
 
 

Questionnaire  for  “Appraising  the Unhappiness due  to  the Great East 
Japan Earthquake: Evidence from Weekly Panel Data on Subjective Well‐
being” by Fumio Ohtake, Katsunori Yamada, and Shoko Yamane. 

 

We provide English translation of questions below for the first-wave survey commenced on 

March 22, 2011. The original Japanese versions (from the first-wave to the fifth-wave) follow.  

 

1st Wave 

Q1: When you were a child, when did you most often do your homework assigned before a 

vacation? Choose the most appropriate option: 

(1) At the beginning of the vacation; (2) During the first half of the vacation;  

(3) Evenly every day; (4) During the latter half of the vacation; (5) At the end of the vacation. 

 

Q2: What percentage of chance of rain is high enough for you to take an umbrella with you when 

you go out?  

 

Q3: How do you usually feel and behave when people are having fun?  

(1) Have fun with them; (2) Try to have fun, but stay aloof; (3) Indifferent/ neutral; (4) Try to 

keep as much distance as possible; (5) Do not get involved and feel left alone.  

 

Q4: In general, how happy are you now? On a scale from 0 to 10 with 10 being “very happy” 

and 0 being “very unhappy,” how would you rate your happiness?  

 

Q5: Are you sad now? Choose the most appropriate number: 

(1) Sad; (2) Relatively sad; (3) Neutral; (4) Not really; (5) Not sad.  

 

Q6: Are you feeling fun now? Choose the most appropriate number: 

(1) Fun; (2) Relatively fun; (3) Neutral; (4) Not really; (5) Not fun.  

 

Q7: Are you depressed now? Choose the most appropriate number: 



(1) Depressed; (2) Relatively depressed; (3) Neutral; (4) Not really; (5) Not depressed. 

 

Q8: Think of the most important personal news or one event that happened around you recently. 

It can be either good or bad. How would you rate the news or the event on a scale of 0 to 10 with 

10 being “the best” and 0 being “the worst”? 

 

Q9: What did the news or the event you chose for Q8 concern? Choose the most appropriate 

option from the following: 

(1) Human relationships; (2) Work; (3) Family life; (4) Health/sickness/injury; (5) Education 

and future; (6) Financial issues; (7) Other. 

 

Q10: Think of the most important news you have read in the newspaper or seen on TV recently. 

It can be either good or bad. How would you rate the news on a scale 0 to 10 with 10 being “the 

best” and 0 being “the worst”?  

 

Q11: What did the news you chose for Q10 concern? Choose the most appropriate category from 

the following: 

(1) Domestic politics; (2) Domestic economics; (3) Domestic crime; (4) Domestic natural 

disasters/accidents; (5) Domestic sports; (6) Domestic entertainment; (7) Domestic education 

and science; (8) Domestic social issues; (9) Other domestic topic; (10) International politics;  

(11) International economics; (12) International crime; (13) International natural disasters/ 

accidents; (14) International sports; (15) International entertainment; (16) International 

education and science; (17) International social issues; (18) Other international topic. 

 

Q12: Did you sleep well last night? 

(1) Not at all; (2) Not very much; (3) Neither yes nor no; (4) Somewhat well; (5) Very well. 

 

Q13: How healthy are you?  

(1) Not healthy; (2) Not very healthy; (3) Neither healthy nor unhealthy; (4) Relatively healthy; 

(5) Healthy. 

 



Q14: Do you currently have hay fever?  

(1) Yes; (2) Somewhat yes; (3) Neither yes nor no; (4) Not really; (5) No. 

Q15: Are you worried or stressed about something now?  

(1) Yes; (2) Somewhat yes; (3) Neither yes nor no; (4) Not really; (5) No. 

 

Q16: Have you worked or done household chores today (or if a student, have you had classes)? 

Or will you later today?  

(1) Yes, I have; (2) Not yet, but I am going to; (3) I am doing so right now; (4) Only household 

chores; (5) Not yet and not going to either.  

 

Q17: Think of one thing you did recently for a change or for recreation. Which one of the 

following was that?  

(1) Sports; (2) Drinking and eating; (3) Travel; (4) Shopping; (5) Making something/doing 

carpentry/creating something; (6) Movie, TV, or music; (7) Other. 

 

Q18: Answer this question if you chose answer (3) for Q17. Were the cherry blossoms blooming 

where you went?  

(1) Cherry blossoms were in full bloom; (2) Cherry blossoms were about to be in full bloom; (3) 

Neither yes nor no; (4) Cherry blossoms were not about to be in full bloom; or (5) Cherry 

blossoms were not blooming.  

 

Q19: Have you recently seen news on cherry blossoms or have actually viewed cherry blossoms?  

(1) I have not seen cherry blossoms either in the newspaper or on TV news, nor have I seen 

cherry blossoms in person; 

(2) I have seen cherry blossoms in the newspaper and/or on TV, but have not seen them in 

person; 

(3) I have not been to view cherry blossoms, but I have seen them in passing;  

(4) I have been to view cherry blossoms.  

 



Q20: Answer this question if you chose answer (2), (3), or (4) for Q19. How would you rate the 

cherry blossoms you saw on a scale of 0 to 10 with 10 being “very beautiful” and 0 being “not 

beautiful at all”?  

 

Q21–Q25: Questions on individual attributes: gender (Q21), age (Q22), marital status (Q23), 

number of family members in household (Q24), and occupation (Q25). 

 

Q26: How much will your before-tax household income be this month? Add up the incomes of 

every family member you live with and round up to the nearest thousand yen. Give an 

approximate estimated amount from previous months.  

 

Q27: Think of your economic activities and those of every family member you live with over 

this past week. Was there anything that altered your expected income, such as greater than usual 

overtime work, lottery winnings, unexpected extra income, or fewer than expected work hours? 

If there was any fluctuation, write down the difference in the expected income caused by such 

events from the amount you answered for Q26. Indicate an unexpected income increase with a 

plus sign (+) and an unexpected income decrease with a minus sign (-). 

 

Q28: Where is your current place of residence?  

(1) Fukuoka City; (2) Osaka City; (3) Nagoya City; (4) Niigata City; (5) Tokyo’s 23 Wards; (6) 

Sendai City; (7) Other (please specify). 
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生活の意識調査

  
 

 
 

MyVoiceメンバーの皆様へ 

 

◎守秘義務について下記をご確認くださいますよう、お願いいたします。 

モニターメンバーは、回答を求められたアンケートに回答したか否かにかかわらず、当該アンケートを

通じて知り得た情報について守秘義務を負うものとします。 

 アンケートへの回答内容を第三者に一切漏らさない  

 アンケートの質問文の内容及びアンケート質問のＨＴＭＬ上に使用されているテキスト、画像、
動画等を、いかなる手段・方法によっても第三者へ漏洩せずかつアンケートへの回答以外のい
かなる目的にも使用・転用しない  

注意事項  
アンケート回答中は、ブラウザの「戻る」ボタンを使用しないでください。 

次へ進む
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アンケート調査ご協力のお願い 

この調査は、大阪大学 社会経済研究所からの委託を受けて、マイボイスコム株式会社が実施するものです。以下は

調査の依頼文と実施内容となっております。内容をご覧いただき、ご協力いただける方はページ下部の質問よりアン

ケートへお進みください。 

 

大阪大学 社会経済研究所で行う「生活の意識調査」に関する学術調査の一部になります。 

 

ご回答いただいた内容は学術調査にのみ使用され、その他の目的では一切使用されません。 

また、アンケートは匿名調査であなたのプライバシーは完全に保護されます。 

調査の内容として、ご回答しにくい部分があるかもしれませんが、研究目的ということをご考慮いただき、 

是非ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

また、この場をお借りして、先般の東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に心よりのお見舞いを申し上げますとと

もに、被災地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

＜調査実施主体＞ 

グローバルCOEプログラム 

「人間行動と社会経済のダイナミクス」 



 
 

 

 
 

 

 
 

大阪大学社会経済研究所 教授 大竹文雄 

 

＜調査の問い合わせ先＞ 

マイボイスコム株式会社 

 

生活の意識調査の実施概要

内容： 今回の調査は、およそ一週間ごとに計５回の調査を行います。

下記、日程をご確認の上、全てにご回答いただける方は是非ご協力をお願いいたします。

５回全ての調査に回答くださった方には、通常のポイントに加えて「200ポイント」お付けいたします。

※ 回答内容によっては、次回以降の調査をお願いできない場合がございますので、あらかじめご了

承ください。

日程： １回目 ３／２２日（火）～ （今回の調査）

２回目 ３／２８日（月） 頃の開始予定

３回目 ４／ ４日（月） 頃の開始予定

４回目 ４／１１日（月） 頃の開始予定

５回目 ４／１８日（月） 頃の開始予定

特記事項： 震災から間がなく、生活におかれまして困難な状況が続いている方もいらっしゃる事とお察し致しま

す。このような中でのお願いは大変恐縮ではございますが、学術的な社会調査という側面をご理解

いただき、ご協力いただければ幸いです。 

 

※調査内容をご覧の上、途中でアンケートを中断いただいても問題ございません。  

F1． 上記のような調査に協力していただけますか

nmlkj 協力できる

nmlkj 協力できない

次へ進む
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Q1． あなたは、こどもの時、休みに出された宿題をいつごろやることが多かったですか。当てはまるものを1つ選んで
ださい

1．nmlkj 休みが始まると最初のころにやった

2．nmlkj どちらかというと最初のころにやった

3．nmlkj 毎日ほぼ均等にやった

4．nmlkj どちらかというと終わりのころにやった

5．nmlkj 休みの終わりのころにやった

次へ進む
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Q2． あなたが普段お出かけになる時に、傘をもって出かけるのは降水確率が何％以上の時ですか。小数点以下は切
り捨ててお答えください

 ％ （半角数字） 

次へ進む
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Q3． あなたは、世間が盛り上がっているとき、どの様に感じたり振る舞ったりすることが多いですか。当てはまるものを
1つ選んでください

1．nmlkj 一緒に盛り上がる

2．nmlkj 盛り上がろうとするが、少し距離を置こうとする

3．nmlkj 無関心・中立でいる

4．nmlkj なるべく距離を置こうとする

5．nmlkj 全く関わらず、かえって取り残された様に感じる

次へ進む
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Q4． あなたは現在どの程度幸せだと感じていますか。 
「非常に幸福」を10点、「非常に不幸」を0点として、あなたは何点ぐらいになると思いますか。当てはまるものを1
つ選んでください

非常に 
不幸

← ← ← ← ― → → → → 非常に 
幸福

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

次へ進む
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Q5． あなたは今、悲しいですか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 悲しい

2．nmlkj どちらかといえば悲しい

3．nmlkj どちらでもない

4．nmlkj どちらかといえば悲しくない

5．nmlkj 悲しくない

次へ進む
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Q6． あなたは今、楽しいですか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 楽しい

2．nmlkj どちらかといえば楽しい

3．nmlkj どちらでもない

4．nmlkj どちらかといえば楽しくない

5．nmlkj 楽しくない

次へ進む
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Q7． あなたは今、落ち込んでいますか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 落ち込んでいる

2．nmlkj どちらかといえば落ち込んでいる

3．nmlkj どちらでもない

4．nmlkj どちらかといえば落ち込んでいない

5．nmlkj 落ち込んでいない

次へ進む
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Q8． 最近の、あなた自身の生活に関する個人的なニュースや身の回りの出来事の中で、良いことや良くないことも含
め、最も重要なものを1つ思い起こしてください。 
その個人的なニュースや身の回りの出来事を評価すると、何点ぐらいになると思いますか。 
「最も良い」を10点、「最も悪い」を0点として、当てはまるものを1つ選んでください

最も 
悪い

← ← ← ← ― → → → → 最も 
良い

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Q9． 前問Q8でお答えになった個人的なニュースや出来事は次のどれですか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 人間関係

2．nmlkj 仕事

3．nmlkj 家庭生活

4．nmlkj 健康・病気・怪我

5．nmlkj 教育や将来について

6．nmlkj 金銭的な問題

7．nmlkj その他

次へ進む
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Q10． 最近の新聞やテレビのニュースの中で、良いことや良くないことも含め、最も重要なものを1つ思い起こしてくだ
さい。その新聞やテレビの ニュースの出来事を評価すると、何点ぐらいになると思いますか。 
「最も良い」を10点、「最も悪い」を0点として、当てはまるものを1つ選んでください

最も 
悪い

← ← ← ← ― → → → → 最も 
良い

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Q11． 前問Q10でお答えになった社会的なニュースを下記のジャンルから選び、当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 国内の政治

2．nmlkj 国内の経済

3．nmlkj 国内の犯罪

4．nmlkj 国内の災害・事故

5．nmlkj 国内のスポーツ

6．nmlkj 国内の芸能

7．nmlkj 国内の教育科学

8．nmlkj 国内の社会

9．nmlkj 国内のその他のジャンル

10．nmlkj 海外の政治

11．nmlkj 海外の経済

12．nmlkj 海外の犯罪

13．nmlkj 海外の災害・事故

14．nmlkj 海外のスポーツ

15．nmlkj 海外の芸能

16．nmlkj 海外の教育科学

17．nmlkj 海外の社会

18．nmlkj 海外のその他のジャンル

次へ進む
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Q12． 昨夜はよく眠れましたか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 寝不足だ

2．nmlkj 少し寝不足だ

3．nmlkj どちらともいえない

4．nmlkj まあまあ眠れた

5．nmlkj よく眠れた

次へ進む
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Q13． あなたの現在の健康状態はいかがですか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj よくない

2．nmlkj あまりよくない

3．nmlkj どちらともいえない

4．nmlkj まあよい

5．nmlkj よい

次へ進む
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Q14． 今、花粉症の症状はありますか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj ある

2．nmlkj 少しある

3．nmlkj どちらともいえない

4．nmlkj あまりない

5．nmlkj ない

次へ進む
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Q15． 今あなたは悩みやストレスがありますか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj ある

2．nmlkj 少しある

3．nmlkj どちらともいえない

4．nmlkj あまりない

5．nmlkj ない

次へ進む
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Q16． あなたは今日、仕事や家事（学生の方は授業）がありましたか。あるいはこれからありますか。当てはまるものを
1つ選んでください

1．nmlkj すでにあった

2．nmlkj これからある

3．nmlkj 今は仕事や家事（授業）の合間である

4．nmlkj ない

次へ進む
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Q17． つい最近行った気分転換や遊びについて1つ思い出してください。それは以下のどれですか。当てはまるものを
1つ選んでください

1．nmlkj スポーツ関連

2．nmlkj 飲食

3．nmlkj 旅行

4．nmlkj 買い物

5．nmlkj 製作・工作・創造

6．nmlkj 映画やテレビ、音楽などの鑑賞

7．nmlkj その他



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

次へ進む
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■Q18は、Q17で『3．旅行』を選択された方にうかがいます 

Q18． 旅行先では桜は咲いていましたか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 桜がとても咲いていた

2．nmlkj 桜がまあまあ咲いていた

3．nmlkj どちらともいえない

4．nmlkj 桜はあまり咲いていなかった

5．nmlkj 桜は咲いていなかった

次へ進む
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Q19． 最近、桜に関するニュースを見たり、実際に桜を見たりしましたか。当てはまるものを1つ選んでください

1．nmlkj 新聞やニュースでも見ていないし、実物も見ていない

2．nmlkj 新聞やテレビでしか見ていない

3．nmlkj 桜を実際にみたが、花見には行っていない

4．nmlkj 花見にいった

次へ進む
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■Q20は、Q19で『2．新聞やテレビでしか見ていない』『3．桜を実際にみたが、花見には行っていない』『4．花見にいっ
た』を選択された方にうかがいます 

Q20． 桜はどれほど綺麗だと思いましたか。 
「非常に綺麗」を10点、「まったく綺麗でない」を0点として、あなたは何点ぐらいになると思いますか。当てはまる
ものを1つ選んでください

まったく 
綺麗で 
ない

← ← ← ← ― → → → → 非常に 
綺麗

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

次へ進む
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■あなたご自身についておききします 

Q21． 性別をお答えください



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1．nmlkj 男性

2．nmlkj 女性

次へ進む
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Q22． 年齢をお答えください

 歳 （半角数字） 

次へ進む
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Q23． ご結婚されていますか

1．nmlkj 未婚（離別・死別含む）

2．nmlkj 既婚

次へ進む
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Q24． 同居家族の数をお答えください

nmlkj ひとり暮らし

nmlkj 2人

nmlkj 3人

nmlkj 4人

nmlkj 5人

nmlkj 6人

nmlkj 7人以上

次へ進む
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Q25． あなたの職業をお答えください

1．nmlkj 経営者・役員

2．nmlkj 事務職（一般・営業職など）

3．nmlkj 販売職（小売店主、販売店員、外交員など）

4．nmlkj 管理職（課長以上の公務員又は会社員、会社役員など）

5．nmlkj 専門的・技術的職業（教員、医師、技術者、作家など）



 
 

 

 
 

 

 
 

 

6．nmlkj サービス職（理美容師、ホールスタッフ・店員、タクシー運転手、保安関係従業員など）

7．nmlkj 現業職（大工、修理工、生産工程作業員など）

8．nmlkj 農林漁業

9．nmlkj 上記以外の職種

10．nmlkj 学生

11．nmlkj 専業主婦・専業主夫

12．nmlkj アルバイト・パート

13．nmlkj 引退・無職

14．nmlkj その他

次へ進む
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Q26． 今月（３月）の、同居家族全員の世帯収入（税込み）の合計（ひとり暮らしの方はご自身の収入） はいくらになり
そうですか。千円以下は切り上げてお答えください。 
普段通りならこれくらいになるであろう、というおおよその金額をお答えください

３月の月収  万円 （半角数字） 

次へ進む
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Q27． ここ一週間のあなたやあなたの同居家族全員の経済活動のことを思い浮かべてください。ここ一週間はたくさ
ん残業をした、クジに当たった、思いがけず臨時収入があった、思っていたほど仕事が無かった、などで、普段
と異なる収入の変動はありましたか。 
１）思いがけない収入増加は（＋）、思いがけない収入減少は（－）、変動がない場合は「変化なし」とお答えくだ
さい。また、収入の変動があった方は、 
２）Q26でお答え頂いた普段の収入額とは違う、追加的な収入の増加・減少の金額をお答えください

1） ここ一週間で、普段と異なる収入の変動はありましたか 

 

 

 1．（＋）収入増加 nmlkj

 2．（－）収入減少 nmlkj

 3．変化なし nmlkj

2)は、1）で「1．（＋）収入増加」「2．（－）収入減少」を選択された方にうかがいます  

2） 増加または減少のおおよその金額をお答えください。千円以下は切り上げてください  

 

  万円（半角数字）

次へ進む

 
28／28ページ

Q28． あなたの現在の居住地域をお答えください

1．nmlkj 福岡市



 
 

  

2．nmlkj 大阪市

3．nmlkj 名古屋市

4．nmlkj 東京23区

5．nmlkj 新潟市

6．nmlkj 仙台市

7．nmlkj その他 （具体的に： ）

回答 やり直し
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