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この調査への協力は任意です。 

回答情報は、個人が特定化されるような情報として扱うことなく、 

数値化された統計データとして集計・分析を行います。 

データ・情報については、本研究における目的以外には利用しません。 

※JavaScriptが有効になっていないと回答できません。 

【ネット環境について】 

推奨環境はInternet Explorer 7 以降、Firefox 24 以降となっております。 

上記の動作確認環境以外では、正しく動作しない場合がございます。 

※iPad※iPad※iPad※iPad等等等等ののののタッチスクリーンタッチスクリーンタッチスクリーンタッチスクリーン形式形式形式形式のののの端末端末端末端末ではではではでは回答回答回答回答できませんのでできませんのでできませんのでできませんので、、、、パソコンパソコンパソコンパソコンでごでごでごでご回答回答回答回答くださいくださいくださいください。。。。 

１）

２）

３）

※
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1

SSJDA
テキストボックス
≪調査票 A≫　　　　　　　　　　　　　　東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブ　■　調査番号　1148　■　調査名　　 職業イメージに関する調査，2013　　　　　※　本調査票を引用する際には出典を明記して下さい。



 

 
 

 
 

 

 

  

進捗状況 1 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q1Q1Q1Q1
次にあげるそれぞれの職業に、もし就くことが可能だとしたら、あなたは就いてみたいと思いますか。 
あるいは、可能だとしても、就きたくないと思いますか。

就きたい どちらとも 
言えない 就きたくない

1．公立中学校の教員 nmlkj nmlkj nmlkj

2．企業の経営者・役員 nmlkj nmlkj nmlkj

3．パートタイムの清掃員 nmlkj nmlkj nmlkj

4．外回り営業セールス nmlkj nmlkj nmlkj

5．服飾デザイナー nmlkj nmlkj nmlkj

6．臨時雇用の守衛・警備員 nmlkj nmlkj nmlkj

7．診療所の医者（開業医） nmlkj nmlkj nmlkj

8．道路工事作業者 nmlkj nmlkj nmlkj

9．販売店員 nmlkj nmlkj nmlkj

10．研究者 nmlkj nmlkj nmlkj

11．町工場の工場主 nmlkj nmlkj nmlkj

12．臨時雇用のエンジニア（技術者） nmlkj nmlkj nmlkj

13．美容師・理容師 nmlkj nmlkj nmlkj

14．ホテル接客員 nmlkj nmlkj nmlkj

15．和服仕立ての職人 nmlkj nmlkj nmlkj

16．習いごと教室（個人経営）の先生 nmlkj nmlkj nmlkj

17．介護職員 nmlkj nmlkj nmlkj

18．個人タクシーの運転手 nmlkj nmlkj nmlkj

19．派遣社員の経理事務員 nmlkj nmlkj nmlkj

20．企業の中間管理職（課長クラス） nmlkj nmlkj nmlkj

次のページへ
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公立中学校の教員 企業の経営者・役員 パートタイムの清掃員 外回り営業セールス 服飾デザイナー 自営の農業

臨時雇用の 
守衛・警備員

宅配便配達員 診療所の医者（開業医） 官公庁の事務職員 
（公務員）

道路工事作業者 雑誌記事の編集者

販売店員 派遣社員の電化製品 
製造作業者

研究者 受付窓口職員 町工場の工場主 警察官

臨時雇用のエンジニア 
（技術者）

商店の店主 美容師・理容師 病院勤務の看護師 ホテル接客員 個人事務所の税理士

和服仕立ての職人 パートタイムの保育士 習いごと教室 
（個人経営）の先生

議員、政治家 介護職員 アルバイトの飲食店 
接客係（ｳｪｲﾀｰなど）

個人タクシーの運転手 大工 派遣社員の経理事務員 自営飲食店の 
コック・料理人

企業の中間管理職 
（課長クラス）

パイロット
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Q2Q2Q2Q2

人々は、ある集団のことを、自分の属している集団とは異なる「遠い世界」のこととして感じたり、逆に、自分の集団と「近い」集団と感じたり
します。 
では、これから示す36個の職業それぞれについて、あなたはどの程度「近い」あるいは「遠い」と感じますか。 
順序に従って、36個の職業を５つのグループに分類してください。 

 

【順序１】 まず、この中で、あなたにとって「近い」と思う職業を、「1 近い」のグループに入れてください。とくに「近い」と思う
職業がなくても、36個の職業を比べてみて、「他よりも近い」と思うものを、少なくとも１つ以上選んでください。

【順序２】 次に、あなたにとって「遠い」と思う職業を、「5 遠い」のグループに入れてください。とくに「遠い」と思う職業がな
くても、36個の職業を比べてみて、「他よりも遠い」と思うものを、少なくとも１つ以上選んでください。

【順序３】 そのほかの職業について、近い－遠いの程度に応じて、「2 やや近い」「3 どちらでもない」「4 やや遠い」のいず
れかのグループに入れてください。

【順序４】 最後に、「近い」－「遠い」に応じて分けた５段階のグループに含まれる職業を確認してください。もしグループを
変えたい職業がありましたら、変更して構いません。最終確認が終わりましたら、【 次のページへ 】のボタンを
押してください。

 
職業カード 

 
下記の、距離のスケール上に、上の職業カードを１つずつマウスでドラッグして、下の枠内に入れてください。 

 

枠内に置いて 
ください

枠内に置いて 
ください

枠内に置いて 
ください

枠内に置いて 
ください

枠内に置いて 
ください
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あなたの回答を確認してください。修正したい場合は「カードを置き換えて」ください。問題なければ【次のページへ】のボタンを押してください。

 

近い 

1

やや近い 

2

どちらでもない 

3

やや遠い 

4

遠い 

5

個人タクシーの運転手

大工

派遣社員の経理事務員

和服仕立ての職人

企業の中間管理職 
（課長クラス）

パイロット

パートタイムの保育士

習いごと教室 
（個人経営）の先生

研究者

派遣社員の電化製品 
製造作業者

町工場の工場主

臨時雇用のエンジニア 
（技術者）

美容師・理容師

商店の店主

病院勤務の看護師

宅配便配達員

診療所の医者（開業医）

ホテル接客員

自営飲食店の 
コック・料理人

受付窓口職員

官公庁の事務職員 
（公務員）

外回り営業セールス

道路工事作業者

議員、政治家

服飾デザイナー

自営の農業

臨時雇用の 
守衛・警備員

販売店員

雑誌記事の編集者

パートタイムの清掃員

企業の経営者・役員

介護職員

個人事務所の税理士

警察官

アルバイトの飲食店 
接客係（ｳｪｲﾀｰなど）

公立中学校の教員

 

次のページへ   

4



 

 
 

 
 

 

 

 

  

進捗状況 4 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q3Q3Q3Q3
いくつかの職業に関して、あなたがもつ具体的なイメージをおたずねします。 
「社社社社会会会会的的的的なななな評評評評価価価価がががが高高高高いいいい」というイメージがあてはまると思う職業をお選びください。（回答はいくつでも）

1．公立中学校の教員gfedc 8．道路工事作業者gfedc 15．和服仕立ての職人gfedc

2．企業の経営者・役員gfedc 9．販売店員gfedc 16．習いごと教室（個人経営）の先生gfedc

3．パートタイムの清掃員gfedc 10．研究者gfedc 17．介護職員gfedc

4．外回り営業セールスgfedc 11．町工場の工場主gfedc 18．個人タクシーの運転手gfedc

5．服飾デザイナーgfedc 12．臨時雇用のエンジニア（技術者）gfedc 19．派遣社員の経理事務員gfedc

6．臨時雇用の守衛・警備員gfedc 13．美容師・理容師gfedc 20．企業の中間管理職（課長クラス）gfedc

7．診療所の医者（開業医）gfedc 14．ホテル接客員gfedc

Q4Q4Q4Q4 「自分自分自分自分のののの判判判判断断断断によってによってによってによって、、、、仕事仕事仕事仕事をすすめていくことができるをすすめていくことができるをすすめていくことができるをすすめていくことができる」というイメージがあてはまると思う職業をお選びください。（回答はいくつでも）

1．公立中学校の教員gfedc 8．道路工事作業者gfedc 15．和服仕立ての職人gfedc

2．企業の経営者・役員gfedc 9．販売店員gfedc 16．習いごと教室（個人経営）の先生gfedc

3．パートタイムの清掃員gfedc 10．研究者gfedc 17．介護職員gfedc

4．外回り営業セールスgfedc 11．町工場の工場主gfedc 18．個人タクシーの運転手gfedc

5．服飾デザイナーgfedc 12．臨時雇用のエンジニア（技術者）gfedc 19．派遣社員の経理事務員gfedc

6．臨時雇用の守衛・警備員gfedc 13．美容師・理容師gfedc 20．企業の中間管理職（課長クラス）gfedc

7．診療所の医者（開業医）gfedc 14．ホテル接客員gfedc

Q5Q5Q5Q5 「個人個人個人個人のののの能力能力能力能力・・・・技術技術技術技術がががが発発発発揮揮揮揮されるされるされるされる」というイメージがあてはまると思う職業をお選びください。（回答はいくつでも）

1．公立中学校の教員gfedc 8．道路工事作業者gfedc 15．和服仕立ての職人gfedc

2．企業の経営者・役員gfedc 9．販売店員gfedc 16．習いごと教室（個人経営）の先生gfedc

3．パートタイムの清掃員gfedc 10．研究者gfedc 17．介護職員gfedc

4．外回り営業セールスgfedc 11．町工場の工場主gfedc 18．個人タクシーの運転手gfedc

5．服飾デザイナーgfedc 12．臨時雇用のエンジニア（技術者）gfedc 19．派遣社員の経理事務員gfedc

6．臨時雇用の守衛・警備員gfedc 13．美容師・理容師gfedc 20．企業の中間管理職（課長クラス）gfedc

7．診療所の医者（開業医）gfedc 14．ホテル接客員gfedc
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Q6Q6Q6Q6
あなたのあなたのあなたのあなたの現在現在現在現在のおのおのおのお勤勤勤勤めめめめ先先先先ではではではでは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような事業事業事業事業を行っていますか。 
具体的な事業・業種を、以下に入力してください。 
※複数の事業を行っている場合には、主要なものを１つだけ思い浮かべてください。 

55

66

【例】自動車製造会社、公立高校、銀行、スーパーなど 

Q7Q7Q7Q7

あなたあなたあなたあなた自身自身自身自身のののの現在現在現在現在のののの職業職業職業職業についてうかがいます。 
あなたは、お勤め先で、どのようなお仕事をしていますか。 
具体的な仕事内容を、以下に入力してください。 
※お仕事を２つ以上お持ちの場合は、主な仕事を１つだけ思い浮かべてください。 

55

66

【例】食品の製造工、コンピュータのプログラマー、高校の教員、事務用品の外回り営業、商社の経理事務、スーパーのレジ、バスの運転、

など 

Q8Q8Q8Q8
次にあげることがらは、あなたの現在のお仕事にどのくらいあてはまりますか。 
それぞれについて、あてはまる程度をお選びください。（回答は１つずつ）

かなり 
あてはまる

ある程度 
あてはまる

あまり 
あてはまらない あてはまらない

（a） 仕事では、生産物・物品を扱うことが多い nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（b） 仕事では、文書・資料・情報を扱うことが多い nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（c） 仕事では、肉体的な労力を使うことが多い nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（d） 仕事では、頭脳的な労力を使うことが多い nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（e） 仕事では、他者と協力してすすめていくことが多い nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（f） 仕事を行うにあたって、専門的な知識や技能が必要とされる nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（g） 仕事を行うにあたって、特定の免許や資格が必要とされる nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（h） 自分の仕事の内容やペースを、自分で決めることができる nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（i） 職場全体の仕事のやり方に、自分の意見を反映させることができる nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（j） 仕事を始めたり仕事を終える時間を、自分で決めることができる nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

（k） 現在の仕事に満足している nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

次のページへ
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いくつかの職業について、あなたとの関係や接点をうかがいます。それぞれ提示された職業についての質問にお答えください。

Q9Q9Q9Q9 会社・法人などの経営者・役員 についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q10Q10Q10Q10 課長・部長クラスの中間管理職 についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q11Q11Q11Q11 自営業主・個人事業主（農林漁業・個人商店主・飲食店主・工場主・独立起業主など） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）
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1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q12Q12Q12Q12 パートタイム・契約社員・臨時雇用社員・派遣社員など非正社員 についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q13Q13Q13Q13 専門職（教員、弁護士、医師、看護師、技術者、芸術家、スポーツ選手、宗教家、など） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q14Q14Q14Q14 事務職（総務、経理事務、受付窓口業務、企画業務、など） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj
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あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

次のページへ
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進捗状況 7 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q15Q15Q15Q15 販売職（販売店員、営業セールス、外交員、など） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q16Q16Q16Q16 サービス職 （料理人、理容師、クリーニング職、タクシー運転手、ウェイトレス、家政婦、介護ヘルパーなど） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q17Q17Q17Q17 保安職 （警官、自衛官、守衛・警備員、など） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj
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2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q18Q18Q18Q18 生産工程・労務職 （大工、家具職人、工場作業者、建築作業者、清掃員、など） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

Q19Q19Q19Q19 農林漁業 （農業、養畜、漁業、林業、造園師、植木職、など） についてうかがいます。

あなた自身は、これまでこの職業に就いたことがありますか（現在の職業も含みます。また、一時的・短期的に就いた場合も含んでくだ
さい）。 

（a）

1．就いたことがあるnmlkj

2．ないnmlkj

あなたは現在、この職業の人と一緒に仕事をする機会がどの程度ありますか。 
たとえば、同じ職場で協力して仕事をする、取引先の相手として仕事をするなど、あなたが仕事の上で接点をもつ機会についてお答えく
ださい。 

（b）

1．一緒に仕事をする機会が多いnmlkj

2．機会は多少あるnmlkj

3．機会はないnmlkj

ご家族・ご親族や、友人などの親しい方の中に、この職業に就いている方（または以前についたことのある方）はいらっしゃいますか。 （c）

1．いるnmlkj

2．いないnmlkj

次のページへ
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進捗状況 8 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q20Q20Q20Q20

あなたのお父さまの主なお仕事についてうかがいます。 
お父さまの職業として、あなたが第一に思い浮かべるものをひとつお答えください。 
また、お父さまが無職であったり、いらっしゃらなかった場合は、あなたが子どものころの保護者の方の主な職業についてお答えください。 
※必ずしも現在の職業でなくても結構です。 
 
お父さま（あるいは、保護者の方）は、どのような形で働いていましたか。（回答は１つ） 
「7.その他」の場合は具体的にご記入ください。 

1．自営業主、自由業者nmlkj

2．家族従業員（家業としての自営業を手伝っている家族）nmlkj

3．会社・法人などの経営者・役員nmlkj

4．常時雇用の従業者（会社や官公庁・役所、法人・団体などの正社員・正職員）nmlkj

5．パートタイム・アルバイト・臨時雇用・契約社員の従業者nmlkj

6．派遣社員nmlkj

7．その他 （→具体的に ）nmlkj

次のページへ
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進捗状況 9 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q21Q21Q21Q21
お父さま（あるいは、保護者の方）は、何かの役職に就いていましたか。 
「6.その他の役職」の場合は、具体的に記入してください。 

1．役職には就いていないnmlkj

2．監督、職長、班長クラスの役職nmlkj

3．係長、主任クラスの役職nmlkj

4．課長クラスの役職nmlkj

5．部長クラスの役職nmlkj

6．その他の役職 （→具体的に ）nmlkj

次のページへ
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進捗状況 10 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q22Q22Q22Q22
おおおお父父父父さまさまさまさま（あるいは、保護者の方）のおおおお勤勤勤勤めめめめ先先先先ではではではでは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような事業事業事業事業を行っていましたか。 
具体的な事業・業種を、以下に入力してください。 
※複数の事業を行っている場合には、主要なものを１つだけ思い浮かべてください。 

55

66

【例】自動車製造会社、公立高校、銀行、スーパーなど 

Q23Q23Q23Q23
おおおお父父父父さまさまさまさま（あるいは、保護者の方）は、お勤め先で、どのようなおどのようなおどのようなおどのようなお仕事仕事仕事仕事をしていましたか。 
具体的な仕事内容を、以下に入力してください。 
※お仕事を２つ以上お持ちの場合は、主な仕事を１つだけ思い浮かべてください。 

55

66

【例】食品の製造工、コンピュータのプログラマー、高校の教員、事務用品の外回り営業、商社の経理事務、スーパーのレジ、バスの運転、

など 

次のページへ
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進捗状況 11 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q24Q24Q24Q24

あなたの配偶者の方（夫または妻）の現在のお仕事についてうかがいます。 
あなたには、現在、配偶者の方はいらっしゃいますか。 
また、いらっしゃる場合、収入をともなうお仕事をしていますか。（回答は１つ）

1．配偶者はいないnmlkj

2．配偶者がおり、現在、仕事をもっていないnmlkj

3．配偶者がおり、現在、仕事をもっているnmlkj

Q25Q25Q25Q25
仮に現在の日本社会全体を、以下のように「上の上」から「下の下」まで6つの層に分けるとすれば、あなた自身はこのどれに入ると思いま
すか。あなたの気持ちにいちばん近い番号をお選びください。

1．上の上nmlkj

2．上の下nmlkj

3．中の上nmlkj

4．中の下nmlkj

5．下の上nmlkj

6．下の下nmlkj

次のページへ
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進捗状況 12 / 12 ページ 

職業職業職業職業イメージイメージイメージイメージにににに関関関関するするするする調調調調査査査査

Q26Q26Q26Q26 あなたが最後に通った学校は次のうちどれでしょうか。※中退した場合も、その学校に含めてください。

1．中学nmlkj

2．高校nmlkj

3．専修学校、専門学校nmlkj

4．短期大学、高専 （5年制の高等専門学校）nmlkj

5．大学nmlkj

6．大学院nmlkj

Q27Q27Q27Q27
昨年１年間のあなたあなたあなたあなた個人個人個人個人のののの収収収収入入入入はどのくらいですか。税金を差し引く前の収入でお答えください。 
※株式配当・不動産収入、臨時収入・副収入なども、すべて含めてください。

150万円未満nmlkj

150～300万円未満nmlkj

300～450万円未満nmlkj

450～600万円未満nmlkj

600～750万円未満nmlkj

750～900万円未満nmlkj

900～1200万円未満nmlkj

1200～1500万円未満nmlkj

1500万円以上nmlkj

わからないnmlkj

Q28Q28Q28Q28
昨年１年間のあなたのおあなたのおあなたのおあなたのお宅宅宅宅（生計を共にしている家族）のののの収収収収入入入入は、あなたのあなたのあなたのあなたの収収収収入入入入をををを含含含含めてめてめてめてどのくらいですか。 
税金を差し引く前の収入でお答えください。※株式配当・不動産収入・年金、臨時収入・副収入なども、すべて含めてください。

150万円未満nmlkj

150～300万円未満nmlkj

300～450万円未満nmlkj

450～600万円未満nmlkj

600～750万円未満nmlkj

750～900万円未満nmlkj

900～1200万円未満nmlkj

1200～1500万円未満nmlkj

1500万円以上nmlkj

わからないnmlkj

Q29Q29Q29Q29
ご希望の方には、このアンケート調査の結果をまとめたレポートを、楽天リサーチを通じて後日メールで配信させていただきます。レポート
の配信を希望されますか。

1．希望するnmlkj

2．希望しないnmlkj

次のページへ
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回答回答回答回答データデータデータデータはははは正常正常正常正常にににに送信送信送信送信されましたされましたされましたされました。。。。    

ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    
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