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1995 年度調査票 

Ｑ１～Ｑ２０の質問の［  ］内に、当てはまる記号、数字、語句等を記入して下さい。番号を選ぶものは〇で囲

んで下さい。また、質問のなかには、具体的な宗教名を聞くものがいくつかあります。その場合は、宗教名一覧表

の記号（省略）で答えて下さい。 

Q1.あなたの生年  １９［   ］年    

Q2.あなたの性別  1.男  2.女 

Q3.高校卒業までの時期で、あなたがもっとも長くいた都道府県名（外国の場合、国名）を記入して下さい。また

あちこちに移転したため、どこと言いにくい場合は、「不明」と記入して下さい。 ［  ］ 

Q4.あなたが現在通っている大学、短大、専門学校等の名称、学部・学科（コース）等、及び学年について記入し

て下さい。  名称［  ］ 学部・学科・コース等［  ］ 学年［  ］年 

Q5.現在のあなたの生活形態について、次のうちから選んで下さい。 

  1.親と同居   2.一人暮らし   3.寮  4.その他 

Q6.あなたの「家の宗教」がありましたら、「宗教名一覧表」の中から選んで、記号または具体的名称を書いて下

さい。２つ以上ある場合は、すべて記入して下さい。 ［         ］ 

Q7.あなたは宗教にどの程度関心がありますか。次のうちから選び、さらにそれぞれの質問に答えて下さい。 

 1.現在、信仰をもっている   →SQ7A-SQ7Gに答えて下さい   

 2.信仰はもっていないが、宗教に関心がある    →SQ7Hに答えて下さい         

 3.信仰はもっていないし、宗教にもあまり関心がない    →SQ7Iに答えて下さい    

 4.信仰はもっていないし、宗教にもまったく関心がない  →SQ7Iに答えて下さい  

SQ7A.あなたが信仰している宗教を宗教名一覧表から選んで下さい。 ［     ］ 

 SQ7B.その宗教には何歳のとき入信しましたか。          ［    歳］ 

SQ7C.その宗教を勧めた人は誰ですか。次から選んで下さい。 

  1.祖父 2.祖母 3.父 4.母 5.兄弟姉妹  6.友人 7.職場の人 8.布教に来た人   

9.街頭で声をかけた人 10.自分から進んで 11. その他［具体的に       ］ 

 SQ7D.あなたはその信仰にどの程度熱心ですか。次から選んで下さい。 

  1.熱心である 2.普通である 3.あまり熱心ではない 

 SQ7E.あなたはその宗教が発行している機関誌や新聞などをどの程度読みますか。 

  1.毎回読む 2.ときどき読む 3.読まない 4.そういうものはない 

 SQ7F.あなたはその宗教の行事や会合にどの程度出席しますか。 

1.たいてい出席 2.ときどき出席 3.まれに出席 4.出席しない 

 SQ7G.あなたは他人に自分の信仰を勧めた事がありますか。 

  1.ない 2.２、３人に勧めたことがある 3.数人から十数人に勧めたことがある  

  4.十数人以上に勧めたことがある 

 SQ7H.次のうち、あなたが関心をもっているものに、すべて○をして下さい。 

  1.聖書や仏教経典などの宗教書  2.宗教を扱った小説やノンフィクション  

  3.宗教教団や世界の宗教などを扱ったテレビ番組 

  4.神社や仏閣などの宗教施設の見学 5.その他［具体的に   ］ 

 SQ7I.あなたが宗教に関心があまりない、あるいはまったくない理由を次の中から選んで下さい。 

（複数に○をしてかまいません） 

  1.宗教に関する嫌な体験があるから  2.なんとなく嫌いだから  3.関心がないから      

4.宗教の必要性を感じていないから 

Q8.あなたのお父さんは個人で信仰をもっていますか。   1.はい 2.いいえ 

SQ8. Q8の質問に「1.はい」と回答した人は、その宗教を「宗教名一覧表」から選んで、記号または具体的名

称を記入して下さい。 ［        ］   
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Q9.あなたのお母さんは個人で信仰をもっていますか。  1.はい 2.いいえ 

SQ9.Q9の質問に「1.はい」と回答した人は、その宗教を「宗教名一覧表」から選んで、記号または具体的名称

を記入して下さい。 ［          ］ 

Q10.あなたの家族は今年の初詣はどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

  1.家族で行った  2.行った家族もいるが自分は行かなかった 3.自分だけで行った  4.誰も行かなかった   

  5.その他［       ］ 

Q11.あなたの家族は去年のクリスマスはどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

 1.家族でクリスマスパーティを開いた  2.家族の誰かと教会に行った   3.家族では特に何もしなかった    

 4.その他［       ］ 

Q12.あなたの家族は去年のお盆の墓参りはどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

 1.家族で行った     2.行った家族もいるが自分は行かなかった  3.自分だけで行った  

  4.誰も行かなかった   5.その他［           ］ 

Q13.あなたの友だちの中に、信仰をもっている人がいますか。 

 1.はい  →SQ13A-SQ13B に答えて下さい。 

 2.いいえ →SQ13C に答えて下さい。                         

SQ13A.その友人の宗教について宗教名一覧表から選んで下さい。信仰をもっている友達が複数いる場合には、

もっとも熱心に信仰している友人の場合について答えてください。［     ］ 

 SQ13B.その友人が宗教を信じているということで、あなたの態度は次のどれになりますか。 

 1.他の友人と変わらない態度で接している 2.やや気にしながら接している  

3.だいぶ気にしながら接している   4.その信仰をやめるように勧めている 5.その他［具体的に  ］ 

 SQ13C.もしある友人が宗教を信じていると分かったらどうしますか。 

 1.今までと変わらず接する   2.友人が信じている宗教によってはつきあい方を変える  

  3.その友人とはつきあいをやめる 4.その他［具体的に         ］ 

Q14.次のような意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.

そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」    ［  ］ 

  2.「宗教でガンなどの難病が治るはずがない。」        ［  ］ 

  3.「すばらしい宗教家がいたら、話を聞いてみたい」      ［  ］ 

  4.「宗教団体はたいてい金集めに熱心だ。」          ［  ］ 

  5.「街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。」 ［  ］ 

  6.「宗教を信じると、心のよりどころができる。」       ［  ］ 

Q15.「自己啓発セミナー」についてあなたは次のどれに当てはまりますか。 

  1.参加したことがある  →SQ15Aに答えて下さい。 

 2.勧誘されたことがある 

 3.聞いたことがある 

 4.知らない 

SQ15A.あなたは、次のどれに当てはまるか答えて下さい。 

  1.全コースを終了した 2.現在通っている 3.しばらく通ってやめた 4.すぐやめた 

    SQ15B.SQ15Aの質問に3.または4.を選んだ人は、その理由を簡単に書いて下さい。  

理由［        ］ 

Q16.次の事柄について、あなたが同意できる意見にすべて○をして下さい。 

  1.統一教会の合同結婚式など、法律を作ってでもやめさせるべきだ。 

   2.いわゆる霊感商法は、だまされる方が悪い。 

   3.桜田淳子や山崎浩子の事件が起こるまで、統一教会については何も知らなかった。 

   4.成人した子供の信仰に親が干渉するのはおかしい。 
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   5.新興宗教の報道は批判的なものにかたよっている。 

   6.皇室を芸能人と同列に扱って報道するのはよくない。 

Q17.次の事柄について、「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否定する  5.その事柄を知らな

い」のなかから、番号で答えて下さい。 

 1.宜保愛子の霊視               ［  ］ 

 2.前田和慧の霊視               ［  ］ 

 3.ノストラダムスによる１９９９年の終末予言  ［  ］ 

 4.臨死体験                  ［  ］ 

 5.輪廻転生                  ［  ］ 

Q18.サイババについて知っていますか。   1.はい 2.いいえ 

SQ18. Q18の質問に「1.はい」と答えた人は、次の意見のうち同意するものがあったら、それにすべて○をつ

けて下さい。  

 1.ビブティ（聖なる灰）を出すのはインチキだ 

 2.信頼の置けそうな宗教家である 

 3.もし日本に来るのなら、ぜひ会ってみたい 

 4.このような人物を信仰する人の気が知れない  

Q19.散骨・自然葬について知っていますか。1.はい 2.いいえ 

 （Q19 に「1.はい」と答えた人はSQ19A とSQ19B に答えて下さい。） 

SQ19A.親が散骨・自然葬を望んだ場合、あなたはそれに従いますか。 

  1.はい 2.いいえ 

SQ19B.自分が死ぬときのことを考えた場合、散骨・自然葬を望みますか。  1.はい  2.いいえ 

Q20.次にあげた占いについて「1.かなり当たると思う 2.当たることもあると思う 3.当たらない  4.関心がない

のでどんなことをするのか知らない」のなかから、番号で答えて下さい。 

 1.生まれ月による星占い   ［  ］ 

 2.手相           ［  ］ 

 3.姓名判断         ［  ］ 

 4.コンピュータ占い     ［  ］ 

 5.血液型による性格判断   ［  ］ 

 

1996 年度調査票 

Q1.Q2. [1995年度と同一内容]  

Q3.あなたが卒業した高校について、公立・私立の別、所在する都道府県名（外国の場合、国名）、学校名を記入

して下さい。また大学検定試験の場合は、高校名の所に「大検」と記入して下さい。 

  公立・私立  都道府県名（外国の場合は国名）=［     ］高校名=［   ］ 

Q4. ～SQ7H. [1995年度と同一内容] 

SQ7I.あなたが宗教に関心があまりない、あるいはまったくない理由を次の中から選んで下さい。（複数に○をし

てかまいません） 

  1.宗教に関する嫌な体験があるから   2.なんとなく嫌いだから    

  3.宗教の必要性を感じていないから   4.とくに理由がない 

Q8. Q9. [1995年度と同一内容] 

Q10.あなたは今年の初詣はどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

  1.家族と行った  2.家族とは別に行った  3.行った家族もいるが自分は行かなかった   

 4.家族の誰も行かなかった  5.その他［         ］ 

Q11. あなたは今年の節分はどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 
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  1.家族と豆まきをした       2.家族と神社または寺院に行った  

  3.家族では特に何もしなかった   4.その他［              ］ 

Q12.あなたは去年のお盆の墓参りはどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

 1.家族と行った  2.行った家族もいるが自分は行かなかった 3.家族とは別に自分だけで行った    

  4.家族の誰も行かなかった  5.その他［  ］ 

Q13. [1995年度と同一内容]  

Q14.次のような意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.

そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」     ［  ］ 

 2.「信仰心で病気が治ることもある。」              ［  ］ 

 3.「すばらしい宗教家がいたら、話を聞いてみたい」       ［  ］ 

 4.「高校までにもっと宗教についての基礎知識を教えるべきだ。」 ［  ］ 

 5.「街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。」  ［  ］ 

 6.「宗教を信じると、心のよりどころができる。」        ［  ］ 

Q15.ｲ.気功、ﾛ.自己啓発セミナー、ﾊ.ヨガ教室、ﾆ.チャネリング、ﾎ.手かざし、のそれぞれについて、 あなたは

「1.参加もしくは体験したことがある 2.誘われたり、声をかけられたことがある 3.聞いたことがある 4.知らな

い」のどれに当たりますか、番号で答えて下さい。 

 ｲ.気功［ ］  ﾛ.自己啓発セミナー［ ］ ﾊ.ヨガ教室［ ］ ﾆ.チャネリング［ ］ ﾎ.手かざし［ ］ 

Q16.次の事柄について、あなたが同意できる意見にすべて○をして下さい。 

 1.統一教会の合同結婚式など、法律を作ってでもやめさせるべきだ。 

  2.いわゆる霊感霊視商法は、だまされる方が悪い。 

  3.首相が伊勢神宮を公式に参拝するのは、憲法違反だ。 

  4.新(興)宗教の報道は批判的なものにかたよっている。 

  5.神社、寺院，教会などの宗教施設は現在税金がかかっていないが、一般の建物と同じように課税すべきだ。 

 6.特定の宗教団体が特定の政党を支持するのはよくない。 

Q17.次の事柄について、「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否定する  5.その事柄を知らな

い」のなかから、番号で答えて下さい。 

 1.宜保愛子の霊視                ［  ］ 

 2.超能力によるスプーン曲げ           ［  ］ 

 3.ノストラダムスによる１９９９年の終末予言   ［  ］ 

 4.臨死体験                   ［  ］ 

 5.前世・生まれ変わり              ［  ］ 

 6.死後の世界の存在              ［  ］ 

Q18.オウム真理教について以下の問いに答えてください。 

 SQ18A．地下鉄サリン事件が起こる以前のあなたは次のどれに当たりますか。（複数に○をしてもよい）  

  1.オウム真理教の勧誘を受けたことがある。 

 2.テレビや雑誌などで報道されると関心をもって見ていた。 

 3.オウム真理教のビデオや出版物を買ったことがある。 

 4.オウム真理教のことは知っていたが関心がなかった。 

 5.オウム真理教については何も知らなかった。 

 SQ18B.犯罪にはかかわらなかったが、オウムに入信していた人についてどう思いますか。（１つ○をつけて下さい） 

 1.こんな宗教に入信した彼らの行動はまったく理解できない。 

 2.入信したくなった気持ちはある程度理解できる。 

 3.自分もひょっとしたら入信したかもしれないと思う。 

 4.自分には関係ないことだから、何とも思わない。 
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 5.その他［            ］   

Q19.散骨・自然葬について知っていますか。 1.はい 2.いいえ 

 （Q19 に「1.はい」と答えた人は、次のSQ19A－SQ19C に答えて下さい。） 

SQ19A.これまでのお墓に代わって、散骨・自然葬が広まると思いますか。 1.はい  2.いいえ 

SQ19B.親が散骨・自然葬を望んだ場合、あなたはそれに従いますか。   1.はい  2.いいえ 

SQ19C.自分が死ぬときのことを考えた場合、散骨・自然葬を望みますか。 1.はい  2.いいえ 

Q20.次にあげた占いについて、やったことがあるものすべてに○をつけて下さい。 

 1.学校や家などで友達と「こっくりさん」（または「エンゼルさん」「キューピットさん」をやったことがある。 

 2.血液型による性格判断などの本を買ったことがある。 

 3.街頭や店でプロの占い師に手相、人相などを占ってもらったことがある。 

 4.店などでプロの占い師にタロット占いをしてもらったことがある。 

 5.お金を払って、姓名判断をしてもらったことがある。 

 6.店などでコンピュータ占いをしたことがある。 

 7.星占いをするために定期的に読む本や雑誌がある。 

 8.以上の他にお金を払ってやってもらった占いがある。［具体的に   ］ 

 

1997 年度調査票 

Q1.Q2. [1995年度と同一内容] 

Q3. [1996年度と同一内容] 

Q4.あなたが現在通っている大学、短大、専門学校等の名称、学部・学科（コース）等、及び学年について記入し

て下さい。 学校名［  ］ 学部・学科・コース等［  ］ 学年［  ］年 

Q5.～SQ7A. [1995年度と同一内容] 

SQ7B.その宗教にはいつごろ入信しましたか。次から選んで下さい。 

1.生まれたときから   2.小学校卒業までの時期    3.中学のとき   

4.高校のとき     5.それ以降［（   ）歳のころ］ 

SQ7C.SQ7D. [1995年度と同一内容] 

 SQ7E.あなたは他人に自分の信仰を勧めた事がありますか。 

  1.ない 2. 二、三人に勧めたことがある  3.数人から十数人に勧めたことがある  

   4.十数人以上に勧めたことがある 

SQ7F.次のうち、あなたが関心をもっているものに、すべて○をして下さい。 

  1.聖書や仏教経典などの宗教書   2.宗教を解説した本  3.宗教を扱った小説やノンフィクション 

  4.宗教教団や世界の宗教などを扱ったテレビ番組    5.神社や仏閣、教会などの見学 

  6.その他［具体的に     ］ 

SQ7G.あなたが宗教に関心があまりない、あるいはまったくない理由を次の中から選んで下さい。（複数に○を

してかまいません） 

  1.宗教に関する嫌な体験があるから［具体的に      ］   2.なんとなく嫌いだから    

3.宗教の必要性を感じていないから              4. その他［具体的に：     ］ 

Q8.Q9. [1995年度と同一内容] 

Q10. [1996年度と同一内容] 

Q11.あなたは去年のお盆の墓参りはどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

 1.家族と行った  2.行った家族もいるが自分は行かなかった 3.家族とは別に自分だけで行った    

  4.家族の誰も行かなかった  5.その他［              ］ 

Q12.次のうち、あなたの家（一人暮らしの場合などは実家）にあるものすべてを選んで下さい。 

 1.神棚  2.仏壇 3.亡くなった近親者の写真を飾ったもの  4.その他宗教的なもの［具体的に：   ］ 
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Q13. [1995年度と同一内容]       

Q14.次のような意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.

そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」     ［  ］ 

 2.「信仰心で病気が治ることもある。」            ［  ］ 

 3.「すばらしい宗教家がいたら、話を聞いてみたい。」      ［  ］ 

 4.「高校までにもっと宗教についての基礎知識を教えるべきだ。」 ［  ］ 

 5.「宗教を信じると、心のよりどころができる。」        ［  ］ 

 6.「自分が日本人であることに誇りをもちたい。」       ［  ］ 

Q15.イ～ヘのそれぞれについて、あなたは次の1.～4.ののどれに当たるか番号で答えて下さい。 

 1.参加もしくは体験したことがある 2.誘われたり、声をかけられたことがある   

3.聞いたことがある        4.知らない 

 ｲ.気功  ［ ］    ﾛ.自己啓発セミナー［ ］  ﾊ.ヨガ教室［ ］  ﾆ.チャネリング［  ］ 

ﾎ.手かざし［ ］    ﾍ.ヒーリング   ［ ］ 

Q16.次の事柄について、あなたが同意できる意見にすべて○をして下さい。 

 1.宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ。 

  2.街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。 

 3.クリスチャンでない人が、キリスト教会で結婚式をあげるのはおかしい。 

  4.ふだん信仰のない家が、葬式のときだけ僧侶（お坊さん）をよぶのはおかしい。 

  5.神社、寺院，教会などの宗教施設は現在税金がかかっていないが、一般の建物と同じように課税すべきだ。 

 6.特定の宗教団体が特定の政党を支持するのはよくない。 

Q17.次の事柄について、「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否定する 5.その事柄を知らない」

のなかから、番号で答えて下さい。 

  1.宜保愛子の霊視               ［  ］ 

  2.オーラの存在               ［  ］  

 3.テレパシーの存在            ［  ］ 

 4.ノストラダムスによる１９９９年の終末予言  ［  ］ 

 5.臨死体験                  ［  ］ 

 6.前世・生まれ変わり             ［  ］ 

 7.死後の世界の存在            ［  ］ 

Q18.現在あなたは、オウム真理教についての報道に対して、どれくらい関心がありますか。次の中から選んで下さい。 

  1.非常に関心をもっている  2.多少関心をもっている 

 3.あまり関心をもっていない  4.関心はない 

SQ18．Q18で1～3を選んだ人はその関心の内容について次から選んで下さい。（複数に○をしてもかまいません）  

 1.裁判のなりゆき    2.今でも信者である人たちのようす  3.脱会した信者の社会復帰  

 4.麻原彰晃（松本智津夫）の言動  5.オウム真理教の教え    6.サリン事件の被害者に関すること 

 7.その他［具体的に：  ］   

Q19.死やお葬式に関係する次の質問に答えてください。 

 SQ19A.あなたは肉親の死を実際に体験したことがありますか。 

   1.はい   2.いいえ 

 SQ19B.従来のお墓と異なり、野山や河川、海などに遺灰をまく「散骨・自然葬」と呼ばれるものがありますが、

あなたは自分が死ぬときのことを考えた場合、それを望みますか。 

   1.はい   2.いいえ 

SQ19C.「散骨・自然葬」が、今後増えると思いますか。  1.はい  2.いいえ 

Q20.次にあげたそれぞれの項目について、あなたの関心の度合いを選んで下さい。 
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SQ20A.書店の「精神世界」のコーナーについて 

1.非常に関心がある  2.多少関心がある   3.関心がない   4.「精神世界」という言葉を知らない 

SQ20B.ポジティブ・シンキング（プラス思考）について 

1.非常に関心がある  2.多少関心がある   3.関心がない  

  4.「ポジティブ・シンキング」という言葉を知らない 

SQ20C.『脳内革命』という本について 

1.愛読書である    2一応読んだ     3.ちょっとだけ読んだ 

  4.題名だけは知っている         5.この本のことは知らない 

SQ20D.「癒し」をあつかった本や雑誌の特集について 

1.非常に関心がある  2.多少関心がある   3.関心がない  4.「癒し」という言葉を知らない 

SQ20E.アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」について 

1.非常に関心がある  2.多少関心がある   3.関心がない  4.このアニメについては知らない 

 SQ20F.アダルトチルドレン（ＡC)について 

1.非常に関心がある  2.多少関心がある   3.関心がない  4.アダルトチルドレンのことは知らない 

 

1998 年度調査票 

Q1.Q2. [1995年度と同一内容]  

Q3.[1996年度と同一内容]  

Q4.～SQ7A. [1995年度と同一内容] 

SQ7B. [1997年度と同一内容] 

SQ7C. SQ7D. [1995年度と同一内容] 

SQ7E.～ SQ7G. [1997年度と同一内容]   

Q8.Q9. [1995年度と同一内容] 

Q10. [1996年度と同一内容] 

Q11.あなたは去年のお盆の墓参りはどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

 1.家族と行った      2. 家族とは別に行った    3. 行った家族もいるが自分は行かなかった    

  4.家族の誰も行かなかった  5.その他［              ］ 

Q12. [1997年度と同一内容] 

Q13. [1995年度と同一内容]    

Q14.次のような意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.

そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

  1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ」     ［  ］ 

  2.「一般的に宗教は、アブナイというイメージがある」       ［  ］ 

  3.「先祖は自分たちを見守ってくれている」           ［  ］ 

  4.「高校までにもっと宗教についての基礎知識を教えるべきだ」 ［  ］ 

  5.「いろいろな宗教があるが結局は同じことを目標にしている」 ［  ］ 

  6.「自分が日本人であることに誇りをもちたい」        ［  ］ 

Q15．情報手段に関係する次の質問に答えて下さい。 

 SQ15A.日常的なコミュニケーションの手段として、あなたが用いているものがありましたら、番号に○をして下

さい。 

   1.ポケベル         ［ ］    2.携帯電話・ＰＨＳ     ［ ］ 

  3.電子メール・パソコン通信 ［ ］     4.手紙（ファクスを含む）  ［ ］ 

SQ15B.下のうち、あなたが情報の手段として見たり聴いたりしているものについて、その頻度を「1.毎日（毎

号） 
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2.時  々 3.たまに 4.めったにない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

  a．新聞［  ］ b．雑誌［  ］ c．マンガ［  ］ d．テレビ［  ］ e．ラジオ［  ］ 

Q16.次の事柄について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.そう

思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1.宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ。  ［  ］  

  2.街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。           ［  ］ 

   3.クリスチャンでない人が、キリスト教会で結婚式をあげるのはおかしい。    ［  ］ 

   4.ふだん信仰のない家が、葬式のときだけ僧侶（お坊さん）をよぶのはおかしい。 ［  ］ 

  5.どのような理由であれ、援助交際はよくない。                ［  ］ 

  6.就職のために美容整形してもかまわない。                  ［  ］ 

Q17.次の事柄について、「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否定する  5.その事柄を知らな

い」のなかから、番号で答えて下さい。 

  1.宜保愛子の霊視    ［  ］    5.臨死体験       ［  ］ 

   2.オーラの存在     ［  ］    6.前世・生まれ変わり  ［  ］ 

   3.テレパシーの存在   ［  ］    7.死後の世界の存在   ［  ］ 

   4.ﾉｽﾄﾗﾀﾞﾑｽによる1999年の終末予言 ［  ］ 

Q18.次にあげる事柄について、あなたの考えを答えて下さい。 

 SQ18A.夫婦別姓を認める法案が国会で議論されていますが、これについてどう思いますか。 

   1.賛成   2.反対   3.どちらでもよい                         

 SQ18B.将来、法律が成立したら、あなたはどうしたいですか。   

   1.夫婦別姓にする  2.夫婦同姓にする   3.どちらでもよい 

 SQ18C.日本社会の一部には、「男は仕事、女は家庭」という観念が強くあります。これについてどう思います

か。 

   1.そう思う   2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない   

4.そう思わない 

 SQ18D.働いている女性に対して、結婚や出産の際には仕事をやめた方がいいという意見がありますが、あなた

はどう思いますか。 

1.結婚の際にやめた方がよい 2.出産の際にやめた方がよい  

3.どちらの際にもやめる必要はない 

Q19.死やお葬式に関係する次の質問に答えてください。 

SQ19A.あなたは肉親の死を実際に体験したことがありますか。  

  1.はい  2.いいえ                                  
SQ19B.従来のお墓と異なり、野山や河川、海などに遺灰をまく「散骨・自然葬」と呼ばれるものがありますが、

あなたは自分が死ぬときのことを考えた場合、それを望みますか。 

   1.はい   2.いいえ 

 SQ19C.親が散骨・自然葬を望んだ場合、あなたはそれに従いますか。 

   1.はい   2.いいえ 

SQ19D.あなたが脳死状態になった場合、臓器を提供することをどう思いますか。 

  1.すすんで提供したい  2.提供してもよい   3.あまり提供したくない 

  4.絶対提供しない   5.その他［                    ］ 

Q20.近頃の少年犯罪について以下の問いに答えてください。 

 SQ20A．神戸の小学生殺害事件以来、少年犯罪報道がさかんになされるようになりました。いろいろなことが言

われていますが、あなたは下のどの意見に対してもっともだと思いますか。同意できる意見にすべて〇をして下さ

い。 （複数に〇をしてもよい） 

   1.現代の学校教育のあり方に問題がある。 
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   2.現代の家庭のあり方に問題がある。 

   3.身近に死を体験する機会が少なくなっている。 

  4.残酷なシーンを含むテレビ番組やビデオが増えてきた。 

  5.小さいときからの喧嘩の体験が少なくなってきた。 

  6.現実と空想の世界の区別がつかなくなってきた。 

  7.たまたま起こった事件にすぎない。 

  8.その他［                        ］ 

SQ20B.こういう事件を防ぐために学校教育において何かすべきことがあると思ったら自由に書いて下さい。 

  ［                                              ］ 

 

1999 年度調査票 

Q1.Q2. [1995年度と同一内容] 

Q3. [1996年度と同一内容] 

Q4.～SQ7A. [1995年度と同一内容] 

SQ7B. [1997年度と同一内容]  

SQ7C.SQ7D. [1995年度と同一内容] 

SQ7E.～SQ7G. [1997年度と同一内容] 

SQ8.Q9. [1995年度と同一内容] 

Q10. [1996年度と同一内容] 

Q11.あなたは去年のお盆の墓参りはどうしましたか。次のうちから選んで下さい。 

 1.家族と行った  2. 家族とは別に自分だけで行った 3. 行った家族もいるが自分は行かなかった    

  4.家族の誰も行かなかった  5.その他［  ］ 

Q12. あなたはクリスマスというと、次のうち何をイメージしますか。（複数を選んでかまいません） 

  1. イエス・キリスト    2. 教会      3. サンタクロース  4. クリスマスカード  

  5. クリスマス・ツリー   6. プレゼント   7. ケーキ      8. パーティー 

Q13.次のうち、あなたの家（一人暮らしの場合などは実家）にあるものすべてを選んでください。 

  1.神棚  2.仏壇 3.亡くなった近親者の写真を飾ったもの 4.その他宗教的なもの［具体的に： ］ 

Q14.あなたの友だちの中に、信仰をもっている人がいますか。 

 1. はい  →SQ14A-SQ14B に答えて下さい。 

 2. いいえ →SQ14C に答えて下さい。                  

SQ14A.その友人の宗教について宗教名一覧表から選んで下さい。信仰をもっている友達が複数いる場合には、

もっとも熱心に信仰している友人の場合について答えてください。［     ］ 

 SQ14B.その友人が宗教を信じているということで、あなたの態度は次のどれになりますか。 

  1.他の友人と変わらない態度で接している。 2.やや気にしながら接している  

  3.だいぶ気にしながら接している    4.その信仰をやめるように勧めている 5.その他［具体的に    ］ 

 SQ14C.もしある友人が宗教を信じていると分かったらどうしますか。 

  1.今までと変わらず接する      2.友人が信じている宗教によってはつきあい方を変える  

 3.その友人とはつきあいをやめる  4.その他［具体的に         ］       

Q15.次のような意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.

そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」     ［  ］ 

 2.「一般的に宗教は、アブナイというイメージがある。」     ［  ］ 

 3.「先祖は自分たちを見守ってくれている。」           ［  ］ 

 4.「高校までにもっと宗教についての基礎知識を教えるべきだ。」 ［  ］ 
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 5.「信仰心で病気が治ることもある。」            ［  ］ 

 6.「自分が日本人であることに誇りをもちたい。」        ［  ］ 

Q16.次のそれぞれについて、あなたは「1.参加もしくは体験したことがある 2.誘われたり、声をかけられたこと

がある 3.聞いたことがある 4.知らない」のどれに当たりますか、番号で答えて下さい。 

 1. 気功    ［  ］    2. 自己啓発セミナー ［  ］     3. ヨガ教室   ［  ］  

 4. チャネリング ［  ］    5. 手かざし     ［  ］     6. ヒーリング  ［  ］ 

Q17.次の事柄について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.そう

思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1. 宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ。          [  ] 

  2. 街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。                [  ]  

  3. クリスチャンでない人が、キリスト教会で結婚式をあげるのはおかしい。          [  ] 

  4. ふだん信仰のない家が、葬式のときだけ僧侶（お坊さん）をよぶのはおかしい。       [  ] 

  5. 神社、寺院，教会などの宗教施設は現在税金がかかっていないが、一般の建物と同じように課税すべきだ。 

                                   [  ] 

 6. 成人した子供の信仰に親が干渉するのはおかしい。                     [  ]  

 7. 特定の宗教団体が特定の政党を支持するのはよくない。                     [  ] 

Q18.次の事柄について、「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否定する 5.その事柄を知らない」

のなかから、番号で答えて下さい。 

 1. 宜保愛子の霊視 ［ ］  2. オーラの存在      ［ ］  3. テレパシーの存在 ［ ］  

 4. 臨死体験    ［ ］  5. 前世・生まれ変わり   ［ ］  6. 死後の世界の存在 ［ ］ 

Q19．次の事柄について、あなたの考えを答えて下さい。 

SQ19A.あなたはノストラダムスによる1999年の終末予言をどう思いますか。 

1.信じる    2.ありうると思う  3.あまり信じない  4.否定する  5.この予言の話を知らない 

 SQ19B.終末に起こることとして、あなたの身の回りでうわさになったことを次から選んでください。 

  1. いん石の衝突  2. 核戦争   3. 宇宙人の攻撃  4. 火山の爆発   5. 大地震  

  6. 異常気象    7. その他［具体的に：         ］ 

 SQ19C.ノストラダムス関係の本に関して(雑誌を除く)、あなたは次のどれにあたりますか。 

  1. 何冊も読んだ  2. 数冊読んだ  3. 一、二冊読んだ  4. 読んだことがない 

 SQ19D.最近のノストラダムス関係のテレビ番組に対するあなたの態度は次のどれにあたりますか。 

  1.できる限り見る  2. 時々は見る  3. ほとんど見ない  4. そういうものには関心がない 

Q20．従来のお墓と異なり、野山や河川、海などに遺灰をまく「散骨･自然葬」と呼ばれるものがありますが、こ

のことをあなたは知っていましたか。    1.はい    2.いいえ 

SQ20A. 親が「散骨・自然葬」を望んだ場合、あなたはそれに従いますか。  1. はい   2. いいえ 

SQ20B. 自分が死んだときのことを考えて、散骨・自然葬を希望しますか。  1. はい   2. いいえ 

SQ20C. 今後、散骨・自然葬は増えると思いますか。           1. はい   2. いいえ 

SQ20D. 自分が希望する葬法はどれですか。   

  1. 神道式 2. 仏式  3. キリスト教式  4. その他の宗教による式  5. 宗教色のない式  

  6. 葬式をやらない  7. どれでもいい 

Q21.次にあげた占いについて、あなたがやったことのあるものすべてに〇をつけて下さい。 

 1．学校や家などで友達と「こっくりさん」（または「エンゼルさん」「キューピッドさん」）をやったことがある。 

 2．街頭や店でプロの占い師に手相、人相などを占ってもらったことがある。 

 3．店などでプロの占い師にタロット占いをしてもらったことがある。 

 4．星占いをするために定期的に読む本や雑誌がある。 

  5. 一日の運勢をみるために定期的にみるテレビ番組がある。 

  6．神社・仏閣のおみくじをひいたことがある。 
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 7. 店などでコンピューター占いをしたことがある。 

 8．インターネット上の有料の占いをしたことがある。 

SQ21. 次にあげた占いについて「1.かなり当たると思う 2.当たることもあると思う 3.当たらない 4.関心が

ないのでどのようなことをするかわからない」のなかから、番号で答えて下さい。 

 1.こっくりさん     ［  ］    5.タロット占い     ［  ］ 

 2.手相       ［  ］    6.血液型による性格判断  ［  ］ 

 3.姓名判断       ［  ］    7.神社･仏閣のおみくじ  ［  ］ 

 4.生まれ月による星占い ［  ］    8.コンピューター占い   ［  ］ 

Q22．神や仏の存在について、あなたはどう思いますか。「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.

否定する」のなかから、番号で答えて下さい。 

 1.神の存在［  ］  2.仏の存在［  ］  3.霊魂の存在［  ］ 

SQ22A．信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている神のイメージにもっとも近いものを次からひとつ選

んで下さい。 

  1.宇宙を創造したり支配したりする唯一の存在    2.いろいろな役割や力をもつ複数の存在 

  3.いのちやエネルギーの源になるような存在     4.宇宙の法則そのもの  

  5.人の心の中にあるもの             6.特定のイメージがわかない 

SQ22B. 信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている仏のイメージについて、あてはまるものを選んで下

さい。 （複数選んでもかまいません） 

  1.お釈迦様（仏陀）   2.お寺に置かれたいろいろな仏像     3.ご先祖様      4.死者    

5.悟った人       6.その他              7.特定のイメージがわかない 

Q23.宗教と性差について以下の問いに答えて下さい。 

 SQ23A.宗教によっては女性が教団の特定の役職や地位につけないところがあります。これについてあなたはど

う思いますか。 

  1.その宗教の決まりにもとづくものだからそれでよい。 

  2.たとえ宗教の決まりであっても、そのようなことは問題である。 

  3.このような問題には関心がない。 

SQ23B.宗教によっては、同性愛を禁じているところがあります。これについて、あなたはどう思いますか。 

  1.その宗教の決まりにもとづくものだからそれでよい。 

  2.たとえ宗教であっても、このような問題に口だしすべきではない。 

  3.このような問題には関心がない。 

 SQ23C.宗教によっては、山などの、一部の神聖な場所には、女性が入ってはいけないとするところがあります

が、これについてあなたはどう思いますか。 

  1.その宗教の決まりにもとづくものだからそれでよい。 

  2.たとえ宗教の決まりであっても、そのようなことは問題である。 

  3.このような問題には関心がない。 

Q24.あなたの宗教に対するイメージは、オウム真理教事件のおこったことでどうなりましたか。 

  1.大変よくなった   2.少しよくなった   3.かわらない 4.少し悪くなった   5.大変悪くなった 

 SQ24A. 現在あなたは、オウム真理教についての報道に対して、どのくらい関心がありますか。次の中から選ん

で下さい。 

 1.非常に関心を持っている  2.多少関心を持っている  3.あまり関心を持っていない 4.関心はない 

SQ24B. SQ24A.で1～3を選んだ人は、その関心の内容について次から選んで下さい。 

  1.裁判のなりゆき        2.今でも信者である人たちのようす 3.脱会した信者の社会復帰      

4.麻原彰晃（松本智津夫）の言動 5.オウム真理教の教え       6.サリン事件の被害者に関すること 

  7.その他［具体的に               ］  

Q25.情報手段に関係する次の質問に答えて下さい。 
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 SQ25A.日常的にニュースを知る手段として、あなたがもっとも多く用いているものの番号に〇をして下さい。 

  1.新聞（決まって目を通すものがあれば〇をして下さい。 ：朝日・ｻﾝｹｲ・日経・毎日・読売・地方紙･その他） 

  2.週刊誌   3.テレビ   4.ラジオ   5.インターネット 

SQ25B.日常的なコミュニケーションの手段として、あなたが用いているものがありましたら、番号に〇をして下

さい。(複数のものに〇をつけてかまいません) 

  1. ポケベル   2. 携帯電話・ＰＨＳ  3.一般電話   4. 電子メール・パソコン通信   

5. ファクス   6. 手紙 

 

2000 年度質問票 

Q1.Q2.[1995年度と同一内容] 

Q3.あなたが卒業した高校について、公立・私立の別、所在する都道府県名（外国の場合、国名）、学校名を記入

して下さい。また大学検定試験の場合は、高校名の所に「大検」と記入して下さい。 

 1.公立  2.私立  都道府県名（外国の場合は国名）=［  ］  高校名=［        ］ 

Q4.～SQ7A. [1995年度と同一内容] 

SQ7B. [1997年度と同一内容] 

SQ7C.～Q9.  [1995年度と同一内容] 

Q10.あなたは今年の初詣はどうしましたか。次のうちから1つ選んで下さい。 

  1. 家族と行った   2. 家族とは別に行った  3. 行った家族もいるが自分は行かなかった  

 4. 家族の誰も行かなかった  5. その他［              ］ 

Q11.あなたは去年のお盆の墓参りはどうしましたか。次のうちから1つ選んで下さい。 

  1. 家族と行った 2. 家族とは別に自分だけで行った 3. 行った家族もいるが自分は行かなかった  4. 家

族の誰も行かなかった  5. その他［          ］ 

Q12.次のうち、あなたの家（一人暮らしの場合などは実家）にあるものすべてを選んで下さい。 

  1. 神棚   2. 仏壇   3. 亡くなった近親者の写真を飾ったもの 

  4. その他宗教的なもの［具体的に                      ］ 

Q13.あなたの友だちの中に、信仰をもっている人がいますか。 

1. はい  →SQ14A-SQ14B に答えて下さい。 

2. いいえ →SQ14C に答えて下さい      

 SQ13A.その友人の宗教について宗教名一覧表から選んで下さい。信仰をもっている友達が複数いる場合には熱

心に信仰している友人の場合を２人以内について答えてください。［A       ］［B     ］ 

 SQ13B.その友人が宗教を信じているということで、あなたの態度は次のどれになりますか。 

  1. 他の友人と変わらない態度で接している。  2. 他の友人より親しく接している  

 3. 他の友人よりはちょっと気にして接している 4.その他［具体的に          ］ 

 SQ13C.もしある友人が宗教を信じていると分かったらどうしますか。 

  1. 今までと変わらず接する     2. 友人が信じている宗教によってはつきあい方を変える  

 3. その友人とはつきあいをやめる  4. その他［具体的に            ] 

Q14.次のような意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.

そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」    [  ] 

 2.「宗教がらみの事件が多いので、宗教には警戒している。」      [  ]  

 3.「先祖は自分たちを見守ってくれている。」        [  ] 

 4.「宗教には正しい宗教と、間違った宗教とがある。」      [  ] 

 5.「一般に宗教家（神主・僧侶・神父・牧師など）は信頼できる。」  [    ] 

Q15.次の事柄について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.そう
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思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

  1. 宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ。             ［  ］ 

   2. 街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。                             ［  ］ 

   3. 自分が脳死状態になったら、臓器を提供したい。                ［  ］ 

   4. ふだん信仰のない家が、葬式のときだけ僧侶（お坊さん）をよぶのはおかしい。          ［  ］ 

5. 神社、寺院，教会などの宗教施設は現在税金がかかっていないが、一般の建物と同じように課税すべきだ。 

                             ［ ］ 

 6. 自治体がオウム真理教（現アレフ）の信者の転入や子供の就学を認めないのはいきすぎだ。  ［ ］ 

Q16.次の事柄について、「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否定する 5.その事柄を知らな

い」のなかから、番号で答えて下さい。 

 1. 霊感・霊視   ［  ］ 2. ノストラダムスの予言 ［  ］  3. テレパシーの存在  ［  ］ 

 4. 臨死体験     ［  ］ 5. 前世・生まれ変わり    ［  ］ 6. 死後の世界の存在  ［  ］ 

Q17.あなたは見知らぬ人から宗教の勧誘を受けたことがありますか。  1.はい      2.いいえ 

  「はい」と答えた人は次のSQ17A～SQ17Dに答えてください。 

 SQ17A. 勧誘を受けた宗教の名前を下の欄に記入してください。 

  （分からない場合は「不明」と書いてください。複数ある場合は2つまで答えてください） 

 SQ17B. 勧誘を受けたのはいつ頃のことですか。次から選んで下の欄のBに番号を記入してください。 

  1．大学時代  2．高校時代  3．中学以前  4．それ以外 

 SQ17C 勧誘を受けた場所はどこでしたか。次から選んで下の欄のCに番号を記入してください。 

1.大学内  2.駅周辺（路上） 3.自宅   4.電話 5.その他（具体的に：   ） 

 SQ17D. そのとき、どのように対応しましたか。次から選んで下の欄のDに番号を記入してください。    

1.無視した  2.一応話を聞いた    3.相手の説明を聞いて関心をもった     

4.相手の説明を聞いて反論し議論になった 

Q18.次にあげた占いなどについて「1.かなり当たると思う 2.当たることもあると思う 3.当たらない 4.関心が

ないのでどのようなことをするかわからない」のなかから、番号で答えて下さい。 

  1.動物占い ［  ］  2.手相 ［  ］     3.姓名判断［  ］ 4.西洋星占い ［  ］ 

 5.カード占い ［  ］  6.血液型による性格判断［  ］ 7.ジンクス［  ］ 8.風水［  ］ 

Q19.神や仏の存在について、あなたはどう思いますか。「1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否

定する」のなかから、番号で答えて下さい。 

  1.神の存在［  ］  2.仏の存在［  ］  3.霊魂の存在［  ］ 

 SQ19A.信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている神のイメージにもっとも近いものを次からひとつだ

け選んで下さい。 

  1.宇宙を創造したり支配したりする唯一の存在   2.いろいろな役割や力らをもつ複数の存在 

  3.いのちやエネルギーの源になるような存在   4.宇宙の法則そのもの     

 5.人の心の中にあるもの         6.特定のイメージがわかない 

 SQ19B. 信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている仏のイメージについて、あてはまるもの を 選 ん

で下さい。（複数選んでもかまいません） 

  1.お釈迦様（仏陀）   2.お寺に置かれたいろいろな仏像   3.ご先祖様   4.死者   

   5.悟った人  6.その他［具体的に：       ］  7.特定のイメージがわかない 

 SQ19C.信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている霊魂のイメージについて、あてはまるものを選んで

下さい。（複数選んでもかまいません） 

 1.生きている人間の中にあるもの  2.死んだ人の霊  3.動物の霊  4.樹木や草花の霊 

 5.その他［具体的に：       ］    6.特定のイメージがわかない 

SQ19D．あなたが宗教性や神秘性を感じるような場所が次の中にあったら○をして下さい。（複数選んでもかまい

ません） 
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  1.神社     2.お寺   3.キリスト教会   4.墓地   5.宇宙 

Q20.宗教と性差について以下の問いに答えて下さい。 

 SQ20A.宗教によっては女性が教団の特定の役職や地位につけないところがあります。これについてあなたはど

う思いますか。 

  1.その宗教の決まりにもとづくものだからそれでよい。 

  2.たとえ宗教の決まりであっても、そのようなことは問題である。 

  3.このような問題には関心がない。 

 SQ20B.宗教によっては、同性愛を禁じているところがあります。これについて、あなたはどう思いますか。 

  1.その宗教の決まりにもとづくものだからそれでよい。 

  2.たとえ宗教の決まりであっても、そのようなことは問題である。 

  3.このような問題には関心がない。 

 SQ20C.宗教によっては、山などの、一部の神聖な場所には、女性が入ってはいけないとするところが あ り ま

すが、これについてあなたはどう思いますか。 

  1.その宗教の決まりにもとづくものだからそれでよい。 

  2.たとえ宗教の決まりであっても、そのようなことは問題である。 

  3.このような問題には関心がない。 

 SQ20D.宗教によっては、妊娠中絶を禁じているところがあります。これについて、あなたはどう思いますか。 

  1.その宗教の決まりにもとづくものだからそれでよい。 

  2.たとえ宗教の決まりであっても、そのようなことは問題である。 

  3.このような問題には関心がない。 

 

2001 年度調査票 

Q1. Q2. [1995年度と同一内容] 
Q3.[2000年度と同一内容] 
Q4.～SQ7A. [1995年度と同一内容] 

SQ7B. [1997年度と同一内容] 

SQ7C.SQ7D. [1995年度と同一内容] 

SQ7E.～SQ7 G. [1995年度と同一内容] 

Q8.Q9. [1995年度と同一内容] 

Q10.～Q13. [2000年度と同一内容] 

Q14.生きることの意味や自分が存在することの意味について考えたことがありますか。つぎのうちから１つ選ん

でください。 

 1.よく考えている  2.たまに考えることがある 3.ほとんど考えることがない  4.考えたことがない 

Q15.神、仏、霊魂の存在について、あなたはどう思いますか。それぞれについて次の1～4の中から答えて下さい。

   「1.信じる 2.ありうると思う  3.あまり信じない  4.否定する」 

   A．神の存在 （   ）   B．仏の存在 （   ） C．霊魂の存在 （   ） 

 SQ15A.何かがタタルということはあると思いますか。次のうちから1つ選んでください。 

  1.あると思う 2.どちらかといえばあると思う 3.どちらかといえばないと思う 4.ないと思う 

 SQ15B.どんなものがタタルと思いますか。次から選んでください。（複数回答可） 

  1.神  2.仏  3.死者  4.動物   5.人形   6.その他( 具体的に               ) 

 SQ15C.先祖に関して、あなたの考えと合うものを次から選んでください。（複数回答可） 

  1.先祖は自分たち子孫を見守ってくれる存在である。 

  2.先祖は家を創始した人から代々の自分につながる人たちである。 

  3.先祖は知っている家族や死んだ近親者である。 
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  4.自分も死んだら、子孫によって先祖としてまつられたい。 

  5.先祖は供養しないとタタルことがある。 

Q16.「癒し」に関して、次にあげたうち、あなたに当てはまることがあれば、すべて○をつけてください。 

  1.癒しに関する本や雑誌を買ったことがある。 

  2.癒しに関するCDを買ったことがある。 

  3.アロマテラピーを体験したことがある。 

  4.ヒーラーのところに行ったことがある。 

  5.心の癒しになるグッズを持っている。 

Q17.人生に悩んだ時に、相談したいと思う宗教者がいたら次から選んでください。（複数回答可） 

   1.仏教の僧侶     2.キリスト教の牧師・神父・シスター   

3.神社の神主      4.街の占い師      5.その他の宗教家（具体的に：   ） 

Q18.宗教者であるならば、やるべきだと思う社会的活動が以下にあったら選んでください。(複数回答可) 

  1.差別をなくすための活動  2.被災者・被害者の心のケア  3.死を迎えようとする人の心の支え    

4.障害者や高齢者に対する社会福祉活動  5.その他（具体的に：   ） 

Q19.宗教と性差について以下の問いに答えてください。 

SQ19A.宗教によっては、女性が教団の特定の役職や地位につけないことがあります。これは差別だと思います

か。 

   1.差別だと思う   2.差別だと思わない  3.わからない 

 SQ19B.宗教によっては、山など一部の神聖な場所には、女性が入ってはいけないとするところが ありますが、

これは差別だと思いますか。 

   1.差別だと思う   2.差別だと思わない  3.わからない 

  SQ19C.宗教によっては、同性愛を禁じているところがあります。これについてあなたはどう思いますか。 

  1.宗教もそういうことに関与していい      2.宗教はそういうことに関与すべきではない 3.わからない 

  SQ19D.宗教によっては、妊娠中絶を禁じているところがあります。これについてあなたはどう思いますか。 

  1.宗教もそういうことに関与していい      2.宗教はそういうことに関与すべきではない 3.わからない 

Q20.あなたのインターネットの利用度は次のどれですか。当てはまるものを選んで下さい（複数回答可） 

  1.自分のホームページをもっている。 

  2.掲示板への書き込みをしたり、チャットをしたりすることがある。 

  3.いろいろなホームページを閲覧する。 

  4.携帯電話・ＰＨＳからホームページにアクセスしている。 

  5.電子メールに使っている。 

  6.インターネットは利用していない。 

＊この質問に6を選んだ人以外は、次のSQ20Aに答えて下さい。 

 SQ20A.インターネットのホームページのうち、あなたが関心をもっているものを、次から選んでください。（複

数回答可） 

  1.宗教団体のホームページ 

  2.オカルト・超常現象に関するホームページ 

  3.癒しに関するホームページ 

  4.ＵＦＯに関するホームページ 

  5.占いに関するホームページ 

  6.上の1～5のようなホームページには関心はない 

＊この質問に6を選んだ人以外は、次のSQ20Bに答えて下さい。 

  SQ20B. インターネットで宗教や宗教に関する情報を得たことで、あなたは次のどれになりますか。(複数回答

可) 

  1.宗教や宗教に関することに興味がわいた。 
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  2.宗教や宗教に関することの知識が増えた。 

  3.宗教や宗教に関することについての考え方が変わった。 

  4.宗教や宗教に関することに嫌悪感を抱くようになった。 

5.とくになにも変わらない  

 

2005 年度調査票 

Q1.Q2.[1995年度と同一内容] 

Q3. [2000年度と同一内容] 
Q4.～SQ7A. [1995年度と同一内容] 

SQ7B. [1997年度と同一内容] 

SQ7C.～Q9.  [1995年度と同一内容] 

Q10.～Q13. [2000 年度と同一内容] 
Q13.あなたの友だちの中に、信仰をもっている人がいますか。 

Q14.あなたは見知らぬ人から宗教の勧誘を受けたことがありますか。  1.はい      2.いいえ 

  「はい」と答えた人は以下の問に答えてください。 

 SQ14A.勧誘を受けた宗教の名前を右の欄のＡに記入してください。 

  （分からない場合は「不明」と書いてください。複数ある場合は２つまで答えてください） 

 SQ14B.勧誘を受けたのはいつ頃のことですか。次から選んで右の欄のBに番号を記入してください。 

1．大学時代  2．高校時代  3．中学以前  4．それ以外 

 SQ14C.勧誘を受けた場所はどこでしたか。次から選んで右の欄のCに番号を記入してください。 

  1.学校内  2.駅周辺（路上） 3.自宅 4.電話 5.その他（具体的に：  ） 

 SQ14D.そのとき、どのように対応しましたか。次から選んで右の欄のDに番号を記入してください。       

1.無視した   2.一応話を聞いた   3.相手の説明を聞いて関心をもった  

4.相手の説明を聞いて反論し議論になった 

SQ14E.宗教かどうかわからないが、路上で手相などの占いの誘いを受けたことがありますか。 

1.ある  2.ない 

「1.ある」と答えた人はそのときの対応について右から選んでください 

  A宗教名       B勧誘された時期     C勧誘された場所      D対応方法 

宗教その１[  ]      1. 2. 3. 4.        1. 2. 3. 4. 5.     1. 2. 3. 4. 

宗教その２[  ]     1. 2. 3. 4         1. 2. 3. 4. 5.     1. 2. 3. 4. 

1.声をかけられるがいつも無視する    2.その場で占ってもらったことがある 

3.占ってもらったあと、別の場所へ誘われたことがある 

Q15.神、仏、霊魂の存在について、あなたはどう思いますか。それぞれについて次の1～4の中から答えて下さい。

     「1.信じる 2.ありうると思う  3.あまり信じない  4.否定する」 

    A．神の存在 （   ）   B．仏の存在 （   ） C．霊魂の存在 （   ） 

 SQ15A.信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている神のイメージにもっとも近いものを１つ選んで下さ

い。 

  1.宇宙を創造したり支配したりする唯一の存在    2.いろいろな役割や力をもつ複数の存在 

  3.いのちやエネルギーの源になるような存在      4.宇宙の法則そのもの     

  5.人の心の中にあるもの              6.特定のイメージがわかない 

 SQ15B.信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている仏のイメージについて、あてはまるものを選んで下

さい。 ［複数回答可］ 

   1.お釈迦様（仏陀）  2.お寺に置かれたいろいろな仏像   3.ご先祖様   4.死者  5.悟った人 
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  6.その他［具体的に：  ］  7.特定のイメージがわかない 

 SQ15C.信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている霊魂のイメージについて、あてはまるものを選んで 

 下さい。［複数回答可］ 

  1.生きている人間の中にあるもの 2.死んだ人の霊  3.動物の霊 4.樹木や草花の霊 

  5.その他［具体的に： ］  6.特定のイメージがわかない 

Q16.宗教に関する次の意見について「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わな

い 4.そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

1.「どんなに科学が発達しても宗教は人間に必要だ」     [  ]  

2.「先祖は自分たちを見守ってくれている」         [  ] 

3.「いろいろな宗教があるが結局は同じことを目標にしている」 [  ] 

4.「宗教を信じると、心のよりどころができる。」       [  ]  

5.「霊感・霊視というものはある」             [  ] 

Q17.宗教についての次の意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思

わない 4.そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

1.「高校までにもっと世界の宗教についての基礎知識を教えるべきだ。」     [  ]   

2.「宗教がらみの事件が多いので、宗教には警戒している。」         [  ]  

3.「一般的に宗教は、アブナイというイメージがある。」           [  ]  

 4.「特定の宗教団体が特定の政党を支持するのはよくない」          [  ]  

 5.「宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ」 [  ] 

Q18.あなたは次の占いへの信頼度について、次の1～5のどれかを記入してください。 

「1.信じる、 2.やや信じる  3.あまり信じない  4.信じない  5.この占いがどんなものか知らない」 

A.神社･仏閣のおみくじ[  ]   B.手相[  ]  C.姓名判断[  ]    D.血液型による性格判断[  ] 

E.動物占い[  ]       F.風水[  ]      G.毎日テレビでやる星占い[  ]  H.細木数子の占い[  ] 

Q19.宗教家に関する次の質問について答えてください。 

 SQ19A.人生に悩んだ時に、相談したいと思う宗教者がいたら次から選んでください。［複数回答可］ 

 1.仏教の僧侶    2.キリスト教の牧師・神父・シスター   3.神社の神主      

4.街の占い師    5.その他の宗教家（具体的に：   ） 

 SQ19B.次の宗教家についてのあなたの信頼度はどうですか。それぞれ次の1～5から選んでください。 

 「1.信頼できる  2.やや信頼できる  3.あまり信頼できない 4.信頼できない 5.わからない」 

A.仏教の僧侶[  ] B.キリスト教の牧師・神父・シスター[  ] C.神社の神主[  ]  D.街の占い師 [  ] 

 SQ19C.宗教者であるならば、やるべきだと思うことが以下にあったら選んでください。［複数回答可］ 

1.差別をなくすための活動  2.被災者・被害者の心のケア     3.死を迎えようとする人の心の支え 

4.障害者や高齢者に対する社会福祉活動  5.平和のために祈る  6.その他（具体的に：         ） 

Q20.あなたのインターネットの利用度は次のどれですか。当てはまるものを選んで下さい。［複数回答可］ 

1.自分のホームページをもっている。          2. 自分のブログをもっている 

3.携帯電話・ＰＨＳからインターネットを利用する。  4. パソコンでインターネットを利用する。 

5.インターネットは利用していない。 

 SQ20A.インターネットのホームページのうち、あなたが関心をもっているものを選んでください。［複数回答

可］ 

1.宗教団体のホームページ            2.オカルト・超常現象に関するホームページ 

3.癒し・スピリチュアリティに関するホームページ 4.ＵＦＯに関するホームページ 

5.占いに関するホーム              6.1～5のようなホームページには関心はない 

 SQ20B.インターネットで宗教に関する情報を得たことで、あなたの宗教に対するイメージはどうなりましたか。 

  １つ選んでください。（ただし、SQ20Aで6を選んだ人は、この質問には答えなくてけっこうです）。 

1.宗教に関していいイメージをもつようになった。   2. 宗教に関して悪いイメージをもつようになった  
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3. 宗教に関してのイメージはとくに変わらない 

 SQ20C.次のうち、やったことのあるコンピュータゲームを○をしてください。［複数回答可］ 

1.ヴァルキリー・プロファイル  2.ドラゴン・クエスト   3.ファイナル・ファンタジー 

4.女神転生          5.ラグナロク・オンライン 

Q21.死やお葬式に関係する次の質問に答えてください。 

 SQ21A.従来のお墓と異なり、野山や河川、海などに遺灰をまく「散骨・自然葬」と呼ばれるものがありますが、 

  あなたは知っていましたか。  1.知っていた  2.知らなかった 

 SQ21B.親が散骨・自然葬を望んだ場合、あなたはそれに従いますか。       1.はい  2.いいえ 

 SQ21C.あなたは自分が死ぬときのことを考えた場合、散骨・自然葬を望みますか。 1.はい  2.いいえ 

 SQ21D.「散骨・自然葬」が、今後増えると思いますか。            1.はい  2.いいえ 

 SQ21E.自分が希望する葬法はどれですか。１つだけ選んでください。   

   1. 神道式   2. 仏式   3. キリスト教式   4. その他の宗教による式   

    5. 宗教色のない式    6. 葬式をやらない  7. どれでもいい 

 SQ21F.あなたは肉親の死を実際に体験したことがありますか。         1.はい  2.いいえ 

 SQ21G.最近は人の死の判断に脳死が用いられることがあります。あなたは脳死を人の死と考えますか。 

  次のうちから１つ選んでください。 

１.脳死の意味がわからないので答えられない ２．脳死を人の死としていい 

３.脳死を人の死とは考えない       ４．脳死が人の死かどうか、自分では決めがたい 

 SQ21H.あなたが脳死状態になった場合、臓器を提供することをどう思いますか。 

1.ぜひ提供したい 2.提供してもよい 3.あまり提供したくない 4.絶対提供したくない 5.その他［      ］ 

SQ21I.親が脳死状態における臓器提供の意思を示していたとすれば、あなたはどうしますか 

1.親の意思に従う   2.親の意思には従わず提供しない  3.わからない  

Q22. [2001年度Q19と同内容] 

Q23.靖国問題に関する次の質問に答えてください。 

 SQ23A.首相が靖国神社を参拝することをめぐって対立する意見があることを知っていますか。 

  1.知っている    2.知らない   

 SQ23B.上の質問に「知っている」と答えた人は、参拝に反対する人たちの反対理由について、知っているもの 

  を２つまで具体的に書いてください。[    ] [    ] 

  SQ23C.あなたは首相が靖国神社を参拝することをどうおもいますか。次から1つ選んでください。 

     1.必ず参拝すべきである   2.個人的な信仰なら参拝してもいい  

  3.参拝しない方がいい     4.参拝してはいけない 

 SQ23D.靖国神社とは別に、特定の宗教とかかわりがなく、誰もが追悼ができる「新しい国立の追悼施設」を作 

るべきという案が政府で検討されたことがあります。これについてどう思いますか 

  1.そういう施設がぜひあったほうがいい 2.あってもいい  3.あまり必要ではない  4.不要である 

Q24.イスラム教に関して次の質問に答えてください。 

 SQ24A．最近のあなたのイスラム教への関心は次のうちどれですか。 

  1.大変高い  2.やや高い  3.あまり高くない    4.ほとんどない 

SQ24B.あなたのイスラム教徒（ムスリム）とのかかわりで、次のうちあてはまるものがあったら選んでくだ 

 さい。［複数回答可］ 

1.自分はイスラム教徒である      2.日本にイスラム教徒の友人がいる  

3.国外にイスラム教徒の友人がいる    4.近所にイスラム教徒が住んでいる   

5.近所にイスラム寺院（モスク）がある        

 SQ24C.「9.11」（米国同時多発テロ事件）以後、イスラム教へのあなたのイメージはどうなりましたか。 

   1.よくなった   2.少しよくなった  3.少し悪くなった  4.悪くなった  5.変わらない  

Q25.オウム真理教について、以下のうちあなたが知っているものに○をしてください。［複数回答可］ 
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  1.１９９５年に地下鉄サリン事件を起こした 2.教祖は麻原彰晃（本名松本智津夫）である。 

  3.現在はアーレフと名乗って活動している 4.修行によって空中浮揚など超能力が得られると主張した 

  5.信者たちが修行していたところはサティアンと呼ばれていた 

  6.オウム真理教については何も知らない 

 上の質問で６を選んだ人以外は次のSQ25Aの質問に答えてください。 

 SQ25A.あなたは、オウム真理教（アーレフ）について、次のどの点に関心がありますか。（1～4は複数回答可) 

   1.麻原彰晃（松本智津夫）の裁判のなりゆき  

2.今も信者である人と彼らが住んでいる地域住民とのトラブル 

   3.アーレフに関するネット上の情報      

4.サリン事件の被害者に関すること 

5.オウム真理教（アーレフ）については何も関心がない  

 

2007 年度調査票 

Q1.Q2.[1995年度と同一内容] 

Q3. [2000年度と同一内容] 
Q4. ～Q6. [1995年度と同一内容]  

Q7. あなたは宗教にどの程度関心がありますか。次のうちから選んで下さい。 

 1. 現在、信仰をもっている →その宗教を宗教名一覧表から選んで下さい。 [    ] 

 2. 信仰はもっていないが、宗教に関心がある           

 3. 信仰はもっていないし、宗教にもあまり関心がない     

 4. 信仰はもっていないし、宗教にもまったく関心がない  

Q8. Q9. [1995年度と同一内容] 
Q10.～Q12. [2000 年度と同一内容] 
Q13.神、仏、霊魂の存在について、あなたはどう思いますか。それぞれについて次の1～4のいずれかの番号を記

入して下さい。 「1. 信じる   2. ありうると思う   3. あまり信じない   4. 否定する」 

   1. 神の存在  [   ]    2. 仏の存在 [   ] 3. 霊魂の存在 [  ] 

Q14.宗教に関する次の意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わ

ない 4.そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1. 「一般的に宗教は、アブナイというイメージがある。」    [  ]   

 2. 「どんなに科学が発達しても宗教は人間に必要だ。」    [  ] 

 3. 「首相は靖国神社に参拝すべきである。」        [  ] 

 4. 「これからは女性天皇を認めていい。」         [  ] 

 5. 「自分が脳死状態になったら、臓器を提供したい。」  [   ] 

 6. 「死後も魂はどこかに存在し続ける。」        [  ] 

Q15.宗教と教育に関する次の意見について、「1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそ

う思わない 4.そう思わない」のいずれかの番号で答えて下さい。 

 1. 「高校までに日本や世界の宗教文化についての基礎的な知識を学んだ方がいい。」  [  ]  

 2. 「高校までの教育で、愛国心を深めるための工夫をした方がいい。」       [  ] 

 3. 「道徳の授業をもっと充実させた方がいい。」                [  ] 

 4. 「いのちの大切さを教える授業を充実させた方がいい。」            [  ] 

 5. 「学校では受験や就職に必要な知識や技能を教えるだけでいい。」        [  ] 

Q16. 宗教やスピリチュアルに関する次の質問について答えて下さい。 

 Q16a. 人生に悩んだ時に、相談したいと思う宗教者がいたら次から選んでください。［複数回答可］ 

 1. 仏教の僧侶  2. キリスト教の牧師・神父・シスター  3. 神社の神主     4. 街の占い師 
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  5. ネット上で相談に回答してくれる人  6. その他の宗教家 [具体的に：          ] 

 Q16b.自分が死んだときのことを考え、希望する葬法はどれですか。1つ選んでください。   

   1. 神道式   2. 仏式    3. キリスト教式   4. その他の宗教による式   

5. 宗教色のない式  6. 葬式をやらない  7. どれでもいい 

 Q16c. 「スピリチュアルな」という表現であなたが感じるのは次のどれですか。［複数回答可］ 

 1. 精神的に深みのあることを感じる。 

2. 宗教的というのに比べると、近づきやすく感じる。 

3. あやしさを感じる。 

4. なんのことだか、よくわからない。 

5. その他 [具体的に：                  ] 

Q17. テレビ番組で占いや人生相談等をおこなっている細木数子を知っていますか。 

 1. はい     2. いいえ 

＊この質問に「はい」と答えた人は、次の2つの質問に答えて下さい。  

 Q17 a. 細木数子の占いは当たると思いますか。 

   1. 当たる  2. どちらかといえば当たる  3. どちらかといえば当たらない ４. 当たらない 

 Q17 b.細木数子の人生相談的な話は説得的と思いますか。 
   1. たいへん説得的である  2. 少し説得的である  3. あまり説得的でない  4. まったく説得的で

ない  

Q18. テレビで「オーラの泉」という番組がありますが、これについてあなたは次のどれですか。 

  1. いつも見ている    2. ときどきは見る    3. あまり見ない    4. 見たいと思わない 

  5. この番組のことは知らない。 

＊この質問に1～4を選んだ人は、次の2つの質問に答えて下さい。 

 Q18a. この番組では霊について語ることが多いですが、そこでの霊の話を信じますか。 

  1. 信じる  2. どちらかといえば信じる  3. どちらかといえば信じない  4. 信じない  

 Q18b. この番組はテレビ局のやらせだと思いますか。 

1. ほとんどやらせである    2. ときにはやらせがある    3. やらせはない  

Q19. 路上で、見知らぬ人から「手相をみせてください」、「あなたには特別なオーラがあります」などと宗教や占

いに関係するような内容で声をかけられたことがありますか。 

  1. 何度か声をかけられた   2. １～２度、声をかけられたことがある  3. 声をかけられたことはない 

 ＊この質問に1か2を選んだ人は、次の2つの質問に答えてください。 

 Q19a. 話しかけられたときの内容はどのようなものでしたか。次から選んでください。［複数回答可］ 

   1. 「手相の勉強をしています」         2. 「あなたの守護霊が見えます」 

   3. 「あなたには特別のオーラを感じます」     4. 「このままだと何か不幸なことにあいます」 

   5. 「今、人生の転換期です」 

   6. その他  [具体的に：                       ] 

 Q19b. 声をかけられ、「あなたに悪い霊がついているのが見えます」などと言われたら気にしますか。 

1. 気にする  2. どちらかといえば気にする  3. どちらかといえば気にしない  4. 気にしない 

Q20. あなたのインターネットの利用度について、当てはまるものを選んで下さい。［複数回答可］ 

    1. 自分のホームページをもっている      2. 自分のブログをもっている 

    3. ミクシィをやっている         4. 携帯電話・ＰＨＳからインターネットを利用する 

5. パソコンでインターネットを利用する    6. インターネットは利用していない 

＊この質問に1～5を選んだ人は、次の3つの質問に答えてください。  

 Q20a. インターネットのホームページのうち、あなたが関心をもっているものを選んで下さい。 

 ［複数回答可］ 

   1. 宗教団体のホームページ            2. オカルト・超常現象に関するホームページ 
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   3. 癒し・スピリチュアルに関するホームページ  4. ＵＦＯに関するホームページ 

   5. 占いに関するホームページ          6. 1～5のようなホームページには関心はない 

 Q20b. 次のうち、やったことのあるコンピュータゲームに○をしてください。［複数回答可］ 

    1. ヴァルキリープロファイル  2. ドラゴンクエスト    3. ファイナルファンタジー 

    4. 女神転生         5. ラグナロクオンライン   6. おいでよどうぶつの森 

 Q20c. ウィキペディアについて、次のうちあてはまるものに○をして下さい。［複数回答可］ 

 1. ウィキペディアの記事は正確なものが多いと思う。 

 2. レポートの作成などに、ウィキペディアの記事をそのままダウンロードして使ったことがある。 

 3. ウィキペディアに自分も書きこんだことがある。 

 4. 誰が書いたか分からないので、あまり信用しない。 

 5. ウィキペディアが何であるか知らない。  

 

2010 年度調査票 

Q1.Q2.[1995年度と同一内容] 

Q3. [2000年度と同一内容] 
Q4.～Q6.[1995年度と同一内容] 

Q7.あなたは宗教にどの程度関心がありますか。次のうちから選び、さらにそれぞれの質問に答えて下さい。 

1.現在、信仰をもっている   →Q7Aに答えて下さい   

2.信仰はもっていないが、宗教に関心がある             

  3.信仰はもっていないし、宗教にもあまり関心がない        

  4.信仰はもっていないし、宗教にもまったく関心がない  →Q7Ｂに答えて下さい  

Q7A.あなたが信仰している宗教を宗教名一覧表から選んで下さい。 ［     ］  

Q7Ｂ.あなたが宗教に関心があまりない、あるいはまったくない理由を次の中から選んで下さい。（複数に○をし

てかまいません） 

1.宗教に関する嫌な体験があるから2.なんとなく嫌いだから3.関心がないから4.宗教の必要性を感じていないから 

Q8. Q9. [1995年度と同一内容] 
Q10.～Q12. [2000 年度と同一内容] 
Q13.次のような意見について、あなたは＜ ＞内の1～4のどれになるか、番号で答えて下さい。 

＜1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.そう思わない＞ 

 1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」                          ［ ］ 

  2.「一般的に宗教は、アブナイというイメージがある。」                          ［  ］ 

 3.「宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ。」  ［  ］ 

 4.「特定の宗教団体が特定の政党を支持するのはよくない。」                      ［  ］ 

 5.「街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。」          ［  ］ 

 6.「宗教を信じると、心のよりどころができる。」                                ［  ］ 

7.「死後も魂はどこかに存在し続ける。」                                        ［  ］ 

8.「テレビに登場する霊能者は、本当に霊と交信している。」                ［  ］ 

Q14.宗教及び宗教家に関する次の3つの問に答えてください。 

Ｑ14Ａ.神、仏、霊魂の存在について、それぞれ＜ ＞内の1～4のどれになるか、番号で答えて下さい。   

＜1.信じる 2.ありうると思う 3.あまり信じない 4.否定する＞ 

 1.神の存在［ ］  2.仏の存在［ ］  3.霊魂の存在［ ］  4.パワースポットの存在 ［ ］ 

Ｑ14Ｂ. 信じる信じないにかかわらず、あなたの持っている神のイメージにもっとも近いものを次からひとつ選

んで下さい。 

 1.宇宙を創造したり支配したりする唯一の存在    2.いろいろな役割や力をもつ複数の存在 
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 3.いのちやエネルギーの源になるような存在        4.宇宙の法則そのもの  

 5.人の心の中にあるもの                     6.特定のイメージがわかない 

Ｑ14C. 人生に悩んだ時に、次のような人に相談したいと思いますか。相談したいような人に○をつけてください。

［複数回答可］ 

 1. 仏教の僧侶  2. キリスト教の牧師・神父・シスター  3. 神社の神主 4.テレビに登場するような霊能者    

5. 街の占い師  6.ネット上で相談に回答してくれる人 7. その他の宗教家 [具体的に：          ] 

Ｑ14D.宗教者であるならば、やるべきだと思うことが以下にあったら選んでください［複数回答可］ 

1. 平和運動       2. 被災者・被害者の心のケア    3. 病に苦しむ人の心の支え 

4. 死を迎えようとする人の心の支え          5. 障害者や高齢者に対する社会福祉活動   

6. 差別をなくすための活動                  7. その他（具体的に：          ） 

Q15. 宗教と教育に関する次の意見について、＜ ＞内の1～4のどれになるか、番号で答えて下さい。 

＜1.そう思う  2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.そう思わない＞ 

1.「高校までに日本や世界の宗教文化についての基礎的な知識を学んだ方がいい。」    [  ]  

 2.「高校までの教育で、愛国心を深めるための工夫をした方がいい。」          [  ] 

 3.「道徳の授業をもっと充実させた方がいい。」                    [  ] 

 4.「いのちの大切さを教える授業を充実させた方がいい。」              [  ] 

 5.「神社や寺院など、日本の伝統的宗教施設を見学する機会を設けた方がいい。」     [  ] 

 6.「学校では受験や就職に必要な知識や技能を教えるだけでいい。」          [   ] 

Q16. 大学でもし宗教ついて学ぶ機会があるとして、次のテーマに対するあなたの関心の度合いが、＜ ＞内の1

～3のどれになるか、番号で答えてください。また用語の意味が分からないものについては4を記入してください。 

＜1.関心が高い  2関心が少しある  3.関心がない 4.この用語を知らない＞ 

  1.イスラーム（イスラム教）   [  ]  5.ユダヤ教    [  ]   9.神道          [  ] 

  2.上座仏教（東南アジアの仏教） [  ]   6.道教      [  ]   10. 新宗教（新興宗教）   [  ] 

  3.キリスト教          [  ]  7.儒教     [  ]   11.日本や世界の神話     [  ] 

  4.ヒンドゥー教         [  ]    8.日本仏教   [  ]   12. シャーマニズム      [  ] 

Q17.葬儀や葬法にかかわりのある次の5つの質問に答えてください。 

Q17Ａ.従来のお墓と異なり、野山や河川、海などに遺灰をまく「散骨･自然葬」と呼ばれるものがありますが、 

  このことをあなたは知っていましたか。                1 .はい    2. いいえ 

Q17Ｂ.親が「散骨・自然葬」を望んだ場合、あなたはそれに従いますか。   1. はい    2. いいえ 

Q17Ｃ.自分が死んだときのことを考えて、散骨・自然葬を希望しますか。   1. はい     2. いいえ 

Q17Ｄ.自分が希望する葬法はどれですか。1つ選んでください。   

  1. 神道式     2. 仏教式     3. キリスト教式    4. その他の宗教による式   

 5. 宗教色のない式      6. 葬式をやらない  7. どれでもいい 

Q17Ｅ. 仮にあなたが脳死状態になった場合、臓器を提供することをどう思いますか。1つ選んでください。 

 1.すすんで提供したい  2.提供してもよい  3.あまり提供したくない 4.絶対提供しない   5.その他［   ］ 

Q18.オウム真理教にかかわりのある次の3つの問に答えてください。 

Q18Ａ.現在あなたは、オウム真理教に関連する報道に対して、どれくらい関心がありますか。次の中から選んで

下さい。 

 1.非常に関心をもっている     2.多少関心をもっている     3.あまり関心をもっていない   

4.関心はない             5.オウム真理教が何であるか知らない 

Q18Ｂ.オウム真理教に関連する次の事柄のうち、あなたが知っているものの番号を丸で囲んでください。（複数

回答可） 

 1.教祖は麻原彰晃（本名松本智津夫）である。  

2.教祖は修行によって空中浮揚など超能力が得られると主張した。 

 3.信者たちが修行していた建物は、サティアンと呼ばれていた。 
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4.（1995年3月に）東京で地下鉄サリン事件を起こした。 

 5.地下鉄サリン事件では10名以上の死者を含む数千人の被害者が出た。 

 6.サリン事件にかかわった教祖と幹部の何人かは死刑が確定した。 

7.オウム真理教の元信者の一部は、現在アレフという団体に所属している。 

 8.麻原彰晃の弟子であった上祐史浩は「ひかりの輪」という団体を作った。 

Q18Ｃ. 大学が主催して、新入生などを対象に「カルト対策」の教育をすることについてどう思いますか。次の1

～5から1つ選んで○をつけてください。 

1.ぜひやるべきである。 2.やったほうがいい    3.あまりやらなくてもいい 

4.やるべきではない      5.「カルト対策」というのが何のことか分らない 

Q19.宗教と性差について、次の4つの問いに答えてください。 

Q19Ａ.宗教によっては女性が教団の特定の役職や地位につけないことがあります。これは差別だと思いますか。 

   1.差別だと思う   2.差別だと思わない   3.わからない 

Q19B.宗教によっては、山など一部の神聖な場所には、女性が入ってはいけないとするところがありますが、こ

れは差別だと思いますか。 

   1.差別だと思う   2.差別だと思わない   3.わからない 

Q19C.宗教によっては、同性愛を禁じているところがあります。これについてあなたはどう思いますか。 

1.宗教もそういうことに関与していい  2.宗教はそういうことに関与すべきではない 3.わからない 

Q19D.宗教によっては、妊娠中絶を禁じているところがあります。これについてあなたはどう思いますか。 

1.宗教もそういうことに関与していい  2.宗教はそういうことに関与すべきではない 3.わからない 

Q20.インターネットの利用に関して、次の3つの問に答えてください。 

Ｑ20Ａ. あなたのインターネットの利用度について、当てはまるものを選んで下さい。［複数回答可］ 

  1.自分のホームページをもっている  2. 自分のブログをもっている  3.ミクシィなどのＳＮＳに参加している

4. ツィッターをやっている     5. スカイプを利用している   6. インターネットは利用していない 

Ｑ20Ｂ. インターネットのホームページのうち、あなたが関心をもっているものを選んで下さい。［複数回答可］ 

 1. 宗教団体のホームページ             2. オカルト・超常現象に関するホームページ 

  3. 癒し・スピリチュアルに関するホームページ  4. ＵＦＯに関するホームページ 

  5. 占いに関するホームページ           6. 1～5のようなホームページには関心はない 

Ｑ20Ｃ.ウィキペディアについて、次のうちあてはまるものに○をして下さい。［複数回答可］ 

1. ウィキペディアの記事は正確なものが多いと思う。 

 2. レポートの作成・授業の発表などに、ウィキペディアの記事をそのままコピーして使ったことがある。 

 3. ウィキペディアに自分も書きこんだことがある。 

 4. 誰が書いたか分からないので、あまり信用しない。 

 5. ウィキペディアが何であるか知らない。 

 

2012 年度調査票 

Q1.Q2.[1995年度と同一内容] 

Q3. [2000年度と同一内容] 

Q4.～Q6.[1995年度と同一内容] 

Q7. あなたは宗教にどの程度関心がありますか。次のうちから選び、さらにそれぞれの質問に答えて下さい。 

1. 現在、信仰をもっている Q7Aに答えて下さい 

2. 信仰はもっていないが、宗教に関心がある 

3. 信仰はもっていないし、宗教にもあまり関心がない →Q7Bに答えて下さい 

4. 信仰はもっていないし、宗教にもまったく関心がない →Q7Bに答えて下さい 

Q7A. あなたが信仰している宗教を宗教名一覧表から選んで下さい。［     ］ 
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Q7B. あなたが宗教に関心があまりない、あるいはまったくない理由を次の中から選んで下さい。［複数を選ん

でかまいません］ 

1. 宗教に関する嫌な体験があるから 2. 宗教に関する悪い報道やニュースをテレビで見たから 

3. なんとなく嫌いだから      4. 関心がないから   5. 宗教の必要性を感じていないから 

Q8. Q9. [1995年度と同一内容] 
Q10.～Q12. [2000 年度と同一内容] 
Q13.次のような意見について、あなたは＜ ＞内の1～4のどれになるか、番号で答えて下さい。 

＜1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.そう思わない＞ 

1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」 [   ] 

2.「一般的に宗教は、アブナイというイメージがある。」 [   ] 

3.「宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ。」 [   ] 

4.「特定の宗教団体が特定の政党を支持するのはよくない。」 [   ] 

5.「街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。」 [   ] 

6.「宗教を信じると、心のよりどころができる。」 [   ] 

7.「死後も魂はどこかに存在し続ける。」 [   ] 

8.「テレビに登場する霊能者は、本当に霊と交信している。」 [   ] 

Q14. [2010年度と同内容] 

Q15.宗教と教育に関する次の意見について、＜ ＞内の1～4のどれになるか、番号で答えて下さい。 

＜1. そう思う  2. どちらかといえばそう思う 3. どちらかといえばそう思わない 4. そう思わない＞ 

1. 「高校までに日本や世界の宗教文化についての基礎的な知識を学んだ方がいい。」 [   ] 

2. 「高校までの教育で、愛国心を深めるための工夫をした方がいい。」 [   ] 

3. 「道徳の授業をもっと充実させた方がいい。」 [   ] 

4. 「いのちの大切さを教える授業を充実させた方がいい。」 [   ] 

5. 「神社や寺院など、日本の伝統的宗教施設を見学する機会を設けた方がいい。」 [   ] 

6. 「坐禅や礼拝の作法など、各宗教の儀礼や修行法を体験する機会を設けた方がいい。」 [   ] 

Q16.イスラム教に関して次の質問に答えてください 

Q16A.最近のあなたのイスラム教への関心は次のうちどれですか 

1. 大変高い   2. やや高い   3. あまり高くない  4. ほとんどない 

Q16B.あなたのイスラム教徒（ムスリム）とのかかわりで、次のうちあてはまるものがあったら選んでください。

［複数を選んでかまいません］ 

1. 自分はイスラム教徒である  2. 日本にイスラム教徒の友人がいる  3. 外国にイスラム教徒の友人がいる 

4. 近所にイスラム教徒が住んでいる  5. 近所にイスラム寺院（モスク）がある 

Q16C. モスク（イスラム寺院）が近所にできることになったとするとあなたは不安を感じますか 

1. 不安は感じない   2. 少し不安を感じる  3. かなり不安を感じる   

Q16D. 上の問いで2または3を選んだ人は、その理由を簡単に書いてください。 

［                    ］ 

Q17～Q19. [2010年度と同内容] 

Q20.昨年は東日本大震災が起こりました。これに関して次の問いに答えてください。 

Q20A.このような災害のときに、宗教や宗教家だからこそできる役割があると思いますか。 

1. 必ずある      2. いくらかある      3. あまりない     4. とくにない 

Q20B.こうした災害が起こったときに宗教家や宗教施設はどのような役割を果たせると思いますか。 

［複数を選んでかまいません］ 

1. 地域の人たちの避難場所となるスペースがあったら、できる限り提供する。 

2. 被災者の心のケアのための活動に力をいれる。 

3. 亡くなった人たちへの供養や慰霊などのための儀礼を特別におこなう。 



 質問票 

 375

4. 被災者の経済的援助のための活動に力をいれる。 

5. その他［具体的に：                    ］ 

Q20C.今回の災害によって、自分の生き方や考え方で大きく変わったことがありますか。次の中にあてはまるも

のがあったら○をしてください。［複数を選んでかまいません］また、とくになかった人は6を選んでください。 

1. 人と人のつながりの大切さを再確認した。 

2. 生きることの意味について真剣に考えるようになった。 

3. 自然の力の大きさをあらためて感じた。 

4. 死というものを身近な問題として考えるようになった。 

5. その他［具体的に：                       ］ 

6. とくに変わったことはない。 

 

2015 年度調査票 

Q1.Q2.[1995年度と同一内容] 

Q3. [2000年度と同一内容] 
Q4.～Q6.[1995年度と同一内容] 

Q7.あなたは宗教にどの程度関心がありますか。次のうちから選び、さらにそれぞれの質問に答えて下さい。 

1. 現在、信仰をもっている   

→あなたが信仰している宗教を「宗教名一覧表」から選んでください。［         ］ 

2. 信仰はもっていないが、宗教に関心がある             

3. 信仰はもっていないし、宗教にもあまり関心がない 

4. 信仰はもっていないし、宗教にもまったく関心がない  

→3または4を選んだ人は、次のQ7Aの質問に答えて下さい。 

Q7A.あなたが宗教に関心があまりない、あるいはまったくない理由は次のうちどれですか。番号を選んでくださ

い。［複数回答可］ 

1. 宗教に関する嫌な体験があるから 2. 宗教に関する悪い報道やニュースをテレビで見たから 

3. なんとなく嫌いだから   4.身近に接したことがないから    5. 宗教の必要性を感じていないから 

Q8. Q9. [1995年度と同一内容] 
Q10.～Q12. [2000 年度と同一内容] 
Q13. 次のような意見について、あなたは＜ ＞内の1～4のどれになるか、番号で答えて下さい。 

＜1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 4.そう思わない＞ 

1.「どんなに科学が発達しても、宗教は人間に必要だ。」 [   ] 

2.「一般的に宗教は、アブナイというイメージがある。」 [   ] 

3.「宗教的トラブルがあったときに相談できるような公的な窓口の設置が必要だ。」 [   ] 

4.「特定の宗教団体が特定の政党を支持するのはよくない。」                       [   ] 

5.「街頭での布教は迷惑だから、法律によって規制すべきだ。」 [   ] 

6.「宗教を信じると、心のよりどころができる。」 [   ] 

7.「死後も魂はどこかに存在し続ける。」 [   ] 

8.「テレビに登場する霊能者は、本当に霊と交信している。」 [   ] 

Q14. 宗教及び宗教家に関する次の4つの問に答えてください。 

Q14A. 次の4つのことについて、それぞれ＜ ＞内の1～4のどれになるか、番号で答えて下さい。   

＜1. 信じる 2. ありうると思う 3. あまり信じない 4. 否定する＞ 

1. 神の存在［ ］  2. 仏の存在［ ］  3. 霊魂の存在［ ］  4. パワースポットの存在 ［ ］ 

Q14B. 人生に悩んだ時に、次のような人に相談したいと思いますか。相談したい人がいたら選んで下さい。 

［複数回答可］ 
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1. 仏教の僧侶  2. キリスト教の牧師・神父・シスター  3. 神社の神主 4. テレビに登場するような霊能者 

5. 街の占い師  6. ネット上で相談に回答してくれる人 7. その他の宗教家 ［具体的に：        ］ 

Q14C. 「スピリチュアルな」という表現であなたが感じるのは次のどれですか。[複数回答可] 

1. 精神的に深みのあることを感じる。 

2. 宗教的というのに比べると、近づきやすく感じる。 

3. あやしさを感じる。 

4. なんのことだか、よくわからない。 

5. その他 [具体的に：                              ]  

Q15. Q16. [2012年度と同内容] 

Q17. 死や葬儀（葬法）にかかわりのある次の5つの質問に答えてください。 

Q17A.従来のお墓と異なり、野山や河川、海などに遺灰をまく「散骨･自然葬」と呼ばれるものがありますが、こ

のことをあなたは知っていましたか。 

1. はい       2. いいえ 

Q17B.親が「散骨・自然葬」を望んだ場合、あなたはそれに従いますか。    

 1. はい       2. いいえ 

Q17C.自分が死んだときのことを考えて、散骨・自然葬を希望しますか。 

1. はい       2. いいえ 

Q17D.自分が希望する葬法はどれですか。番号を1つ選んでください。 

1. 神道式  2. 仏教式    3. キリスト教式   4. その他の宗教による式  5. 宗教色のない式 

6. 葬式をやらない      7. どれでもいい 

Q17E.仮にあなたが脳死状態になった場合、臓器を提供することをどう思いますか。1つ選んでください。 

1. すすんで提供したい     2. 提供してもよい   3. あまり提供したくない   4. 絶対提供しない 

5. その他［             ］ 

Q18. 靖国問題に関する次の質問に答えてください。 

Q18A.首相が靖国神社を参拝することをめぐって対立する意見があることを知っていますか。 

1. 知っている   2. 知らない 

Q18B.あなたは首相が靖国神社を参拝することをどう思いますか。次から1つ選んで下さい。 

1. 必ず参拝すべきである   2. 個人的な信仰なら参拝してもいい 

   3. 参拝しない方がいい    4. 参拝してはいけない 

  Q18C.靖国神社という宗教施設とは別に、特定の宗教とかかわりがなく、誰もが追悼できる「新しい国立の追悼

施設」を作るべきという案が政府で検討されたことがあります。これについてどう思いますか。 

1.そういう施設がぜひあったほうがいい     2. あってもいい 

3.あまり必要ではない             4. 不要である 

Q19.オウム真理教にかかわりのある次の3つの質問に答えてください。 

Q19A.現在あなたは、オウム真理教に関連する報道に対して、どれくらい関心がありますか。 

次の1～5から1つ選んで下さい。 

1. 非常に関心をもっている     2. 多少関心をもっている      

3. あまり関心をもっていない   4. 関心はない                  

5. オウム真理教が何であるか知らない 

Q19B.オウム真理教に関連する次の事柄のうち、あなたが知っているものを選んで下さい。［複数回答可］ 

1. 教祖は麻原彰晃（本名松本智津夫）である 

2. 教祖は修行によって空中浮揚などの超能力が得られると主張した 

3. 信者たちが修行していた建物は、サティアンと呼ばれていた 

4. 真理党を結成し（1990年の）衆議院選挙に教祖と幹部信者たちが立候補した 

5. 1995年に東京で地下鉄サリン事件を起こし、10名以上の死者を含む数千人の被害者が出た 
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6. サリン事件にかかわった教祖と幹部の何人かは死刑が確定した 

7. オウム真理教の元信者の一部は、現在アレフという団体に所属している 

8. 麻原彰晃の弟子であった上祐史浩は「ひかりの輪」という団体を作った 

Q19C.大学が主催して、新入生などを対象に「カルト対策」の教育をすることについてどう思いますか。 

次の1～5から1つ選んで下さい。 

1. ぜひやるべきである              2. やったほうがいい 

3. あまりやらなくてもいい           4. やるべきではない 

5. 「カルト対策」というのが何のことか分らない 

Q20. 2011年3月に東日本大震災が起こりました。これに関して次の問いに答えてください。 

Q20A～Q20C.[2012年度と同内容]  

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

韓国語質問票（2005 年と 2007 年の分） 

2005 년도 조사질문표      

한일 종교의식 조사 
 

본 조사는 2005년도 한일 종교의식 비교 연구를 위한 학술적인 목적을 가진 조사로서 한국과 일본에서 

동시에 실시하고 있습니다. 조사 결과는 통계 처리에만 이용되며, 개인의 프라이버시를 침해하는 일은 일체 

행하지 않습니다. 그리고 집계된 결과는 차후에 공개될 것입니다.            

2005년 4월 

「종교와 사회」 학회 종교의식 조사 프로젝트팀 

 

*Q1~Q25의 질문에 있는 [  ]속에 적당한 기호, 숫자, 또는 낱말을 기입해 주십시오. 번호를 선택할 

경우에는 번호에 동그라미를 해 주십시오. 그리고 질문 중에 구체적인 종교의 이름을 묻는 항목이 몇개 

있습니다. 이 경우에는 이하의 [종교명 일람표]를 참조하여 그 기호를 기입해 주십시오. 

        

 [종교명 일람표] 

기 호 종 교 명 비 고 

P 기독교(개신교) 소속 교단의 이름을 모를 경우 

PP 기독교(장로교)  

PE 기독교(감리교)  

PB 기독교(침례교)  

PX 기독교(기타교단) 소속 교단의 이름을 기호와 함께 기입해 주십시오 

C 가톨릭  

B 불교 소속 종단의 이름을 모를 경우 

BS 불교(조계종)  

BX 불교(기타종단) 소속 종단의 이름을 기호와 함께 기입해 주십시오 

E 원불교  

X 기타 종교  
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Q1. 당신의 출생년도   19[     ]년          

Q2. 당신의 성별    1. 남    2. 여 

Q3. 당신의 출신 고등학교에 관한 질문입니다. 공/사립별, 소재지의 시/도(외국의 경우에는 국명)와 학교명을 

기입해 주십시오. 그리고 대학 검정고시의 경우에는 학교명에「대검」이라 기입해 주십시오. 

1. 공립      2. 사립            소재지(외국의 경우 국명) [            ]  학교명[               ] 

Q4. 현재 당신이 재학중인 대학 또는 전문대학 등의 명칭, 학부/학과 및 학년을 기입해 주십시오. 

  학교명[                  ] 학부/학과[                       ] 학년[            ] 

Q5. 현재 당신의 주거 형태를 선택해 주십시오. 

1. 부모님과 동거      2. 자취/하숙        3. 기숙사       4. 기타[             ] 

Q6. 당신의 집에 종교가 있다면, [종교명 일람표]에서 선택하여 기호 또는 구체적인 종교명을 기입해 

주십시오. 둘 이상인 경우는 모두 기입해 주십시오. 

  [                                ] 

Q7. 당신은 종교에 대해 어느 정도 관심을 가지고 있습니까? 이하에서 선택한 다음, 각각의 질문에 대해서도 

답해 주십시오. 

  1. 현재, 신앙을 가지고 있다                               ⇒ SQ7A~SQ7E를 답해 주십시오. 

  2. 신앙은 가지고 있지 않지만, 종교에 관심이 있다          ⇒ SQ7F를 답해 주십시오. 

  3. 신앙은 가지고 있지 않고, 종교에도 별로 관심이 없다     ⇒ SQ7G를 답해 주십시오. 

  4. 신앙은 가지고 있지 않고, 종교에도 전혀 관심이 없다     ⇒SQ7G를 답해 주십시오. 

⇒위에서 1번을 선택한 사람은 다음의 A부터 E까지의 질문에 답해 주십시오. 

SQ7A. 당신이 신앙하고 있는 종교를 [종교명 일람표]에서 선택하여 기입해 주십시오.[               ] 

SQ7B. 그 종교를 언제부터 믿기 시작했습니까? 

  1. 태어날 때부터     2. 초등학교 때     3. 중학교 때    4. 고등학교 때   5. 그 이후[       살경] 

SQ7C. 그 종교를 권해 준 사람은 누구입니까?  

  1. 할아버지   2. 할머니   3. 아버지   4. 어머니  5. 형제자매   6. 친구  7. 학교선생님 8. 직장동료    

9. 포교하러 온 사람    10. 길거리에서 포교하는 사람    11. 자진해서    12. 기타[                ] 

SQ7D. 당신은 그 신앙을 어느 정도 열심히 행하고 있습니까?  

  1. 열심히 한다          2. 보통이다            3. 별로 열심히 하지 않는다 

SQ7E. 당신은 타인에게 당신의 신앙을 권해 본 적이 있습니까? 

  1. 없다       2. 두세명에게 권한 적이 있다      3. 몇명에서 열명 정도에게 권한 적이 있다 

  4. 십여명 이상에게 권한 적이 있다 

⇒위에서 2번을 선택한 사람은 다음 F의 질문에 답해 주십시오. 

SQ7F. 다음 중, 당신이 관심을 가지고 있는 것을 모두 선택해 주십시오.  

  1. 성서나 불교경전 등의 종교서          2. 종교를 해설해 놓은 책 

  3. 종교를 소재로 한 소설이나 논픽션     4. 종교단체나 세계의 종교들을 다룬 TV프로그램 

  5. 절이나 교회 등의 견학                6. 그 외 [구체적으로                               ] 

⇒위에서 3번이나 4번을 선택한 사람은  다음 G의 질문에 답해 주십시오 

SQ7G. 당신이 종교에 별로, 또는 전혀 관심이 없는 이유가 다음 중에 있다면 모두 선택해 주십시오.  

  1. 종교에 관한 좋지 않은 경험이 있기 때문에 [구체적으로                  ] 

  2. 왠지 싫기 때문에    3. 종교의 필요성을 느끼지 않기 때문에    

4. 그 외 [구체적으로                 ] 

Q8. 당신의 아버지는 개인적으로 신앙을 가지고 있습니까?      1. 예      2. 아니오 

 SQ8. Q8의 질문에 「1. 예」라고 답한 사람은 그 종교명을 [종교명 일람표]에서 선택하여, 기호 또는 

구체적인 명칭을 기입해 주십시오.  [                         ] 

Q9. 당신의 어머니는 개인적으로 신앙을 가지고 있습니까?       1. 예      2. 아니오 

 SQ9. Q9의질문에 「1. 예」라고 답한 사람은 그 종교명을 [종교명 일람표]에서 선택하여, 기호 또는 
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구체적인 명칭을 기입해 주십시오.  [                         ] 

Q10. 당신은 올해 설날 때 차례를 지냈습니까? 다음 중 하나만 선택해 주십시오. 

  1. 가족, 친척들과 함께 지냈다             2. 가족끼리만 지냈다 

 3. 가족들은 지냈지만 나는 지내지 않았다        4. 우리 집은 차례를 지내지 않는다              

Q11. 당신은 작년 추석 때 성묘를 했습니까? 다음 중 하나만 선택해 주십시오. 

  1. 가족, 친척들과 함께 다녀왔다                2. 가족끼리만 다녀왔다  

  3. 다녀온 가족도 있지만 나는 가지 않았다       4. 우리 집은 성묘를 하지 않는다           

Q12. 다음 중, 당신의 집(자취/하숙인 경우는 본가)에 있는 것을 모두 선택해 주십시오. 

  1. 십자가    2. 불단    3. 돌아가신 조상의 사진   4. 그 외 종교적인 것 [구체적으로              ] 

Q13. 당신의 친구 중에서 신앙을 가지고 있는 사람이 있습니까? 

  1. 예           ⇒SQ13A와 SQ13B를 답해 주십시오. 

  2. 아니오       ⇒SQ13C를 답해 주십시오. 

SQ13A. 그 친구가 신앙하는 종교를 [종교명 일람표]에서 선택하여 기입해 주십시오. 신앙을 가진 친구가 

여러 명일 경우에는 가장 열심히 신앙생활을 하고 있는 친구 2명을 기입해 주십시오. 

A. [                        ]       B. [                          ] 

SQ13B. 그 친구가 종교를 믿고 있다는 것을 안 당신의 태도는 다음 중 어느 것에 해당됩니까? 

 1. 다른 친구와 변함없이 대한다                  2. 다른 친구보다 더 친하게 대한다 

 3. 다른 친구보다는 조금 신경을 써서 대한다      4. 그 외[구체적으로                    ] 

SQ13C. 만약 어느 친구가 종교를 믿고 있다는 것을 알았을 때, 당신은 어떻게 하겠습니까? 

  1. 지금까지와 변함없이 대한다        2. 친구가 믿고 있는 종교에 따라서 교제방법을 바꾼다.    . 

    3. 그 친구와의 교제를 그만둔다      4. 그 외[구체적으로                   ] 

Q14. 당신은 모르는 사람으로부터 종교를 권유 받아 본 적이 있습니까?     1. 예      2. 아니오 

   「1. 예」라고 답한 사람은 SQ14A부터 SQ14D까지의 질문에 대한 답을 아래의 표에 기입해 주십시오. 

SQ14A. 권유를 받은 종교 이름을 아래의 표A 란에 기입해 주십시오.  

(종교명을 모를 경우는「불명」이라고 써 주십시오. 복수일 경우는 두개까지만 기입해 주십시오」  

SQ14B. 권유를 받은 것은 언제입니까?  표B란에 기입해 주십시오. 

  1. 대학교 때       2. 고등학교 때        3. 초/중학교 때       4. 그 외 

SQ14C. 권유를 받은 장소는 어디입니까?  표C란에 기입해 주십시오. 

  1. 학교내     2. 역주변 (길거리)    3. 자택     4. 전화    5. 그 외[구체적으로              ] 

SQ14D. 그 때 당신은 어떻게 대응했습니까?  표D란에 기입해 주십시오. 

  1. 무시했다       2. 일단 이야기를 들었다       3. 상대의 이야기를 듣고 관심을 가졌다  

4. 상대의 이야기를 듣고 반론했다 

 A : 종교명 B: 권유받은 시기 C: 권유받은 장소 D: 대응방법 

종교 1  1.   2.   3.   4 1.   2.   3.   4.  5. 1.   2.   3.  4 

종교 2  1.   2.   3.   4 1.   2.   3.   4.  5. 1.   2.   3.  4 

SQ14E. 길거리에서 손금이나 점을 보라는 권유를 받은 적이 있습니까?     1. 있다     2. 없다.   

「1. 있다」라고 답한 사람은 그 때의 대응방법을 다음 중에서 선택해 주십시오. 

1. 권유 받을 때가 있지만 항상 무시한다          2. 그 자리에서 점을 본 적이 있다 

3. 점을 보고나서 다른 장소로 옮기자는 제의를 받은 적이 있다 

Q15. 신, 부처, 영혼에 대해서 당신은 어떻게 생각합니까?  다음 1~4 중에서 선택하여 번호를 기입해 

주십시오. 

[1. 믿는다     2. 있을수 있다고 생각한다     3. 그다지 믿지 않는다      4. 부정한다]  

    A. 신의 존재 [      ]      B. 부처의 존재 [      ]     C. 영혼의 존재 [       ] 

SQ15A. 믿거나 안 믿거나에 상관없이, 당신이 가지고 있는 신의 이미지에 가장 가까운 것을 하나만  

선택해 주십시오. 
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    1. 우주를 창조하거나 지배하는 유일한 존재      2. 여러가지 역할과 힘을 가진 복수의 존재 

    3. 생명이나 에너지의 근원이 되는 존재          4. 우주의 법칙 그 자체 

    5. 사람의 마음 속에 있는 것                    6. 특별한 이미지가 떠오르지 않는다. 

SQ15B. 믿거나 안 믿거나에 상관없이, 당신이 가지고 있는 부처의 이미지에 해당하는 것을 선택해 

주십시오. (복수선택가능) 

    1. 석가모니    2 . 절에 있는 불상    3. 조상     4. 죽은 사람    5. 득도한 사람   6. 그 외[      ]   

SQ15C. 믿거나 안 믿거나에 상관없이, 당신이 가지고 있는 영혼의 이미지에 해당하는 것을 선택해 

주십시오. (복수선택가능) 

    1. 살아있는 인간의 속에 있는 것    2. 죽은 사람의 영혼    3. 동물의 영혼    4. 나무나 풀, 꽃의 

영혼      5. 그 외 [구체적으로                   ] 

Q16. 종교에 관한 A~E의 의견에 대해 어떻게 생각하는지, 다음 1~4 중에서 선택하여 번호를 기입해 

주십시오. 

1. 그렇게 생각한다                                2. 어느 쪽인가 하면 그렇게 생각한다  

3. 어느 쪽인가 하면 그렇게 생각하지 않는다        4. 그렇게 생각하지 않는다 

A. 아무리 과학이 발달해도 종교는 인간에게 필요하다 [    ] 

B. 조상은 우리들을 지켜주고 있다 [    ] 

C. 여러 종류의 종교가 있지만 결국은 다 같은 목표를 가지고 있다 [    ] 

D. 종교를 믿으면 마음을 의지할 곳이 생긴다 [    ] 

E. 영혼을 느끼는 것. 영혼을 보는 능력은 있다고 본다 [    ] 

Q17. 종교에 관한 A~E의 의견에 대해 어떻게 생각하는지, 다음 1~4 중에서 선택하여 번호를 기입해 

주십시오. 

1. 그렇게 생각한다                               2. 어느 쪽인가 하면 그렇게 생각한다  

3. 어느 쪽인가 하면 그렇게 생각하지 않는다       4. 그렇게 생각하지 않는다 

A. 고등학교때까지는 세계의 종교에 대한 기초지식을 가르쳐야 한다 [    ] 

B. 종교와 관련된 사건이 많으므로 종교를 경계하고 있다 [    ] 

C. 일반적으로 종교는 위험하다는 이미지가 있다 [    ] 

D. 특정의 종교단체가 특정의 정당을 지지하는 것은 좋지 않다 [    ] 

E. 종교적 갈등이 생겼을 때 상담할 수 있는 공적인 창구의 설치가 필요하다 [    ]  

Q18. 다음에 제시된 점성술에 대한 신뢰도에 대해서, 다음 1~5 중에서 선택하여 번호를 기입해 주십시오. 

[1. 믿는다    2. 조금 믿는다   3. 그다지 믿지 않는다    4. 믿지 않는다   5. 어떤 의미인지 모르겠다]  

  A. 부적[    ]      B. 손금 [    ]   C. 성명판단 [    ]          D. 혈액형에 의한 성격판단 [    ]  

E. 동물점 [    ]   F. 풍수 [    ]   G. 출생달의 별자리점 [    ]    H. 타로카드점 [    ] 

Q19. 종교가에 관한 다음 질문에 답해 주십시오. 

SQ19A.고민이 생겼을 때, 상담하고 싶다고 생각되는 종교가가 있다면 선택해 주십시오. (복수선택가능) 

    1. 불교의 스님    2. 기독교의 목사, 성당의 신부 수녀님      3. 무당       4. 철학관/점쟁이       

5. 그 외 종교가[구체적으로          ]  

SQ19B. 종교가에 대한 당신의 신뢰도를, 다음 1~5 중에서 선택하여 번호를 기입해 주십시오. 

[1. 신뢰할 수 있다  2. 조금 신뢰할 수 있다  3. 그다지 신뢰할 수 없다   4. 신뢰할 수 없다  5. 

모르겠다] 

    A. 스님[    ]  B. 기독교의 목사, 성당의 신부, 수녀님[    ]  C. 무당[    ]   D. 

철학관/점쟁이[    ] 

SQ19C. 종교가라면 당연히 해야 할 일이라고 생각하는 것이 있다면 다음 중에서 선택해 주십시오. 

(복수선택가능) 

1. 차별을 없애기 위한 운동          2. 피해자의 심적치료        3.죽음을 맞이하는 사람의 심적위로 

    4. 장애자나 고령자에 대한 사회복지활동    5. 평화를 위한 기도   6. 그 외[구체적으로           ]    
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Q20. 당신의 인터넷 이용도는 다음 중 어디에 해당됩니까?  (복수선택가능) 

1. 자신의 홈페이지를 가지고 있다         2. 자신의 웹블로그를 가지고 있다 

3. 휴대폰으로 인터넷을 사용한다          4. 컴퓨터로 인터넷을 사용한다 

5. 인터넷은 사용하지 않는다  

SQ20A. 인터넷 홈페이지 중에서, 당신이 관심을 가지고 있는 것을 선택해 주십시오. (복수선택가능) 

  1. 종교단체 홈페이지                       2. 신비/초자연현상에 관한 홈페이지 

  3. 정신적치료/신령주의에 관한 홈페이지     4. UFO에 관한 홈페이지 

5. 점성술에 관한 홈페이지                  6. 1~5와 같은 홈페이지에는 관심이 없다 

SQ20B. 인터넷에서 종교에 관한 정보를 알게 되어 당신의 종교에 관한 이미지는 어떻게 바꿨습니까? 

  1. 종교에 대해 좋은 이미지를 갖게 되었다       2. 종교에 대해 나쁜 이미지를 갖게 되었다 

  3. 종교에 대한 이미지는 별로 변하지 않았다 

SQ20C. 다음 중 당신이 해본 적이 있는 컴퓨터게임을 선택해 주십시오. (복수선택가능) 

  1. 발키리 프로파일   2. 드레곤 퀘스트   3. 파이널 판타지   4. 여신전생   5. 라그나로크 온라인 

Q21. 죽음이나 장례식에 관한 다음 질문에 답해 주십시오. 

SQ21A. 종래의 묘지(매장)와 달리 야산, 강가, 바다 등에 유골을 뿌리는 장례법이 있는데, 당신은 그런 

것이 있다는 것을 알고 있었습니까?           1. 알고 있었다.        2. 몰랐다. 

SQ21B. 부모님이 유골을 산, 강 등에 뿌려주길 원하신다면 당신은 그것에 따르겠습니까?    

1. 예    2.아니오 

SQ21C. 당신이 만약 죽는다면 유골을 산, 강 등에 뿌려줬으면 좋겠습니까?            1. 예   2. 아니오 

SQ21D. 앞으로 유골을 산이나 강 등에 뿌리는 장례법은 증가할 것이라고 생각합니까?  1. 예   2. 아니오 

SQ21E. 자신이 희망하는 장례법은 어느 것입니까? 하나만 선택해 주십시오. 

1. 유교식         2. 불교식       3. 기독교식      4. 그 외 종교에 따른 식      

5. 종교색깔이 없는 식     6. 장례식을 하지 않는다.          7. 어떤 식이든 상관없다. 

SQ21F. 당신은 부모,형제의 죽음을 실제로 경험한 적이 있습니까?        1. 예         2. 아니오 

SQ21G. 최근 인간의 죽음에 대한 판단으로 뇌사라는 것이 있습니다. 당신은 뇌사가 인간의 죽음을 

의미한다고 생각합니까?  다음 중 하나만 선택해 주십시오. 

    1. 뇌사의 의미를 모르기 때문에 대답할 수 없다.      2. 뇌사는 인간의 죽음이라고 생각한다. 

    3. 뇌사를 인간의 죽음이라고 생각하지 않는다.        4. 뇌사가 인간의 죽음인지 어떤지 정할 수 없다. 

SQ21H. 당신이 뇌사상태가 되었을 경우, 장기제공을 하는 것에 대해 어떻게 생각합니까? 

    1. 꼭 제공하고 싶다          2. 제공해도 좋다             3. 별로 제공하고 싶지 않다     

4. 절대 제공하기 싫다        5. 그 외  [                             ] 

SQ21I. 뇌사상태가 될 경우 장기제공을 원한다는 부모님의 의견을 들었을때, 당신은 어떻게 하겠습니까? 

1. 부모님 뜻에 따른다       2. 부모님 뜻에 따르지 않고 제공하지 않는다       3. 모르겠다 

Q22. 종교와 성차별에 관한 다음 질문에 답해 주십시오. 

SQ22A. 종교에 따라서 여성이 교단의 특정한 직책이나 지위에 오를 수 없는 경우가 있습니다. 이것은 

성차별이라고 생각합니까? 

  1. 차별이라고 생각한다        2. 차별이라고 생각하지 않는다         3. 모르겠다 

SQ22B. 종교에 따라서 산이나 일부의 신성한 장소에 여성의 출입을 금지하는 곳이 있습니다. 이것은 

성차별이라고 생각합니까? 

  1. 차별이라고 생각한다        2. 차별이라고 생각하지 않는다         3. 모르겠다 

SQ22C. 종교에 따라서 동성애를 금지하는 곳이 있습니다. 이것에 대해 당신은 어떻게 생각하십니까? 

  1. 종교가 이런 것에 관여해도 된다     2. 종교는 이런 것에 관여해서는 안 된다      3. 모르겠다 

SQ22D. 종교에 따라서 임신중절을 금지하는 곳이 있습니다. 이것에 대해서 당신은 어떻게 생각하십니까? 

  1. 종교가 이런 것에 관여해도 된다     2. 종교는 이런 것에 관여해서는 안 된다    3. 모르겠다 

Q23. 야스쿠니 문제에 관한 다음 질문에 답해 주십시오. 
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SQ23A. 일본수상이 야스쿠니신사를 참배하는 것을 둘러싸고 일본내에서도 대립되는 의견이 있습니다만, 

그것에 대해서 알고 있습니까?         1. 알고 있다         2. 모른다 

SQ23B. 위의 질문에 「알고 있다」고 답한 사람은, 참배에 반대하는 사람들의 반대이유에 대해서, 알고 

있는 것이 있다면 두가지까지만 구체적으로 적어 주십시오. 

   [                                          ][                                               ] 

SQ23C. 당신은 일본수상이 야스쿠니신사를 참배하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 다음 중 하나만 

선택해 주십시오. 

  1. 반드시 참배해야 한다               2. 개인적 신앙으로 참배하는 것은 괜찮다 

  3. 참배하지 않는 것이 좋다            4. 참배해서는 안 된다 

SQ23D. 야스쿠니와는 별도로 특정종교와 관계없이 누구나가 추도할 수 있는「새로운 국립추도시설」을 

만들어야 한다는 의견이 일본정부에서 검토된 바 있습니다. 이것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 

   1. 그런 시설이 꼭 있으면 좋겠다     2. 있어도 좋다     3. 별로 필요하지 않다     4. 필요없다 

Q24. 이슬람교에 관한 다음 질문에 답해 주십시오. 

SQ24A. 최근 당신의 이슬람교에 관한 관심도는 다음 중 어디에 해당됩니까?  

    1. 매우 높다          2. 조금 높다          3. 그다지 높지 않다        4. 거의 없다 

SQ24B. 이슬람교도와의 관계성에 있어서 다음 중 해당되는 것이 있다면 선택해 주십시오. (복수선택가능) 

1. 자신이 이슬람교도이다                 2. 한국에 이슬람교도인 친구가 있다  

3. 국외에 이슬람교도인 친구가 있다       4. 이웃에 이슬람교도가 살고 있다 

5. 집근처에 이슬람교 사찰이 있다  

SQ24C.「9.11 」(미국동시다발테러사건) 이후, 이슬람교에 대한 이미지가 어떻게 바꿨습니까?  

1. 좋아졌다     2. 조금 좋아졌다     3. 조금 나빠졌다      4. 나빠졌다     5. 변하지 않았다 

Q25. 옴진리교에 대해서, 다음 중 당신이 알고 있는 것을 선택해 주십시오. (복수선택가능) 

  1. 1995년에 지하철 사린 사건을 일으켰다          2. 교주는 아사하라 쇼코(본명 마츠모토 지즈오)이다 

  3. 현재는 아레프라는 이름으로 활동하고 있다       4. 수행에 의해 초능력을 가질수 있다고 주장했다   

5. 신자들이 수행하는 곳은 사티안이라고 불려졌다   6. 옴진리교에 대해서는 아무것도 모른다 

⇒위의 질문에 대해 6번을 선택한 사람을 제외하고 다음 질문에 답해 주십시오.  

SQ25A. 당신은 옴진리교(아레프)에 대해서, 다음 중 어떤 것에 관심이 있습니까? (1~4복수선택가능)  

1. 아사하라 쇼코(본명 마츠모토 지즈오)의 재판 진행과정   

2. 현재의 신자와 신자가 살고 있는 지역주민과의 트러블에 대해서 

3. 아레프와 관련된 인터넷상의 정보      

4. 사린 사건의 피해자에 대한 것 

5. 옴진리교(아레프)에 대해서는 전혀 관심이 없다  

 

 

２００７년도 조사표 

Q1~Q20까지의 질문［  ］안에  알맞은 기호, 숫자, 어구 등을 기입해 주십시오. 번호를 선택할 때는 ○표를 

해 주십시오. 그리고, 질문 중에 구체적인 종교명을 묻는 경우가 몇개 있습니다. 그 경우는 

「종교명일람표」에 있는 기호로 답해 주십시오. 

Q1. 당신이 태어난 연도     19[   ]년    

Q2. 당신의 성별       1. 남    2. 여 

Q3. 당신이 졸업한 고등학교는 종교계 학교였습니까?        1. 예     2. 아니오 

Q4. 당신이 현재 다니는 대학, 전문대학의 명칭, 학부・학과 등, 학년에 대해서 기입해주십시오. 

  학교명= [   ]  학부명=[     ]  학과(코스)등=[   ] 학년= [ ]년 
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Q5. 현재 당신의 생활형태에 대해서, 다음 보기 중에서 선택해 주십시오. 

  1. 부모님과 동거     2. 자취/하숙   3.기숙사    4. 그 외 

Q6. 당신의 「가족 종교」가 있다면, 오른쪽의 「종교명일람표」를 참고로, 기호 또는 구체적인 명칭을 

기입해 주십시오. 2개 이상의 경우는 모두 기입해 주십시오. [        ] 

Q7. 당신은 종교에 어느 정도 관심을 가지고 있습니까? 다음 보기 중에서 선택해 주십시오. 

 1. 현재, 신앙을 가지고 있다  →그 종교명을 종교명일람표에서 선택해 주십시오.[        ] 

 2. 신앙은 가지고 있지 않지만, 종교에 관심이 있다           

3. 신앙은 가지고 있지 않고, 종교에도 그다지 관심이 없다 

 4. 신앙은 가지고 있지 않고, 종교에 전혀 관심이 없다 

Q8. 당신의 아버지는 개인적으로 신앙을 가지고 있습니까?       

 1. 예 →그 종교명을 종교명일람표에서 선택해 주십시오. [     ]  2. 아니오 

Q9. 당신의 어머니는 개인적으로 신앙을 가지고 있습니까?   

 1. 예 →그 종교명을 종교명일람표에서 선택해 주십시오. [     ]  2. 아니오 

Q10. 당신은 올해 설날 때 차례를 지냈습니까? 다음 보기 중 하나만 선택해 주십시오. 

   1. 가족, 친척들과 함께 지냈다                 2. 가족끼리만 지냈다 

 3. 가족들은 지냈지만 나는 지내지 않았다           4. 우리 집은 차례를 지내지 않는다 

Q11. 당신은 올해 추석 때 성묘를 했습니까? 다음 보기 중 하나만 선택해 주십시오. 

   1. 가족과 함께 갔다                             2.가족과는 별도로 혼자서 갔다   

3. 가족 중에 간 사람도 있지만 나는 가지 않았다. 

  4. 가족 아무도 성묘하러 가지 않았다.           5. 그 외 [      ] 

Q12. 당신은 작년 크리스마스 때 교회에 갔습니까?  다음 보기 중 하나만 선택해 주십시오.   

1. 가족과 함께 갔다                           2 . 가족과는 별로로 혼자서 갔다   

3. 가족 중에 간 사람도 있지만 나는 가지 않았다.  

4. 가족 아무도 교회에 가지 않았다.           5. 그 외 [        ] 

Q13. 신, 부처, 영혼의 존재에 대해서, 당신은 어떻게 생각합니까? 각각에 대해서 다음의 1~4 중에서 

선택하여 번호를 기입해 주십시오.  

「1. 믿는다   2. 있을 수 있다고 생각한다   3. 그다지 믿지 않는다   4. 부정한다」 

   1. 신의 존재[  ]   2. 부처의 존재 [  ] 3. 영혼의 존재[  ] 

Q14. 종교에 관한 다음의 의견에 대해, 「1.그렇게 생각한다  2.어느쪽인가 선택한다면 그렇게 
생각한다.  3.어느쪽인가 선택한다면 그렇게 생각하지 않는다.  4.그렇게 생각하지 않는다」  

중에서 선택하여 번호를 기입해 주십시오. 
 1. 「일반적으로 종교는 위험하다라는 이미지가 있다」        [  ]   

 2. 「아무리 과학이 발달해도 종교는 인간에게 필요하다」      [  ] 

 3. 「자신이 뇌사상태가 된다면 장기를 제공하고 싶다」      [  ] 

 4. 「사후에도, 영혼은 계속 어딘가에 존재한다」           [  ] 

Q15. 종교와 교육에 관한 다음의 의견에 대해, 「1.그렇게 생각한다  2.어느 쪽인가 선택한다면 그렇게 

생각한다. 3.어느 쪽인가 선택한다면 그렇게 생각하지 않는다. 4.그렇게 생각하지 않는다」중에서 선택하여 

번호를 기입해 주십시오. 

 1. 「고교까지 한국이나 세계의 종교문화에 대한 기초적인 지식을 배우는 것이 좋다」    [  ]  

 2. 「고교까지, 애국심을 고취시키기 위한 교육을 하는 것이 좋다」                    [  ] 

 3. 「도덕수업을 좀 더 충실하게 하는 것이 좋다」                            [  ] 

 4. 「생명의 중요함을 가르치는 수업을 충실하게 하는 것이 좋다」                 [  ] 

 5. 「학교에서는 수험이나 취직에 필요한 지식이나 기능을 가르치기만 하면 된다」     [  ] 

Q16. 신상에 어려운 일이 있을 때, 상담하고 싶다고 여기는 종교가가 있다면 다음에서 선택해 주십시오. 

［복수응답가능］ 
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 1. 불교의 승려  2. 기독교의 목사   3. 신부・수녀     4. 점술인   5. 무당 

  6. 인터넷상에서 상담에 응해주는 사람  7. 그 외의 종교가 [구체적으로：    ] 

Q17. 자신이 죽을 때를 생각하여, 희망하는 장례법은 어느것입니까? 하나만 선택해 주십시오.  

 1. 유교식                   2. 불교식            3. 기독교식         4. 카톨릭식 

5. 그 외의 종교에 따른 식     6. 종교색이 없는 식   7. 장례식은 하지 않는다.  

8. 어떤 식이든 상관없다. 

Q18. 다음에 제시된 점성술에 대한 신뢰도에 대해서, 다음 1~5 중에서 선택하여 번호를 기입해 주십시오.     

[1. 믿는다   2. 조금 믿는다    3. 그다지 믿지 않는다     4. 믿지 않는다  5. 어떤 의미인지 모르겠다]  

  A. 부적[  ]        B. 손금[  ]     C. 성명판단[  ]       D. 혈액형에 의한 성격판단[  ]  

E. 동물점[  ]     F. 풍수[  ]      G. 출생달의 별자리점[  ]      H. 타로카드점[  ] 
Q19. 당신은 모르는 사람으로부터 종교를 권유 받아 본 적이 있습니까?      

1. 예             2. 아니오 

「1. 예」라고 답한 사람은 Q19a~Q19e 까지의 질문에 대답해 주십시오. 

Q19a. 권유를 받은 종교 이름을 기입해 주십시오.   [                               ] 

(종교명을 모를 경우는「불명」이라고 써 주십시오. 복수일 경우는 두개까지만 기입해 주십시오」) 

Q19b. 권유를 받은 것은 언제입니까?   

  1. 대학교 때       2. 고등학교 때        3. 초/중학교 때       4. 그 외 

Q19c. 권유를 받은 장소는 어디입니까?   

  1. 학교내   2. 역주변(길거리)   3. 자택    4. 전화    5. 그 외[구체적으로              ] 

Q19d. 그 때 당신은 어떻게 대응했습니까?   

  1. 무시했다       2. 일단 이야기를 들었다     3. 상대의 이야기를 듣고 관심을 가졌다  

4. 상대의 이야기를 듣고 반론했다 

Q19e. 길거리에서 손금이나 점을 보라는 권유를 받은 적이 있습니까?     1. 있다     2. 없다.   

「1. 있다」라고 답한 사람은 그 때의 대응방법을 다음 중에서 선택해 주십시오. 

1. 권유 받을 때가 있지만 항상 무시한다          2. 그 자리에서 점을 본 적이 있다 

3. 점을 보고나서 다른 장소로 옮기자는 제의를 받은 적이 있다 

Q20. 당신의 인터넷 이용도에 대해, 다음 중 적합한 것을 선택해 주십시오.［복수응답가능］ 

    1. 자신의 홈페이지를 가지고 있다       2. 자신의 블로그를 가지고 있다 

    3. 싸이월드를 하고 있다             4. 핸드폰으로 인터넷을 이용한다 

5. 컴퓨터로 인터넷을 이용한다        6. 인터넷은 이용하지 않는다 

＊Q20 의 질문에서 1~5 를 선택한 사람은, 다음Q20a~ Q20c 까지의 질문에 대답해 주십시오. 

 Q20a. 인터넷의 홈페이지 중에서, 당신이 관심을 가지고 있는 것을 선택해 주십시오. ［복수응답가능］ 

  1. 종교단체의 홈페이지             2. 신비/초자연현상에 관한 홈페이지 

  3. 힐링/신령주의에 관한 홈페이지         4. ＵＦＯ에 관한 홈페이지 

  5. 점성술에 관한 홈페이지            6. 1~5 와 같은 홈페이지에는 관심이 없다 

 Q20b. 다음 중 당신이 해본 적이 있는 컴퓨터게임을 선택해 주십시오［복수응답가능］ 

     1. 발키리 프로파일      2. 드레곤 퀘스트      3. 파이널 판타지 

     4. 여신전생          5. 라그나로크 온라인   6. 어서와요 동물의 숲 

 Q20c. 위키피디아에 대해서, 다음 중 적합한 것을 선택해 주십시오［복수응답가능］ 

   1. 위키피디아의 기사는 정확한 것이 많다고 생각한다 

   2. 레포트 작성 등에 위키피디아의 기사를 그대로 다운로드해서 사용한 적이 있다 

   3. 위키피디아에 자신도 기사를 기입한 적이 있다 

   4. 누가 기사를 썼는지 모르기 때문에 그다지 신용하지 않는다 

   5. 위키피디아가 무엇인지 모른다  


