
この調査への感想  

１．あなたが これまで答えてきた質問で , あなたの経験について訊かれること、答える

ことは 、日常生活で出くわす出来事（映画、読書、音楽、友達との会話、ニュースな

ど）に比べると難しかった、又は、チャレンジだったかどうかを下の表の中で最も適

切なものを選び、クリックしてください。  

日常生活で出くわす出来事に比べて：  

ほとんど難解でも

チャレンジでもな

かった  

あまり難解でもチ

ャレンジでもなか

った  
同じである  やや難解でチャレ

ンジだった  
はるかに 難解でチ

ャレンジだった  

     

 

２．あなたが これまで答えてきた質問で , あなたの経験について訊かれること、答える

ことは、 日常生活で出くわす出来事（映画、読書、音楽、友達との会話、ニュースな

ど）に比べると苦痛だったかどうかを下の表の中で適切なものを選び、クリックして

ください。  

日常生活で出くわす出来事に比べて：  

ほとんど苦痛では

なかった  
あまり苦痛ではな

かった  同じである  やや苦痛であった  はるかに 苦痛であ

った  

     

 

３．あなたが これまで答えてきた質問で , あなたの経験について訊かれること、答える

ことは 、日常生活で出くわす出来事（映画、読書、音楽、友達との会話、ニュースな

ど）に比べると役に立つかどうかを下の表の中で適切なものを選び、クリックしてくだ

さい。  

日常生活で出くわす出来事に比べて：  

全然役に立たない あまり役に立 たな

い  どちらでもない  やや役に立 つ  とても役に立 つ  

     



 

４．あなたがこれまで答えてきた質問で , あなたの経験について訊かれること、答える

ことは , あなたの今後（数日、数週、または数年の間）にどう影響していくかを下の表

から適切なものを選び、クリックしてください。  

とても 害がある  やや 害がある  どちらでもない  やや役に立つ  とても役に立つ  

     

 

５．経験の影響を調査するために、 研究者があなたがこれまで答えてきたような質問

をすることは、どれくらい重要だとあなたは思いますか。下の表から適切なものを選び、

クリックしてください。  

全然重要ではない  あまり重要ではな

い  どちらでもない  やや重要である  とても重要である 

     

 

６．あなたのこの調査への感想（a）、そして、この調査の重要性（b）の２点を考えた

上で、 このような質問が研究に使われることにあなたは賛成ですか 。下の表から適切

なものを選び、クリックしてください。  

強く反対する  やや反対する  どちらでもない  やや賛成する  強く賛成する  

     

 

７．上記以外で、この調査についての感想 / 意見があれば記入してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



English Translation 
 

Your Experiences with this Survey 
 
1. Please rate whether you found answering the questions above to be more or less difficult or 
challenging than other things you sometimes encounter in day to day life (e.g., movies, readings, 
music, conversations with friends, news, etc...), by clicking the appropriate button on the scale 
below: 
 
• Much less difficult or challenging 
• Somewhat less difficult or challenging 
• About the same 
• Somewhat more difficult or challenging 
• Much more difficult or challenging 
 
2. Please rate whether you found answering the questions above to be more or less distressing 
than other things you sometimes encounter in day to day life (e.g., movies, readings, music, 
conversations with friends, news, etc...), by clicking the appropriate button on the scale below: 
 
3. Please rate whether you found answering the questions above to be more or less helpful to you 
than other things you sometimes encounter in day to day life by clicking the appropriate button 
on the scale below: 

4. Please indicate the impact you anticipate having answered the questions above is likely to 
have on you in the days, weeks, and years to follow, by clicking the appropriate button on the 
scale below: 

5. Please rate how important you believe it is for psychologists to ask about these types of 
events in order to study the impact of such experiences, by clicking the appropriate button on the 
scale below: 

6. Please consider both (1) your experience answering the questions, and (2) your feelings about 
how important it is to ask the questions. Then rate how good an idea it is to include such a 
measure in psychology research, by clicking the appropriate button on the scale below: 

7. Is there anything else you would like to tell us about your experience with this survey that is 
not captured by the above questions? 

 


