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【1】 日本文化についての知識や興味について  

Regarding your knowledge and interest about Japanese culture 
1.1 現代文化について About modern culture 
1.1.1 以下の日本の現代文化について知っているものをチェックしてください（複数回答可）。 

Which Japanese modern culture do you know?  (Please tick all that apply.) 
□ 漫画とアニメ Manga and Anime（e.g. Naruto, Bleach, One Piece, Hayao Miyazaki） 
□ 音楽 Music（e.g. Puffy, SMAP) 
□  映画 Films（e.g. Takeshi Kitano) 
□ ゲーム Games (e.g. Nintendo DS, PSP, Wii, PS3) 
□ 小説 Novels (e.g. Haruki Murakami) 
□ キャラクターグッズ Character Goods (e.g. Hello! Kitty) 
□  ヤング向けファッション Young Fashion (e.g. Muji-brand, Shibuya109, Akiba, UNIQLO) 
□ 日本のデザイナーズファッション Designer Fashion (e.g. Issey Miyake, Kenzo, Yohji 

Yamamoto) 
□ その他の人は以下に具体的に書いてください。Others (Please state it.) 
（                                       ） 

1.1.2 上記の日本の現代文化をどのような情報手段で知りましたか（複数回答可）。 
 How did you know the Japanese modern culture mentioned above? (Please tick all that apply.) 

□テレビ TV   □ ビデオ Video  □ ラジオ Radio  □ 本 Book  □インターネット Internet   
□学校 school  □雑誌 Magazine  □イベント Events □ 知人から acquaintance (friend etc)    
□その他の場合、書いてください Others (Please state it.) (                                ) 

1.2 伝統文化について About traditional culture 

□柔道 

Judo 

□空手

Karate 

□剣道

Kendo 

□華道 Kado 

(flower 

arrangement ) 

□茶道 Sado  

(tea ceremony)

□着物 Kimono 

(traditional 

clothes ) 

□歌舞伎

Kabuki 

□寿司 

Sushi 

□陶器 

Touki 

(ceramic) 

 

 

 

 

 

 

  

横浜国立大学留学生対象「浴衣着装ワークショップ」事前アンケート 
 Questionnaire about “Kimono” & “Yukata” 

1.2.1 以下の日本の伝統文化について知っているものをチェックしてください（複数回答可）。 
Which Japanese traditional culture do you know?  (Please tick all that apply.) 
□その他の人は以下に具体的に書いてください。Others (Please state the name of it.)  
(                                                     ) 
 
1.2.2 上記の日本の伝統文化をどのような情報手段で知りましたか（複数回答可）。 
 How did you know the Japanese traditional culture mentioned above?  (tick all that apply ) 

□テレビ TV   □ ビデオ Video  □ ラジオ Radio  □ 本 Book  □インターネット Internet   
□学校 school  □雑誌 Magazine  □イベント Events □ 知人から acquaintance (friend etc)    
□その他の場合、書いてください Others (please state it.) (                                ) 
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【２】きもの文化に対する興味と知識) 

 Regarding your knowledge and interest about “Kimono” culture  

2.1.このアンケートの前に「きものあるいは和服」という言葉を聞いたことがありますか。 
 Have you ever heard the word “Kimono” or “Wafuku” before this questionnaire? 
□はい Yes                     □ いいえ No 
                                
2.2 きもの文化について以下の内容の中でどれを学びたいと思いますか（複数回答可）。 
 What topic(s) of kimono do you want to learn? (Please tick all that apply.) 
 
□きものの着こなし方について How to wear kimono 
□ひもや帯の結び方について How to tie the sash, Obi 
□きものの保管方法について 

How to maintain kimono 
□きもののデザイン・構成について 

Design & Composition of kimono 
□きものの模様について Pattern of kimono 

□ きものの歴史について History of kimono  
□ きもの産地について Major producer of kimono 
□ きものの染めについて Dyeing of kimono 
□ きものの格について Formality of kimono 

 

【３】個人の属性に関わる質問  Personal Information 

 

3.1 年齢区分 Your Age (tick as appropriate) 
□ ←10(Years)     
□ 11-20    
□  21-30   
□ 31-40   

 

□ 41-50   
□ 51-60  
□  61-70  
□  →71 

 

 

 
3.2 性別 Your Gender  (tick as appropriate)      
  □男性 Male   □女性 Female 
 
3.3 国籍 Your Nationality (please state your country.)  
(                                                 ) 
 

★あなたの身長を書いて下さい。          ㎝    ※ゆかたの準備のための調査です。 

Please state your height for knowing your Yukata size. 
 


