
２　質問の変更内容一覧

第７回調査 第６回調査

[削除]

 Ｑ６　あなたのお父さんは、あなたの次のような点につい
て、どの程度知っていますか。「よく知っている」「少し
知っている」「ほとんど知らない」のうちではどれですか。

 　　ａ　あなたの友人や恋人のこと
 　　ｂ　あなたの仕事や勉強の内容のこと

[削除]

 Ｑ７　あなたは、お父さんから生き方、行動の仕方、道徳
などの社会生活について指導をうけたことがありますか。
「はい」か「いいえ」でお答えください。

[新規]

 Ｑ６　あなたにとって、あなたのお父さんはどのような存在
ですか。この中であてはまるものがありましたら、いくつで
も選んでください。

[新規]

 Ｑ７　あなたにとって、あなたのお母さんはどのような存在
ですか。この中であてはまるものがありましたら、いくつで
も選んでください。

[削除]

 Ｑ８　あなたのお母さんは、あなたの次のような点につい
て、どの程度知っていますか。「よく知っている」「少し
知っている」「ほとんど知らない」のうちではどれですか。

[カード使用]

 Ｑ８　あなたは次のような考え方についてどう思いますか。
（調査員注：ａ、ｂを読み上げて聞く）

 Ｑ９　あなたは次のような考え方についてどう思います
か。「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちらか
といえばそう思わない」「そう思わない」のうちではどれで
すか。

[削除]
 Ｑ10　あなたは、どんなタイプの父親が望ましいと思いま
すか。この中から、１つだけ選んでください。

[カード使用]

 Ｑ10　あなたは、家庭生活に満足していますか、それとも不
満ですか。

 Ｑ12　あなたは、家庭生活に満足していますか、それとも
不満ですか。「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」の
うちではどれですか。

[選択肢の追加]

 Ｑ11　あなたは、家庭で生活をする上で、次の事に満足して
いますか。この中であてはまるものがありましたら、いくつ
でも選んでください。

 Ｑ13　あなたは、家庭で生活をする上で、次の事に満足し
ていますか。この中であてはまるものがありましたら、いく
つでも選んでください。

 　　　11　家事・育児の分担  　　　11　満足していることはない
 　　　12　満足していることはない  　　　12　わからない・無回答
 　　　13　わからない・無回答
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第７回調査 第６回調査

[質問文・選択肢の変更，カード使用]

 Ｑ12　あなたは、現在学校へ行っていますか。この中から選
んでお答えください。

 Ｑ14　あなたは、現在学校へ行っていますか、それとも卒
業しましたか。

 　　　１　学校へ行っている（休学を含む）  　　　１　学校へ行っている
 　　　２　学校へ行っていない（中退を含む）  　　　２　学校は卒業した
 　　　３　わからない・無回答→Ｑ15へ  　　　３　わからない・無回答→Ｑ17へ

[質問文の変更]

 Ｑ13　【学校へ行っている人に】それはどんな学校ですか。
この中から、１つだけ選んでください。

 Ｑ15　［学校へ行っている人に］それはどんな学校です
か。この中から、１つだけ選んでください。

 　　  【学校へ行っていない人に】最後に卒業（中退）した
のはどんな学校でしたか。この中から、１つだけ選んでくだ
さい。

 　　　 [学校を卒業した人に］最後に卒業したのはどんな
学校でしたか。この中から、１つだけ選んでください。１つ
だけ選んでください。

[質問文の変更]

 Ｑ14　【学校へ行っている人に】あなたにとって、学校に通
うことは、どのような意義がありますか。現在通っている学
校の場合について、この中であてはまると思われるものをい
くつでも選んでください。

 Ｑ16　［学校へ行っている人に］あなたにとって、学校に
通うことは、どのような意義がありますか。この中であては
まると思われるものをいくつでも選んでください。

 　　　【学校へ行っていない人に】あなたにとって、学校に
通うことは、どのような意義がありましたか。最後に通った
学校の場合について、この中であてはまると思われるもの
を、いくつでも選んでください。

 　　　 [学校を卒業した人に］あなたにとって、学校に通
うことは、どのような意義がありましたか。最後に通った学
校の場合について、この中であてはまると思われるものを、
いくつでも選んでください。

[対象者・質問文の変更，カード使用]

 ［全員の方に］  ［Ｑ14で１と答えた、現在学校へ行っている方に］
 Ｑ17　あなたは、学校生活に満足していますか、それとも不
満ですか。 現在、学校へ行っていない方は、学校へ行ってい
た時のことをお答えください。

 Ｑ19　あなたは、学校生活に満足していますか、それとも
不満ですか「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」のう
ちではどれですか。

[質問文・選択肢の変更]

 Ｑ18　つぎに仕事についておたずねします。あなたは次のど
れにあてはまりますか。この中から、１つだけ選んでくださ

 Ｑ20　つぎに職業生活についておたずねします。あなたは
次のどれにあてはまりますか。この中から、１つだけ選んで

 　　 １　フルタイムの仕事をしている→Ｑ19へ 　　 １　フルタイムの仕事をしている→Ｑ21へ
 　　 ２　パートタイム（アルバイトを含む）の仕事
    　　　 をしている→Ｑ20へ
 　　　３　学生（ふだん、フルタイムやパートタイム、
 　　　　　アルバイトをしている）→Ｑ20へ
 　　　４　学生（ふだん、フルタイムやパートタイム、
 　　　　　アルバイトをしていない）→Ｑ24へ
 　　　５　失業中→Ｑ23へ  　　　５　無職（専業主婦を含む）→Ｑ25へ
 　　　６　無職（専業主婦を含む）→Ｑ23へ  　　　６　わからない・無回答
 　　　７　わからない・無回答

   　 ２　パートタイムの仕事をしている→Ｑ21へ

 　　　３　学生→Ｑ25へ

 　　　４　失業中→Ｑ25へ
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第７回調査 第６回調査

[対象者・選択肢・例示の変更]

 ［Ｑ18で１～３と答えた、仕事をしている方に］  ［Ｑ20で１または２と答えた、仕事をしている方に］
 Ｑ19　それはどんな仕事ですか。この中から、１つだけ選ん
でください。

 Ｑ21　それはどんな仕事ですか。この中から、１つだけ選
んでください。

 　　　１　専門職・自由業…～職業スポーツ家、塾講師、
 　　　　　家庭教師、各種インストラクターなど
 　　　７　農林漁業従事者…農業・林業・漁業自営、農場支 　　７　農林漁業自営…農業・林業・漁業自営、農場支配
 　　　　　配人（家族従業員を含む),漁業賃金労働者など 　　　　など（家族従業員を含む）
 　　　８　熟練労働者 　　 ８　農林漁業労働者…農業・林業・漁業賃金労働者

         など
 　　　９　未熟練労働者・単純労働者  　　９　熟練労働者
 　　　10　サービス業従事者 　　 10　未熟練労働者・単純労働者
 　 　 11　農林漁業・鉱工業を除く労務作業者 　 　11　サービス業従事者
 　　　12  その他（　　　　　　　） 　　 12　農林漁業・鉱工業を除く労務作業者
 　　  13　わからない・無回答 　 　13  その他（　　　　　　　）

　   14　わからない・無回答

[対象者の変更]

 ［Ｑ18で１～３と答えた、仕事をしている方に］  ［Ｑ20で１または２と答えた、仕事をしている方に］
 Ｑ20　現在の仕事にはどのようにしてつきましたか。この中
からあてはまるものをいくつでも選んでください。

 Ｑ22　現在の仕事にはどのようにしてつきましたか。この
中からあてはまるものをいくつでも選んでください。

[対象者の変更]

 ［Ｑ18で１～３と答えた、仕事をしている方に]  ［Ｑ20で１または２と答えた、仕事をしている方に]
 Ｑ21　あなたは、これまで何回転職しましたか。  Ｑ23　あなたは、これまで何回転職しましたか。

[対象者・質問文の変更，カード使用]

 ［Ｑ18で１～３と答えた、仕事をしている方に]  ［Ｑ20で１または２と答えた、仕事をしている方に]
 Ｑ22　あなたは、職場生活に満足していますか。  Ｑ24　あなたは、職場生活に満足していますか、それとも

不満ですか。「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」の
うちではどれですか。

[新規追加・旧削除]

 Ｑ23　仕事を選ぶ際に、どのようなことを重視しますか。こ
の中から、いくつでも選んでください。

 Ｑ25　ところで、人が働くのはどんな目的だと思います
か。この中から１つだけあげてください。

[質問文・選択肢の変更，カード使用]

 Ｑ26  あなたは、親しい友人（恋人を含む）がいますか。こ
の中から、いるものをいくつでも選んでください。

 Ｑ28  あなたは、親しい友人がいますか。もしいる場合、
その友人は同性ですか。異性ですか。それとも両方ですか。

 　　　３　恋人  　　　３　両方ともいる

 　　１　専門職・自由業…～職業スポーツ家など
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第７回調査 第６回調査

[対象者の変更・選択肢の追加]

 ［Ｑ26で１～３と答えた、友人（恋人を含む）がいる方に］  ［Ｑ28で１～３と答えた、友人がいる方に］
 Ｑ27  それはどこで、また何がきっかけで得た友人ですか。
この中から、いくつでも選んでください。

 Ｑ29  それはどこで、また何がきっかけで得た友人です
か。この中から、いくつでも選んでください。

 　　　９　インターネットで  　　　９　この中にはない
 　　　10　この中にはない  　　　10　わからない・無回答
 　　　11　わからない・無回答

[対象者・質問文の変更，カード使用]

 ［Ｑ26で１～３と答えた、友人（恋人を含む）がいる方に］  ［全員の方に］
 Ｑ28　あなたは、友人（恋人を含む）との関係に満足してい
ますか、それとも不満ですか。

 Ｑ30　あなたは、友人との関係に満足していますか、それ
とも不満ですか。「満足」「やや満足」「やや不満」「不
満」のうちではどれですか。

[削除]

 Ｑ31　あなたは、次のようなことをどの程度できますか。
「いつでもできる」「なんとかできる」又は「できない」の
うちではどれですか。

[質問文の変更，カード使用]

 Ｑ29  あなたは、あなたの今住んでいる地域（市町村）が好
きですか。

 Ｑ32  あなたは、あなたの今住んでいる町や村が好きです
か。「好き」「まあ好き」「あまり好きでない」「きらい」
のうちではどれですか。

[新規]

 ［Ｑ29で１または２と答えた方に］
 Ｑ30　その理由を、この中からいくつでも選んでください。

[質問文の変更]

 Ｑ31  あなたは、将来もずっと今の地域（市町村）に住んで
いたいと思いますか。「住んでいたい」「移りたい」「どち
らでもよい」のうちではどれですか。

 Ｑ33  あなたは、将来もずっと今の町や村に住んでいたい
と思いますか。「住んでいたい」「移りたい」「どちらでも
よい」のうちではどれですか。

[選択肢の変更・追加]

 Ｑ32　あなたは、日曜、祭日などの休みの日をどのように過
ごすことが多いですか。 この中からあてはまるものを、いく
つでも選んでください。

 Ｑ34　あなたは、日曜、祭日などの休みの日をどのように
過ごすことが多いですか。 この中からあてはまるものを、
いくつでも選んでください。

 　　　15　ディスコ、カラオケ、ゲームセンター、 　 15　ディスコ、カラオケ、ゲームセンター
 　　　　　パチンコなどで過ごす 　　　 などで過ごす
 　　　16　パソコンやインターネットを利用する  　　16　その他（　　　　　　　）
 　　　17　勉強する  　　17　わからない・無回答
 　　　18　その他（　　　　　　　）
 　　　19　わからない・無回答
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第７回調査 第６回調査

[質問文の変更]

 Ｑ33　自分の本来の仕事とは別に、他人や社会のために、自
分の時間や労力を自発的に提供する「ボランティア活動」に
ついてお聞きします。あなたは、このような「ボランティア
活動」を現在していますか、あるいは以前、したことがあり
ますか。
（調査員注：学校で義務づけられている活動や社会制度上の
活動は除く）

 Ｑ35　自分の本来の仕事とは別に、他人や社会のために、
自分の時間や労力を自発的・無報酬で提供する「ボランティ
ア活動」についてお聞きします。あなたは、このような「ボ
ランティア活動」を現在していますか、あるいは以前、した
ことがありますか。

[質問の分割]

 Ｑ34　あなたはボランティア活動に興味がありますか。  Ｑ36　あなたはボランティア活動に興味がありますか。
（あると答えた方に）それはどのような気持ちからですか。
この中から、いくつでも選んでください。

 　　　１　ある→Q35 　１　地域や社会をよりよくしたい
 　　　２　ない 　２　困っている人の手助けをしたい
 　　　３　わからない・無回答 　３　新しい技術や能力を身につけたり経験を積んだりした

い
　４　自分のやりたいことを発見したい
　５　いろいろな人と出会いたい
　６　進学、就職などで有利になるようにしたい

[質問の分割，カード使用] 　７　自由時間を有効に使いたいから
  ８　周りの人がやっているから

 Ｑ35　それはどのような気持ちからですか。 　９　その他（　　　　　　　）
この中から、いくつでも選んでください。   10  興味はない

 　　　10　わからない・無回答 　11　わからない・無回答

[選択肢の追加]

 Ｑ36　あなたは、自国は何か誇れるものを持っていると思い
ますか、それともそうは思いませんか。持っていると思う場
合には、この中から、いくつでも選んでください。

 Ｑ37　あなたは、自国は何か誇れるものを持っていると思
いますか、それともそうは思いませんか。持っていると思う
場合には、この中から、いくつでも選んでください。

 　　  16  その他（　　　　　　　　　）  　　  16  誇れるものはない
 　　  17  誇れるものはない  　　  17  わからない・無回答
 　　  18  わからない・無回答

[カード使用]

 Ｑ38　あなたは、今の自国の政治にどのくらい関心がありま
すか。

 Ｑ39　あなたは、今の自国の政治にどのくらい関心があり
ますか。「非常にある」「まあある」「あまりない」「まっ
たくない」のうちではどれですか。

[カード使用]

 Ｑ39  あなたは、自国の社会に満足していますか、それとも
不満ですか。

 Ｑ40  あなたは、自国の社会に満足していますか、それと
も不満ですか。「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」
のうちではどれですか。

[選択肢の追加]

 Ｑ42　あなたは、日本についてどう思いますか。この中から
いくつでも選んでください。

 Ｑ43　あなたは、日本についてどう思いますか。この中か
らいくつでも選んでください。

 　　　７　この中にはない  　　　７　わからない・無回答
 　　　８　わからない・無回答

128



第７回調査 第６回調査

[削除]  Ｑ53　最近、インターネット上でわいせつな情報が増えて
いると言われますが、こうした情報の青少年への影響につい
て何らかの対応が必要だと思いますか。この中から１つだけ
選んでください。

[新規]

  Ｑ44　携帯電話（ＰＨＳを含む）について次のようなこと
は、あなたにあてはまりますか。この中から、いくつでも選
んでください。

[選択肢の追加]

 Ｑ45　あなた自身のことについてうかがいます。あなたは自
分自身について誇れるものを持っていますか。この中からあ
てはまるものをいくつでも選んでください。

 Ｑ44　あなた自身のことについてうかがいます。あなたは
自分自身について誇れるものを持っていますか。この中から
あてはまるものをいくつでも選んでください。

 　　　11　その他（　　　　　　　　　　　）  　　　11　誇れるものはない
 　　　12　誇れるものはない  　　　12　わからない・無回答
 　　　13　わからない・無回答

[新規]

 Ｑ46　どんな場面でも自分らしさを貫くことが大切だと思い
ますか。

[新規]

[カード使用]

 Ｑ48　あなたは、人生にとって宗教はどの程度大切なものだ
と思いますか。

 Ｑ45　あなたは、人生にとって宗教はどの程度大切なもの
だと思いますか。「非常に大切」「やや大切」「あまり大切
でない」「大切ではない」のうちではどれですか。

[新規]

 Ｑ52　次のような意見にあなたは賛成ですか、反対ですか。
 　ｂ　「子どもが小さいときは、子どもの世話をするのは、
母親でなければならない。

 　　　　１　賛成する
 　　　　２　反対する
 　　　　３　わからない・無回答

[質問文・選択肢の変更]

 Ｑ55　いろいろ考えてみて、あなたは幸せですか。  Ｑ54　いろいろ考えてみて、あなたは幸福ですか。
 　　　　１　幸せだ  　　　　１　幸福だ
 　　　　２　どちらかといえば幸せだ  　　　　２　どちらかといえば幸福だ
 　　　　３　どちらかといえば幸せでない  　　　　３　どちらかといえば幸福でない
 　　　　４　幸せでない  　　　　４　幸福でない

 Ｑ47　自分がどんな人間かわからなくなることがあります
か。
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