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本調査票の複写・電子化・頒布をなさらないようお願いいたします。

右記の番号は、お礼をお届けするために必要な番号です。
切り取らないようにお願いいたします。

若者の生活と意識に関するアンケート
2014 年 10 月
私たち㈱日本リサーチセンターは 1960 年の創設以来、世論調査や市場調査などを専門に行っている
マーケティング・リサーチ会社です。
このたび、上智大学（東京都千代田区）総合人間科学部・藤村研究室からの委託により、
『若者の生
活と意識に関するアンケート』を実施することになりました。これは、皆様のような年齢の若い方々
の日々の過ごし方や生活についてのお考えをおうかがいするもので、結果は若者文化や若者への施策
検討の貴重な資料とさせていただきます。
ご回答はすべて「○○という回答が△△パーセント」というように統計的数字にまとめられます。
あなた様の個々の内容やお名前が出ることは絶対にございません。また、学術研究としてご意見をお
うかがいするのが目的で、それ以外の用途に使用することは一切ございません。
㈱日本リサーチセンターは、個人情報保護法、及び社団法人日本マーケティング・リサーチ協会の
「マーケティング・リサーチ綱領」を遵守して、世論調査・市場調査を行っています。
お忙しいところ、誠に恐れ入りますが、アンケートの趣旨をご理解の上、ぜひともご協力ください
ますよう、心よりお願い申し上げます。なお、アンケートにご協力いただいた方には、些少ではござ
いますが、500

円相当の図書カードを後日お送りいたします。

＜お問合せ先・調査実施機関＞
株式会社日本リサーチセンター
ギャラップ・インターナショナル・アソシエーション・メンバー

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-7-1
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nrc.co.jp

「たいせつにしますプライバシ
ー」マークは、個人情報について
十分な保護策を講じている企
業・団体に対して(財)日本情報処
理開発協会が与えているマーク
です。

国際標準化機構が
認証している品質
の国際規格です。弊
社は２０００年に
取得いたしました。

＜ご回答いただくにあたってのお願い＞
●このアンケートにお答えいただきたいのは、宛名のご本人様です。
（特に今回は１０代後半～２０代の方向けのアンケートとなっております）
●各設問の「あてはまるもの１つに○をしてください」等の指定にしたがって、質問番号の順番に、
鉛筆か、黒又は青のボールペンで○をつけていただくか、または数値をご記入ください。
●質問によっては、ご回答していただく方が限られる場合があります。その際は設問に必ず下線をひ
いておりますので、ご注意ください。
●「ご意見を記入していただく」欄や「その他」の欄には、具体的にご記入ください。
ご記入いただいたアンケート用紙は、同封の返信用封筒にて、

１１月１４日(金)までにご投函ください。お名前の記入、切手は不要です。
上記期日までに投函頂いた方には、締め切り日より約１ヵ月後にお礼をお届けします。
＜調査主体＞ 上智大学 総合人間科学部
茨城大学

人文学部

日本学術振興会

教授

藤村正之

講師

寺地幹人

特別研究員

牧野智和

はじめに，メディアとあなたとのかかわりについておうかがいします。
Ｑ１ あなたは，携帯電話・PHS をご利用ですか。また，スマートフォン（iPhone，アンドロイド端末など）は
ご利用ですか。利用しているものすべてに○をしてください。
【550】
1. 携帯電話・PHS（スマートフォンは除く）(77, 14.0%) 3. どちらも利用していない (3, 0.5%)
→Ｑ４へお進みください
2. スマートフォン（iPhone，アンドロイド端末など）(505, 91.8%)
Ｑ２ あなたが，自分専用の携帯電話・PHS，スマートフォンを初めて利用したのは何歳からですか。自分専用
の携帯電話・PHS とスマートフォンを，それぞれ初めて利用したときの年齢を記入してください。
（利用した
ことがない方は 2．に○をしてください。
）
1.［平均 14.23］歳から利用 2. 利用したことがない
携帯電話・PHS（スマートフォンは除く）
【516】 (486, 87.7%)
(29, 5.6%)
1.［平均 19.96］歳から利用 2. 利用したことがない
スマートフォン（iPhone，アンドロイド端末など）
【522】
(499, 90.1%)
(22, 4.2%)
Ｑ ３ あ な た は ， 携 帯 電 話 ・ PHS ・ ス マ ー ト フ ォ ン で ， 週 に 何 通 く ら い メ ー ル を 送 信 し ま す か 。
それぞれ，プライベートでのメールと，それ以外（仕事・学業関連など）のメールに分けてお答えください。
（送信しない場合は「0」と記入してください。
）
プライベートでのメール 【542】
・・・・・・・・・・週に［平均 16.91］通くらい送信
それ以外（仕事・学業関連など）のメール【526】
・・ 週に［平均 4.37］通くらい送信
Ｑ４ あなたは，LINE（ライン）を利用していますか。利用していない方は 2．に○をしてください。利用して
いる方は，一日に平均してどれくらい通話しますか。また，一日に何通くらいメッセージ（スタンプも含む）
を送信しますか。さらに，LINE で登録している友だちの数とグループ数も記入してください。
【552】
1. LINE（ライン）を利用している (486, 88.0%)
↓
通話【442】
・・・・・・・・

2.

LINE（ライン）を利用していない →Ｑ５へお進みください

一日に［ ］時間 ［ ］分くらい 平均 22.72 分

メッセージ（スタンプも含む）数【478】 一日に［ 平均 42.83
[

友だちの数【481】

(66, 12.0%)

平均 105.26

］通くらい送信
]人

［
平均 9.71
］グループ
※1 度かぎりの用事や集まりのために作成したグループは除く

グループ数【473】

Ｑ５ あなたは，パソコンあるいは携帯電話・PHS・スマートフォンで，一日に平均してどれくらいインターネ
ットを利用していますか。ウェブ，ブログ，プロフ，SNS 等，すべての利用を含めてお答えください。
（平日・
休日を合わせた平均時間でお答えください。利用していない場合は「0」と記入してください。
）
パソコンで

【515】

携帯電話等で 【545】

一日に［略］時間 ［略］分くらい 平均 64.96 分
一日に［略］時間 ［略］分くらい 平均 153.35 分

Ｑ６ あなたは，ふだん，インターネットにアクセスして，次のようなことをしますか（携帯電話等からのアクセ
スでも，パソコンからのアクセスでも，どちらでもかまいません）
。あてはまるものすべてに○をしてください。
【552】
1.

(171, 31.0%)

掲示板「２ちゃんねる」(まとめサイト含む)を読む・書き込む

7.

動画サイト（YouTube やニコニコ動画など）を見る

(440, 79.7%)

2. それ以外の掲示板を読む・書き込む (103, 18.7%)

8. Facebook を読む・書き込む (222, 40.2%)

3. Twitter を読む・書き込む (273, 49.5%)

9. mixi を読む・書き込む (53, 9.6%)

4. 自分のホームページ・ブログの開設・運営 (42, 7.6%)

10. オンラインゲームやソーシャルゲームで遊ぶ (277, 50.2%)

5.

11. ケータイ小説を読む (59, 10.7%)

LINE 以外の無料通話アプリ（Skype，カカオトーク等）を使う

(84, 15.2%)

6. プロフサイト（前略プロフィールなど）を読む・書き込む (14, 2.5%)

12. この中で利用しているものはない (18, 3.3%)
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Ｑ７ あなたは，SNS で次のようなことをしていますか。あてはまるものすべてに○をしてください。ここでは
SNS として Facebook，mixi，GREE，Mobage などをお考えください。Twitter と LINE は含みません。
（複数の SNS をご利用の方は，
各項目のような利用をしている SNS がひとつでもあれば，
○をしてください。
）
【546】

1. 日記・近況を書く
(158, 28.9%)

5. ゲームをする
(147, 26.9%)

9. 実名を登録している
(181, 33.2%)

2. コメントを書く(199, 36.4%)

6. 自分の現在地を知らせる(18, 3.3%)

10.

3. 「いいね！」を押す(232, 42.5%) 7. 自分で写真をアップロードする(160, 29.3%)
4. コミュニティに参加する
8. 他の人がアップロードした写真をみる
(74, 13.6%)
(209, 38.3%)

実名を全体に公開している(83, 15.2%)

11. 自分の顔写真を公開している(107, 19.6%)
12. SNS は利用していない
(182, 33.3%)

Ｑ８ 次にあげることがらについて，あなたにあてはまるものすべてに○をしてください。
【545】
1.
2.
3.
4.
5.

インターネットや携帯電話等で知り合った相手と直接会ったことがある (153, 28.1%)
インターネットや携帯電話等で知り合った相手と友だちづきあいをしている (120, 22.0%)
インターネットや携帯電話等で知り合った相手に恋愛感情を持ったことがある (44, 8.1%)
テレビゲームの登場人物（キャラクター）に思い入れを持ったことがある (114, 20.9%)
この中にあてはまるものはない (292, 53.6%)

ここからは，音楽についておうかがいします。
Ｑ９ あなたは，一日に平均して音楽をどのくらい聴きますか。
（聴かない人は「0」と記入してください。）
【553】
一日に
時間
分くらい
平均 81.42 分
Ｑ１０ あなたの好きな音楽家（歌手・バンド・グループ・演奏家・作曲家・プロデューサーなど）を３人（ま
たは３組）以内で好きな順に具体名をあげてください。
（外国・国内および故人・現存者を問いません。具
体的にお書きください。好きな音楽家が１人もいない場合は１番目に×を書いてください。
）
1 番目：
略
2 番目：
略
3 番目：
略
Ｑ１１ あなたの好きな音楽ジャンルは何ですか。あてはまるものすべてに○をしてください。【544】
1
2.
3.
4.
5.

邦楽ロック
(194, 35.7%)
洋楽ロック
(121, 22.2%)
パンク
(32, 5.9%)
ヘヴィメタル
(19, 3.5%)
ヴィジュアル系
(54, 9.9%)

6
7.
8.
9.
10.

J ポップ
(422, 77.6%)
洋楽ポップ
(143, 26.3%)
K ポップ
(60, 11.0%)
R&B
(73, 13.4%)
アイドル
(102, 18.8%)

11.

J ラップ
(45, 8.3%)

16.

12.

洋楽ヒップホップ

17.

(60, 11.0%)
13.

18.

14.

ジャパレゲ
(35, 6.4%)
洋楽レゲエ
(31, 5.7%)

15.

ハウス･テクノ

20.

19.

(23, 4.2%)

演歌･歌謡曲
(21, 3.9%)
ジャズ
(66, 11.9%)
クラシック
(99, 18.2%)
フォーク・ニューミュージック
(11, 2.0%)

21.

映画音楽･サントラ

24. 好きなジャンルはない
(12, 2.2%)

(119, 21.9%)

22.
23.

ア ニ メ ･ 声 優･ ゲ ーム
(188, 34.6%)
同人音楽･ﾎﾞｶﾛ
(86, 15.8%)
その他
(16, 2.9%)

Ｑ１２ あなたはふだん，次にあげることをどれくらいしていますか。それぞれ１つずつ○をしてください。
よく
する

まあ
する

あまり
しない

まったく
しない

a) 好きな音楽の CD を購入する【550】

(72, 13.1%)

(114, 20.7%)

(170, 30.9%)

(194, 35.3%)

b) ダウンロードストア（「着うた」を含む）で楽曲を購入する【550】

(49, 8.9%)

(72, 13.1%)

(117, 21.3%)

(312, 56.7%)

c) CD レンタル店を利用する【550】

(112, 20.4%)

(159, 28.9%)

(130, 23.6%)

(149, 27.1%)

d) コンサートやライブに行く【550】

(51, 9.3%)

(115, 20.9%)

(125, 22.7%)

(259, 47.1%)

(34, 6.2%)

(67, 12.2%)

(435, 79.2%)

e) 音楽家と交流できるイベント（握手会，サイン会など）へ行く【549】 (13, 2.4%)
f) ヒットチャートの順位を確認する【549】

(44, 8.0%)

(81, 14.8%)

(132, 24.0%)

(292, 53.2%)

g)

(247, 45.1%)

(167, 30.5%)

(81, 14.8%)

(53, 9.7%)

(33, 6.0%)

(63, 11.4%)

(426, 77.2%)

動画サイト（YouTube やニコニコ動画など）で音楽作品を鑑賞する【548】

h) 動画サイト（YouTube やニコニコ動画など）に音楽に関する動画（作品・ (30, 5.4%)
カラオケ・楽器演奏など）をアップロードする【552】
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Ｑ１３ 次の音楽に関する考え方や行動は，あなたにどのくらいあてはまりますか。それぞれ１つずつ○をして
ください。
あて
はまる

ややあてはまる

あまり
あてはまらない

あてはまらない

a) 楽曲のメロディを重視して音楽を聴く【551】

(227, 41.2%)

(251, 45.6%)

(46, 8.3%)

(27, 4.9%)

b) 楽曲の歌詞を重視して音楽を聴く【551】

(155, 28.1%)

(261, 47.4%)

(101, 18.3%)

(34, 6.2%)

c) 楽曲のリズムやノリを重視して音楽を聴く【547】

(241, 44.1%)

(242, 44.2%)

(44, 8.0%)

(20, 3.7%)

d) 音楽家のビジュアル（ルックスの良さや，魅力的な外観）を重視する【550】 (38, 6.9%)

(152, 27.6%)

(177, 32.2%)

(183, 33.3%)

e) 音楽家の人間性（生きざまや，メッセージの魅力）を重視する【552】

(53, 9.6%)

(155, 28.1%)

(194, 35.1%)

(150, 27.2%)

f) 流行の音楽をチェックして，乗り遅れないようにしている【551】

(18, 3.3%)

(85, 15.4%)

(204, 37.0%)

(244, 44.3%)

g) 音楽家がユニットやグループの場合，メンバー同士の人間関係が気になる【552】 (42, 7.6%)

(114, 20.7%)

(161, 29.2%)

(235, 42.6%)

h) みんなで一緒に盛り上がれる楽曲が好きだ【552】

(150, 27.2%)

(228, 41.3%)

(100, 18.1%)

(74, 13.4%)

i) 音楽をダウンロードする際は料金を支払うべきだ【552】

(96, 17.4%)

(177, 32.1%)

(161, 29.2%)

(118, 21.4%)

ここからは，マンガについておうかがいします。
Ｑ１４ あなたは，一ヶ月に平均して何冊くらいマンガを読みますか。それぞれのメディアごとにお答えくださ
い。
（まったく読まない方は 2．に○をしてください）
。
【545】読む(330, 60.6%)
1. 単行本平均 6.51 冊 雑誌 平均 1.81 冊 電子書籍（Kindle など）平均 1.11 冊 2.

読まない→Ｑ１６へ

(215, 39.4%)

Ｑ１５－１ あなたが現在よく読むマンガの種類を，次の選択肢からすべて選んで○をしてください。
（例とし
て雑誌名を挙げていますが，雑誌に限らず単行本も含めてお答えください。
）
【325】
1.
2.
3.
4.
5.
6.

男子児童向け（ｺﾛｺﾛなど）(8, 1.4%)
少年向け（少年ｼﾞｬﾝﾌﾟ，少年ﾏｶﾞｼﾞﾝなど）(249, 76.6%)
青年男性向け（ﾔﾝｸﾞｼﾞｬﾝﾌﾟ，ｱﾌﾀﾇｰﾝなど）(151, 46.5%)
成人男性向け（ﾋﾞｯｸﾞｺﾐｯｸ，近代麻雀など）(36, 11.1%)
成年コミック男性向け（快楽天など）(10, 3.1%) 11.
マンガ同人誌 (44, 13.5%)

7. 女子児童向け（ぷっちぐみなど）(3, 0.9%)
8. 少女向け（りぼん，花とゆめなど）(68, 20.9%)
9. 青年女性向け（Cookie，別冊ﾏｰｶﾞﾚｯﾄなど）(82, 25.2%)
10. 成人女性向け（KISS，FEEL YOUNG など）(35, 10.8%)
成年コミック女性向け
（絶対恋愛 Sweet，
BE×BOY など）
(25, 7.7%)

12. その他 (7, 2.2%)

Ｑ１５－２ あなたが現在よく読むマンガのジャンルを，次の選択肢からすべて選んで○をしてください。
1.
2.
3.
4.
5.

旅行 (10, 3.0%) 6. 格闘･ﾊﾞﾄﾙ (159, 48.3%) 11. SF･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ (152, 46.2%) 16. ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ (16, 4.9%)
エッセイ (9, 2.7%) 7. 歴史･時代劇 (57, 17.3%) 12. 日常系･空気系 (90, 27.4%)
17. TL･ﾚﾃﾞｨｺﾐ (13, 4.0%)
スポーツ (117, 35.6%) 8. 恋愛･ﾗﾌﾞｺﾒ (147, 44.7%) 13. 暴力･ﾔｸｻﾞ･ﾔﾝｷｰ (39, 11.9%) 18. やおい･BL (39, 11.9%)
学園･青春 (138, 41.9%) 9. ｷﾞｬｸﾞ･ｺﾒﾃﾞｨ (142, 43.2%) 14. ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ･麻雀 (18, 5.5%) 19. その他 (5, 1.5%)
料理･ｸﾞﾙﾒ (36, 10.9%) 10. ﾎﾗｰ･ﾐｽﾃﾘｰ (47, 14.3%) 15. ﾋﾞｼﾞﾈｽ･政治経済 (10, 3.0%) 【329】

Ｑ１６ 次のマンガに関する考え方や行動は，あなたにどのくらいあてはまりますか。それぞれ１つずつ○をし
てください。
あて
はまる

ややあてはまる

あまり
あてはまらない

あてはまらない

(25, 4.6%)

(67, 12.4%)

(166, 30.7%)

(283, 53.3%)

b) 好きなマンガは知り合いにすすめたい【542】

(112, 20.7%)

(160, 29.5%)

(112, 20.7%)

(158, 29.2%)

c) 自分の生き方に影響を与えたマンガがある【540】

(66, 12.2%)

(115, 21.3%)

(150, 27.8%)

(209, 38.7%)

(36, 6.7%)

(134, 24.8%)

(357, 66.0%)

(54, 10.0%)

(94, 17.3%)

(329, 60.7%)

a)

流行のマンガをチェックして乗り遅れないようにしている【541】

d) 成人してもマンガを読む人はオタクだと思う【541】 (14, 2.6%)
e)

(65, 12.0%)

ネットの画像サイト（Pixiv やニコニコ静画など）をよく利用する【542】
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ここからは，ファッションについておうかがいします。
Ｑ１７ あなたのファッションに関する情報源は，何ですか。参考にするメディアや場所， 著名人や直接会う
人などについて，あてはまるものすべてに○をしてください。
【552】
メディア・場所
著名人・直接会う人
1. ファッション雑誌 7. 通販サイト(楽天・ZOZOTOWN
など) (183, 33.2%)

(218, 39.5%)

2. 書籍,フォトブック 8. ショップ(ﾘｱﾙ店舗)

10. ファッションモデル

14. ショップの販売員

(108, 19.6%)

(156, 28.3%)

11. 読者モデル

15. 街中でみかける人

(23, 4.2%)

(227, 41.1%)

(66, 12.0%)

(206, 37.3%)

3. テレビ,映画

9. ｺ ﾚ ｸ ｼ ｮ ﾝ ･ ﾌ ｧ ｯ ｼ ｮ ﾝ ｼ ｮ ｰ

12. ﾀﾚﾝﾄ,ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ

16. 知人,友だち

(206, 37.3%)

(7, 1.3%)

(88, 15.9%)

(234, 42.4%)

4. ブログ,SNS

13. ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ,ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ, 17. 恋人
(100, 18.1%)
(23, 4.2%)
ｽﾀｲﾘｽﾄ (11, 2.0%)
18. その他 (12, 2.2%)
5. ショップ･メーカーなどの DM,HP (97, 17.6%)
6. ﾌｧｯｼｮﾝ系情報ｻｲﾄ・ｱﾌﾟﾘ（MERY・WEAR など）(57, 10.3%) 19. 特に情報は得ていない (100, 18.1%)
【Ｑ１７で「1. ファッション雑誌」を選んだ方におうがかいします。】
Ｑ１８ あなたがよく読むファッション雑誌を最大３つまであげてください。
（

略

）

（

略

）

（

略

）

【全員の方におうかがいします。
】
Ｑ１９ あなたはふだん洋服を買うとき，どのお店を利用しますか。あてはまるものすべてに○をしてください。
1. 百貨店 ( 伊勢丹･三越･阪急など )

4. ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店（幹線道路沿いにある店） 7. 通販サイト(楽天・ZOZOTOWN など)

(61, 11.1%)

(53, 9.6%)

(175, 31.8%)

2. 駅ﾋﾞﾙ･ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞﾙ（ﾙﾐﾈ･ﾏﾙｲなど） 5. 路面店(街中の通りに面した店)

8. その他

(197, 35.8%)

(19, 3.4%)

(118, 21.4%)

3. ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ（ｲｵﾝﾓｰﾙ･ｱｳﾄﾚｯﾄなど） 6. リサイクルショップ,古着屋
(435, 78.9%)

9. 特に利用しない(19, 3.4%)
【551】

(81, 14.7%)

Ｑ２０ ファッションや外見に関する次のことは，あなたにどの程度あてはまりますか。それぞれについて１つ
ずつ○をしてください。
あて
はまる

ややあて
はまる

あまり
あてはまらない

あてはまらない

a) ファッションは，高価なものより値段が安い方が良い【552】

(155, 28.1%)

(245, 44.4%)

(126, 22.8%)

(26, 4.7%)

b)

自分のファッションの傾向を「○○系」だと表現することができる
【551】

(32, 5.8%)

(79, 14.3%)

(214, 38.8%)

(226, 41.0%)

c)

ファッションを選ぶ時は，同性の友だちの視線をとくに意識する【551】

(38, 6.9%)

(185, 33.6%)

(177, 32.1%)

(151, 27.4%)

d) ファッションを選ぶ時は，異性の視線をとくに意識する【552】 (20, 3.6%)

(149, 27.0%)

(235, 42.6%)

(148, 26.8%)

e)

ファッションを選ぶ時は，不特定多数の人の視線を意識する【551】

(44, 8.0%)

(173, 31.4%)

(195, 35.4%)

(139, 25.2%)

f)

流行のファッションをチェックして乗り遅れないようにしている【551】

(21, 3.8%)

(122, 22.1%)

(198, 35.9%)

(210, 38.1%)

g) ファッションが他の人とかぶらないようにしている【550】

(59, 10.7%)

(185, 33.6%)

(178, 32.4%)

(128, 23.3%)

h)

(118, 21.4%)

(290, 52.6%)

(102, 18.5%)

(41, 7.4%)

i) 人から外見をほめられることがよくある【552】

(44, 8.0%)

(170, 30.8%)

(216, 39.1%)

(122, 22.1%)

j) 目立つ服装にならないようにしている【551】

(79, 14.3%)

(197, 35.8%)

(203, 36.8%)

(72, 13.1%)

(268, 48.6%)

(94, 17.0%)

(36, 6.5%)

ファッションを選ぶ時は，着心地の良さや品質を重視する【551】

k) 外見には，その人自身の特徴がよくあらわれていると思う【552】 (154, 27.9%)
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次に，あなたの身近な人間関係（友だちや恋人など）についておうかがいします。
Ｑ２１ あなたとつきあいのある友だちを親しさの度合いによって「親友」
「仲のよい友だち」
「知り合い程度の友
だち」に分けるとすると，それらはそれぞれ何人いますか。
（１人もいない方は「0」と記入してください。
）
a) 親友（恋人を除く）

【535】平均 3.51 人（そのうち異性【451】
：平均 0.56 人）

b) 仲のよい友だち（親友を除く）
【529】平均 14.38 人（そのうち異性【481】
：平均 3.42 人）
c) 知り合い程度の友だち
【503】平均 46.62 人くらい（そのうち異性【462】
：平均 15.63 人くらい）
【
「親友」や「仲のよい友だち」がいると答えた方におうかがいします。
】
Ｑ２２－１ 「親友」や「仲のよい友だち」とあなたはどこで知り合いましたか。以下のそれぞれについてあて
はまるものすべてに○をつけてください。
【512】
1. 幼稚園・保育園・小中学校で(373, 72.9%)
7. 学校や職場以外の習いごとやサークル活動で(57, 11.1%)
2. 高校で(399, 77.9%)
8. 近所づきあいで(30, 5.9%)
3. 大学で（短大・専門学校などを含む）(213, 41.6%) 9. 街（ゲームセンターやクラブ，居酒屋など）で(11, 2.1%)
4. 塾や予備校で(30, 5.9%)

10. ネット上のサービスやコミュニティで(49, 9.6%)

5. 職場で（アルバイト先を除く）(95, 18.6%)
6. アルバイト先で(107, 20.9%)

11. 趣味の集まりやイベントで(37, 7.2%)
12. その他(11, 2.1%)

【全員の方におうかがいします。
】
Ｑ２２－２ あなたは，友だちと次のようなことをしますか。①親友や仲のよい友だち，②知り合い程度の友だ
ち，それぞれについて１つずつ○をしてください。親友や仲のよい友だちがいらっしゃらない方は②のみお
答えください。
①親友や仲のよい
友だちと

1.する

②知り合い程度の
友だちと

2.しない

1.する

2.しない

a) LINE でメッセージのやり取りをする①【552】②【531】 (455, 87.2%)

(67, 12.8%)

(351, 66.1%)

(180, 33.9%)

b) 音声通話（電話やボイスチャットなど）でおしゃべりをする①【522】②【532】 (314, 60.2%)

(208, 39.8%)

(116, 21.8%)

(416, 78.2%)

c)

ビデオチャット（テレビ電話・Skype など）をする①
【523】②【532】

(60, 11.5%)

(463, 88.5%)

(14, 2.6%)

(518, 97.4%)

d)

近くのショッピングモールに遊びに行く①【522】②【531】

(388, 74.3%)

(134, 25.7%)

(133, 25.0%)

(398, 75.0%)

e) 都市の繁華街に遊びに行く①【524】②【532】

(362, 69.1%)

(162, 30.9%)

(138, 25.9%)

(394, 74.1%)

f) 互いの自宅や自室で遊ぶ①【523】②【532】

(372, 71.1%)

(151, 28.9%)

(78, 14.7%)

(454, 85.3%)

g) ゲームで協力プレイをする①【523】②【534】

(200, 38.2%)

(323, 61.8%)

(114, 21.3%)

(420, 78.7%)

h)

趣味（どのような趣味でもかまいません）について話をする

(465, 89.1%)

(57, 10.9%)

(330, 62.0%)

(202, 38.0%)

i)

好きなファッションについて話をする①【524】②【535】

(298, 56.9%)

(226, 43.1%)

(187, 35.0%)

(348, 65.0%)

j) 好きな音楽について話をする①【524】②【533】 (394, 75.2%)

(130, 24.8%)

(269, 50.5%)

(264, 49.5%)

k) 好きなマンガについて話をする①【523】②【533】 (317, 60.6%)

(206, 39.4%)

(213, 40.0%)

(320, 60.0%)

①【522】②【532】
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Ｑ２３ あなたの友だち全般とのつきあい方はどのようなものですか。以下のそれぞれについて１つずつ○をつ
けてください。
そうだ

どちらかといえば
そうだ

どちらかといえば
そうではない

そうではない

a) 友だちをたくさん作るように心がけている【544】

(51, 9.4%)

(149, 27.4%)

(204, 37.5%)

(140, 25.7%)

b) 初対面の人とでもすぐに友だちになる【542】

(60, 11.1%)

(177, 32.7%)

(178, 32.8%)

(127, 23.4%)

c) 年の離れた友だちが多い方だ【543】

(47, 8.7%)

(123, 22.7%)

(199, 36.6%)

(174, 32.0%)

d)

友だちといるより，ひとりでいる方が気持ちが落ち着く【543】

(90, 16.6%)

(233, 42.9%)

(159, 29.3%)

(61, 11.2%)

e)

友だちとの関係はあっさりしていて，お互いに深入りしない【543】

(61, 11.2%)

(252, 46.4%)

(190, 35.0%)

(40, 7.4%)

f)

友だちと意見が合わなかったときには，納得がいくまで話し合いをする
【544】

(25, 4.6%)

(117, 21.5%)

(263, 48.3%)

(139, 25.6%)

g)

遊ぶ内容によって一緒に遊ぶ友だちを使い分けている【544】

(134, 24.6%) (250, 46.0%)

(103, 18.9%)

(57, 10.5%)

(6, 1.1%)

(187, 34.4%)

(304, 55.9%)

h) いつも友だちと連絡をとっていないと不安になる【544】

(47, 8.6%)

Ｑ２４ あなたは，友だちと親しくなっていくときに，次のようなことを重要だと思いますか。以下のそれぞれ
についてあてはまるものすべてに○をつけてください。
【543】
1. 一緒にいると楽しい(502, 92.4%) 8. 相手のファッション（服装や髪形など）が自分の好みである(58, 10.7%)
2. 一緒にいて安心する(377, 69.4%)
9. 相手の社会的な立場や地位が高い(9, 1.7%)
3. 相手の考え方に共感できる(306, 56.4%) 10. 真剣に話ができる(329, 60.6%)
4. 自分の弱みを見せられる(242, 44.6%)
5. 相手と趣味や関心が近い(331, 61.0%)

11. 見習いたいところがある(232, 42.7%)
12. つきあいが長く続きそうだと思う(264, 48.6%)

6. 相手の年齢が自分と近い(137, 25.2%) 13. 電話やネット上のやりとりだけでなく直接会うことができる(224, 41.3%)
7. 相手が同性である(126, 23.2%)
14. この中にあてはまるものはない(6, 1.1%)
Ｑ２５ あなたは，これまで恋愛交際したことがありますか。交際したことがある場合は，これまでに何人つき
あったか，現在のつきあいを含めて記入してください。
（したことがない方は 2．に○をしてください。
）
【541】
1. ある(383, 70.8%) 平均 4.10 人
2. ない →Ｑ２８へお進みください(158, 29.2%)
Ｑ２６ 現在，あなたには恋人（現在の配偶者は除く）がいますか。いる方は，交際期間を記入してください。
（いない方は 2．に○をしてください。
）
【381】
1. いる(142, 37.3%) 約略年略ヶ月 平均 25.42 か月 2. いない →Ｑ２８へお進みください(239, 62.7%)
【現在，恋人がいる方におうかがいします。
】
Ｑ２７ あなたと現在の恋人とのつきあいにおいて，あてはまるものすべてに○をつけてください。
【138】
1. 一日に一度は，必ず恋人と連絡をとりあっている
(108, 78.3%)

5. 今の相手とは別れても友だちでいられると思う

2. お互いのすべてをさらけだしたつきあいである
(82, 59.4%)

6. 恋人に内緒でほかの異性と出かけることがある

3. 今の相手以外は考えられないような熱愛ぶりだと思う
(47, 34.1%)
4. 一緒にいるとき，相手をうっとうしく感じることがある
(24, 17.4%)

7. 将来，今の相手と結婚する気はない

(35, 25.4%)
(24, 17.4%)
(11, 8.0%)

8. この中にあてはまるものはない
(8, 5.8%)

【全員の方におうかがいします。
】
Ｑ２８ 次にあげることがらについて，あなたにあてはまるものすべてに○をしてください。
【538】
1. アニメやコミック，ゲームの登場人物に恋することがある

4. 友だちの恋愛経験が自分の恋愛に影響している

(90, 16.7%)

(74, 13.8%)

2. 恋愛マンガの価値観や行動が自分の恋愛に影響している

5．複数の相手と同時に恋愛交際したことがある

(72, 13.4%)

(42, 7.8%)

2. 雑誌の恋愛特集の内容が自分の恋愛に影響している

5. このなかにあてはまるものはない

(37, 6.9%)

(335, 62.3%)
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Ｑ２９ 次のようなことは，あなたにどの程度あてはまりますか。それぞれ１つずつ○をしてください。
あて
はまる

あまり
あてはまらない

ややあてはまる

あてはまらない

a) 異性間に友情は成り立つと思う【551】

(231, 41.9%)

(191, 34.7%)

(87, 15.8%)

(42, 7.6%)

b) 異性との出会いがない【550】

(124, 22.5%)

(183, 33.3%)

(145, 26.4%)

(98, 17.8%)

c) 異性に好かれる自信がない【549】

(112, 20.4%)

(201, 36.6%)

(191, 34.8%)

(45, 8.2%)

d) 恋愛交際は，疲れると思う【549】

(97, 17.7%)

(213, 38.8%)

(165, 30.1%)

(74, 13.5%)

e) 恋愛より勉強や仕事を優先している【549】

(90, 16.4%)

(182, 33.2%)

(178, 32.4%)

(99, 18.0%)

f) 駆け引きは，恋愛において重要だ【551】

(87, 15.8%)

(206, 37.4%)

(199, 36.1%)

(59, 10.7%)

g) より多くの人から恋愛対象として見られたい【550】 (53, 9.6%)

(121, 22.0%)

(228, 41.5%)

(148, 26.9%)

h)

(85, 15.4%)

(209, 37.9%)

(171, 31.0%)

(86, 15.6%)

i) 恋人とは，趣味や関心が近いほうが良い【551】

(207, 37.6%)

(254, 46.1%)

(59, 10.7%)

(31, 5.6%)

j) 恋人とは，安定した関係を築きたい【552】

(291, 52.7%)

(222, 40.2%)

(23, 4.2%)

(16, 2.9%)

k)

(236, 42.8%)

(218, 39.5%)

(71, 12.9%)

(27, 4.9%)

(22, 4.0%)

(95, 17.2%)

(285, 51.7%)

(149, 27.0%)

恋愛の醍醐味は，非日常感やドキドキ感を得られることにある【551】

結婚するなら好きな人としなければ幸せになれないと思う【552】

l) 昔からの知り合いや友人と結婚したい【551】

Ｑ３０ この１年間に，ご自身のお父さん，またはお母さんから金銭的な援助（こづかい,仕送り,贈与など）を
受けましたか。あてはまるもの１つに○をつけてください。
（ご両親ともにいらっしゃらない方は，4. に○
をつけてください。
）
【550】
1.受けた(年間 30 万円以上) (65, 11.8%)
3.受けなかった (229, 41.6%)

2.受けた (年間 30 万円未満)(242, 44.0%)
4.いない (14, 2.5%)

Ｑ３１ この１年間に，ご自身のお父さん，またはお母さんに相談相手になってもらうことはありましたか。お
父さんとお母さんのそれぞれについて１つずつ○をしてください。
a) お父さん【544】

1. あった(211, 38.8%)

2. なかった(278, 51.1%)

3. いない(55, 10.1%)

b）お母さん【543】

1. あった(353, 65.0%)

2. なかった(168, 30.9%)

3. いない(22, 4.1%)

Ｑ３２ 次のような意見について，あなたはどのように思いますか。それぞれ１つずつ○をしてください。
そう
思う

ややそう思う

あまり
そう思わない

そう
思わない

a) 料理のできる男性は，かっこいい【552】

(263, 47.6%)

(229, 41.5%)

(47, 8.5%)

b) 男性は女性をリードするべきだ【552】

(169, 30.6%)

(246, 44.6%)

(106, 19.2%) (31, 5.6%)

c) 恋愛は, なにごとにも替えがたいことだ【551】

(60, 10.9%)

(177, 32.1%)

(236, 42.8%) (78, 14.2%)

d) 恋愛交際は，告白を経てから始めるべきだ【551】

(163, 29.6%)

(202, 36.7%)

(136, 24.7%) (50, 9.1%)

e)

イベント時には，恋人に高価なプレゼントを贈るべきだ【552】

(16, 2.9%)

(95, 17.2%)

(288, 52.2%) (153, 27.7%)

f)

恋人と交際中は，他の異性と二人きりで会うことを避けるべきだ【552】

(104, 18.8%)

(210, 38.0%)

(175, 31.7%) (63, 11.4%)

g)

恋人に浮気をされたら，どんな理由であっても別れるべきだ【552】

(84, 15.2%)

(186, 33.7%)

(234, 42.4%) (48, 8.7%)

(265, 48.0%)

(102, 18.5%) (26, 4.7%)

(208, 37.7%)

(241, 43.7%) (60, 10.9%)

h) 親が寝たきりなどになった時，子どもが介護するのは当 (159, 28.8%)
たり前のことだ【552】
i) たとえ成人していても，子どもが経済的に困窮したと (43, 7.8%)
き，親が援助するのは当然だ【552】
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(13, 2.4%)

次に，あなたのご自分に対する見方や感じ方についておうかがいします。
Ｑ３３ あなたは今の自分が好きですか。それとも嫌いですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。
【552】
1. 大好き(32, 5.8%) 2. おおむね好き(300, 54.3%) 3. やや嫌い(181, 32.8%) 4. 大嫌い(39, 7.1%)
Ｑ３４ あなたのふだんの生活態度に，もっとも近いもの１つに○をしてください。
【545】
1. 過去を振り返って，いろいろと思いだしながらすごしている (124, 22.8%)
2. いま現在の充実感をもっとも大事にしながら生活している (131, 24.0%)
3. よい未来を迎えられるよう，それに向けて努力をしている (140, 25.7%)
4. 何かを深く意識することもなく流れるまま日々を暮らしている (150, 27.5%)
Ｑ３５ あなたにとって「自分」とはどのようなものですか。以下のそれぞれについて，１つずつ○をしてください。
そう思う

ややそう思う

あまり
そう思わない

そう
思わない

a) 場面によってでてくる自分というものは違う【551】 (180, 32.7%)

(241, 43.7%)

(100, 18.1%)

(30, 5.4%)

b) 自分がどんな人間かわからなくなることがある【552】

(125, 22.6%)

(176, 31.9%)

(180, 32.6%)

(71, 12.9%)

c)

(74, 13.4%)

(169, 30.7%)

(224, 40.7%)

(84, 15.2%)

d) 意識して自分を使い分けている【552】

(103, 18.7%)

(180, 32.6%)

(200, 36.2%)

(69, 12.5%)

e) 今の自分を変えたいと思う【552】

(165, 29.9%)

(189, 34.2%)

(140, 25.4%)

(58, 10.5%)

f) どこかに今の自分とは違う本当の自分がある【552】 (73, 13.2%)

(144, 26.1%)

(214, 38.8%)

(121, 21.9%)

g)

自分の中には，うわべだけの演技をしているような部分がある【552】

(113, 20.5%)

(197, 35.7%)

(174, 31.5%)

(68, 12.3%)

h)

他人の行動や考え方が場面ごとに変わるのは許せない【549】

(72, 13.1%)

(175, 31.9%)

(219, 39.9%)

(83, 15.1%)

i)

自分のよいところも悪いところもありのままに認めることができる【551】

(87, 15.8%)

(243, 44.1%)

(176, 31.9%)

(45, 8.2%)

他人からみると，私は好みや考え方にまとまりがない人間のようだ【551】

Ｑ３６ あなたにとって「自分らしさ」とはどのようなものですか。１つずつ○をしてください。
そう
思う

やや
そう思う

あまり
そう思わない

そう
思わない

a) 自分には自分らしさというものがあると思う【552】 (139, 25.3%)

(273, 49.5%)

(120, 21.7%)

(20, 3.6%)

b) どんな場面でも自分らしさを貫くことが大切だ【552】 (84, 15.2%)

(225, 40.8%)

(211, 38.2%)

(32, 5.8%)

c) 他人とは違った，自分らしさを出すことが好きだ【550】

(81, 14.7%)

(186, 33.8%)

(232, 42.2%)

(51, 9.3%)

d) ファッションは，自分らしさを表現するアイテムだ【551】 (86, 15.6%)

(245, 44.5%)

(159, 28.9%)

(61, 11.1%)

e) 自分自身の外見が変われば，人生も変わると思う【552】

(128, 23.2%)

(203, 36.8%)

(156, 28.3%)

(65, 11.8%)

f) 趣味は，自分らしさと強く関わっている【552】

(184, 33.3%)

(243, 44.0%)

(105, 19.0%)

(20, 3.6%)

g)

どのような仕事につくかは，自分らしさと強く関わると思う【551】

(126, 22.9%)

(244, 44.3%)

(147, 26.7%)

(34, 6.2%)

h)

自分らしさを強調するより，他人と同じことをしていると安心だ【550】

(29, 5.3%)

(155, 28.2%)

(251, 45.6%)

(115, 20.9%)

(204, 37.0%)

(277, 50.3%)

(51, 9.3%)

(19, 3.4%)

j）自分なりの生き方を自分自身で選べていると感じる【552】 (113, 20.5%)

(237, 42.9%)

(165, 29.9%)

(37, 6.7%)

i) なりたい自分になるために努力することが大切だ【551】
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Ｑ３７ あなたは，ふだんの生活の中で，次にあげるようなことをしたり感じたりすることがどれくらいありま
すか。１つずつ○をしてください。
よく
ある

a)

自分のふるまい方が正しいかどうかをふりかえることがある
【554】

ときどき
ある

あまり
ない

まったく
ない

(198, 35.7%)

(275, 49.6%)

(64, 11.6%)

(17, 3.1%)

b) ひとりでいると孤独を感じる【554】

(50, 9.0%)

(175, 31.6%)

(243, 43.9%)

(86, 15.5%)

c) 将来に対して不安を感じる【553】

(204, 36.9%)

(231, 41.8%)

(94, 17.0%)

(24, 4.3%)

(112, 20.2%)

(253, 45.7%)

(158, 28.5%)

(31, 5.6%)

e) 親しい人から自分がどう思われているかが気になる【554】 (158, 28.5%)

(206, 37.2%)

(142, 25.6%)

(48, 8.7%)

f)

(173, 31.2%)

(183, 33.0%)

(81, 14.6%)

d)

【554】

大切なことを決めるときに，自分の中に複数の基準があって困ることがある

親しい人以外の世間から自分がどう思われているかが気になる【554】

(117, 21.1%)

次に，ふだんの生活や社会に対する意見についておうかがいします。
Ｑ３８ 次にあげることは，あなたにどれくらいあてはまりますか。それぞれ１つずつ○をしてください。
そうだ

どちらかといえば
そうだ

どちらかといえば
そうではない

そう
ではない

a) 現在の生活に満足している【554】

(92, 16.6 %)

(250, 45.1%)

(149, 26.9%)

(63, 11.4%)

b)

(132, 23.9%)

(299, 54.2%)

(109, 19.7%)

(12, 2.2%)

c) ほとんどの人は信頼できる【554】

(33, 6.0%)

(211, 38.1%)

(202, 36.5%)

(108, 19.5%)

d) 仕事よりも趣味や家庭を大事にしたい【552】

(132, 23.9%)

(296, 53.6%)

(109, 19.7%)

(15, 2.7%)

e)

(133, 24.0%)

(261, 47.1%)

(132, 23.8%)

(28, 5.1%)

f) 生活ができるのならば定職に就く必要はない【551】 (43, 7.8%)

(123, 22.3%)

(229, 41.6%)

(156, 28.3%)

g) 自分のやりたいことを仕事としてやっていきたい【552】

(193, 35.0%)

(262, 47.5%)

(82, 14.9%)

(15, 2.7%)

h) 自分の性格や能力をいかせる仕事につきたい【554】 (220, 39.7%)

(281, 50.7%)

(46, 8.3%)

(7, 1.3%)

i) 収入や地位の高い職業につきたい【553】

(134, 24.2%)

(223, 40.3%)

(163, 29.5%)

(33, 6.0%)

j) いまの世の中に不満を感じる【554】

(168, 30.3%)

(234, 42.2%)

(131, 23.6%)

(21, 3.8%)

k)

(108, 19.5%)

(235, 42.4%)

(169, 30.5%)

(42, 7.6%)

(53, 9.6%)

(180, 32.5%)

(225, 40.7%)

(95, 17.2%)

(166, 30.0%)

(147, 26.5%)

(128, 23.1%)

社会や他人のことより，まず自分の生活を大事にしたい【552】

仕事を選ぶときには，夢の実現よりも生活の安定を優先したい【554】
つ

一生懸命に物事に取り組んでも成果に結びつかないと意味がないと思う【554】

l) 自らの将来は明るいと思う【553】

m)「前世・来世」や「あの世」の存在を信じている【554】 (113, 20.4%)
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Ｑ３９ あなたは，次にあげることを経験したことがありますか。また今後したいと思いますか。
㋐経験の有無，㋑今後したいか，それぞれについて１つずつ○をしてください。
㋐経験の有無
㋑今後したいか
1.あり・2.なし
1.したい・2.したくない
(238, 43.1%)(314, 56.9%)(447, 81.4%)(102, 18.6%)

a) 海外旅行をする ㋐【552】, ㋑【549】
b) 留学する ㋐【552】, ㋑【548】

(29, 5.3%)(523, 94.7%)(182, 33.2%)(366, 66.8%)

c) 高級ブランド品を購入する㋐【552】, ㋑【549】
d)

自己啓発の本（自分を変えたり，高めたりするための本）を買う㋐
【552】,

(189, 34.2%)(363, 65.8%)(289, 52.6%)(260, 47.4%)
㋑【546】 (162, 29.3%)(390, 70.7%)(195, 35.7%)(351, 64.3%)

いや

e) ヒーリング（癒 し）グッズを身につけたり使ったりする㋐【552】, ㋑【548】
(194, 35.1%)(358, 64.9%)(258, 47.1%)(290, 52.9%)
f）美容のためにエステやクリニック等に通う ㋐【552】, ㋑【549】 (120, 21.7%)(432, 78.3%)(261, 47.5%)(288, 52.5%)
g) 体型管理のために運動や食事制限をする㋐
【552】
, ㋑【547】
(310, 56.2%)(242, 43.8%)(372, 68.0%)(175, 32.0%)
h) 美容整形をする ㋐【552】, ㋑【550】
i)

(16, 2.9%)(536, 97.1%) (79, 14.4%)(471, 85.6%)

ギャンブル（パチンコ・競馬・競輪など）をする㋐
【550】,

㋑【547】

(121, 22.0%)(429, 78.0%) (89, 16.3%)(458, 83.7%)

Ｑ４０ 次のような考え方（意見）について，あなたはどれくらい賛成しますか。それぞれ１つずつ○をしてく
ださい。
賛成
する

まあ
賛成する

あまり
賛成しない

賛成しない

a)「人生で起こることは，結局本人に原因がある」
【554】 (133, 24.0%) (289, 52.2%) (119, 21.5%)

(13, 2.3%)

b)「個人の力だけで社会を変えることはできない」
【554】 (192, 34.7%) (254, 45.8%) (94, 17.0%)

(14, 2.5%)

c)「みんなで力を合わせても社会を変えることはできない」
【553】 (59, 10.7%)

(127, 23.0%) (283, 51.2%)

(84, 15.2%)

d)「日本人のあいだに国を愛する気持ちをもっと育てる必要がある」【554】

(99, 17.9%)

(291, 52.5%) (134, 24.2%)

(30, 5.4%)

e)「自分たちが生活している地域に外国人が増えてもよい」
【552】 (85, 15.4%)

(240, 43.5%) (176, 31.9%)

(51, 9.2%)

f)「結婚後，妻は外で仕事をせず，家事や育児に専念すべきだ」【553】 (30, 5.4%)

(77, 13.9%)

(150, 27.1%)

g)「貧富の差は大きくても，自由に競争し，
成果に応じて分配される社会がよい」
【551】

(65, 11.8%)

(184, 33.4%) (243, 44.1%)

(59, 10.7%)

h)「税負担が大きくても，福祉などの行政サービスが充実した社会がよい」
【553】 (83, 15.0%)

(229, 41.4%) (191, 34.5%)

(50, 9.0%)

i)「今後，国内の原子力発電所はすべて廃止すべきである」
【552】 (80, 14.5%)

(166, 30.1%) (224, 40.6%)

(82, 14.9%)

(296, 53.5%)

Ｑ４１ あなたは，現在の日本の社会で経済的に成功するのに重要なものは何だと思いますか。
以下の選択肢の番号を重要な順に [
]内に記入してください。
1. 生まれ育った家庭の環境
1 番重要【550】
家庭環境(117, 32.2%)
才能(123, 22.4%)
努力(199, 36.2%)
運･偶然(51, 9.3%)

2. 個人の才能

2 番重要【550】
家庭環境(94, 17.1%)
才能(195, 35.5%)
努力(165, 30.0%)
運･偶然(96, 17.5%)

3. 個人の努力

4. 運や偶然

3 番重要【550】
家庭環境(130, 23.6%)
才能(176, 32.0%)
努力(109, 19.8%)
運･偶然(135, 24.5%)

4 番重要【547】
家庭環境(149, 27.2%)
才能(56, 10.2%)
努力(76, 13.9%)
運･偶然(266, 48.6%)

Ｑ４２ あなたは，どんなときに充実していると感じますか。次のうち，あてはまるものすべてに○をしてください。
1. 奉仕活動（ボランティア活動）をしているとき(54, 9.7%) 6. 友人や仲間といるとき(422, 76.2%)
2. 仕事やアルバイトをしているとき(218, 39.4%)
7. 恋人といるとき(175, 31.6%)
3. 勉強しているとき(88, 15.9%)
8. 他人にわずらわされず，一人でいるとき(168, 30.3%)
4. スポーツや趣味の活動をしているとき(337, 60.8%) 9. ギャンブル（パチンコ・競馬・競輪など）をしているとき(21, 3.8%)
5. 家族といるとき(255, 46.0%) 10. その他(15, 2.7%) 11. 充実していると感じるときはない(16, 2.9%)
【554】
10
本調査票の複写・電子化・頒布をなさらないようお願いいたします。

次に，あなたが今住んでいる地域に関しておうかがいします。
Ｑ４３ あなたは，今まで，どのような地域に住んでいましたか。時期ごとに，いちばん長く住んだ地域の都道
府県と市区町村を書いてください。
（海外に住んでいた場合は，
都道府県欄に
「海外」
とだけ書いてください。
）
※１つ前と同じ箇所については，「〃」でも構いません。
都道府県
◆記入例

（

小学校入学までの居住地

〈例〉東京都

市区町村
）

（

〈例〉杉並区

）

（

）

（

）

小学生の間の居住地

（

）

（

）

中学から 18 歳までの居住地

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（※以下の学校に入学した方のみ）

大学，短大，専門学校等に在籍してい
た時の居住地
（※就職された方のみ）

就職後の居住地

Ｑ４４ あなたが今住んでいる地域に関して，次にあげることはあなたにどれくらいあてはまりますか。それぞ
れ１つずつ○をしてください。
あて
はまる

ややあてはまる

あまり
あてはまらない

あてはまらない

a) 他の場所とは違う愛着がある【550】

(225, 40.9%)

(209, 38.0%)

(84, 15.3%)

(32, 5.8%)

b) 仲のよい友だちが近くに住んでいる【550】

(221, 40.2%)

(166, 30.2%)

(100, 18.2%)

(63, 11.5%)

c) 通学，通勤に便利である【551】

(219, 39.7%)

(174, 31.6%)

(98, 17.8%)

(60, 10.9%)

d) 就職・転職しやすい環境である【550】

(83, 15.1%)

(152, 27.6%)

(218, 39.6%)

(97, 17.6%)

e) 楽しく遊べる場所が多い【551】

(71, 12.9%)

(137, 24.9%)

(222, 40.3%)

(121, 22.0%)

f) 都会で手に入るものは，ほとんど手に入る【550】 (83, 15.1%)

(166, 30.2%)

(164, 29.8%)

(137, 24.9%)

g) 地域の歴史や文化に関心を持っている【549】

(45, 8.2%)

(102, 18.6%)

(244, 44.4%)

(158, 28.8%)

h) 選挙の動向に関心を持っている【549】

(18, 3.3 %)

(65, 11.8%)

(247, 45.0%)

(219, 39.9%)

i) 共通の趣味を持つ友人が近くに住んでいる【550】 (103, 18.7%)

(158, 28.7%)

(154, 28.0%)

(135, 24.5%)

j) 30 代になっても住み続けたい【550】

(146, 26.5%)

(178, 32.4%)

(151, 27.5%)

(75, 13.6%)

k) 老後もずっと住み続けたい【546】

(141, 25.8%)

(150, 27.5%)

(165, 30.2%)

(90, 16.5%)

(114, 20.8%)
l) 学業や仕事の関係で今住んでいる地域を離れられない【547】
m) 家の事情（親の後継ぎ，介護など）で今住んでい (55, 10.0%)
る地域を離れられない【551】

(128, 23.4%)

(157, 28.7%)

(148, 27.1%)

(71, 12.9%)

(178, 32.3%)

(247, 44.8%)
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Ｑ４５ あなたはふだん，次にあげることをどれくらいしていますか。それぞれ１つずつ○をしてください。
（a～f については，近くにないから行わない場合は，
「5」に○をつけてください。
）
まあ
する

よくする

a) 近くの商店で買い物をする【551】

あまり
しない

まったく
しない

近くにないから
できない

(168, 30.3%) (181, 32.8%) (121, 22.0%) (54, 9.8%)

(27, 4.9%)

【550】

.3%)
(186, 33.8%) (216, 39.3%) (79, 14.4%) (26, 4.7%)

(43, 7.8%)

【551】

(62, 11.3%) (122, 22.1%) (181, 32.8%) (108, 19.6%) (78, 14.2%)

b)

近くのショッピングモール（イオンモールなど）に買い物に行く

c)

近くのアミューズメント施設（ラウンドワンなど）に遊びに行く

d) 都会に行って買い物をする【548】

(129, 23.5%) (173, 31.6%) (148, 27.0%) (65, 11.9%)

e) お祭りなど地域の行事に参加する【548】

(76, 13.9%) (150, 27.4%) (189, 34.5%) (128, 23.4%) (5, 0.9%)

f)

(12, 2.2%)

ボランティア・NPO など地域の市民活動に参加する【549】

g) 車でドライブに行く【550】

(36, 6.6%)

(33, 6.0%)

(138, 25.1%) (333, 60.7%) (30, 5.5%)

(135, 24.5%) (129, 23.5%) (125, 22.7%) (161, 29.3%)

Ｑ４６ あなたは，次にあげるような場所のイメージにどの程度，魅力を感じますか。それぞれ１つずつ○をし
てください。
強く
魅力を感じる

まあ
魅力を感じる

あまり
魅力を感じない

まったく
魅力を感じない

a) 都会のように人や建物が多い場所【552】

(84, 15.2%)

(243, 44.0%)

(164, 29.7%)

(61, 11.1%)

b) 流行のお店や娯楽がある場所【552】

(135, 24.5%)

(261, 47.3%)

(123, 22.3%)

(33, 6.0%)

c) おしゃれで洗練された場所【551】

(131, 23.8%)

(249, 45.2%)

(120, 21.8%)

(51, 9.3%)

d) 生活に便利な場所【551】

(292, 53.0%)

(236, 42.8%)

(18, 3.3%)

(5, 0.9%)

e) 自然が豊かな場所【551】

(247, 44.8%)

(238, 43.2%)

(52, 9.4%)

(14, 2.5%)

f) 顔の見えるつきあいがある場所【552】

(146, 26.4%)

(247, 44.7%)

(132, 23.9%)

(27, 4.9%)

g) 人との新しい出会いがある場所【552】

(116, 21.0%)

(266, 48.2%)

(137, 24.8%)

(33, 6.0%)

Ｑ４７ あなたにとって，
「地元」とはどのような場所ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
（生
まれた場所と育った場所が違う場合は，育った場所をお答えください。
）
【552】
1. 生まれ育った学区（小学校や中学校があった場所とその周辺）(407, 73.7%)
2. 生まれ育った市区町村 (379, 68.7%)
3. 生まれ育った都道府県内の地域（東京都の場合の多摩，大阪府の場合の北摂・北河内など）(134, 24.3%)
4. 生まれ育った都道府県 (111, 20.1%)
5. 生まれ育った地方（北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州など）(47, 8.5%)
6. 生まれ育った場所は「地元」ではない (4, 0.7%)
→6 の場合，あなたにとって「地元」とはどのような場所ですか。なるべく具体的に書いてください。
［具体的に：略］
Ｑ４８ あなたが今住んでいる地域は，
「地元」と呼べますか。
【551】
1. はい (470, 85.3%)

2. いいえ (81, 14.7%)
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最後に，あなたご自身についておうかがいします。
Ｆ１ あなたの性別と年齢をご記入ください。
性別 【552】

1. 男(246, 44.6%)

2. 女(306, 55.4%)

（いずれかに○）

年齢 【554】

平均 22.67

歳

Ｆ２ 現在，結婚していますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。
【553】
1. 結婚したことはない(455, 82.3%) 2. 結婚している(87, 16.1%) 3. 離別(9, 1.6%) 4. 死別(なし)
Ｆ３ 現在，親と同居していますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。
【553】
1. 同居している(429, 77.6%)

2. 同居していない(124, 22.4%)

Ｆ４ あなたは，現在お住まいの市区町村に何歳から住んでいますか。数字をご記入ください。
【550】
（生まれたときからずっと住んでいる方は「0」と記入してください。
）
現在お住まいの市区町村に

平均 5.40 歳 から住んでいる

Ｆ５ あなたのふだんの通勤または通学の時間は，片道でどのくらいですか。
【514】
電車・バスなどに乗っている時間だけでなく，自転車・徒歩など，すべてを合わせてお答えください。
通勤・通学をしていない方は「×」を記入してください。
（その場合は，F6 にお進みください。
）
片道で 一日に 略 時間 略 分くらい平均 43.00 分 →通勤・通学をしていない場合は，Ｆ６へ(24, 4.7%)
Ｆ５－１ 通勤または通学の手段を教えてください。もっとも長い時間，利用するものに１つ〇をしてください。
【459】
1. 電車(169, 36.8%) 2. バス(29, 6.3%)
3. 徒歩(35, 7.6%)
4. 自転車(91, 19.8%)
5. 車(114, 24.8%) 6. バイク(19, 4.1%) 7. その他［具体的に：略］(2, 0.4%)
Ｆ６ 現在，あなたの家の暮らし向きは，いかがですか。あてはまるもの１つに○をしてください。
【554】
1. 余裕がある(42, 7.6%)
4. やや苦しい(115, 20.8%)

2. やや余裕がある(94, 17.0%)
5. 苦しい(32, 5.8%)

3. ふつう(271, 48.9%)

Ｆ７ あなたは現在，お仕事をしていますか。あてはまるもの１つに○をしてください。
生徒・学生の方は，アルバイトをしている場合でも「2. 生徒・学生」に○をしてください。
【547】
1. 有職（パート・アルバイトを含む）(289, 52.8%)

2. 生徒・学生(206, 37.7%)

3. 専業主婦・主夫（パート・アルバイトをしていない方）(29, 5.3%)
4. 無職(23, 4.2%)
【Ｆ７で「1. 有職」とお答えの方】
Ｆ７－１ あなたの雇用形態は，次のうちどれにあたりますか。主たるもの１つに○をつけてください。
【286】
1. 経営者・役員 (なし)

5. 派遣社員 (7, 2.4%)

2. 正社員・正職員 (160, 55.9%)

6. 自営業主・自由業者 (11, 3.8%)

3. パート・アルバイト (77, 26.9%) 7. 家族従業者（家業の仕事をしている人）(5, 1.7%)
4. 契約・臨時・嘱託 (26, 9.1%)

8. その他［具体的に：

］(なし)
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【全員の方におうかがいします。
】
Ｆ８ あなたご自身が１ヶ月間に自由に使えるお金（おこづかい）は総額でどれくらいですか。
【548】
（およその額を過去３ヶ月間の平均でお答えください）(平均 32864.96 円)
１ヶ月平均

万

0

千

0

0

円くらい

Ｆ８－１ 次のそれぞれについて，１ヶ月間に平均してどのくらいお金を使いますか（およその額を過去３ヶ月の
平均でお答えください）
。過去３ヶ月でまったく使わなかった場合は「使わなかった」に○をつけてください。
音楽（CD・ダウンロード・ライブ）に【533】１ヶ月平均 平均 5975.41 円(183, 34.3%)・使わなかった(350, 65.7%)
ファッション（衣服・装飾品）に【545】 １ヶ月平均 平均 11567.16 円(402, 73.8%)・使わなかった(143, 26.2%)
マンガ（単行本・雑誌・電子書籍）に【537】１ヶ月平均 平均 3288.39 円(267, 49.7%)・使わなかった(270, 50.3%)
Ｆ９ あなたの家に，次にあげるものはありますか（ひとり暮らしの方は，ご実家ではなく，現在のお住まいに
ついてお答えください）。また，あなたご自身が，ふだんご利用なさっていますか。それぞれについて，
１つずつ○をしてください。
家にあり自分も
利用している

家にあるが自分は
利用していない

家にない

a) 自家用車【552】

(264, 47.8%)

(220, 39.9 %)

(68, 12.3%)

b) パソコン【551】

(421, 76.4%)

(80, 14.5%)

(50, 9.1 %)

c) タブレット端末（iPad, Nexus7 など）【551】

(126, 22.9%)

(74, 13.4%)

(351, 63.7%)

d) 携帯型ゲーム機（ニンテンドー3DS，PS Vita など）【552】

(252, 45.7%)

(139, 25.2%)

(161, 29.2%)

e) 据置型ゲーム機（Wii U，PlayStation4 など）
【554】

(210, 38.0%)

(160, 29.0%)

(182, 33.0%)

Ｆ１０ あなたはどのような趣味をおもちですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
【553】
1. 演劇(37, 6.7%) 8. 音楽鑑賞(380, 68.7%) 15. ファッション(223, 40.3%) 22. ゲーム（据置機･携帯機･PC）(193, 34.9%)
2. マンガ(288, 52.1%) 9. ドライブ(160, 28.9%) 16. ギャンブル(40, 7.2%) 23. ゲーム（ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ･ｹｰﾀｲｹﾞｰﾑ）(235, 42.5%)
3.

アニメ(257, 46.5%) 10. テレビドラマ(199, 36.0%) 17. グルメ・食べ歩き(191, 34.5%) 24. お笑い（漫才・落語など）(111, 20.1%)

4. 映画(284, 51.4%) 11. スポーツ（見る）(163, 29.5%) 18.

楽器演奏・楽曲制作(57,

10.3%) 25. アート（絵画・彫刻など）(54, 9.8%)

5. 旅行(184, 33.3%) 12. スポーツ（する）(157, 28.4%) 19. カラオケ（ひとりで）(85, 15.4%) 26. その他［具体的に：略］(36, 6.5%)
6. 写真(117, 21.2%) 13. コスメ・美容(107, 19.3%) 20. カラオケ（家族・友人と）(204, 36.9%)
7. 料理作り(118, 21.3%) 14. ショッピング(229, 41.4%) 21. 文学（小説など）(110,19.9 %) 27. 趣味はない(2, 0.4%)
Ｆ１０－１ 上で○をつけた趣味の中で，もっとも大切なものをひとつ記入してください。略

27．に○をした場合は，
F11 にお進みください。

Ｆ１０－２ また，通勤・通学途中におこなっているもの（情報収集を含みます）があれば３つまで選んで記入してください。
（ない場合は「△」を，通勤・通学をしていない方は「×」を記入してください。）
略
Ｆ１１ あなたは，子どもの頃に次のような経験をしたことがありますか。それぞれ１つずつ〇をしてください。
よく
あった

a)

子どもの頃，家族の誰かがあなたに本を読んでくれた【554】

ときどきあった

あまり
なかった

なかった

(266, 48.0%) (189, 34.1%)

(60, 10.8%)

b) 子どもの頃，家でクラシック音楽のレコードをきいたり，家族
とクラシック音楽のコンサートに行った【553】

(30, 5.4%)

(87, 15.7%)

(123, 22.2%) (313, 56.6%)

c)

(61, 11.0%)

(188, 33.9%)

(134, 24.2%) (171, 30.9%)

子どもの頃，家族につれられて美術展や博物館に行った【554】
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(39, 7.0%)

Ｆ１２ あなたが 15 歳の頃，兄弟姉妹は何人いましたか。当時すでに亡くなっていた方を除き，それぞれの人
数を教えてください。
（0 人のところは「0」と記入してください。
）
【549】
兄 平均 0.43 人

姉 平均 0.34 人

弟 平均 0.37 人

妹 平均 0.34 人

Ｆ１３ あなたが 15 歳の頃，お宅には次にあげるもののうち，どれがありましたか。あったものすべてに○をつ
けてください。
【552】
1. 持ち家 (368, 66.7%)
2. 子供部屋 (447, 81.0%)
3. 学習机 (511, 92.6%)

4. 文学全集・図鑑 (198, 35.9 %) 7. 自分のパソコン (73, 13.2%)
5. 美術品・骨董品 (35, 6.3%)
6. ピアノ (235, 42.6%)
8. どれもない (16, 2.9%)

Ｆ１４ あなたがこれまで通ったことのある学校はどれですか。
【553】
次の中から通ったことのある学校すべてに○をしてください。
（在学中や中退も含みます。
）
1. 中学校 (552, 99.8%) 4. 短期大学 (35, 6.3%)
7. 専門学校・各種学校 (5, 0.9%)
2. 高校 (539, 97.5%)
5. 大学 (217, 39.2%)
8. その他［具体的に：略
］(4, 0.7%)
3. 高等専門学校（高専）(10, 1.8%) 6. 大学院 (11, 2.0%) 9. わからない (なし)
Ｆ１５ あなたは高校生のとき，部活やサークルで積極的に活動していましたか。
【540】
次の中からあてはまるものすべてに○をしてください。
（高校生の方は，現在の状況をお答えください。
）
1. 運動部系で積極的に活動した (195, 36.1%) 4. 文化部系だったが積極的には活動しなかった(58, 10.7%)
2. 運動部系だったが積極的には活動しなかった (50, 9.3%) 5. 特に所属はしなかった (135, 25.0%)
3. 文化部系で積極的に活動した (109, 20.2%) 6. 高校には行っていない (6, 1.1%)
Ｆ１６ あなたのお父さん，お母さんが最後に在籍された学校は，次のうちどれですか。
それぞれについて，あてはまる番号を記入してください。
（8．を記入した方は，具体的な学校を記入してください。
）
a) お父さん 【546】
a)1. 小学校 (1, 0.2%)
2. 中学校 (35, 6.4%)
3. 高校 (227, 41.6%)
b)1. 小学校 (なし)
2. 中学校 (17, 3.1%)
3. 高校 (270, 49.3%)

b) お母さん 【548】
4. 専門学校・各種学校 (44, 8.1%)
5. 短大・高専 (12, 2.2%)

7. わからない (33, 6.0%)
8. その他 (2, 0.4%)

6. 大学・大学院 (192, 35.2%)

［具体的に：お父さん 略 ］

4. 専門学校・各種学校 (70, 12.8%)
5. 短大・高専
(105, 19.2%)
6. 大学・大学院 (64, 11.7%)

7. わからない (22, 4.0%)
8. その他(なし)
［具体的に： お母さん 略 ］

この調査に関して何かご意見・ご感想がございましたら，ご自由にお書きください。

調査にご協力いただき，ありがとうございました。
記入もれがないかどうか，今一度読み返していただければ幸いです。
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