
Q20．
沖縄の人へのメッセージや「こうなったらいいな」と
いう期待・提案・アイデアをお願いします。 【自由記述】

回答を以下４つのカテゴリーに分類

1. 現状報告 p2

2. 感謝 p3-4

3. 提案・依頼・期待 p5-p19

(14のキーワードで分類)

4. 激励・アドバイス p20-p24
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１．現状報告

・今日本🇯🇵が両学生のために手伝っています。

・沖縄のひとじゃない、外国人はたいへんになっています

・休み時間を利用して沢山の技能を学ぶ。

・がんばります。
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2．感謝

• アンケートで私たち外国人のことを知るために私たちの声を聞いてくれて、
ありがとうございます。 Arigato gonzaimasu

• ありがとうございました

• ありがとうございます

• コロナウイルスが発生後仕事をなくして新しい仕事を見つからなくて困っ
ていた人々にライフジュニア日本語学院で毎日お弁当🍱を配っていた居酒
屋の店員さんがいました。本当にあの店員さんことは心から感謝していま
す。また、外国人にも10万円を提供してくれた日本🇯🇵政府のことも本当に
心から感謝しています。
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2．感謝

【沖縄の人へのメッセージ】

・何の問題もありません。沖縄と沖縄の人々はとてもいいです。

沖縄は日本で一番の場所で何も問題はないです。

・私の意見では、沖縄の人々は規律があり、政府の規制に従っているので、

私は何も言うことはありません。

・沖縄の人たちはとても親切です

・沖縄の人はいい

・沖縄人は外国人を大切にしているのを感謝しております。

・沖縄の人みんな好きです。

4



３．提案・依頼・期待

【コロナウィルス感染、感染拡大防止に関して】

・安全に過ごしてほしいと言いたいです。 予防するための物を使って。

・ちゃんとマスクをやってほしい。

・コロナウィルスのワクチンはやくつくってほしい

・アルコール消毒やマスクは、個人で負担せず、供給すべきです。

・コロナウィルスワクチンを早くさがして下さい。

・コロナウィルスをならないようにちゃんとマスクをしてほしいです。
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３．提案・依頼・期待
【アルバイトの時間の減少①】

・外国人のためにもっとサポートが必要だと思う

・外国人の学生達はもっとたいへんだからちょっと外国人のがく

せいにやさしくし てほしいです。学生のせいかつするのはち

へんだから那覇市はアルバイトはもっとながくじかんとか一週

間の４５時間なるようにしててつだってほしいです。

・今コロナが増えているのであるアルバイトの時間がなくなった

から、ちょっとたいへんになりましたが、てつだってください。

そして、ビザのしんぱいです.さいきんちょっときびしくなり

ました。
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３．提案・依頼・期待

【アルバイトの時間の減少②】

・コロナのせいで皆外国人がバイトで決まっているのでバイトのところで

外国人のシフト減って日本人がいれらるから大変です。外国人が自分の国

じゃないから生活が大変です手伝いするだれもいないからバイトが なく

なったから大変です。から 外国人の気持ちが少し考えてほしいです。

・仕事の機会を与えて欲しい。アルバイトのじかんをもっとながくしほしい

です。

・コロナの関係でアルバイトの時間がなくなったので、生活が難しくなりま

した。アルバイトをなくなった人にお金があげた方がいいと思います。
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３．提案・依頼・期待

【待遇・視線・眼差し】

・現在、沖縄に在住する外国人の処遇を改善してほしい

・人種差別はやめましょう

・日本人でも外国人でもお互い勉強しましょう、中国人に差別しない

でください、サービス業の愛想もっと良くなったらほがいいと思い

ます。

・日本人は私に時々悪い面で見られていると思う。“あなたはコロナ

を持っている”というような見方を感じる。ちゃんと感染予防対策

しているのに、これはちょっと残念〜でも、私たちのためにサポー

トする団体があるので、心から感謝しています。
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３．提案・依頼・期待

【もっと親切にしてほしい＠仕事場】

・外国人が日本語がわからない時におこっています。そのばあいにはみんな

困っています。日本はみんなしんせつにしたほうがいいです。

・仕事のアドバイスを優しくしてください。

・外国人にしごとをおしえるときにもっとしんせつにおしえてほしいです。

・私たちは外人だから怒らないで分かりはすい日本語ではなしてください。

・私たちネパールの学生を支配しているように感じます。職場で。これは

私たちを本当に悪い気持ちにします。
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３．提案・依頼・期待

【金銭面での支援】

・コロナの影響でお金も少ししかありません。

政府から１０万ぐらい寄付金をもらったら少し助かります。

・こまったときにお金を￥100,000もらっていいとおもいます。

・生活たいへんになってますのでお金をいただきたいです。

よろしくおねがいいたします。
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３．提案・依頼・期待

【翻訳】

・もし翻訳サービスがあれば、私は利用します（もちろん、お金を

払います）。

翻訳サービス：子供の学校の申し込み、医療の説明書、レポートなど

・学校でインドネシア語ほんやくする先生がいます。
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３．提案・依頼・期待

【相談】

・外国人の相談するところが欲しいです。又はインドネシア語で

できる人もお願いいたします。
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３．提案・依頼・期待

【日本語学習】

・無料日本語を教えてくれたら、ありがたいです。

授業料を払うお金はないからです。

・皆が交流し、勉強し合える日本語クラスを増やしてほしいです。
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３．提案・依頼・期待
【交流イベント・共有】

・沖縄の皆さんが多国籍の人たちの事を理解していろんな交流イベントに積極的に

外国人を参加させた方が良いと思います。

・話す機関やコミュニティが必要だと思います。

・難しい場合でも連絡を取り合う

・オフラインで一緒に話したい

・多くの友達と知り合いになりたい

・外国人向けの交流場、気楽に相談できる所

・もっと交流して仲良くしたい

・同じ状況に苦しんでいる人達（例えば他の外国人たち）と心配事や困難を

シェアしあえたらいいなと思います。

・日本人は外国人との交流、意見交換がもっともっと必要
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３．提案・依頼・期待

【情報発信】

・日本の優れた行政のシステムによって、沖縄に住む外国人との連絡を容易に

するのは当然のことです。しかし、コロナの影響で状況が大きく変化し、支

援に関するメッセージや情報は何も入っていません。

・誰もがわかるコロナの情報にしてほしい

・ポルトガル語でのコロナ感染疑いの対応に関しての情報の少なさ

・沖縄に在住しながら、特に外国人としての困ったことはありませんが、コロ

ナや緊急事態を備え、役に立つ情報を、外国語で共有することは、必要だと

思います。
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３．提案・依頼・期待
【アパート賃貸、不動産】
・外国人にへやをかりるがたいへんですからちょっとかんたんにしてほしいです。

・がいこくじんが沖縄にすんでいるときいちばんもんだいをうちをかすことです。

ネパールより日本のルールをべつですからへやをさがすときはとてもたいへんです。

・外国人向けの不動産サポートを拡大してほしいです。内地より外国人にややこし

い条件付きの物件が多く、入国以降お家探しからとっても大変です。(沖縄県民

保証人など)外国人が落ち着いて沖縄生活を始められるように支援方法を考えてもらい

たいです。

・外国人として連帯保証人を準備するのは難しい事でございます。連帯保証人

以外の方法が有れば良いと思ってます。

・不動産求めてる時地元の保証人制度はなくしてお願いします。
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３．提案・依頼・期待
【ビザ関連】

・コロナの影響で仕事が減っていいたため、学校を卒業したら就職ビザを簡単にしてしていた

だけますように。

・ビザの有効期限がなくなる際にコロナ感染の状態の間に帰国することが難しく、これにより

緊急ビザを延長していだたけますように。帰国する時に少しお金を持てますように。

・いまはコロナウィルスなので わたししごとをしているかいしゃに しごとすくなくなった

ので せいかつとてもたいへんです。いまはわたしは いっしゅうかんに４にちと５にちだ

けしています。いちにち3じかんだけじかんです。それからがっこうひのサポトほしいです。

・外国人にとって、手に入りやすい就職情報や働きやすくするため、沖縄県が事業所への就職

ビザの発給を積極的に勧奨してほしいです。（ビザの問題のため、韓国へ帰国する事例が多い）
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３．提案・依頼・期待
【その他①】

・はたらけ

・無料お弁当を配って欲しい

・誰かが困った時に助けて欲しいです。

・みんなさんあつめてないようにルールがつくたほうがいいです。

・沖縄で勉強、就労、生活している外国人に困っていないか、と常に聞くこと

・Hallal 食べ物とかhallal 食堂あったらよかったです

・私自身は自営業で、補助金ももらえるし、日本語もできるので、大きな問題

がなかったですが、周りにコロナで仕事を失い、失業保険以外補助金はなく、

次の仕事も見つからない友人がいます。もう少し外国人のための臨時の仕事

や、補助金があれば助かるなあと思います。
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３．提案・依頼・期待
【その他②】

・しごとをさがしてほしいです。おねがいいたします。

・COVID19規制を強化し、困っている人に支援を提供してください！

・多くの選挙に行ってほしい。

・もし、がいこくじんがコロナになったらたすけてください。

・ながいじかんしごとしてもいい

・がくひはちょっとさがったほうがいいだとおもいます。

・コロナのあいだいにGOTOトラベルあってもあそびにいかないでください。

・じぶんのいえでごはんつくったり、そとでなかったり。
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４．激励・アドバイス
・新型コロナに負けないでください

・コロナを恐れないでください。

・健康に気をつけて

・Covid19に注意すること。自分たちの体調を管理しましょう。

・健康に気をつけて

・苦あれば楽あり、楽あれば苦あり。一緒に頑張りましょう。

・はたらけ

・ネパールにいる友だちもう沖縄で留学しない方がいいですなぜって言ったらコロナで

しごとがないです

・マスク着用など、コロナ感染予防のたの基本的なマナーを皆で守られたらと思います。

・辛いですが、生きていくために我慢しましょう。。。

・元気出して、コロナを乗り越えましょう。

・一緒に頑張ってこの大変な状況を乗り越えて行きましょう
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４．激励・アドバイス
・コロナ、気を付けて下さい。全部の空港を閉鎖すればいいけど、現実的に

無理だから。

・ファインディング・助けて

・必ず良くなると思うので、もう少しがんばりましょう。

・一緒に乗り越えましょう

・夢を持って、生きることが出来ればと思う。

・皆にとって、大変な時期だけど、乗り越えられることを願います。

・Take care

・All is good

・外に出ないで出来るだけマスクとアルコール消毒をしましょう。

・だいじょぶです・皆さんきをつけて、自分のやることをやってください。

・Equality（平等）

・Stay safe
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４．激励・アドバイス
・ stay home stay safe

・すべての人は自分自身で気をつけて

・大丈夫です。

・コロナ感染予防対策はちゃんとつづければ、コロナを乗り越えられると

思う。

・ワクチンが早くできるように、願っています。

・がんばろう！

・みなさん気をつけましよね

・皆気を付けなければならないです。

・コロナで皆さんが世界でもっとたいへんになりました。それで仕事やめ

る人もどんどん大きくなりました。それで家族もたいへんなって、みん

な心配しています。世界でもっとなりましたから みんな気をつけてく

ださい。気をつけながら、そろそろコロナが少なくなると思います。
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４．激励・アドバイス
・コロナの薬できたほがいいです

・協力して前に進んで下さい。

・何の要望もありません。

・パンデミックを収束してください。

・なんでもいいです。

・現在、パンデミックがとても危ないだから、皆は地域に感染拡大にならないように

感染防止対策を意識をもって行うべきです。

・すべての人が手を取り合おう

・みんなでコロナを乗り越えましょう

・頑張って

・今のところありません。

・自分を守る意識を高めてほしい。

・皆で頑張っていこう！

・がんばって

・一緒にコロナを乗り越えましょ！
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４．激励・アドバイス
・学校から何ももらっていない

・コロナあぶないですから、気をつけてください

・みなさんはきをつけてコロナをうつらないようにして下さい

・take care

・Be happy

・be carefull and be safe

・強くなり、自分の世話をしてください。

・みんなちゃんとマクスきてコロナが亡くなるようにしましょうたくさん人集まら

ないようにしよう

・1人1人気を蹴ないといけないです。

・沖縄のどのへんに住んでいてもコロナーをかからないように協力お願い致します。

・Gambattekudasai

・stay save
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