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Thank you very much for your cooperation for this survey. This survey is meant for foreign
students currently studying in Japan or for people who were foreign students in Japan within the
past 5 years. Please do not respond if you do not belong to the above groups.

This survey is conducted by the Japan Association for the Promotion of Internationalization
(JAPI) with the objective of finding out what the current problems faced by foreign students in
Japan are. We held a similar survey last year which attracted over 1000 respondents. If you are
interested, the link to the results is attached at the bottom.

This survey is meant to further investigate the landscape for foreign students in Japan. The
results will be made public as well as being announced at the Japan Asia Youth Conference
organized by JAPI in April 2017.

The results will also be reported to MEXT (the Japanese ministry responsible for education) so
your voices will help in improving the experience of foreign students studying in Japan. We
therefore would greatly appreciate it if you could share the survey after answering it. Thank you
once again!

If you have already graduated please answer for your most recent experience studying in Japan
of more than 1 month. If you are an exchange student please answer all questions based on
your experience in the university you exchanged to in Japan.

調査へのご協力、誠にありがとうございます。本調査の対象は、現役留学生あるいは過去調査へのご協力、誠にありがとうございます。本調査の対象は、現役留学生あるいは過去5年間留学生年間留学生
だった人です。対象に当てはまらない方は回答を差し控えて頂きますようご容赦願います。だった人です。対象に当てはまらない方は回答を差し控えて頂きますようご容赦願います。

この調査は、来日している留学生が直面している問題の顕在化を目的に、一般社団法人この調査は、来日している留学生が直面している問題の顕在化を目的に、一般社団法人 日本国際化推進日本国際化推進
協会（協会（JAPI）によって実施されております。昨年度、我々は）によって実施されております。昨年度、我々は1000人以上の留学生からの回答が集まっ人以上の留学生からの回答が集まっ
た調査を行いました。今回の調査では留学生にまつわる状況をより一層掘り下げることを目的に行ってた調査を行いました。今回の調査では留学生にまつわる状況をより一層掘り下げることを目的に行って
おります。調査結果は、おります。調査結果は、2017年度の年度のJAPI主催の主催のJapan Asia Youth Conferenceにて発表させて頂きまにて発表させて頂きま
す。（昨年度の調査結果へのリンクは一番下にございます。）す。（昨年度の調査結果へのリンクは一番下にございます。）

あなたの声は日本留学の改善につながると我々は考えているため、今回の調査結果を文部科学省に報告あなたの声は日本留学の改善につながると我々は考えているため、今回の調査結果を文部科学省に報告
させて頂きます。より多くの留学生の経験を反映させるために、ご自身の回答が終わりましたら、本調させて頂きます。より多くの留学生の経験を反映させるために、ご自身の回答が終わりましたら、本調
査をお知り合いの留学生にシェアして頂けたら幸いです。改めて、感謝申し上げます！査をお知り合いの留学生にシェアして頂けたら幸いです。改めて、感謝申し上げます！

既にご卒業されている方は直近の既にご卒業されている方は直近の1か月以上の留学経験に基づいてお答えください。交換留学生は、交か月以上の留学経験に基づいてお答えください。交換留学生は、交
換先である日本の大学での経験をもとにお答えください。換先である日本の大学での経験をもとにお答えください。

Explanation and Profile ・ 調査説明および基本プロフィール

https://jp.surveymonkey.com/r/7T5DYFM
https://jp.surveymonkey.com/r/7T62MZP
https://jp.surveymonkey.com/r/FFS67J2


1. Please tell us your sex. あなたの性別を教えてください。*

Male / 男性

Female / 女性

Prefer not to say / 答えたくない

2. Please tell us your nationality. あなたの国籍を教えてください。*

3. Please tell us the name of the school you are attending. あなたが所属している学校を教えてくださ
い。

*

4. What type of education are you receiving? あなたの受けている教育課程を教えてください。*

College of Technology 高専

Professional / Technical Education 専門学校

Language Education, including Japanese preparatory schools. 日本語学校 (大学付属日本語学校・日本語別科含む）

Undergraduate 学部

Research Student 研究生

Masters Student 修士

PHD Student 博士

5. What is the field that you are studying in? If you study a field which spans across multiple fields,
please choose the most appropriate field based on your own judgement. あなたが現在勉強している分
野を選択してください。分野を跨って勉強をしている方は、一番近い分野を選択してください。一番近い分野を選択してください。

*

Business, Arts and Humanities 社会科学・文学系・ビジネス

Science, Engineering, Medicine and Math 理工系・数学系・医学系

Specialist professions 専門教育・職業教育

Others / Not Applicable その他・該当なし



6. Aside from language classes, are you receiving your education in English or in Japanese? 
言語の授業を除いて、あなたは現在日本語で教育を受けていますか？それとも英語で受けていますか？

*

Almost entirely / entirely in English 殆どあるいは完全に英語のみ

Primarily English with some Japanese 大半英語ですが、日本語で教育を受けることもある

About half English and half Japanese おそらく半々

Primarily Japanese with some English 大半日本語ですが、英語で教育を受けることもある

Almost entirely / entirely in Japanese 殆どあるいは完全に日本語のみ

Not Applicable (Please choose this if you are in a language school) 該当なし。（日本語学校に在籍している人はこちらの方
を選んでください）

7. Where do you currently live?
(Choices are from north to south, east to west. 
If you live outside Japan, please input your country of residence in the "others" option)

*

8. How long have you studied / have you been studying in Japan in total? これまで日本でどのくらいの
期間、勉強してきましたか？日本での留学経験を全て合わせてお答え下さい。

*

9. Are you currently studying full-time in Japan right now? あなたは現在、日本では正規学生ですか？*

Yes (please select this even if you are enrolled in a Japanese school but are currently on an exchange program abroad).
はい（日本の大学に所属し、現在海外で交換留学をしている人もこちらを選んでください）

No　いいえ

10. If you are not currently studying in Japan now, please tell us the year which you left Japan or
graduated from your course.
現在日本で勉強していない方は、日本から離れた年、あるいは、卒業した年を記入してください。

11. Were you / are you in Japan on an exchange program? (If you have studied in Japan multiple times
please answer for your most recent time excluding programs of a month or less) 交換留学で来られまし
たか？（数回日本に勉強しに来た人は、一か月以上の、もっとも最近の留学経験で答えてください。）

*

Yes, for an exchange of 1 year or more １年以上交換留学に参加しています

Yes, for an exchange of less than 1 year １年未満の交換留学に参加しています

No いいえ



12. Are you currently receiving a scholarship? Please indicate which type of scholarship you are
receiving if you have one. あなたは現在奨学金を受給していますか？受給している場合、その種類を教
えて下さい。

In the case that you are receiving two or more scholarships, choose the one which pays you a larger
sum per month. ２つ以上の奨学金を受給している場合は金額の大きい奨学金を選んでください。

*

I am not receiving any scholarships 奨学金を受給していない。

Japanese Government Scholarships 日本政府による奨学金

Japanese Private Scholarships 日本の民間奨学金

Scholarships or Fee Waivers Provided by Your School in Japan 在籍している日本にある学校による奨学金・学費免除

Overseas Government Scholarships 日本以外の国による国費奨学金

Overseas Private Scholarships 日本以外の国からの民間奨学金

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)

13. Please tell us about your current living conditions 現在のあなたの住居事情について教えて下さい。*

Renting an apartment by yourself 一人で物件を借りている。

Sharing an apartment or a room with others 他人と部屋・家をシェアしている。

Sharehouses シェアハウスに住んでいる。

Dormitories 寮に住んでいる。

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)

 
None / Almost

None ゼロ・ゼロに
近い Beginner 初級 Intermediate 中級 Advanced 上級

Near-native ネイ
ティブに近い

When you first came to
Japan 来日した当初

Right now 今

14. Please tell us more about your Japanese language level. あなたの日本語能力について教えてくださ
い。

*

Strongly agree. 強く共感
する

Somewhat agree. まあ
まあ共感する Neutral. 中立

Somewhat disagree. あ
んまり共感しない

Strongly disagree. 全く
共感しない。

15. How far do you agree with this statement: "I feel that coming to Japan was the right choice."
「日本に来てよかった」という文に、どのくらい共感しますか？

*



 Extremely satisfied
非常に満足 Satisfied やや満足

Neutral どちらでも
ない

Dissatisfied やや不
満

Extremely
dissatisfied 非常に

不満

Standard of education
教育の質

Career opportunities
キャリアを構築する機
会

Standard of living 日本
における生活環境

Ability to experience
Japanese culture 日本
文化を体験出来ること

Your social life in Japan
日本における人との付
き合い

Overall (Does not have
to be an average of the
above) 全体（上記の平
均でなくていい）

16. How satisfied are you with the following aspects of your stay in Japan? 日本での留学にあたって、
あなたは次に続く項目についてどのくらい満足していますか？

*

17. What problems have you faced in your studies in Japan? Select all which apply. 日本での学業にお
いてどのような問題に直面しましたか？該当する箇所すべて選んでください。

*

I did not face any problems regarding my studies in Japan 日本での学業において特に問題に遭ったことはない。

Content is too easy 内容が簡単すぎる

Content is too hard 内容が難しすぎる

Content is too abstract and not applied 内容が理論ばかりに走っていて、実用性がない

The curriculum is different from what I have learnt in my country 本国でのカリキュラムとの整合性が低い

The way things are taught do not fit me　授業の教え方は僕に合わない

Class sizes are too big クラス人数が多すぎる

I have conflicts with my classmates クラスメイトとの衝突がある

I have conflicts with my professors 教授・教員との衝突がある

Classmates are not motivated クラスメイトのモチベションが低い

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)



18. When have you face problems in Japan, who do you commonly approach for help? 日本での留学に
おいて問題に直面した時に、普段誰に相談しますか？

*

I do not often approach people for help 他人に相談することは滅多にない

Japanese friends 日本人の友達

Friends from the same country in Japan 同じ国出身で日本にいる友達

Friends in Japan from other countries 他国出身で日本にいる外国人友達

Family in Japan 日本にいる家族

Host Families ホストファミリー

School authorities, including help desks etc. 相談窓口などの学校が提供する相談所

Your countries' embassies in Japan 在日本大使館

People outside of Japan 日本国外にいる人

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)

19. Have you ever thought of interrupting your studies and returning to your country? If so, select all the
relevant reasons. 学業を中断（中退）して、国に帰ることを考えたことがありますか？「ある」方は、
該当するすべての理由を選んでください。

*

I have never thought of interrupting my studies to return to my country. 学業を中断して帰国することを考えたことがない

Because it would be difficult for me to advance my studies in Japan. 進学が困難だから

Financial Problems 金銭的な困難だから

Familial Problems 家族の問題があるから

Loss of Interest in Studies 学業に興味がなくなったから

Studies are too hard in Japan 学業が難しすぎるから

Because I have found a job outside of Japan 海外での職がみつかったから

Because I feel I do not fit into Japanese culture 文化的に馴染んでいないと思うから

Because of my own medical problems 自分の健康問題

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)



20. What were your reasons for choosing your current school? Choose all which apply. 現在在籍してい
る学校を選んだ理由を教えてください。該当するすべての選択肢にチェックを入れてください。

*

Low school fees / Scholarship Provision 学費が低い・奨学金の受給があるから

It offers something I want to study 興味分野の教育を提供しているから

Because studying in my school would advance my career. 今の学校での勉強が自分のキャリアに役立つから

High standard of Education 教育の質が高いから

My friends / family in my home country had links to the university 本国にいる友達・家族が今の大学との関わりを持っていた
から

Recommendations from study agents / previous schools 留学エージェント・以前通った学校に勧められたから

Ease of entering the school 入学しやすいから

Good reputation of my school 学校に名誉があるから

No particular reason 特に理由はなかった

Others (Please fill in your answer) その他 (具体的に)

 
Very Useful 大変役に

立った
Somewhat Useful まあ
まあ役に立った

Not very useful あんまり
役に立っていない

Not useful at all 全く役
になっていない

Friends and Family 知
り合いおよび家族

Schools' official
websites 学校の公式
ウェブ

Internet (excluding
school websites) 学校
の公式ウェブ以外のイ
ンターネット

Information from
schools in your country
自国の学校が提供した
情報

Outreach by Japanese
Schools 日本での学校
の広報

Japanese embassies
自国での日本大使館

Study Agents 留学エー
ジェント

Newspapers and TV 新
聞・テレビ

If you used any other sources of information please tell us. 他の情報源を使ったのであれば、それも教えてください。

21. How useful were the following sources of information in getting to know about your school?
あなたが現在在籍している学校を選ぶにあたり、次に続く項目（情報源）がどのくらい役に立ちました
か？

*



22. To you, what were the positive aspects of studying in your current school? Select all which apply.　あ
なたにとって、現在通っている学校に入学してよかったと思う点はどれですか？該当するすべての選択
肢にチェックを入れてください。

*

Many opportunities for interaction are provided 交流の機会がたくさん提供されている

Opportunity to live in Japan 日本住むことができること

High standard of education 教育の質が高いこと

Opportunity to learn a different language 外国語を学ぶ機会

Career development opportunities 自分のキャリアを向上させる機会がある

Ability to do part time work as a foreign student 留学生でいながらもバイトもできること

Strong support for foreign students 留学生に対するサポートが分厚い

Others (please elaborate) その他（具体的に記入してください）

23. Out of the following, choose at least 2 things that you wish that your school could provide. 次に続く
項目の中で、あなたの学校にやっていただきたいことを２つ以上選んでください。

*

Career Support キャリアサポート

Being a guarantor for housing / phones 電話あるいは不動産における保証人になること

Providing students with information thorugh simplifying official websites or directly notifying students of important details 公式
ウェブサイトの簡略化や学生に対して直接通知をすることなどで学生に情報提供

Provision of dormitories for foreign students 留学生向けに学生寮の提供

More opportunities for international exchange / interaction 国際交流の機会の増加

More academic material in English 授業の英語資料などをもっと提供

Part-time job information for foreign students 留学生向けのアルバイト情報

Information on scholarships 奨学金に関する情報

Curriculum guidance for foreign students 留学生むけカリキュラム案内

Administrative support in foreign languages 外国語でのアドミニサポート

Options for food which take into account dietary restrictions 食事制限を考慮した食べ物の提供

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)



24. In your opinion, what prevents people from coming to study in your school? Choose up to
four reasons.
あなたにとって、あなたの国の学生があなたの学校に留学することを妨げている要因は何ですか？4つ
まで選んでください。

*

Lack of interest in or poor impression of your university. あなたの大学に対して無関心・悪印象

Lack of interest in Japan as a study location. 留学先として日本に対して無関心

Perceived cultural barriers with living in Japan 日本で直面する文化的な壁が高いという印象

Lack of information on how to apply. 申し込みに関して情報不足

Lack of information on individual courses or your university 個々のコース・大学に関して情報不足

Strict Admissions 厳しい選抜基準

Worries about the language barrier 言葉の壁に対する心配

Lack of seniors / friends already studying in your university. 日本ですでに留学している先輩・友達の不足.

Lack of confidence in educational standards in your university 日本の教育水準に対する懸念

Lack of clear path to securing a career after graduation 卒業後にキャリアの道の不透明さ

High tuition costs 高い学費

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)

25. After all your studies (including education beyond your current course) have been completed, where
and in which type of organization do you think you are likely to work? Choose all which you feel are
probable. 学業を終えた後（進学も含んで）、あなたはどういう組織、またどこで働くと思いますか？可
能性が高い選択肢をすべて選んでください。

Large companies are defined as having 500 or more employees. 大手企業は従業員数が５００人以上の
企業を指します。

*

Large Japanese firms in Japan 日本にある日本大手企業

Large foreign firms in Japan 在日外資大手企業

Small and medium Japanese firms in Japan 日本にある日本中小企業

Small and medium foreign firms based in Japan 在日外資中小企業

Working in a Japanese company back in my home country 帰国し日系企業で就職

Returning home and working in a non-Japanese company 帰国し日系企業以外の企業に就職

Going to another country to work 第3国に行って就職

Working in a university in Japan (research etc.) 日本の大学（研究職など）で勤める



26. What are your reasons for wanting to work in Japan? Select all which apply. 日本で働きたいと思う
理由をすべて選んでください。

*

I am not interested in working in Japan 日本で働くことに興味がない

I want to live in Japan 日本で暮らしたい

Salaries are high in Japan 日本での給料が高い

There are things that I can learn through working in Japan 日本で働くことによって学べるものがある

Working in Japan will boost my career 日本で働くことはキャリアップにつながる

I want to do something in the future which will link my country (or other countries) with Japan. 将来に本国（あるい他国）と日
本をつなげる事業を展開したい

It is difficult for me to develop a career in my home country 本国でのキャリア構築は困難だから

I have family in Japan 日本に家族がいるから

Others (please fill in your answer) その他 (具体的に)

27. If you have any other comments about the topic please also feel free to add them below.
その他ご意見がございましたら、下の欄に記入してください。



 
Thank you once again for your help in the survey. Please note that every single
voice that is added to this survey will give us a clearer impression on how the
study experience in Japan can be improved. We would really appreciate it if you
could share the survey link below to as many foreign students that you know.
Every single voice counts and we're counting on you too to make this survey as
successful as possible! Please use the link below.

調査にご協力してくださり、改めて感謝申し上げます。調査回答者が多ければ多いほ調査にご協力してくださり、改めて感謝申し上げます。調査回答者が多ければ多いほ
ど、私達が日本留学をどのように改善していけばいいかを明確に分かってきます。そのど、私達が日本留学をどのように改善していけばいいかを明確に分かってきます。その
ため、本調査がなるべく多くの留学生に行き届くように、皆様のお知り合いの留学生にため、本調査がなるべく多くの留学生に行き届くように、皆様のお知り合いの留学生に
シェアしていただけますと幸いに存じます。よろしくお願い致します。シェアの際にはシェアしていただけますと幸いに存じます。よろしくお願い致します。シェアの際には
下記のリンクをご使用してください。下記のリンクをご使用してください。

URL: https://jp.surveymonkey.com/r/7TF385V

This survey is conducted by the Japan Association for Promotion of
Internationalization. Please direct any enquiries to info@japi.or.jp
この調査は一般社団法人この調査は一般社団法人 日本国際化推進協会によって実施されております。お問い合日本国際化推進協会によって実施されております。お問い合
わせはわせはinfo@japi.or.jpまででお願い致します。まででお願い致します。

For the results of the previous year's survey. Please access the link below.
昨年度の調査結果は下のリンクでアクセスできます。昨年度の調査結果は下のリンクでアクセスできます。
http://japi.or.jp/wp-
content/uploads/2016/12/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E8%AA%BF%E
6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8-v2.1.pdf

https://jp.surveymonkey.com/r/7TF385V
http://japi.or.jp/wp-content/uploads/2016/12/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8-v2.1.pdf

	Explanation and Profile ・ 調査説明および基本プロフィール
	＊＊This Survey has only 1 page. この調査は1ページあります。＊＊  中文版请点击这里：https://jp.surveymonkey.com/r/7T5DYFM Mời bạn xem bản Tiếng Việt tại đây：https://jp.surveymonkey.com/r/7T62MZP नेपाली अनुवादको लागि: https://jp.surveymonkey.com/r/FFS67J2  Thank you very much for your cooperation for this survey. This survey is meant for foreign students currently studying in Japan or for people who were foreign students in Japan within the past 5 years. Please do not respond if you do not belong to the above groups.  This survey is conducted by the Japan Association for the Promotion of Internationalization (JAPI) with the objective of finding out what the current problems faced by foreign students in Japan are. We held a similar survey last year which attracted over 1000 respondents. If you are interested, the link to the results is attached at the bottom.  This survey is meant to further investigate the landscape for foreign students in Japan. The results will be made public as well as being announced at the Japan Asia Youth Conference organized by JAPI in April 2017.  The results will also be reported to MEXT (the Japanese ministry responsible for education) so your voices will help in improving the experience of foreign students studying in Japan. We therefore would greatly appreciate it if you could share the survey after answering it. Thank you once again!  If you have already graduated please answer for your most recent experience studying in Japan of more than 1 month. If you are an exchange student please answer all questions based on your experience in the university you exchanged to in Japan.  調査へのご協力、誠にありがとうございます。本調査の対象は、現役留学生あるいは過去5年間留学生だった人です。対象に当てはまらない方は回答を差し控えて頂きますようご容赦願います。  この調査は、来日している留学生が直面している問題の顕在化を目的に、一般社団法人 日本国際化推進協会（JAPI）によって実施されております。昨年度、我々は1000人以上の留学生からの回答が集まった調査を行いました。今回の調査では留学生にまつわる状況をより一層掘り下げることを目的に行っております。調査結果は、2017年度のJAPI主催のJapan Asia Youth Conferenceにて発表させて頂きます。（昨年度の調査結果へのリンクは一番下にございます。）  あなたの声は日本留学の改善につながると我々は考えているため、今回の調査結果を文部科学省に報告させて頂きます。より多くの留学生の経験を反映させるために、ご自身の回答が終わりましたら、本調査をお知り合いの留学生にシェアして頂けたら幸いです。改めて、感謝申し上げます！  既にご卒業されている方は直近の1か月以上の留学経験に基づいてお答えください。交換留学生は、交換先である日本の大学での経験をもとにお答えください。
	* 1. Please tell us your sex. あなたの性別を教えてください。
	* 2. Please tell us your nationality. あなたの国籍を教えてください。
	* 3. Please tell us the name of the school you are attending. あなたが所属している学校を教えてください。
	* 4. What type of education are you receiving? あなたの受けている教育課程を教えてください。
	* 5. What is the field that you are studying in? If you study a field which spans across multiple fields, please choose the most appropriate field based on your own judgement. あなたが現在勉強している分野を選択してください。分野を跨って勉強をしている方は、一番近い分野を選択してください。
	* 6. Aside from language classes, are you receiving your education in English or in Japanese?  言語の授業を除いて、あなたは現在日本語で教育を受けていますか？それとも英語で受けていますか？
	* 7. Where do you currently live? (Choices are from north to south, east to west.  If you live outside Japan, please input your country of residence in the "others" option)
	* 8. How long have you studied / have you been studying in Japan in total? これまで日本でどのくらいの期間、勉強してきましたか？日本での留学経験を全て合わせてお答え下さい。
	* 9. Are you currently studying full-time in Japan right now? あなたは現在、日本では正規学生ですか？
	10. If you are not currently studying in Japan now, please tell us the year which you left Japan or graduated from your course. 現在日本で勉強していない方は、日本から離れた年、あるいは、卒業した年を記入してください。
	* 11. Were you / are you in Japan on an exchange program? (If you have studied in Japan multiple times please answer for your most recent time excluding programs of a month or less) 交換留学で来られましたか？（数回日本に勉強しに来た人は、一か月以上の、もっとも最近の留学経験で答えてください。）
	* 12. Are you currently receiving a scholarship? Please indicate which type of scholarship you are receiving if you have one. あなたは現在奨学金を受給していますか？受給している場合、その種類を教えて下さい。  In the case that you are receiving two or more scholarships, choose the one which pays you a larger sum per month. ２つ以上の奨学金を受給している場合は金額の大きい奨学金を選んでください。
	* 13. Please tell us about your current living conditions 現在のあなたの住居事情について教えて下さい。
	* 14. Please tell us more about your Japanese language level. あなたの日本語能力について教えてください。
	* 15. How far do you agree with this statement: "I feel that coming to Japan was the right choice." 「日本に来てよかった」という文に、どのくらい共感しますか？
	* 16. How satisfied are you with the following aspects of your stay in Japan? 日本での留学にあたって、あなたは次に続く項目についてどのくらい満足していますか？
	* 17. What problems have you faced in your studies in Japan? Select all which apply. 日本での学業においてどのような問題に直面しましたか？該当する箇所すべて選んでください。
	* 18. When have you face problems in Japan, who do you commonly approach for help? 日本での留学において問題に直面した時に、普段誰に相談しますか？
	* 19. Have you ever thought of interrupting your studies and returning to your country? If so, select all the relevant reasons. 学業を中断（中退）して、国に帰ることを考えたことがありますか？「ある」方は、該当するすべての理由を選んでください。
	* 20. What were your reasons for choosing your current school? Choose all which apply. 現在在籍している学校を選んだ理由を教えてください。該当するすべての選択肢にチェックを入れてください。
	* 21. How useful were the following sources of information in getting to know about your school? あなたが現在在籍している学校を選ぶにあたり、次に続く項目（情報源）がどのくらい役に立ちましたか？
	* 22. To you, what were the positive aspects of studying in your current school? Select all which apply.　あなたにとって、現在通っている学校に入学してよかったと思う点はどれですか？該当するすべての選択肢にチェックを入れてください。
	* 23. Out of the following, choose at least 2 things that you wish that your school could provide. 次に続く項目の中で、あなたの学校にやっていただきたいことを２つ以上選んでください。
	* 24. In your opinion, what prevents people from coming to study in your school? Choose up to four reasons. あなたにとって、あなたの国の学生があなたの学校に留学することを妨げている要因は何ですか？4つまで選んでください。
	* 25. After all your studies (including education beyond your current course) have been completed, where and in which type of organization do you think you are likely to work? Choose all which you feel are probable. 学業を終えた後（進学も含んで）、あなたはどういう組織、またどこで働くと思いますか？可能性が高い選択肢をすべて選んでください。  Large companies are defined as having 500 or more employees. 大手企業は従業員数が５００人以上の企業を指します。
	* 26. What are your reasons for wanting to work in Japan? Select all which apply. 日本で働きたいと思う理由をすべて選んでください。
	27. If you have any other comments about the topic please also feel free to add them below. その他ご意見がございましたら、下の欄に記入してください。
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