
方は、こちらは空欄に
しておいてください。

14. 下記の質問に適切な年月を入力してください。
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就職活動を終えていない学生に対して質問

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 2018年4月1日時点での学年を選択して下さい。交換留学等で留年あるいは休学した場合／後何年で
卒業できるのかを基準に選択して下さい。

専門学校の1年生

専門学校の2年生以上

学部の1年から2年生

学部の3年生以上

修士課程の1年生

修士課程の2年生以上

博士課程の1年生

博士課程の2年生以上

語学学校生

その他

2. 日本語・英語のどちらで教育を受けていますか？（主に使用している言語を選択して下さい。）

英語 日本語

その他（記入して下さい）

3. 何を専攻していますか？下記の選択肢から選んで下さい。

教養、社会科学などの文系科目

自然科学、技術、工学、医学などの理系科目

経営や専門知識などの職業教育

その他・当てはまらない

4. 現在あなたの状況を最も表す選択肢を選んで下さい

日本での就職活動を始め、既に内定を1つ以上持っている
が就職活動を続けている

日本での就職活動を始めたが、まだ内定を頂いていない

日本での就職活動を始めていないが、将来する予定だ  

日本での就職活動を始めておらず、進学を考えている

日本での就職活動を始めておらず、海外で働く予定だ  

5. 下記の選択肢の中で、１学期以上参加したものはありますか？

競技クラブ (部活·ディベート・チェス等)

運動サークル

国際交流・国際ビジネスサークル

文化系サークル

当てはまらない

6. あなたが所属している教育機関名を記入して下さい。
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7. 下記の選択肢の中で、学生の時に経験したものはどれですか？

日本国内で日本語を多く使うアルバイト。（顧客サービ
ス、営業、販売等）

日本国内であまり日本語を使わないアルバイト（語学の先
生、チューター）

1ヶ月以上のインターンシップ

1ヶ月未満のインターンシップ

日本人とシェアハウスあるいはシェアルームをした

 正しい 間違い 分からない

一般的に「一般職」よ
りも「総合職」の方が
仕事に就くことが難し
い

一般的に外資系企業は
日系企業よりも採用活
動を早く始める傾向が
ある

一般的に、卒業してい
る未就職者がフルタイ
ムの仕事を探すのは現
役学生よりも難しい

日本の就職活動におい
て「ES」とは「試験ス
コア」の意味である

多くの場合、就活生は
入社前年の9月末までに
内定承諾をする

「OJT」とは、「総合
的な職業訓練」の略で
ある

一般的に、日本企業は
従業員を「スペシャリ
スト」に育成すると言
われている

日本では、有給消化率
が70%を超えている
（Expedia調べ）

企業は、決まった額の
残業代を月額給に含め
ることが可能である

「第二新卒」とは、大
学卒業後に就職して1〜
3年以内に転職する人た
ちのことを言う

8. 下記の項目のどれが正しくて、どれが間違っているのかを選択して下さい。
（調査終了後に本質問の解答を掲載しているURLが御座いますので、ご覧ください。）
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9. ファーストキャリアとして選択したい企業をランキングして下さい。（3つ以上選択して下さい）

大手の外資系企業の日本オフィス（日本で300人以上を雇用）

外資系企業の中小企業の日本オフィス（日本で300人未満を雇用）

大手の日本企業（日本で300人以上を雇用）

日本企業で中小企業（日本で300人未満を雇用）

研究機関／日本の大学 

日本国外（母国を含む）の非日系企業

日本国外（母国を含む）の日系企業

日本で起業する

日本国外で起業する

10. どれくらい日本で就職先を見つけられる自信がありますか。

とても自信がある

少し自信がある

あまり自信がない 

全く自信がない

11. 日本で自分が希望する仕事に就ける自信はどれくらいありますか。

とても自信がある

少し自信がある

あまり自信が無い

全く自信がない
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 年 月

卒業（あるいは中退）
は何年に予定されてい
ますですか？

卒業してから（あるい
は中退してから）日本
で就職するための求人
情報を初めて探し始め
たのはいつですか。
日本で就職活動をしな
かった・始めていない
方は、こちらは空欄に
しておいてください。

12. 下記の質問に適切な年月を入力してください。
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交換留学生に対して質問（交換留学経験者も含む）

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. 日本留学中に主に使用した／している言語を選択して下さい。（日本語のクラスは除いて下さい）

英語 日本語

その他 (記入して下さい)

2. 日本は交換留学先として第1志望でしたか？

はい

いいえ

 
私の卒業後の最も高い選択肢で

ある 
卒業後の選択肢の1つであるが、
最も高い選択肢ではない 私の卒業後の選択肢ではない 

仕事仕事で日本に戻ること
は・・・

進学進学で日本で戻ること
は・・・

3. 下記の選択肢について最も合うセットを選択して下さい。

4. 何を専攻していますか？下記の選択肢から選んで下さい。

教養、社会科学などの文系科目

自然科学、技術、工学、医学などの理系科目

経営や専門知識などの職業教育

その他·当てはまらない

5. 下記の選択肢の中で、参加したものはありますか？

競技クラブ (部活·ディベート·チェス等)

運動サークル

国際交流・国際ビジネスサークル

文化系サークル

当てはまらない

6. 母国で在籍していた／している教育機関名を記入して下さい。（日本の交換留学先の教育機関名は書
かないで下さい）

7. 日本で在籍していた／している教育機関名を記入して下さい。
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 全くそう思わない やや思わない どちらでも無い やや思う 強くそう思う

日本に留学したことで
以前と比べて日本のこ
とを理解することがで
きた

日本に留学したことで
以前と比べて日本に対
してよりポジティブな
イメージを持つように
なった

日本に留学したことで
以前と比べて日本で働
きたいと思うように
なった

日本に留学したことで
以前と比べて日本で進
学したいと思うように
なった

日本で就職する方法を
知っている

8. 下記の選択肢をあなたはどれくらい同意しますか？

9. 下記の選択肢の中で、経験したものはどれですか？

日本で日本語を多く使うアルバイト。（顧客サービス、営
業、販売等）

日本であまり日本語を使わないアルバイト（語学の先生、
チューター）

1ヶ月以上のインターンシップ

1ヶ月未満のインターンシップ

日本人とシェアハウスあるいはシェアルームをした

10. ファーストキャリアとして選択したい企業をランキングして下さい。（3つ以上選択して下さい）

大手の外資系企業の日本オフィス（日本で300人以上を雇用）

外資系企業の中小企業の日本オフィス（日本で300人未満を雇用）

大手の日本企業（日本で300人以上を雇用）

日本企業の中小企業（日本で300人未満を雇用）

研究機関／日本の大学

母国を含む日本国外の非日系企業

母国を含む日本国外の日系企業

日本で起業する

日本国外で起業する

29



11. どれくらい日本で就職先を見つけられる自信がありますか。

とても自信がある

少し自信がある

あまり自信がない

全く自信がない

12. 日本で自分が希望する仕事に就ける自信はどれくらいありますか。

とても自信がある

少し自信がある

あまり自信がない

全く自信がない
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協力団体

JAPI Foreigner Career Survey 2018（日本語）

1. この調査を留学生団体、企業あるいは大学を通じて知るようになった場合は、下記からその団体名を
選ぶか「その他」の項目で団体名を記入してください。

在日インドネシア留学生協会 (PPIJ)

在日カンボジア留学生協会 (CSAJ)

在日シンガポール留学生協会 (SSAJ)

在日タイ留学生協会 (TSAJ)

在日フィリピン留学生協会 (AFSJ)

在日ベトナム学生青年協会 (VYSA)

在日マレーシア留学生会 (MSAJ)

在日ミャンマー学生青年協会 (MYSA)

上智大学韓国人留学生会

上智大学中国留学生会

文部科学省国費留学生協会 (MSA)

東北大留学生協会 (TUFSA)

TEDx 東北大学

その他 (具体的に)
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