
作成 YEC（若者エンパワメント委員会） 

 

YEC 若者アンケート調査結果 
アンケート実施日：2011 年 9 月 24 日（土） 

カムデンユースフォーラムに来場した若者を中心にアンケートを実施しました。 

 

アンケート回答者 

■年齢 

  15 歳以下…6 人   16～18 歳…21 人  

19～23 歳…11 人  23 歳以上…5 人  

 無回答…7 人 

■性別 

男…20 人 女…22 人  無回答…8 人 

 

全体 50 人によるアンケート集計結果 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

あなたは自分のことが価値のある人間だと思いますか？ 

Do you feel that you are a valuable person? 

 

私は自分の力で社会を変えることができると思っている 

I believe that we can change this society with our power. 
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イギリスの若者政策に満足していますか？ 

Are you satisfied with the British youth policy? 

 



作成 YEC（若者エンパワメント委員会） 

 

 

お互いの人が信頼し合っている 

Most people trust each other. 

 

放課後はどのように過ごしていますか？ 

How do you spend your time after school? 

 スポーツ、ラクロス 

 宿題 

 ミーティング 

 社会活動 

 友達と遊ぶ 

 TV を見る 

 友達の家 

 学校で勉強 
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ユースセンターを使ったことがありますか？ 

Have you ever used a youth center? 

 

ユースセンターを使用したのはなぜですか？ 

If yes, why did you use the youth center? 

 社会的活動のため 

 ジム 

 さまざまな機会がある 

 クラブ 

 サッカー 

 ダンス 

 地域コミュニティを知るため 
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アンケート比較 

日本（静岡）、スウェーデン（ストックホルム）、イギリス（ロンドン）でこれまで実施した

YEC 若者アンケートの結果を比較してグラフにしてみました。 
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実際に使用したアンケート用紙 

1 Are you 15 or under 16 to 18 19 to 23

2 Are you male female

3 Are you student worker

Not

at all

Yes,

mostly.

Yes,

definitely.

4 0 2 3

5 0 2 3

6 0 2 3

7 0 2 3

8 Yes No □

9 How do you spend your time after school?

10

 Do you feel that you are a valuable person? 1

1

  Are you satisfied with the British youth policy? 1

□

I believe that we can change this society with our

power.

Youth Empowerment Committee YECYouth Empowerment Committee YEC

If you choose a worker, what kind of job do you do?                                                               

Yes, slightly.Yes, slightly.

Hello, we are from the YEC (Youth Empowerment Committee), a Japanese youth organization. Today,

we want to hear the views of English young people to compare them with those of Japanese young

people. We will keep your answers confidential and use them only for analytical purposes.

Please mark an appropriate box with a tick.

All answer are confidential and you will not be able to be identified from the information you provide.

Please circle a number that is most appropriate to you (circle one).

Thank you!   We appreciate your views expressed!

Please write about your thoughts on youth issues in

UK.

If yes, why did use the youth center?

Most people trust each other. 1

Have you ever used a youth center?


