
ことばのアンケートのお願い 
2012 年 7 月 

以下のことばに関する意識についておたずねします。□欄にチェックを，(   )欄に記述をしてください。 

授業の解説以外に聞いたことがない単語については「聞かない」と回答してください。回答は，個人が特定されない形で集計処理

されます。「最長居住地」の回答を元にして地図を作成しますが，誰がどこにいるかといった利用はしません。 
 
 チェック例     ○ a□ ○ a□ × a□ × a□ × a□   チェックは□内に入れて下さい  
 
1.カタス  （片付ける）           

(1)使用するか（a,b,cを選択）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない          わからない 

(2)どのくらいの頻度で使うか（７段階評価）           低い←1□2□3□4□5□6□7□→高い            □ 

(3)どの範囲に通じるか（７段階評価）   身の回りだけ通じる←1□2□3□4□5□6□7□→誰にでも通じる  □ 

(4)どんなときに使えるか（７段階評価）     特定のときだけ←1□2□3□4□5□6□7□→どんなときでも  □ 

(5)どのくらい改まっているか（７段階評価） くだけた言い方←1□2□3□4□5□6□7□→改まった言い方  □ 

2.モス  （燃やす）           

(1)使用するか（a,b,cを選択）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない          わからない 

(2)どのくらいの頻度で使うか（７段階評価）           低い←1□2□3□4□5□6□7□→高い            □ 

(3)どの範囲に通じるか（７段階評価）   身の回りだけ通じる←1□2□3□4□5□6□7□→誰にでも通じる  □ 

(4)どんなときに使えるか（７段階評価）     特定のときだけ←1□2□3□4□5□6□7□→どんなときでも  □ 

(5)どのくらい改まっているか（７段階評価） くだけた言い方←1□2□3□4□5□6□7□→改まった言い方  □ 

3.バナナムシ （ツマグロオオヨコバイ(黄色い小さな虫) ）      

(1)使用するか（a,b,cを選択）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない          わからない 

(2)どのくらいの頻度で使うか（７段階評価）           低い←1□2□3□4□5□6□7□→高い            □ 

(3)どの範囲に通じるか（７段階評価）   身の回りだけ通じる←1□2□3□4□5□6□7□→誰にでも通じる  □ 

(4)どんなときに使えるか（７段階評価）     特定のときだけ←1□2□3□4□5□6□7□→どんなときでも  □ 

(5)どのくらい改まっているか（７段階評価） くだけた言い方←1□2□3□4□5□6□7□→改まった言い方  □ 

4.ダイジ  （大丈夫）           

(1)使用するか（a,b,cを選択）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない          わからない 

(2)どのくらいの頻度で使うか（７段階評価）           低い←1□2□3□4□5□6□7□→高い            □ 

(3)どの範囲に通じるか（７段階評価）   身の回りだけ通じる←1□2□3□4□5□6□7□→誰にでも通じる  □ 

(4)どんなときに使えるか（７段階評価）     特定のときだけ←1□2□3□4□5□6□7□→どんなときでも  □ 

(5)どのくらい改まっているか（７段階評価） くだけた言い方←1□2□3□4□5□6□7□→改まった言い方  □ 

5.アオタン （青あざ）            

(1)使用するか（a,b,cを選択）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない          わからない 

(2)どのくらいの頻度で使うか（７段階評価）           低い←1□2□3□4□5□6□7□→高い            □ 

(3)どの範囲に通じるか（７段階評価）   身の回りだけ通じる←1□2□3□4□5□6□7□→誰にでも通じる  □ 

(4)どんなときに使えるか（７段階評価）     特定のときだけ←1□2□3□4□5□6□7□→どんなときでも  □ 

(5)どのくらい改まっているか（７段階評価） くだけた言い方←1□2□3□4□5□6□7□→改まった言い方  □ 

6.ヨコハイリ （割り込み）           

(1)使用するか（a,b,cを選択）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない          わからない 

(2)どのくらいの頻度で使うか（７段階評価）           低い←1□2□3□4□5□6□7□→高い            □ 

(3)どの範囲に通じるか（７段階評価）   身の回りだけ通じる←1□2□3□4□5□6□7□→誰にでも通じる  □ 

(4)どんなときに使えるか（７段階評価）     特定のときだけ←1□2□3□4□5□6□7□→どんなときでも  □ 

(5)どのくらい改まっているか（７段階評価） くだけた言い方←1□2□3□4□5□6□7□→改まった言い方  □ 

7.ズルコミ （割り込み）           

(1)使用するか（a,b,cを選択）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない          わからない 

(2)どのくらいの頻度で使うか（７段階評価）           低い←1□2□3□4□5□6□7□→高い            □ 

(3)どの範囲に通じるか（７段階評価）   身の回りだけ通じる←1□2□3□4□5□6□7□→誰にでも通じる  □ 

(4)どんなときに使えるか（７段階評価）     特定のときだけ←1□2□3□4□5□6□7□→どんなときでも  □ 

(5)どのくらい改まっているか（７段階評価） くだけた言い方←1□2□3□4□5□6□7□→改まった言い方  □ 

 

8.[イ]チゴ （イを高く発音する） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

9.コ[コ]ロ （２つ目のコを高く発音する） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

10.アルゲダ （ありそうだ）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

11.アルッテ （歩いて）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

12.アンマ （あまり）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

13.食堂イクベ （食堂に行こう）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

14.イッタトキアル？ （行ったことある？） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

15.ウザッタイ （不快だ）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

16.自転車のウラ （自転車の後ろ）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 



17.エゲツ （あからさまにひどい） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

18.シヤ（視野） （～もありだ）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

19.シレル （知ることができる） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

20.スルナシ （するな）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

21.センヒキ （定規）   a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

22.ソ－スット （そうすると）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

23.ソ－スント （そうすると）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

24.ソ－ナン？ （そうなの？）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

25.ソレナ （そうだね）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

26.ダベ？ （だろ？・でしょ？） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

27.チガカッタ （違った）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

28.チガクテ （違って）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

29.先生チャウ （先生ではない）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

30.ノセレナイ （乗せることができる） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

31.モヤイ （性格が暗い）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

32.ヤノアサッテ （３日後・４日後）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

33.ユ－テ （そうはいっても）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

34.ワリカシ （わりと）  a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

35.ワンチャン～アル （もしかして～かもしれない） a□言う b□聞いたことがある c□聞かない 

36.イカナイデシタ （行きませんでした） a□おかしくない b□ややおかしい c□かなりおかしい  

37.髪キラナイ？ （髪切ったんじゃない？） a□おかしくない b□ややおかしい c□かなりおかしい 

38.ノメレナイ （飲めない）  a□おかしくない b□ややおかしい c□かなりおかしい 

39.日常でよく利用するメディアを全て選択してください 

a□テレビ  b□ラジオ  c□新聞  d□マンガ雑誌・単行本  e□マンガ以外の雑誌  f□マンガ以外の書籍 

g□パソコン  h□携帯電話 （スマートフォン以外）  i□スマートフォン  j□タブレット端末  k.なし 

40. ふだんよく使うもの，よく見るもの全てを選択してください    

a□YouTube  b□ニコニコ動画  c□２ちゃんねる  d□twitter  e□Facebook  f□ミクシィ 

g□GREE  h□モバゲー  i□なし 

41.都心（山手線の周辺・内側）に行くことがありますか（通学は除く。都心在住者は外出先として） a□あまり行かない b□よく行く c□いつも行く 

42.外出時に関西弁を聞くことがありますか（大学内及び、自分・同居家族の関西弁は除く）     a□あまり聞かない b□よく聞く c□いつも聞く 
43.自分の話すことばは何だと思いますか。（１つだけ選択。その他にチェックした場合はカッコ内に自由記述） 

 a□標準語  b□共通語  c□東京方言  d□関東方言  e□その他→(          )  

44.人と話すときに方言が出ることを気にしたほうがよいと思いますか。 
 a□気にせず方言のまま話せばよい  b□なるべく共通語になおした方がよい  c□場合による  

45.方言が使えたらいいと思いますか。   a□すでに使える b□使えるようになりたい c□使えるようになりたいとは思わない 

46.問 47の a～yの 25語のうち，ふだん，いくつの語を使いますか。（b に続いて語数(1～25)を記入）（例：10 語使用 → b10）  

 a□ひとつもない  b□１つ以上 →(     ) 語    
47.以下の a～yの 25語のうち，よく使う語を，最大５語チェックしてください。

a□アニ（何） b□アメンボ－（氷柱）  c□ウッチャル（捨てる） d□オコサマ（蚕） e□オッペス（押す） 

f□カテル（仲間に入れる） g□カマギッチョ（カマキリ） h□カンマス（かき回す） i□キナイ（来ない） j□ケナルイ（うらやましい） 

k□ケンド（けれども）     l□コレキリナイ（これしかない） m□コワイ（疲れた） n□セナ（兄） o□ソ－ダッペ（そうだろう） 

p□ソラ・チク（嘘） q□タカカンベ－（高いだろう） r□タッペ（霜柱）  s□タマゲル（驚く） t□テングルマ（肩車） 

u□ト－ナス（南瓜） v□ドコイクエ・イクイ（どこに行く？） w□ヌクトイ・ヌクイ（暖かい） x□ハ－来た（もう来た） y□ヤマサ（山へ） 

z□よく使う語はない 
 

最後にご自身について a～kについておたずねします。該当しない欄は空欄でかまいません。（問 b,c,iはありません） 

a.５～１５歳までで一番長く居住した場所 （地図にするため，ある程度の詳細な生育地が必要ですが，住所まで細かい必要はありません） 

  例） 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎 2335  ←「2335」は不要    

    埼玉県さいたま市浦和区常盤 6-4-4       ←「6-4-4」は不要 ※留学生の方は、国名と省・道・県・州名を教えてください。 

 (                              )  
d.５～１５歳の間に引越した回数  (     )回   

e.現在住んでいる場所（郵便番号でも可。市区町村まで） (                  ) 
f.父親の出身地（市区町村まで） (                ) 
g.母親の出身地（市区町村まで）(               ) 
h.配偶者の出身地（市区町村まで）(            ) 
j.性別 □男 □女   k.１９(     )年生まれ                                          ご協力ありがとうございました。 


