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̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

1.	 あなたは部活・サークルに所属していますか？複数所属されている場合は全部おっしゃってください。なお、他大学のもの

でも結構です。	 	 	 	 1.	 選択あり	 	 0.	 選択なし	 

	 a．体育会の部活に所属している	 	 	 b．文化系の部活に所属している	 c．スポーツ系のサークルに所属している	 	 

	 d．文化系のサークルに所属している	 e．所属していない	 	 	 	 	 	 	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

2.	 あなたの居住形態を次のうちから選んでください。	 

１．自宅	 	 	 	 	 ２．下宿	 	 	 	 	 ３．寮	 	 	 	 	 ４.	 その他	 	 	 ５．わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

3.	 あなたの通学時間はどのくらいですか？	 

１．30 分以内	 	 	 ２．1時間以内	 	 	 	 ３．1時間半以内	 	 ４．1時間半以上	 	 	 ５.	 答えない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

4.	 あなたは、今住んでいるところがどの程度好きですか。	 

１．好きである。	 ２．やや好きである。	 ３．どちらでもない。	 ４．あまり好きでない。	 ５．嫌いである。	 	 	 	 	 	 	 

６．わからない。	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

5.	 あなたは、趣味を持っていますか。	 	 １.	 はい	 	 	 ２.	 いいえ	 	 ３.	 わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

6.	 大学の授業をサボったことありますか	 

	 １．よくサボる	 	 ２．ときどきサボる	 	 ３．ほとんどサボらない	 	 ４．サボったことない	 	 ５．わからない	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

7.	 1 日にテレビのニュースをどの程度見ますか。	 

	 １．30 分未満	 	 	 	 ２．1時間未満	 	 	 	 ３．3時間未満	 	 	 	 ４．3時間以上	 	 	 ５．全くみない	 	 

	 ８．わからない	 	 	 	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

8.	 あなたは１日何時間テレビを見ますか？	 

	 １．30 分未満	 	 	 	 ２．1時間未満	 	 	 	 ３．3時間未満	 	 	 	 ４．3時間以上	 	 	 ５．全くみない	 	 

	 ８．わからない	 	 	 	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

9.	 あなたは普段どの新聞を読んでいますか。この中にあればいくつでもあげてください。MA	 

a．朝日新聞	 	 	 b．読売新聞	 	 	 c．毎日新聞	 	 d．産経新聞	 	 	 e．日本経済新聞	 	 	 	 f．京都新聞	 

g.	 その他	 	 	 	 	 h.	 新聞は読まない	 	 	 	 	 	 1.	 選択あり	 	 0.	 選択なし	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

10.	 今の生活に満足していますか？	 

	 １．満足	 	 	 ２．やや満足	 	 	 ３．やや不満	 	 	 ４．不満	 	 	 ５．わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

11.	 今以上、政府に何かもとめますか？	 

	 １．はい	 ２．いいえ	 ３．わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 
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̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

12.	 あなたは、投票に行きますか。(有権者となったら)	 

	 １．毎回行く。	 	 ２．時々行く。	 ３．全く行かない。	 	 4．わからない。	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

13.	 今までの人生で経験したものを、いくつでも答えてください。	 

	 	 1.	 選択あり	 	 0.	 選択なし	 

	 a.	 政治家の街頭演説をきく	 

	 b.	 政治的集会に参加する	 

	 c.	 デモに参加する	 	 

d.	 生徒会に参加する	 

	 e.	 マニフェストを読む	 

	 f.	 自治会に参加する	 

	 

14.	 普段、またはここ 1ヶ月で行ったものを、いくつでも答えてください。	 

	 g.	 政治番組を見る	 

	 h.	 毎日ニュースを見る	 

	 i.	 インターネットで、政治関連のものを調べる	 

	 j.	 新聞の政治面を読む	 

	 k.	 政治関連の本を読む	 

	 l.	 政治団体に所属する	 

	 m.	 家族、友人と政治の話をする	 

	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

15.	 現在の消費税のありかたに、満足ですか、不満ですか。	 

	 １．満足	 	 	 ２．やや満足	 	 	 ３．やや不満	 	 	 ４．不満	 	 	 ５．わからない	 

	 

16.	 現在の福祉政策のありかたに、満足ですか、不満ですか。	 

	 １．満足	 	 	 ２．やや満足	 	 	 ３．やや不満	 	 	 ４．不満	 	 	 ５．わからない	 

	 

17.	 あなたは今の政治にどの程度満足していますか。	 

	 １．満足	 	 	 ２．やや満足	 	 	 ３．やや不満	 	 	 ４．不満	 	 	 ５．わからない	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

18.	 あなたは現在、政治に対する考え方で自分がどこに位置していると思いますか？	 

	 １．保守的	 	 	 ２．やや保守的	 	 	 ３．中道的	 	 	 ４．やや革新的	 	 	 ５．革新的	 	 	 6．わからない	 	 	 	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

19.	 あなたのお父さんはどうでしょうか。	 

	 １．保守的	 	 	 ２．やや保守的	 	 	 ３．中道的	 	 	 ４．やや革新的	 	 	 ５．革新的	 	 	 6．わからない	 (答えられない)	 	 	 	 
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20.	 あなたのお母さんはどうでしょうか。	 

	 １．保守的	 	 	 ２．やや保守的	 	 	 ３．中道的	 	 	 ４．やや革新的	 	 	 ５．革新的	 	 	 6．わからない	 (答えられない)	 	 	 	 	 	 

	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

21.	 あなたは日本政治に関心がありますか？	 

１．強くある	 ２．適度にある	 ３．あまりない	 ４．全くない	 ５．わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

22.	 政治関心のある人と話をしますか。	 

	 １．はい	 ２．いいえ	 ３．わからない	 

23.	 今ニュースで話題となっている後期高齢者医療制度について、あなたはどう思いますか。	 

１．存続すべき	 ２．廃止すべき	 ３．どちらでもよい	 ４．わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

24.	 政府の政策において転換を求める問題はありますか？	 

	 １．沢山ある	 ２．いくつかある	 	 ３．ほとんどない	 ４．まったくない	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

25.	 今までで政治によって、生活に変化を感じたことはありますか？	 

	 １．大いにある	 	 ２．少しある	 	 ３．あまりない	 	 ４．殆どない	 	 ５．わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

26.	 過去の選挙において、有権者の投票によって政治が変わったことがあると思いますか。	 

	 １．変わったことがある	 	 ２．変わったことはない	 	 ３．わからない	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

27.	 現在、日本の選挙で、自分がその政党に投票することで、その政党が当選するかしないかの影響力の確率はどれくらいだと

思いますか？(	 )内に数字でお答えください。	 

	 	 (	 	 )％	 	 	 ９９９.	 答えなし	 

28.	 では、その確率がどのくらいであれば投票に行こうと思いますか？(	 )内に数字でお答えください。	 

	 	 (	 	 )％	 	 	 ９９９.	 答えなし	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

29.	 政党が何かをしてくれると思いますか？	 

	 １．思う	 	 ２．思わない	 	 ３．わからない	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

30.	 投票日に各候補者の現段階での獲得票数がわかれば投票に行きますか。	 

	 １．行く	 	 ２．行かない	 	 ３．わからない	 	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

31.	 投票日に遊ぶ予定が入ったら、どちらを優先しますか。（個人主義の説明変数）	 

	 １．選挙	 	 ２．遊ぶ	 	 ３．どちらも行く	 	 ４．わからない	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

32.	 あなたは、政治をどの程度、信用していますか。	 

	 １．信用している	 	 	 ２．やや信用している	 	 	 ３．あまり信用していない	 	 	 ４．信用していない	 	 	 ５．わからない	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 
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33.	 現在、日本では自民党・民主党・公明党・社民党・共産党など数多くの政党が存在していますが、あなたは普段どの党を支

持していますか。一つだけ選んでください。	 

	 １．自民党	 ２．民主党	 ３．公明党	 ４．社民党	 ５．共産党	 ６．国民新党	 ７．新党日本	 ８．新党大地	 

	 １０．その他の政党（具体的に：	 	 	 	 	 	 	 ）	 １１．支持する政党はない	 	 

９８．わからない	 ９９．答えたくない	 

	 

	 選択肢「１１．支持する政党はない」を選んだ方は、ＳＱxへお進みください。それ以外の方は、Ｑxへお進みください。	 

	 

34.	 現在、支持するとまでは言わないが、党の政策意見が最も自分の考えに近いと感じる政党はありますか。一つだけ選んでく

ださい。	 

	 １．自民党	 ２．民主党	 ３．公明党	 ４．社民党	 ５．共産党	 ６．国民新党	 ７．新党日本	 ８．新党大地	 

	 １０．その他の政党（具体的に：	 	 	 	 	 	 	 ）	 １１．意見の似た政党はない	 	 

９８．わからない	 ９９．答えたくない	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

35.	 お住まいの市区町村の規模は、次のうちどれにあたりますか。	 

1.政令指定都市・東京 23 区	 2.人口 50 万人以上の市	 3.人口 10 万人以上 50 万人未満の市	 

4.人口 10 万人未満の市	 	 	 5.町村	 	 	 	 	 	 	 	 	 6.わからない	 	 	 	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

ご意見をお伺いすることは以上で終わりですが、統計的に処理する上での必要な事項を少し伺わせてください。	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

・性別	 	 	 	 １．男性	 ２．女性	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

・年齢	 	 	 	 あなたは何年何月何日生まれですか、満でおいくつですか。	 

１．明治	 

２．大正	 年	 月	 日生まれ	 満	 	 	 	 	 歳	 	 

３．昭和	 

４．平成	 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

・所属学部	 	 １．神学部	 ２．文学部	 ３．社会学部	 ４．法学部	 ５．経済学部	 ６．商学部	 ７．政策学部	 

	 	 	 	 	 	 	 ８．文化情報学部	 ９．理工学部	 １０．生命医科学部	 １１．スポーツ健康科学部	 

	 	 	 	 	 	 	 １２．その他	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

・学年	 	 	 	 （	 	 	 	 	 ）年	 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

	 


