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紙媒体 電子書籍 紙媒体・電子書籍 読書はしない 

報道関係各位 

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「読書に
関する調査（2020年）」を実施しました。秋の読書週間もありましたが、人々はどのように読書を楽しんでいるのでしょうか。普段の読書媒体、コ
ロナ禍による読書量の変化、普段の読書シーンについて聴取しました。 

■調査結果 

コロナ禍で「読書量が増加」は2割 
電子書籍派もジワリと拡大 

－読書に関する調査（2020年）－ 

2020年11月10日 
株式会社クロス・マーケティング 

◆自主調査リリースの続きはこちらへ ⇒ https://www.cross-m.co.jp/report/life/20201110dokusyo/  

 普段の読書（※漫画・雑誌含む）で何の媒体を使うか聴取したところ、「紙媒体で読むことが多い」が43%。 
   「電子書籍で読むことが多い」と「紙媒体・電子書籍どちらも活用している」計は22%、「読書はほとんどしない」は35%。＜図1＞ 
  主に電子書籍で読書をする人は、8.3％（2019年）→10.4％（2020年）と、やや増加傾向にある。   
  年代別にみると、20-30代は「電子書籍で読むことが多い」と「紙媒体・電子書籍どちらも活用している」計がそれぞれ約3割と、 
  若い世代ほど電子書籍の利用が進んでいることがうかがえる。一方、50-60代の約半数は「紙媒体で読むことが多い」と回答。＜図2＞ 
 

 2割弱がコロナ禍により読書量は増えたと回答 
  一方、媒体別にみると、「紙媒体での読書は減った」と回答した人が約15％という結果に。紙媒体が減った要因としては、自粛期間で 
  本屋行く機会が減ったことなどが考えられる。＜図3＞ 
 

 普段、読書をするシーンは、「休日にゆっくりと」が41%でトップ。 
  次いで「就寝前、夜の時間帯に」「時間があるときにいつでも」が続く。 
  年代別にみると、女性20代は「就寝前、夜の時間帯」が比較的高い。＜図4＞ 

＜図3＞コロナ禍の読書量の変化（単一回答） 
                         ※読書をしている人ベース （n=717） 

＜図1＞ 読書で使う媒体（単一回答） ※全体   
                               （n=1,101）        
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＜図2＞ 読書で使う媒体 （単一回答）※年代別                                 
                                  （n=1,101）         
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晴れときどき曇り 
体調がすぐれない日もあったが、気分
転換の目的で近隣の温泉宿に宿泊し
美味しいものを食べのんびり過ごす時
間が持てた。(男性・69歳) 

【会社概要】 
  会社名  ： 株式会社クロス・マーケティング  http://www.cross-m.co.jp/ 
  所在地  ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F 
  設立    ： 2003年4月1日 
  代表者   ： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹 
  事業内容 ： マーケティングリサーチ事業 
 
◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆ 
広報担当 ： マーケティング部 TEL ： 03-6859-1192  FAX ： 03-6859-2275 
E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp   
≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫ 
本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。 
＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」 

調査手法  ： インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用） 
調査地域  ： 全国47都道府県 
調査対象  ： 20～69歳の男女 

               ※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります 

■調査概要 

□属性設問 
□直近1週間における気分とその理由 
□読書媒体 

■調査項目 
□コロナ禍の影響による読書量変化（紙媒体／電子書籍） 
□普段の読書シーン 
□私だけが知っているおすすめの1冊 

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ ⇒ https://www.cross-m.co.jp/report/life/20201110dokusyo/  

＜図4＞普段の読書シーン（複数回答）※読書をしている人ベース （n=717） 

クロス・マーケティング お天気指数 

クロス・マーケティング お天気指数とは…直近1週間における人々の気分を5段階で聴取しています。(n=1,101) 

お天気理由(抜粋) （％） 

調査期間  ：2020年11月6日（金）～7日（土） 
有効回答数 ： 本調査1,101サンプル                  
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 『巡礼コメディ旅日記』 
  四国のお遍路さんのような歩く旅のエッセイで、文化の違いや雰囲気が面白くて、新しい発見がたくさんあったから。（男性30代） 
 

 『アナベルドールの冒険』 
  小学生の時に読んだ物。面白いし、絵が優しくて気に入っているから。その後沢山の本を読んで衝撃をうけたり、感動したり、 
  笑った本があったけれど、何故かその一冊だけ心の中に温かく残っているから。 (女性20代) 

＜図5＞ 私だけが知っているおすすめの1冊（自由回答抜粋）      
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Q4 (2)

				ベース

				タイトル		方法

				質問文		Q4　この1週間のあなたの気分をお天気で例えると、どのようなお天気ですか。(SA)

								(%)



														晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨



												n=

								全体				1,101  





												n=		晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨

														1		1		1		1		1		1

								全体				1,101  		15.2		45.0		24.0		9.1		6.7				1



														1		2		3		4		5



晴れ	1	15.168029064486831	晴れときどき曇り	1	45.049954586739325	曇り	1	23.978201634877383	曇りときどき雨	1	9.0826521344232525	雨	1	6.7211625794732059	



目次









				出力ベース条件

				



				質問文		質問　　タイプ		％表		Ｎ表		％表 (比率)

		GROUP		グループ		SA		1		1		比率

		SC1		性別		SA		2		2		比率

		SC2_1		年齢		NU		3		3		比率

		SC2AC		年代別		SA		4		4		比率

		SC3		居住地		SA		5		5		比率

		Q1		あなたは結婚していらっしゃいますか。		SA		6		6		比率

		Q2		あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。		SA		7		7		比率

		Q3		あなたの職業をお知らせください。		SA		8		8		比率

		Q4		この1週間のあなたの気分をお天気で例えると、どのようなお天気ですか。		SA		9		9		比率

		Q6		あなたは、普段どの媒体で読書をすることが多いですか。		SA		10		10		比率

		Q7_1		あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本		SA		11		11		比率

		Q7_2		あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／電子書籍		SA		12		12		比率

		Q8		あなたは、普段どんな場面で読書をすることが多いですか。あてはまるものをすべてお選びください。		MA		13		13		比率
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Q4

				ベース

				タイトル		方法

				質問文		Q4　この1週間のあなたの気分をお天気で例えると、どのようなお天気ですか。(SA)

								(%)



														晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨



												n=

								全体				1,101  





												n=		晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨

														1		1		1		1		1		1

								全体				1,101  		15.2		45.0		24.0		9.1		6.7				1



														1		2		3		4		5



晴れ	

1	15.168029064486831	晴れときどき曇り	

1	45.049954586739325	曇り	

1	23.978201634877383	曇りときどき雨	

1	9.0826521344232525	雨	



1	6.7211625794732059	



Q6

				ベース

				タイトル		グラフ

				質問文		Q　MAグラフ(MA)















































								(n=1,101)



										n=		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

								項目		1,101  		43.2		10.4		11.5		34.9				1



												1		2		3		4





紙媒体で読むことが多い	電子書籍で読むことが多い	紙媒体・電子書籍どちらも活用している	媒体問わず、読書はほとんどしない	43.233424159854678	10.354223433242506	11.53496821071753	34.87738419618529	



Q6 (2)

				ベース		n=1,101

				タイトル		のあること

				質問文		Q6　あなたは、普段どの媒体で読書をすることが多いですか。(SA)

								(%)



														紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない



												n=

								全体				1,101  

								性別		男性		550  

										女性		551  

								年代別		20代		221  

										30代		220  

										40代		220  

										50代		220  

										60代		220  

								性年代別		男性20代		110  

										男性30代		110  

										男性40代		110  

										男性50代		110  

										男性60代		110  

										女性20代		111  

										女性30代		110  

										女性40代		110  

										女性50代		110  

										女性60代		110  





												n=		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

														1		1		1		1		1

								全体				1,101  		43.2		10.4		11.5		34.9				1

								性別		男性		550  		47.8		10.7		10.7		30.7				2

										女性		551  		38.7		10.0		12.3		39.0				3

								年代別		20代		221  		30.3		14.9		15.4		39.4				4

										30代		220  		36.4		15.9		14.5		33.2				5

										40代		220  		42.7		10.0		12.3		35.0				6

										50代		220  		53.6		7.3		8.2		30.9				7

										60代		220  		53.2		3.6		7.3		35.9				8

								性年代別		男性20代		110  		39.1		12.7		14.5		33.6				9

										男性30代		110  		32.7		17.3		11.8		38.2				10

										男性40代		110  		47.3		14.5		12.7		25.5				11

										男性50代		110  		59.1		6.4		7.3		27.3				12

										男性60代		110  		60.9		2.7		7.3		29.1				13

										女性20代		111  		21.6		17.1		16.2		45.0				14

										女性30代		110  		40.0		14.5		17.3		28.2				15

										女性40代		110  		38.2		5.5		11.8		44.5				16

										女性50代		110  		48.2		8.2		9.1		34.5				17

										女性60代		110  		45.5		4.5		7.3		42.7				18



														1		2		3		4



紙媒体で読むことが多い	





































1	43.233424159854678	47.81818181818182	38.656987295825772	30.316742081447963	36.363636363636367	42.727272727272727	53.636363636363633	53.18181818181818	39.090909090909093	32.727272727272727	47.272727272727273	59.090909090909093	60.909090909090907	21.621621621621621	40	38.18181818181818	48.18181818181818	45.454545454545453	電子書籍で読むことが多い	



































1	10.354223433242506	10.727272727272727	9.9818511796733205	14.932126696832579	15.909090909090908	10	7.2727272727272725	3.6363636363636362	12.727272727272727	17.272727272727273	14.545454545454545	6.3636363636363633	2.7272727272727271	17.117117117117118	14.545454545454545	5.4545454545454541	8.1818181818181817	4.5454545454545459	紙媒体・電子書籍どちらも活用している	



































1	11.53496821071753	10.727272727272727	12.341197822141561	15.384615384615385	14.545454545454545	12.272727272727273	8.1818181818181817	7.2727272727272725	14.545454545454545	11.818181818181818	12.727272727272727	7.2727272727272725	7.2727272727272725	16.216216216216218	17.272727272727273	11.818181818181818	9.0909090909090917	7.2727272727272725	媒体問わず、読書はほとんどしない	



































1	34.87738419618529	30.727272727272727	39.019963702359348	39.366515837104075	33.18181818181818	35	30.90909090909091	35.909090909090907	33.636363636363633	38.18181818181818	25.454545454545453	27.272727272727273	29.09090909090909	45.045045045045043	28.181818181818183	44.545454545454547	34.545454545454547	42.727272727272727	



Q6年代

				ベース

				タイトル		グラフ

				質問文		Q　SAグラフ(SA)

								(%)



														紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない



												n=

								年代別		20代		221  

										30代		220  

										40代		220  

										50代		220  

										60代		220  





												n=		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

														1		1		1		1		1

								年代別		20代		221  		30.3		14.9		15.4		39.4				1

										30代		220  		36.4		15.9		14.5		33.2				2

										40代		220  		42.7		10.0		12.3		35.0				3

										50代		220  		53.6		7.3		8.2		30.9				4

										60代		220  		53.2		3.6		7.3		35.9				5



														1		2		3		4



紙媒体で読むことが多い	











1	30.316742081447963	36.363636363636367	42.727272727272727	53.636363636363633	53.18181818181818	電子書籍で読むことが多い	









1	14.932126696832579	15.909090909090908	10	7.2727272727272725	3.6363636363636362	紙媒体・電子書籍どちらも活用している	









1	15.384615384615385	14.545454545454545	12.272727272727273	8.1818181818181817	7.2727272727272725	媒体問わず、読書はほとんどしない	









1	39.366515837104075	33.181818181818	18	35	30.90909090909091	35.909090909090907	



Q7_1

				ベース

				タイトル		「紙媒体の本」のコロナ

				質問文		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本(SA)

								(%)



														読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない



												n=

								項目				717  

												717  





												n=		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

														1		1		1		1

								項目				717  		17.3		14.6		68.1				1

												717  		18.3		6.0		75.7				2



														1		2		3



読む量が増えた	



1	17.294281729428175	18.270571827057182	読む量が減った	



1	14.644351464435147	5.9972105997210603	読む量は変わらない	



1	68.061366806136675	75.73221757322176	



％表 (2)

		GROUP　グループ（SA）

						該当数		男性・15歳以上		男性・20代		男性・30代		男性・40代		男性・50代		男性・60代		男性・70歳以上		女性・15歳以上		女性・20代		女性・30代		女性・40代		女性・50代		女性・60代		女性・70歳以上

		全　体				1101		0.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0		0.0		10.1		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0

		性別		男性		550		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性		551		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		年代別		20代		221		0.0		49.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				30代		220		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				40代		220		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0

				50代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0

				60代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0

		性年代別		男性20代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性20代		111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性30代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性40代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		9.9		10.2		10.5		12.1		10.7		0.0		0.0		8.6		10.5		7.2		11.0		9.4		0.0

				一都三県以外		728		0.0		10.0		9.9		9.8		8.9		9.6		0.0		0.0		10.9		9.8		11.4		9.5		10.3		0.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0.0		9.0		7.6		10.9		13.7		14.1		0.0		0.0		5.0		9.2		8.8		11.1		10.5		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		12.3		16.7		14.0		6.1		2.6		0.0		0.0		16.7		14.0		5.3		7.9		4.4		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		12.6		10.2		11.0		6.3		6.3		0.0		0.0		14.2		15.0		10.2		7.9		6.3		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		9.6		10.9		7.3		7.8		8.3		0.0		0.0		13.0		8.1		12.8		9.9		12.2		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0.0		19.4		7.3		10.5		11.3		5.6		0.0		0.0		7.3		9.7		10.5		10.5		8.1		0.0

				読む量が減った		105		0.0		7.6		11.4		5.7		13.3		14.3		0.0		0.0		12.4		10.5		10.5		7.6		6.7		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		8.4		9.6		12.9		10.7		11.5		0.0		0.0		8.0		11.5		7.6		10.5		9.4		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0.0		14.5		13.7		9.2		6.9		8.4		0.0		0.0		14.5		11.5		9.9		8.4		3.1		0.0

				読む量が減った		43		0.0		11.6		14.0		14.0		11.6		7.0		0.0		0.0		9.3		7.0		11.6		4.7		9.3		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		9.0		8.1		11.8		12.2		11.8		0.0		0.0		7.0		11.2		7.9		10.9		10.1		0.0

		SC1　性別（SA）

						該当数		男性		女性

		全　体				1101		50.0		50.0

		性別		男性		550		100.0		0.0

				女性		551		0.0		100.0

		年代別		20代		221		49.8		50.2

				30代		220		50.0		50.0

				40代		220		50.0		50.0

				50代		220		50.0		50.0

				60代		220		50.0		50.0

		性年代別		男性20代		110		100.0		0.0

				男性30代		110		100.0		0.0

				男性40代		110		100.0		0.0

				男性50代		110		100.0		0.0

				男性60代		110		100.0		0.0

				女性20代		111		0.0		100.0

				女性30代		110		0.0		100.0

				女性40代		110		0.0		100.0

				女性50代		110		0.0		100.0

				女性60代		110		0.0		100.0

		居住地		一都三県		373		53.4		46.6

				一都三県以外		728		48.2		51.8

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		55.3		44.7

				電子書籍で読むことが多い		114		51.8		48.2

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		46.5		53.5

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		44.0		56.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		54.0		46.0

				読む量が減った		105		52.4		47.6

				読む量は変わらない		488		53.1		46.9

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		52.7		47.3

				読む量が減った		43		58.1		41.9

				読む量は変わらない		543		52.9		47.1

		SC2_1　年齢（NU）

						該当数		最小値		最大値		平均値		標準偏差

		全　体				1101		20		69		44.61		14.14

		性別		男性		550		20		69		44.68		14.18

				女性		551		20		69		44.55		14.11

		年代別		20代		221		20		29		24.86		2.94

				30代		220		30		39		34.66		2.84

				40代		220		40		49		45.45		2.72

				50代		220		50		59		54.22		2.88

				60代		220		60		69		63.97		2.92

		性年代別		男性20代		110		20		29		24.98		3.05

				男性30代		110		30		39		34.64		2.86

				男性40代		110		40		49		45.31		2.72

				男性50代		110		50		59		54.42		2.98

				男性60代		110		60		69		64.07		3.06

				女性20代		111		20		29		24.75		2.83

				女性30代		110		30		39		34.69		2.82

				女性40代		110		40		49		45.58		2.72

				女性50代		110		50		59		54.03		2.77

				女性60代		110		60		69		63.86		2.79

		居住地		一都三県		373		20		69		45.15		14.12

				一都三県以外		728		20		69		44.34		14.15

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		20		69		47.64		13.64

				電子書籍で読むことが多い		114		20		65		38.22		11.79

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		20		67		40.26		13.34

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		20		69		44.20		14.62

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		20		69		42.60		13.70

				読む量が減った		105		20		68		44.52		14.32

				読む量は変わらない		488		20		69		45.47		13.79

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		20		67		39.94		12.97

				読む量が減った		43		20		67		43.40		13.41

				読む量は変わらない		543		20		69		46.13		13.87

		SC2AC　年代別（SA）

						該当数		１５歳以上		２０代		３０代		４０代		５０代		６０代		７０歳以上

		全　体				1101		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		性別		男性		550		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

				女性		551		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		年代別		20代		221		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				30代		220		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				40代		220		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				50代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				60代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		性年代別		男性20代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				男性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				男性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

				女性20代		111		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		18.5		20.6		17.7		23.1		20.1		0.0

				一都三県以外		728		0.0		20.9		19.6		21.2		18.4		19.9		0.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0.0		14.1		16.8		19.7		24.8		24.6		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		28.9		30.7		19.3		14.0		7.0		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		26.8		25.2		21.3		14.2		12.6		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		22.7		19.0		20.1		17.7		20.6		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0.0		26.6		16.9		21.0		21.8		13.7		0.0

				読む量が減った		105		0.0		20.0		21.9		16.2		21.0		21.0		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		16.4		21.1		20.5		21.1		20.9		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0.0		29.0		25.2		19.1		15.3		11.5		0.0

				読む量が減った		43		0.0		20.9		20.9		25.6		16.3		16.3		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		16.0		19.3		19.7		23.0		21.9		0.0

		SC3　居住地（SA）

						該当数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県

		全　体				1101		5.0		0.5		0.9		2.2		0.2		0.5		1.3		1.6		1.4		1.4		5.4		5.5		13.4		9.5		1.5		0.6		0.9		0.5		0.8		1.8		1.5		2.0		7.2		1.1		0.5		2.5		8.2		5.2		1.1		0.3		0.4		0.5		1.1		2.0		0.8		0.5		0.6		1.1		0.5		2.6		0.6		1.2		0.7		0.8		0.3		1.3		0.6

		性別		男性		550		4.4		0.4		1.6		1.8		0.0		0.9		1.6		1.3		1.5		1.6		6.7		5.3		14.0		10.2		1.8		0.7		0.7		0.7		0.9		2.2		1.1		1.6		6.5		1.5		0.9		2.4		6.7		4.9		1.3		0.0		0.5		0.0		1.3		1.5		0.5		0.5		0.7		0.9		0.7		1.8		0.9		1.6		0.4		0.9		0.4		1.8		0.2

				女性		551		5.6		0.7		0.2		2.5		0.4		0.0		0.9		2.0		1.3		1.1		4.2		5.8		12.7		8.9		1.1		0.5		1.1		0.2		0.7		1.5		2.0		2.4		7.8		0.7		0.0		2.5		9.6		5.4		0.9		0.5		0.2		1.1		0.9		2.5		1.1		0.4		0.5		1.3		0.4		3.4		0.4		0.7		1.1		0.7		0.2		0.7		1.1

		年代別		20代		221		2.3		0.5		2.3		0.9		0.0		0.9		1.4		1.8		1.8		1.4		4.5		5.4		11.3		10.0		0.0		0.9		0.5		0.5		0.9		2.3		0.9		2.7		8.6		1.8		1.8		2.7		7.2		4.5		1.4		0.0		1.4		0.5		0.9		2.3		0.9		0.9		0.5		0.9		0.5		1.8		1.4		2.3		1.4		0.9		0.0		1.4		1.4

				30代		220		5.0		0.5		1.4		1.8		0.5		0.5		0.9		1.8		1.8		1.4		6.4		7.3		13.2		8.2		0.9		0.9		1.4		0.9		0.5		2.7		0.5		1.8		6.8		0.9		0.0		1.4		8.6		3.6		2.3		0.0		0.5		0.9		2.3		3.2		0.0		0.9		0.5		0.5		0.9		2.7		0.0		0.9		0.5		0.5		0.0		1.8		0.5

				40代		220		5.0		0.9		0.5		2.7		0.0		0.0		0.5		1.4		0.9		2.3		7.3		5.5		9.5		7.7		0.9		0.9		0.9		0.0		0.9		1.8		2.7		1.8		9.5		0.9		0.5		2.7		10.5		5.5		1.4		0.5		0.0		0.5		0.0		1.4		0.9		0.0		0.9		1.4		0.0		3.6		0.9		0.9		0.5		0.9		0.9		1.4		0.5

				50代		220		5.0		0.0		0.0		1.8		0.5		0.5		2.3		1.8		0.9		0.9		4.1		3.2		17.7		14.1		3.2		0.0		1.4		0.9		0.5		0.5		0.9		2.3		3.2		0.5		0.0		3.2		6.8		5.5		0.5		0.9		0.0		0.5		1.4		1.4		1.4		0.5		0.9		2.7		0.9		2.7		0.9		1.8		0.0		0.5		0.0		0.9		0.9

				60代		220		7.7		0.9		0.5		3.6		0.0		0.5		1.4		1.4		1.4		0.9		5.0		6.4		15.0		7.7		2.3		0.5		0.5		0.0		1.4		1.8		2.7		1.4		7.7		1.4		0.0		2.3		7.7		6.8		0.0		0.0		0.0		0.5		0.9		1.8		0.9		0.0		0.5		0.0		0.5		2.3		0.0		0.0		1.4		1.4		0.5		0.9		0.0

		性年代別		男性20代		110		1.8		0.9		3.6		0.9		0.0		1.8		0.9		1.8		0.9		0.9		3.6		6.4		10.0		13.6		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		2.7		0.0		1.8		6.4		1.8		3.6		3.6		7.3		3.6		0.9		0.0		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		0.9		0.9		1.8		1.8		2.7		0.9		0.9		0.0		2.7		0.0

				男性30代		110		6.4		0.0		2.7		0.9		0.0		0.9		1.8		1.8		2.7		2.7		7.3		6.4		15.5		5.5		0.0		1.8		0.9		1.8		0.0		2.7		0.0		2.7		4.5		1.8		0.0		0.9		6.4		2.7		2.7		0.0		0.9		0.0		2.7		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		0.0		1.8		0.0		0.9		0.0		1.8		0.0

				男性40代		110		3.6		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		3.6		10.0		5.5		11.8		8.2		0.9		0.9		0.0		0.0		0.9		2.7		0.9		0.9		7.3		0.9		0.9		2.7		11.8		7.3		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		1.8		0.0		0.0		1.8		0.0		0.0		2.7		0.9		1.8		0.0		1.8		0.9		1.8		0.0

				男性50代		110		4.5		0.0		0.0		1.8		0.0		0.9		3.6		0.0		1.8		0.9		4.5		1.8		19.1		15.5		4.5		0.0		0.9		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		4.5		0.9		0.0		2.7		2.7		3.6		0.9		0.0		0.0		0.0		1.8		0.9		1.8		0.9		0.9		2.7		0.9		2.7		1.8		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9

				男性60代		110		5.5		0.9		0.9		3.6		0.0		0.9		1.8		1.8		1.8		0.0		8.2		6.4		13.6		8.2		3.6		0.9		0.9		0.0		1.8		1.8		2.7		0.9		10.0		1.8		0.0		1.8		5.5		7.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		0.0

				女性20代		111		2.7		0.0		0.9		0.9		0.0		0.0		1.8		1.8		2.7		1.8		5.4		4.5		12.6		6.3		0.0		1.8		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		3.6		10.8		1.8		0.0		1.8		7.2		5.4		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		3.6		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		1.8		0.9		1.8		1.8		0.9		0.0		0.0		2.7

				女性30代		110		3.6		0.9		0.0		2.7		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9		0.0		5.5		8.2		10.9		10.9		1.8		0.0		1.8		0.0		0.9		2.7		0.9		0.9		9.1		0.0		0.0		1.8		10.9		4.5		1.8		0.0		0.0		1.8		1.8		4.5		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9

				女性40代		110		6.4		1.8		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		0.9		4.5		5.5		7.3		7.3		0.9		0.9		1.8		0.0		0.9		0.9		4.5		2.7		11.8		0.9		0.0		2.7		9.1		3.6		0.9		0.9		0.0		0.9		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		2.7		0.0		4.5		0.9		0.0		0.9		0.0		0.9		0.9		0.9

				女性50代		110		5.5		0.0		0.0		1.8		0.9		0.0		0.9		3.6		0.0		0.9		3.6		4.5		16.4		12.7		1.8		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		0.0		2.7		1.8		0.0		0.0		3.6		10.9		7.3		0.0		1.8		0.0		0.9		0.9		1.8		0.9		0.0		0.9		2.7		0.9		2.7		0.0		1.8		0.0		0.9		0.0		0.9		0.9

				女性60代		110		10.0		0.9		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		6.4		16.4		7.3		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9		1.8		2.7		1.8		5.5		0.9		0.0		2.7		10.0		6.4		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		1.8		1.8		0.0		0.9		0.0		0.9		4.5		0.0		0.0		1.8		1.8		0.0		0.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.1		16.4		39.4		28.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				一都三県以外		728		7.6		0.8		1.4		3.3		0.3		0.7		1.9		2.5		2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		1.0		1.4		0.7		1.2		2.7		2.3		3.0		10.9		1.6		0.7		3.7		12.4		7.8		1.6		0.4		0.5		0.8		1.6		3.0		1.2		0.7		1.0		1.6		0.8		4.0		1.0		1.8		1.1		1.2		0.4		1.9		1.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		4.8		0.6		0.6		2.5		0.0		0.4		1.3		1.7		0.8		1.5		7.4		5.9		13.7		8.8		2.1		0.6		1.1		0.4		0.4		1.9		1.7		1.7		6.3		1.7		0.6		4.0		6.7		5.5		0.8		0.2		0.6		0.2		1.3		1.9		0.4		0.0		1.1		1.1		0.8		2.3		0.8		0.8		1.1		0.8		0.4		0.4		0.2

				電子書籍で読むことが多い		114		7.0		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		0.9		0.9		0.0		0.0		5.3		2.6		14.9		10.5		0.0		2.6		0.9		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		7.9		0.9		0.0		3.5		11.4		5.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		0.9		0.0		0.9		0.9		0.9		3.5		0.0		1.8		1.8		0.0		0.0		1.8		1.8

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		5.5		1.6		0.8		0.8		1.6		0.8		0.0		1.6		2.4		0.0		1.6		8.7		11.0		12.6		1.6		0.0		2.4		0.8		0.8		1.6		0.8		3.1		10.2		0.0		0.8		0.0		9.4		3.1		1.6		0.8		0.8		2.4		1.6		1.6		0.8		0.8		0.0		0.8		0.0		2.4		0.0		0.8		0.0		0.8		0.0		0.8		0.8

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		4.4		0.3		1.0		2.6		0.0		0.5		1.8		1.8		2.1		2.1		4.4		4.9		13.3		9.1		1.0		0.3		0.3		0.5		1.6		2.1		1.6		2.1		7.0		0.8		0.3		1.0		8.6		5.5		1.6		0.3		0.0		0.5		1.0		1.6		1.3		1.0		0.3		1.3		0.3		2.9		0.8		1.6		0.3		1.0		0.3		2.3		0.8

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		4.8		0.8		0.8		1.6		0.0		0.8		0.8		3.2		2.4		0.8		7.3		8.9		18.5		10.5		0.8		0.8		1.6		0.8		0.0		1.6		0.0		2.4		4.0		0.0		0.8		2.4		5.6		5.6		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		1.6		0.0		0.8		2.4		0.8		0.0		1.6		0.8

				読む量が減った		105		6.7		0.0		1.0		2.9		0.0		0.0		1.9		1.0		0.0		1.0		3.8		3.8		12.4		5.7		1.9		0.0		1.0		0.0		0.0		1.0		3.8		3.8		14.3		0.0		0.0		2.9		7.6		7.6		1.9		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		1.9		0.0		1.0		1.0		1.9		5.7		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0

				読む量は変わらない		488		5.1		0.8		0.8		1.8		0.4		0.4		0.8		1.2		0.8		1.0		6.1		5.5		12.3		10.5		1.8		1.0		1.2		0.4		0.6		1.8		1.4		1.4		6.6		1.8		0.6		3.5		8.6		4.3		0.8		0.4		0.6		0.6		1.6		2.9		0.4		0.2		0.8		1.0		0.6		2.0		0.8		1.0		0.8		0.8		0.4		0.6		0.4

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		4.6		0.0		0.8		2.3		0.0		0.0		0.8		2.3		1.5		0.8		5.3		2.3		14.5		15.3		1.5		0.8		1.5		0.0		0.0		0.8		1.5		3.1		5.3		0.0		0.8		1.5		7.6		5.3		0.8		0.0		0.0		0.8		0.0		2.3		1.5		0.0		1.5		1.5		0.0		5.3		0.8		0.8		1.5		0.8		0.0		1.5		0.8

				読む量が減った		43		11.6		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.3		0.0		0.0		4.7		2.3		11.6		11.6		2.3		2.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		9.3		2.3		0.0		4.7		7.0		7.0		2.3		0.0		0.0		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3

				読む量は変わらない		543		5.0		0.7		0.9		2.0		0.4		0.6		0.9		1.3		0.9		1.1		6.3		7.0		13.3		8.3		1.7		0.7		1.1		0.6		0.6		2.0		1.7		1.7		7.6		1.5		0.6		3.5		8.1		4.8		0.7		0.4		0.7		0.4		1.5		2.4		0.4		0.2		0.7		0.9		0.7		1.8		0.6		1.1		0.9		0.7		0.4		0.6		0.4

		Q1　あなたは結婚していらっしゃいますか。（SA）

						該当数		未婚		既婚（離別・死別含む）

		全　体				1101		41.0		59.0

		性別		男性		550		44.0		56.0

				女性		551		37.9		62.1

		年代別		20代		221		82.8		17.2

				30代		220		51.4		48.6

				40代		220		34.1		65.9

				50代		220		24.1		75.9

				60代		220		12.3		87.7

		性年代別		男性20代		110		86.4		13.6

				男性30代		110		53.6		46.4

				男性40代		110		40.9		59.1

				男性50代		110		30.0		70.0

				男性60代		110		9.1		90.9

				女性20代		111		79.3		20.7

				女性30代		110		49.1		50.9

				女性40代		110		27.3		72.7

				女性50代		110		18.2		81.8

				女性60代		110		15.5		84.5

		居住地		一都三県		373		45.0		55.0

				一都三県以外		728		38.9		61.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		35.5		64.5

				電子書籍で読むことが多い		114		45.6		54.4

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		53.5		46.5

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		42.2		57.8

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		44.4		55.6

				読む量が減った		105		40.0		60.0

				読む量は変わらない		488		39.3		60.7

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		47.3		52.7

				読む量が減った		43		41.9		58.1

				読む量は変わらない		543		38.5		61.5

		Q2　あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。（SA）

						該当数		同居している子どもがいる		同居はしていないが、子どもがいる		子どもはいない

		全　体				1101		31.1		14.6		54.3

		性別		男性		550		30.4		13.6		56.0

				女性		551		31.8		15.6		52.6

		年代別		20代		221		9.5		0.5		90.0

				30代		220		30.9		3.6		65.5

				40代		220		42.7		5.0		52.3

				50代		220		38.2		19.1		42.7

				60代		220		34.1		45.0		20.9

		性年代別		男性20代		110		5.5		0.9		93.6

				男性30代		110		27.3		6.4		66.4

				男性40代		110		38.2		2.7		59.1

				男性50代		110		37.3		18.2		44.5

				男性60代		110		43.6		40.0		16.4

				女性20代		111		13.5		0.0		86.5

				女性30代		110		34.5		0.9		64.5

				女性40代		110		47.3		7.3		45.5

				女性50代		110		39.1		20.0		40.9

				女性60代		110		24.5		50.0		25.5

		居住地		一都三県		373		28.4		11.3		60.3

				一都三県以外		728		32.4		16.3		51.2

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		33.6		18.1		48.3

				電子書籍で読むことが多い		114		31.6		7.0		61.4

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		29.9		7.9		62.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		28.1		14.8		57.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		32.3		12.9		54.8

				読む量が減った		105		29.5		16.2		54.3

				読む量は変わらない		488		33.4		14.5		52.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		32.8		6.9		60.3

				読む量が減った		43		30.2		14.0		55.8

				読む量は変わらない		543		32.8		16.4		50.8

		Q3　あなたの職業をお知らせください。（SA）

						該当数		会社勤務（一般社員）		会社勤務（管理職）		会社経営（経営者・役員）		公務員・教職員･非営利団体職員		派遣社員・契約社員		自営業（商工サービス）		SOHO		農林漁業		専門職（弁護士・税理士等・医療関連）		パート・アルバイト		専業主婦・主夫		学生		無職		その他(具体的に入力してください)

		全　体				1101		27.4		5.3		1.5		5.2		6.2		3.7		0.9		0.1		2.7		13.6		14.4		3.9		12.9		2.3

		性別		男性		550		37.1		8.9		2.7		8.7		5.5		5.8		0.9		0.2		1.8		7.3		0.0		4.4		14.0		2.7

				女性		551		17.8		1.6		0.2		1.6		6.9		1.6		0.9		0.0		3.6		20.0		28.7		3.4		11.8		1.8

		年代別		20代		221		32.1		0.5		0.9		3.6		6.3		0.5		0.0		0.0		2.7		10.0		6.3		19.0		16.3		1.8

				30代		220		40.5		3.6		0.0		5.5		3.2		1.8		0.5		0.0		3.6		15.0		11.4		0.5		12.7		1.8

				40代		220		26.8		9.1		0.5		6.8		5.9		4.5		1.8		0.0		3.2		16.4		12.7		0.0		9.1		3.2

				50代		220		27.7		9.1		1.8		3.2		5.5		6.8		1.4		0.0		2.7		15.5		15.9		0.0		9.1		1.4

				60代		220		10.0		4.1		4.1		6.8		10.0		5.0		0.9		0.5		1.4		11.4		25.5		0.0		17.3		3.2

		性年代別		男性20代		110		37.3		0.9		1.8		4.5		1.8		0.9		0.0		0.0		0.9		11.8		0.0		21.8		15.5		2.7

				男性30代		110		56.4		4.5		0.0		9.1		0.9		2.7		0.0		0.0		1.8		9.1		0.0		0.0		13.6		1.8

				男性40代		110		40.9		14.5		0.9		11.8		4.5		9.1		3.6		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		9.1		2.7

				男性50代		110		39.1		17.3		3.6		6.4		3.6		9.1		0.0		0.0		3.6		7.3		0.0		0.0		8.2		1.8

				男性60代		110		11.8		7.3		7.3		11.8		16.4		7.3		0.9		0.9		0.9		7.3		0.0		0.0		23.6		4.5

				女性20代		111		27.0		0.0		0.0		2.7		10.8		0.0		0.0		0.0		4.5		8.1		12.6		16.2		17.1		0.9

				女性30代		110		24.5		2.7		0.0		1.8		5.5		0.9		0.9		0.0		5.5		20.9		22.7		0.9		11.8		1.8

				女性40代		110		12.7		3.6		0.0		1.8		7.3		0.0		0.0		0.0		4.5		31.8		25.5		0.0		9.1		3.6

				女性50代		110		16.4		0.9		0.0		0.0		7.3		4.5		2.7		0.0		1.8		23.6		31.8		0.0		10.0		0.9

				女性60代		110		8.2		0.9		0.9		1.8		3.6		2.7		0.9		0.0		1.8		15.5		50.9		0.0		10.9		1.8

		居住地		一都三県		373		29.0		7.0		1.1		4.0		6.2		4.6		1.9		0.0		1.9		9.9		13.7		3.8		14.5		2.7

				一都三県以外		728		26.6		4.4		1.6		5.8		6.2		3.3		0.4		0.1		3.2		15.5		14.7		4.0		12.1		2.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		27.9		6.7		2.5		6.9		6.3		4.4		1.3		0.2		2.1		12.8		13.9		3.4		9.5		2.1

				電子書籍で読むことが多い		114		43.9		6.1		0.9		3.5		6.1		0.0		1.8		0.0		3.5		14.9		10.5		4.4		3.5		0.9

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		26.0		7.1		2.4		6.3		3.9		4.7		0.8		0.0		4.7		11.8		9.4		6.3		15.0		1.6

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		22.4		2.6		0.0		3.1		6.8		3.6		0.3		0.0		2.6		14.8		17.7		3.6		19.3		3.1

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		28.2		8.1		4.8		4.8		4.0		5.6		1.6		0.0		0.8		8.9		15.3		6.5		8.9		2.4

				読む量が減った		105		31.4		8.6		1.9		2.9		5.7		2.9		0.0		0.0		3.8		11.4		12.4		4.8		9.5		4.8

				読む量は変わらない		488		30.3		5.9		1.6		7.4		6.4		3.5		1.4		0.2		3.1		14.3		11.9		3.3		9.6		1.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		35.1		8.4		2.3		6.9		4.6		3.1		0.8		0.0		3.8		12.2		7.6		5.3		8.4		1.5

				読む量が減った		43		34.9		7.0		4.7		2.3		2.3		4.7		0.0		0.0		0.0		9.3		11.6		4.7		11.6		7.0

				読む量は変わらない		543		28.5		6.3		2.0		6.4		6.4		3.9		1.5		0.2		2.8		13.4		13.8		3.7		9.6		1.5

		Q4　この1週間のあなたの気分をお天気で例えると、どのようなお天気ですか。（SA）

						該当数		晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨

		全　体				1101		15.2		45.0		24.0		9.1		6.7

		性別		男性		550		15.6		41.8		25.6		7.6		9.3

				女性		551		14.7		48.3		22.3		10.5		4.2

		年代別		20代		221		14.5		38.0		27.6		9.0		10.9

				30代		220		15.5		40.9		23.6		10.9		9.1

				40代		220		12.7		44.5		25.9		10.9		5.9

				50代		220		10.9		49.1		26.8		7.3		5.9

				60代		220		22.3		52.7		15.9		7.3		1.8

		性年代別		男性20代		110		15.5		34.5		25.5		8.2		16.4

				男性30代		110		14.5		41.8		24.5		9.1		10.0

				男性40代		110		12.7		40.0		30.0		8.2		9.1

				男性50代		110		14.5		44.5		26.4		5.5		9.1

				男性60代		110		20.9		48.2		21.8		7.3		1.8

				女性20代		111		13.5		41.4		29.7		9.9		5.4

				女性30代		110		16.4		40.0		22.7		12.7		8.2

				女性40代		110		12.7		49.1		21.8		13.6		2.7

				女性50代		110		7.3		53.6		27.3		9.1		2.7

				女性60代		110		23.6		57.3		10.0		7.3		1.8

		居住地		一都三県		373		15.5		46.6		22.5		9.1		6.2

				一都三県以外		728		15.0		44.2		24.7		9.1		7.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		15.5		48.9		24.2		6.7		4.6

				電子書籍で読むことが多い		114		18.4		43.0		27.2		9.6		1.8

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		7.1		48.8		23.6		10.2		10.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		16.4		39.6		22.9		11.5		9.6

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		19.4		51.6		20.2		6.5		2.4

				読む量が減った		105		10.5		43.8		29.5		11.4		4.8

				読む量は変わらない		488		14.1		48.0		24.6		7.4		5.9

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		15.3		42.7		26.0		10.7		5.3

				読む量が減った		43		11.6		53.5		16.3		16.3		2.3

				読む量は変わらない		543		14.5		48.8		24.9		6.4		5.3

		Q6　あなたは、普段どの媒体で読書をすることが多いですか。（SA）

						該当数		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

		全　体				1101		43.2		10.4		11.5		34.9

		性別		男性		550		47.8		10.7		10.7		30.7

				女性		551		38.7		10.0		12.3		39.0

		年代別		20代		221		30.3		14.9		15.4		39.4

				30代		220		36.4		15.9		14.5		33.2

				40代		220		42.7		10.0		12.3		35.0

				50代		220		53.6		7.3		8.2		30.9

				60代		220		53.2		3.6		7.3		35.9

		性年代別		男性20代		110		39.1		12.7		14.5		33.6

				男性30代		110		32.7		17.3		11.8		38.2

				男性40代		110		47.3		14.5		12.7		25.5

				男性50代		110		59.1		6.4		7.3		27.3

				男性60代		110		60.9		2.7		7.3		29.1

				女性20代		111		21.6		17.1		16.2		45.0

				女性30代		110		40.0		14.5		17.3		28.2

				女性40代		110		38.2		5.5		11.8		44.5

				女性50代		110		48.2		8.2		9.1		34.5

				女性60代		110		45.5		4.5		7.3		42.7

		居住地		一都三県		373		45.6		10.2		11.5		32.7

				一都三県以外		728		42.0		10.4		11.5		36.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		100.0		0.0		0.0		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		100.0		0.0		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		0.0		100.0		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		0.0		0.0		100.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		78.2		3.2		18.5		0.0

				読む量が減った		105		41.9		34.3		23.8		0.0

				読む量は変わらない		488		68.6		15.2		16.2		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		25.2		32.8		42.0		0.0

				読む量が減った		43		48.8		25.6		25.6		0.0

				読む量は変わらない		543		77.7		11.0		11.2		0.0

		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		17.3		14.6		68.1

		性別		男性		381		17.6		14.4		68.0

				女性		336		17.0		14.9		68.2

		年代別		20代		134		24.6		15.7		59.7

				30代		147		14.3		15.6		70.1

				40代		143		18.2		11.9		69.9

				50代		152		17.8		14.5		67.8

				60代		141		12.1		15.6		72.3

		性年代別		男性20代		73		32.9		11.0		56.2

				男性30代		68		13.2		17.6		69.1

				男性40代		82		15.9		7.3		76.8

				男性50代		80		17.5		17.5		65.0

				男性60代		78		9.0		19.2		71.8

				女性20代		61		14.8		21.3		63.9

				女性30代		79		15.2		13.9		70.9

				女性40代		61		21.3		18.0		60.7

				女性50代		72		18.1		11.1		70.8

				女性60代		63		15.9		11.1		73.0

		居住地		一都三県		251		22.3		10.8		66.9

				一都三県以外		466		14.6		16.7		68.7

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		20.4		9.2		70.4

				電子書籍で読むことが多い		114		3.5		31.6		64.9

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		18.1		19.7		62.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		100.0		0.0		0.0

				読む量が減った		105		0.0		100.0		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		0.0		100.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		28.2		30.5		41.2

				読む量が減った		43		14.0		58.1		27.9

				読む量は変わらない		543		14.9		7.4		77.7

		Q7_2　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／電子書籍（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		18.3		6.0		75.7

		性別		男性		381		18.1		6.6		75.3

				女性		336		18.5		5.4		76.2

		年代別		20代		134		28.4		6.7		64.9

				30代		147		22.4		6.1		71.4

				40代		143		17.5		7.7		74.8

				50代		152		13.2		4.6		82.2

				60代		141		10.6		5.0		84.4

		性年代別		男性20代		73		26.0		6.8		67.1

				男性30代		68		26.5		8.8		64.7

				男性40代		82		14.6		7.3		78.0

				男性50代		80		11.3		6.3		82.5

				男性60代		78		14.1		3.8		82.1

				女性20代		61		31.1		6.6		62.3

				女性30代		79		19.0		3.8		77.2

				女性40代		61		21.3		8.2		70.5

				女性50代		72		15.3		2.8		81.9

				女性60代		63		6.3		6.3		87.3

		居住地		一都三県		251		19.5		5.2		75.3

				一都三県以外		466		17.6		6.4		76.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		6.9		4.4		88.7

				電子書籍で読むことが多い		114		37.7		9.6		52.6

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		43.3		8.7		48.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		29.8		4.8		65.3

				読む量が減った		105		38.1		23.8		38.1

				読む量は変わらない		488		11.1		2.5		86.5

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		100.0		0.0		0.0

				読む量が減った		43		0.0		100.0		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		0.0		100.0

		Q8　あなたは、普段どんな場面で読書をすることが多いですか。あてはまるものをすべてお選びください。（MA）

						該当数		起床後、朝の時間帯に		通勤・通学途中の電車・バスなどの移動時間に		仕事・学校・家事の合間・休憩時間に		仕事・学校・家事が終わった後にカフェ・喫茶店など家の外で		仕事・学校・家事が終わった後に家で		お風呂の中で		就寝前、夜の時間帯に		休日にゆっくりと		時間があるときにいつでも		その他(具体的に入力してください)

		全　体				717		6.0		19.4		23.4		5.0		21.1		4.5		37.5		41.3		36.5		2.2

		性別		男性		381		7.3		24.1		24.4		5.8		20.5		3.1		32.8		42.0		32.5		2.1

				女性		336		4.5		14.0		22.3		4.2		21.7		6.0		42.9		40.5		41.1		2.4

		年代別		20代		134		7.5		16.4		16.4		6.7		20.9		5.2		39.6		45.5		26.1		0.0

				30代		147		5.4		18.4		26.5		7.5		25.2		8.8		36.7		42.2		40.1		2.0

				40代		143		7.7		22.4		22.4		4.9		21.7		2.8		36.4		44.8		37.1		0.0

				50代		152		3.9		22.4		28.9		3.3		19.1		4.6		38.8		44.7		36.8		2.6

				60代		141		5.7		17.0		22.0		2.8		18.4		0.7		36.2		29.1		41.8		6.4

		性年代別		男性20代		73		6.8		17.8		13.7		6.8		21.9		4.1		32.9		43.8		24.7		0.0

				男性30代		68		7.4		26.5		30.9		10.3		25.0		7.4		29.4		47.1		39.7		1.5

				男性40代		82		9.8		29.3		23.2		4.9		19.5		2.4		31.7		42.7		29.3		0.0

				男性50代		80		3.8		25.0		27.5		2.5		15.0		2.5		31.3		41.3		35.0		2.5

				男性60代		78		9.0		21.8		26.9		5.1		21.8		0.0		38.5		35.9		34.6		6.4

				女性20代		61		8.2		14.8		19.7		6.6		19.7		6.6		47.5		47.5		27.9		0.0

				女性30代		79		3.8		11.4		22.8		5.1		25.3		10.1		43.0		38.0		40.5		2.5

				女性40代		61		4.9		13.1		21.3		4.9		24.6		3.3		42.6		47.5		47.5		0.0

				女性50代		72		4.2		19.4		30.6		4.2		23.6		6.9		47.2		48.6		38.9		2.8

				女性60代		63		1.6		11.1		15.9		0.0		14.3		1.6		33.3		20.6		50.8		6.3

		居住地		一都三県		251		7.2		26.7		20.7		7.6		20.3		4.8		35.9		38.6		37.5		2.4

				一都三県以外		466		5.4		15.5		24.9		3.6		21.5		4.3		38.4		42.7		36.1		2.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		4.6		19.7		22.1		4.4		18.3		2.3		32.8		41.4		36.3		2.7

				電子書籍で読むことが多い		114		7.9		21.1		15.8		6.1		15.8		7.0		43.0		36.8		27.2		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		9.4		16.5		35.4		6.3		36.2		10.2		50.4		44.9		45.7		2.4

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		11.3		26.6		34.7		11.3		35.5		6.5		38.7		50.0		41.1		2.4

				読む量が減った		105		4.8		21.9		19.0		5.7		12.4		3.8		31.4		32.4		33.3		3.8

				読む量は変わらない		488		4.9		17.0		21.5		3.3		19.3		4.1		38.5		41.0		36.1		1.8

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		11.5		21.4		29.0		7.6		29.0		9.9		48.9		50.4		32.1		1.5

				読む量が減った		43		11.6		25.6		20.9		11.6		16.3		4.7		18.6		30.2		41.9		0.0

				読む量は変わらない		543		4.2		18.4		22.3		3.9		19.5		3.1		36.3		40.0		37.2		2.6

						該当数		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

		年代別		20代		221		30.3		14.9		15.4		39.4

				30代		220		36.4		15.9		14.5		33.2

				40代		220		42.7		10.0		12.3		35.0

				50代		220		53.6		7.3		8.2		30.9

				60代		220		53.2		3.6		7.3		35.9

		性年代別		男性20代		110		39.1		12.7		14.5		33.6

				男性30代		110		32.7		17.3		11.8		38.2

				男性40代		110		47.3		14.5		12.7		25.5

				男性50代		110		59.1		6.4		7.3		27.3

				男性60代		110		60.9		2.7		7.3		29.1

				女性20代		111		21.6		17.1		16.2		45.0

				女性30代		110		40.0		14.5		17.3		28.2

				女性40代		110		38.2		5.5		11.8		44.5

				女性50代		110		48.2		8.2		9.1		34.5

				女性60代		110		45.5		4.5		7.3		42.7

		居住地		一都三県		373		45.6		10.2		11.5		32.7

				一都三県以外		728		42.0		10.4		11.5		36.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		100.0		0.0		0.0		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		100.0		0.0		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		0.0		100.0		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		0.0		0.0		100.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		78.2		3.2		18.5		0.0

				読む量が減った		105		41.9		34.3		23.8		0.0

				読む量は変わらない		488		68.6		15.2		16.2		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		25.2		32.8		42.0		0.0

				読む量が減った		43		48.8		25.6		25.6		0.0

				読む量は変わらない		543		77.7		11.0		11.2		0.0

						該当数		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

		全　体				1101		43.2		10.4		11.5		34.9

		年代別		20代		221		30.3		14.9		15.4		39.4

				30代		220		36.4		15.9		14.5		33.2

				40代		220		42.7		10.0		12.3		35.0

				50代		220		53.6		7.3		8.2		30.9

				60代		220		53.2		3.6		7.3		35.9

		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

						717		17.3		14.6		68.1

						717		18.3		6.0		75.7

		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		17.3		14.6		68.1

		年代別		20代		134		24.6		15.7		59.7

				30代		147		14.3		15.6		70.1

				40代		143		18.2		11.9		69.9

				50代		152		17.8		14.5		67.8

				60代		141		12.1		15.6		72.3

		Q7_2　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／電子書籍（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		18.3		6.0		75.7

		年代別		20代		134		28.4		6.7		64.9

				30代		147		22.4		6.1		71.4

				40代		143		17.5		7.7		74.8

				50代		152		13.2		4.6		82.2

				60代		141		10.6		5.0		84.4
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		GROUP　グループ（SA）

						該当数		男性・15歳以上		男性・20代		男性・30代		男性・40代		男性・50代		男性・60代		男性・70歳以上		女性・15歳以上		女性・20代		女性・30代		女性・40代		女性・50代		女性・60代		女性・70歳以上

		全　体				1101		0.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0		0.0		10.1		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0

		性別		男性		550		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性		551		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		年代別		20代		221		0.0		49.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				30代		220		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				40代		220		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0

				50代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0

				60代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0

		性年代別		男性20代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性20代		111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性30代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性40代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		9.9		10.2		10.5		12.1		10.7		0.0		0.0		8.6		10.5		7.2		11.0		9.4		0.0

				一都三県以外		728		0.0		10.0		9.9		9.8		8.9		9.6		0.0		0.0		10.9		9.8		11.4		9.5		10.3		0.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0.0		9.0		7.6		10.9		13.7		14.1		0.0		0.0		5.0		9.2		8.8		11.1		10.5		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		12.3		16.7		14.0		6.1		2.6		0.0		0.0		16.7		14.0		5.3		7.9		4.4		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		12.6		10.2		11.0		6.3		6.3		0.0		0.0		14.2		15.0		10.2		7.9		6.3		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		9.6		10.9		7.3		7.8		8.3		0.0		0.0		13.0		8.1		12.8		9.9		12.2		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0.0		19.4		7.3		10.5		11.3		5.6		0.0		0.0		7.3		9.7		10.5		10.5		8.1		0.0

				読む量が減った		105		0.0		7.6		11.4		5.7		13.3		14.3		0.0		0.0		12.4		10.5		10.5		7.6		6.7		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		8.4		9.6		12.9		10.7		11.5		0.0		0.0		8.0		11.5		7.6		10.5		9.4		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0.0		14.5		13.7		9.2		6.9		8.4		0.0		0.0		14.5		11.5		9.9		8.4		3.1		0.0

				読む量が減った		43		0.0		11.6		14.0		14.0		11.6		7.0		0.0		0.0		9.3		7.0		11.6		4.7		9.3		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		9.0		8.1		11.8		12.2		11.8		0.0		0.0		7.0		11.2		7.9		10.9		10.1		0.0

		SC1　性別（SA）

						該当数		男性		女性

		全　体				1101		50.0		50.0

		性別		男性		550		100.0		0.0

				女性		551		0.0		100.0

		年代別		20代		221		49.8		50.2

				30代		220		50.0		50.0

				40代		220		50.0		50.0

				50代		220		50.0		50.0

				60代		220		50.0		50.0

		性年代別		男性20代		110		100.0		0.0

				男性30代		110		100.0		0.0

				男性40代		110		100.0		0.0

				男性50代		110		100.0		0.0

				男性60代		110		100.0		0.0

				女性20代		111		0.0		100.0

				女性30代		110		0.0		100.0

				女性40代		110		0.0		100.0

				女性50代		110		0.0		100.0

				女性60代		110		0.0		100.0

		居住地		一都三県		373		53.4		46.6

				一都三県以外		728		48.2		51.8

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		55.3		44.7

				電子書籍で読むことが多い		114		51.8		48.2

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		46.5		53.5

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		44.0		56.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		54.0		46.0

				読む量が減った		105		52.4		47.6

				読む量は変わらない		488		53.1		46.9

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		52.7		47.3

				読む量が減った		43		58.1		41.9

				読む量は変わらない		543		52.9		47.1

		SC2_1　年齢（NU）

						該当数		最小値		最大値		平均値		標準偏差

		全　体				1101		20		69		44.61		14.14

		性別		男性		550		20		69		44.68		14.18

				女性		551		20		69		44.55		14.11

		年代別		20代		221		20		29		24.86		2.94

				30代		220		30		39		34.66		2.84

				40代		220		40		49		45.45		2.72

				50代		220		50		59		54.22		2.88

				60代		220		60		69		63.97		2.92

		性年代別		男性20代		110		20		29		24.98		3.05

				男性30代		110		30		39		34.64		2.86

				男性40代		110		40		49		45.31		2.72

				男性50代		110		50		59		54.42		2.98

				男性60代		110		60		69		64.07		3.06

				女性20代		111		20		29		24.75		2.83

				女性30代		110		30		39		34.69		2.82

				女性40代		110		40		49		45.58		2.72

				女性50代		110		50		59		54.03		2.77

				女性60代		110		60		69		63.86		2.79

		居住地		一都三県		373		20		69		45.15		14.12

				一都三県以外		728		20		69		44.34		14.15

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		20		69		47.64		13.64

				電子書籍で読むことが多い		114		20		65		38.22		11.79

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		20		67		40.26		13.34

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		20		69		44.20		14.62

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		20		69		42.60		13.70

				読む量が減った		105		20		68		44.52		14.32

				読む量は変わらない		488		20		69		45.47		13.79

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		20		67		39.94		12.97

				読む量が減った		43		20		67		43.40		13.41

				読む量は変わらない		543		20		69		46.13		13.87

		SC2AC　年代別（SA）

						該当数		１５歳以上		２０代		３０代		４０代		５０代		６０代		７０歳以上

		全　体				1101		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		性別		男性		550		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

				女性		551		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		年代別		20代		221		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				30代		220		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				40代		220		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				50代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				60代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		性年代別		男性20代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				男性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				男性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

				女性20代		111		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		18.5		20.6		17.7		23.1		20.1		0.0

				一都三県以外		728		0.0		20.9		19.6		21.2		18.4		19.9		0.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0.0		14.1		16.8		19.7		24.8		24.6		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		28.9		30.7		19.3		14.0		7.0		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		26.8		25.2		21.3		14.2		12.6		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		22.7		19.0		20.1		17.7		20.6		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0.0		26.6		16.9		21.0		21.8		13.7		0.0

				読む量が減った		105		0.0		20.0		21.9		16.2		21.0		21.0		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		16.4		21.1		20.5		21.1		20.9		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0.0		29.0		25.2		19.1		15.3		11.5		0.0

				読む量が減った		43		0.0		20.9		20.9		25.6		16.3		16.3		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		16.0		19.3		19.7		23.0		21.9		0.0

		SC3　居住地（SA）

						該当数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県

		全　体				1101		5.0		0.5		0.9		2.2		0.2		0.5		1.3		1.6		1.4		1.4		5.4		5.5		13.4		9.5		1.5		0.6		0.9		0.5		0.8		1.8		1.5		2.0		7.2		1.1		0.5		2.5		8.2		5.2		1.1		0.3		0.4		0.5		1.1		2.0		0.8		0.5		0.6		1.1		0.5		2.6		0.6		1.2		0.7		0.8		0.3		1.3		0.6

		性別		男性		550		4.4		0.4		1.6		1.8		0.0		0.9		1.6		1.3		1.5		1.6		6.7		5.3		14.0		10.2		1.8		0.7		0.7		0.7		0.9		2.2		1.1		1.6		6.5		1.5		0.9		2.4		6.7		4.9		1.3		0.0		0.5		0.0		1.3		1.5		0.5		0.5		0.7		0.9		0.7		1.8		0.9		1.6		0.4		0.9		0.4		1.8		0.2

				女性		551		5.6		0.7		0.2		2.5		0.4		0.0		0.9		2.0		1.3		1.1		4.2		5.8		12.7		8.9		1.1		0.5		1.1		0.2		0.7		1.5		2.0		2.4		7.8		0.7		0.0		2.5		9.6		5.4		0.9		0.5		0.2		1.1		0.9		2.5		1.1		0.4		0.5		1.3		0.4		3.4		0.4		0.7		1.1		0.7		0.2		0.7		1.1

		年代別		20代		221		2.3		0.5		2.3		0.9		0.0		0.9		1.4		1.8		1.8		1.4		4.5		5.4		11.3		10.0		0.0		0.9		0.5		0.5		0.9		2.3		0.9		2.7		8.6		1.8		1.8		2.7		7.2		4.5		1.4		0.0		1.4		0.5		0.9		2.3		0.9		0.9		0.5		0.9		0.5		1.8		1.4		2.3		1.4		0.9		0.0		1.4		1.4

				30代		220		5.0		0.5		1.4		1.8		0.5		0.5		0.9		1.8		1.8		1.4		6.4		7.3		13.2		8.2		0.9		0.9		1.4		0.9		0.5		2.7		0.5		1.8		6.8		0.9		0.0		1.4		8.6		3.6		2.3		0.0		0.5		0.9		2.3		3.2		0.0		0.9		0.5		0.5		0.9		2.7		0.0		0.9		0.5		0.5		0.0		1.8		0.5

				40代		220		5.0		0.9		0.5		2.7		0.0		0.0		0.5		1.4		0.9		2.3		7.3		5.5		9.5		7.7		0.9		0.9		0.9		0.0		0.9		1.8		2.7		1.8		9.5		0.9		0.5		2.7		10.5		5.5		1.4		0.5		0.0		0.5		0.0		1.4		0.9		0.0		0.9		1.4		0.0		3.6		0.9		0.9		0.5		0.9		0.9		1.4		0.5

				50代		220		5.0		0.0		0.0		1.8		0.5		0.5		2.3		1.8		0.9		0.9		4.1		3.2		17.7		14.1		3.2		0.0		1.4		0.9		0.5		0.5		0.9		2.3		3.2		0.5		0.0		3.2		6.8		5.5		0.5		0.9		0.0		0.5		1.4		1.4		1.4		0.5		0.9		2.7		0.9		2.7		0.9		1.8		0.0		0.5		0.0		0.9		0.9

				60代		220		7.7		0.9		0.5		3.6		0.0		0.5		1.4		1.4		1.4		0.9		5.0		6.4		15.0		7.7		2.3		0.5		0.5		0.0		1.4		1.8		2.7		1.4		7.7		1.4		0.0		2.3		7.7		6.8		0.0		0.0		0.0		0.5		0.9		1.8		0.9		0.0		0.5		0.0		0.5		2.3		0.0		0.0		1.4		1.4		0.5		0.9		0.0

		性年代別		男性20代		110		1.8		0.9		3.6		0.9		0.0		1.8		0.9		1.8		0.9		0.9		3.6		6.4		10.0		13.6		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		2.7		0.0		1.8		6.4		1.8		3.6		3.6		7.3		3.6		0.9		0.0		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		0.9		0.9		1.8		1.8		2.7		0.9		0.9		0.0		2.7		0.0

				男性30代		110		6.4		0.0		2.7		0.9		0.0		0.9		1.8		1.8		2.7		2.7		7.3		6.4		15.5		5.5		0.0		1.8		0.9		1.8		0.0		2.7		0.0		2.7		4.5		1.8		0.0		0.9		6.4		2.7		2.7		0.0		0.9		0.0		2.7		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		0.0		1.8		0.0		0.9		0.0		1.8		0.0

				男性40代		110		3.6		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		3.6		10.0		5.5		11.8		8.2		0.9		0.9		0.0		0.0		0.9		2.7		0.9		0.9		7.3		0.9		0.9		2.7		11.8		7.3		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		1.8		0.0		0.0		1.8		0.0		0.0		2.7		0.9		1.8		0.0		1.8		0.9		1.8		0.0

				男性50代		110		4.5		0.0		0.0		1.8		0.0		0.9		3.6		0.0		1.8		0.9		4.5		1.8		19.1		15.5		4.5		0.0		0.9		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		4.5		0.9		0.0		2.7		2.7		3.6		0.9		0.0		0.0		0.0		1.8		0.9		1.8		0.9		0.9		2.7		0.9		2.7		1.8		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9

				男性60代		110		5.5		0.9		0.9		3.6		0.0		0.9		1.8		1.8		1.8		0.0		8.2		6.4		13.6		8.2		3.6		0.9		0.9		0.0		1.8		1.8		2.7		0.9		10.0		1.8		0.0		1.8		5.5		7.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		0.0

				女性20代		111		2.7		0.0		0.9		0.9		0.0		0.0		1.8		1.8		2.7		1.8		5.4		4.5		12.6		6.3		0.0		1.8		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		3.6		10.8		1.8		0.0		1.8		7.2		5.4		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		3.6		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		1.8		0.9		1.8		1.8		0.9		0.0		0.0		2.7

				女性30代		110		3.6		0.9		0.0		2.7		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9		0.0		5.5		8.2		10.9		10.9		1.8		0.0		1.8		0.0		0.9		2.7		0.9		0.9		9.1		0.0		0.0		1.8		10.9		4.5		1.8		0.0		0.0		1.8		1.8		4.5		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9

				女性40代		110		6.4		1.8		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		0.9		4.5		5.5		7.3		7.3		0.9		0.9		1.8		0.0		0.9		0.9		4.5		2.7		11.8		0.9		0.0		2.7		9.1		3.6		0.9		0.9		0.0		0.9		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		2.7		0.0		4.5		0.9		0.0		0.9		0.0		0.9		0.9		0.9

				女性50代		110		5.5		0.0		0.0		1.8		0.9		0.0		0.9		3.6		0.0		0.9		3.6		4.5		16.4		12.7		1.8		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		0.0		2.7		1.8		0.0		0.0		3.6		10.9		7.3		0.0		1.8		0.0		0.9		0.9		1.8		0.9		0.0		0.9		2.7		0.9		2.7		0.0		1.8		0.0		0.9		0.0		0.9		0.9

				女性60代		110		10.0		0.9		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		6.4		16.4		7.3		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9		1.8		2.7		1.8		5.5		0.9		0.0		2.7		10.0		6.4		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		1.8		1.8		0.0		0.9		0.0		0.9		4.5		0.0		0.0		1.8		1.8		0.0		0.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.1		16.4		39.4		28.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				一都三県以外		728		7.6		0.8		1.4		3.3		0.3		0.7		1.9		2.5		2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		1.0		1.4		0.7		1.2		2.7		2.3		3.0		10.9		1.6		0.7		3.7		12.4		7.8		1.6		0.4		0.5		0.8		1.6		3.0		1.2		0.7		1.0		1.6		0.8		4.0		1.0		1.8		1.1		1.2		0.4		1.9		1.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		4.8		0.6		0.6		2.5		0.0		0.4		1.3		1.7		0.8		1.5		7.4		5.9		13.7		8.8		2.1		0.6		1.1		0.4		0.4		1.9		1.7		1.7		6.3		1.7		0.6		4.0		6.7		5.5		0.8		0.2		0.6		0.2		1.3		1.9		0.4		0.0		1.1		1.1		0.8		2.3		0.8		0.8		1.1		0.8		0.4		0.4		0.2

				電子書籍で読むことが多い		114		7.0		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		0.9		0.9		0.0		0.0		5.3		2.6		14.9		10.5		0.0		2.6		0.9		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		7.9		0.9		0.0		3.5		11.4		5.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		0.9		0.0		0.9		0.9		0.9		3.5		0.0		1.8		1.8		0.0		0.0		1.8		1.8

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		5.5		1.6		0.8		0.8		1.6		0.8		0.0		1.6		2.4		0.0		1.6		8.7		11.0		12.6		1.6		0.0		2.4		0.8		0.8		1.6		0.8		3.1		10.2		0.0		0.8		0.0		9.4		3.1		1.6		0.8		0.8		2.4		1.6		1.6		0.8		0.8		0.0		0.8		0.0		2.4		0.0		0.8		0.0		0.8		0.0		0.8		0.8

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		4.4		0.3		1.0		2.6		0.0		0.5		1.8		1.8		2.1		2.1		4.4		4.9		13.3		9.1		1.0		0.3		0.3		0.5		1.6		2.1		1.6		2.1		7.0		0.8		0.3		1.0		8.6		5.5		1.6		0.3		0.0		0.5		1.0		1.6		1.3		1.0		0.3		1.3		0.3		2.9		0.8		1.6		0.3		1.0		0.3		2.3		0.8

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		4.8		0.8		0.8		1.6		0.0		0.8		0.8		3.2		2.4		0.8		7.3		8.9		18.5		10.5		0.8		0.8		1.6		0.8		0.0		1.6		0.0		2.4		4.0		0.0		0.8		2.4		5.6		5.6		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		1.6		0.0		0.8		2.4		0.8		0.0		1.6		0.8

				読む量が減った		105		6.7		0.0		1.0		2.9		0.0		0.0		1.9		1.0		0.0		1.0		3.8		3.8		12.4		5.7		1.9		0.0		1.0		0.0		0.0		1.0		3.8		3.8		14.3		0.0		0.0		2.9		7.6		7.6		1.9		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		1.9		0.0		1.0		1.0		1.9		5.7		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0

				読む量は変わらない		488		5.1		0.8		0.8		1.8		0.4		0.4		0.8		1.2		0.8		1.0		6.1		5.5		12.3		10.5		1.8		1.0		1.2		0.4		0.6		1.8		1.4		1.4		6.6		1.8		0.6		3.5		8.6		4.3		0.8		0.4		0.6		0.6		1.6		2.9		0.4		0.2		0.8		1.0		0.6		2.0		0.8		1.0		0.8		0.8		0.4		0.6		0.4

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		4.6		0.0		0.8		2.3		0.0		0.0		0.8		2.3		1.5		0.8		5.3		2.3		14.5		15.3		1.5		0.8		1.5		0.0		0.0		0.8		1.5		3.1		5.3		0.0		0.8		1.5		7.6		5.3		0.8		0.0		0.0		0.8		0.0		2.3		1.5		0.0		1.5		1.5		0.0		5.3		0.8		0.8		1.5		0.8		0.0		1.5		0.8

				読む量が減った		43		11.6		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.3		0.0		0.0		4.7		2.3		11.6		11.6		2.3		2.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		9.3		2.3		0.0		4.7		7.0		7.0		2.3		0.0		0.0		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3

				読む量は変わらない		543		5.0		0.7		0.9		2.0		0.4		0.6		0.9		1.3		0.9		1.1		6.3		7.0		13.3		8.3		1.7		0.7		1.1		0.6		0.6		2.0		1.7		1.7		7.6		1.5		0.6		3.5		8.1		4.8		0.7		0.4		0.7		0.4		1.5		2.4		0.4		0.2		0.7		0.9		0.7		1.8		0.6		1.1		0.9		0.7		0.4		0.6		0.4

		Q1　あなたは結婚していらっしゃいますか。（SA）

						該当数		未婚		既婚（離別・死別含む）

		全　体				1101		41.0		59.0

		性別		男性		550		44.0		56.0

				女性		551		37.9		62.1

		年代別		20代		221		82.8		17.2

				30代		220		51.4		48.6

				40代		220		34.1		65.9

				50代		220		24.1		75.9

				60代		220		12.3		87.7

		性年代別		男性20代		110		86.4		13.6

				男性30代		110		53.6		46.4

				男性40代		110		40.9		59.1

				男性50代		110		30.0		70.0

				男性60代		110		9.1		90.9

				女性20代		111		79.3		20.7

				女性30代		110		49.1		50.9

				女性40代		110		27.3		72.7

				女性50代		110		18.2		81.8

				女性60代		110		15.5		84.5

		居住地		一都三県		373		45.0		55.0

				一都三県以外		728		38.9		61.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		35.5		64.5

				電子書籍で読むことが多い		114		45.6		54.4

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		53.5		46.5

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		42.2		57.8

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		44.4		55.6

				読む量が減った		105		40.0		60.0

				読む量は変わらない		488		39.3		60.7

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		47.3		52.7

				読む量が減った		43		41.9		58.1

				読む量は変わらない		543		38.5		61.5

		Q2　あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。（SA）

						該当数		同居している子どもがいる		同居はしていないが、子どもがいる		子どもはいない

		全　体				1101		31.1		14.6		54.3

		性別		男性		550		30.4		13.6		56.0

				女性		551		31.8		15.6		52.6

		年代別		20代		221		9.5		0.5		90.0

				30代		220		30.9		3.6		65.5

				40代		220		42.7		5.0		52.3

				50代		220		38.2		19.1		42.7

				60代		220		34.1		45.0		20.9

		性年代別		男性20代		110		5.5		0.9		93.6

				男性30代		110		27.3		6.4		66.4

				男性40代		110		38.2		2.7		59.1

				男性50代		110		37.3		18.2		44.5

				男性60代		110		43.6		40.0		16.4

				女性20代		111		13.5		0.0		86.5

				女性30代		110		34.5		0.9		64.5

				女性40代		110		47.3		7.3		45.5

				女性50代		110		39.1		20.0		40.9

				女性60代		110		24.5		50.0		25.5

		居住地		一都三県		373		28.4		11.3		60.3

				一都三県以外		728		32.4		16.3		51.2

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		33.6		18.1		48.3

				電子書籍で読むことが多い		114		31.6		7.0		61.4

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		29.9		7.9		62.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		28.1		14.8		57.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		32.3		12.9		54.8

				読む量が減った		105		29.5		16.2		54.3

				読む量は変わらない		488		33.4		14.5		52.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		32.8		6.9		60.3

				読む量が減った		43		30.2		14.0		55.8

				読む量は変わらない		543		32.8		16.4		50.8

		Q3　あなたの職業をお知らせください。（SA）

						該当数		会社勤務（一般社員）		会社勤務（管理職）		会社経営（経営者・役員）		公務員・教職員･非営利団体職員		派遣社員・契約社員		自営業（商工サービス）		SOHO		農林漁業		専門職（弁護士・税理士等・医療関連）		パート・アルバイト		専業主婦・主夫		学生		無職		その他(具体的に入力してください)

		全　体				1101		27.4		5.3		1.5		5.2		6.2		3.7		0.9		0.1		2.7		13.6		14.4		3.9		12.9		2.3

		性別		男性		550		37.1		8.9		2.7		8.7		5.5		5.8		0.9		0.2		1.8		7.3		0.0		4.4		14.0		2.7

				女性		551		17.8		1.6		0.2		1.6		6.9		1.6		0.9		0.0		3.6		20.0		28.7		3.4		11.8		1.8

		年代別		20代		221		32.1		0.5		0.9		3.6		6.3		0.5		0.0		0.0		2.7		10.0		6.3		19.0		16.3		1.8

				30代		220		40.5		3.6		0.0		5.5		3.2		1.8		0.5		0.0		3.6		15.0		11.4		0.5		12.7		1.8

				40代		220		26.8		9.1		0.5		6.8		5.9		4.5		1.8		0.0		3.2		16.4		12.7		0.0		9.1		3.2

				50代		220		27.7		9.1		1.8		3.2		5.5		6.8		1.4		0.0		2.7		15.5		15.9		0.0		9.1		1.4

				60代		220		10.0		4.1		4.1		6.8		10.0		5.0		0.9		0.5		1.4		11.4		25.5		0.0		17.3		3.2

		性年代別		男性20代		110		37.3		0.9		1.8		4.5		1.8		0.9		0.0		0.0		0.9		11.8		0.0		21.8		15.5		2.7

				男性30代		110		56.4		4.5		0.0		9.1		0.9		2.7		0.0		0.0		1.8		9.1		0.0		0.0		13.6		1.8

				男性40代		110		40.9		14.5		0.9		11.8		4.5		9.1		3.6		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		9.1		2.7

				男性50代		110		39.1		17.3		3.6		6.4		3.6		9.1		0.0		0.0		3.6		7.3		0.0		0.0		8.2		1.8

				男性60代		110		11.8		7.3		7.3		11.8		16.4		7.3		0.9		0.9		0.9		7.3		0.0		0.0		23.6		4.5

				女性20代		111		27.0		0.0		0.0		2.7		10.8		0.0		0.0		0.0		4.5		8.1		12.6		16.2		17.1		0.9

				女性30代		110		24.5		2.7		0.0		1.8		5.5		0.9		0.9		0.0		5.5		20.9		22.7		0.9		11.8		1.8

				女性40代		110		12.7		3.6		0.0		1.8		7.3		0.0		0.0		0.0		4.5		31.8		25.5		0.0		9.1		3.6

				女性50代		110		16.4		0.9		0.0		0.0		7.3		4.5		2.7		0.0		1.8		23.6		31.8		0.0		10.0		0.9

				女性60代		110		8.2		0.9		0.9		1.8		3.6		2.7		0.9		0.0		1.8		15.5		50.9		0.0		10.9		1.8

		居住地		一都三県		373		29.0		7.0		1.1		4.0		6.2		4.6		1.9		0.0		1.9		9.9		13.7		3.8		14.5		2.7

				一都三県以外		728		26.6		4.4		1.6		5.8		6.2		3.3		0.4		0.1		3.2		15.5		14.7		4.0		12.1		2.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		27.9		6.7		2.5		6.9		6.3		4.4		1.3		0.2		2.1		12.8		13.9		3.4		9.5		2.1

				電子書籍で読むことが多い		114		43.9		6.1		0.9		3.5		6.1		0.0		1.8		0.0		3.5		14.9		10.5		4.4		3.5		0.9

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		26.0		7.1		2.4		6.3		3.9		4.7		0.8		0.0		4.7		11.8		9.4		6.3		15.0		1.6

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		22.4		2.6		0.0		3.1		6.8		3.6		0.3		0.0		2.6		14.8		17.7		3.6		19.3		3.1

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		28.2		8.1		4.8		4.8		4.0		5.6		1.6		0.0		0.8		8.9		15.3		6.5		8.9		2.4

				読む量が減った		105		31.4		8.6		1.9		2.9		5.7		2.9		0.0		0.0		3.8		11.4		12.4		4.8		9.5		4.8

				読む量は変わらない		488		30.3		5.9		1.6		7.4		6.4		3.5		1.4		0.2		3.1		14.3		11.9		3.3		9.6		1.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		35.1		8.4		2.3		6.9		4.6		3.1		0.8		0.0		3.8		12.2		7.6		5.3		8.4		1.5

				読む量が減った		43		34.9		7.0		4.7		2.3		2.3		4.7		0.0		0.0		0.0		9.3		11.6		4.7		11.6		7.0

				読む量は変わらない		543		28.5		6.3		2.0		6.4		6.4		3.9		1.5		0.2		2.8		13.4		13.8		3.7		9.6		1.5

		Q4　この1週間のあなたの気分をお天気で例えると、どのようなお天気ですか。（SA）

						該当数		晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨

		全　体				1101		15.2		45.0		24.0		9.1		6.7

		性別		男性		550		15.6		41.8		25.6		7.6		9.3

				女性		551		14.7		48.3		22.3		10.5		4.2

		年代別		20代		221		14.5		38.0		27.6		9.0		10.9

				30代		220		15.5		40.9		23.6		10.9		9.1

				40代		220		12.7		44.5		25.9		10.9		5.9

				50代		220		10.9		49.1		26.8		7.3		5.9

				60代		220		22.3		52.7		15.9		7.3		1.8

		性年代別		男性20代		110		15.5		34.5		25.5		8.2		16.4

				男性30代		110		14.5		41.8		24.5		9.1		10.0

				男性40代		110		12.7		40.0		30.0		8.2		9.1

				男性50代		110		14.5		44.5		26.4		5.5		9.1

				男性60代		110		20.9		48.2		21.8		7.3		1.8

				女性20代		111		13.5		41.4		29.7		9.9		5.4

				女性30代		110		16.4		40.0		22.7		12.7		8.2

				女性40代		110		12.7		49.1		21.8		13.6		2.7

				女性50代		110		7.3		53.6		27.3		9.1		2.7

				女性60代		110		23.6		57.3		10.0		7.3		1.8

		居住地		一都三県		373		15.5		46.6		22.5		9.1		6.2

				一都三県以外		728		15.0		44.2		24.7		9.1		7.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		15.5		48.9		24.2		6.7		4.6

				電子書籍で読むことが多い		114		18.4		43.0		27.2		9.6		1.8

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		7.1		48.8		23.6		10.2		10.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		16.4		39.6		22.9		11.5		9.6

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		19.4		51.6		20.2		6.5		2.4

				読む量が減った		105		10.5		43.8		29.5		11.4		4.8

				読む量は変わらない		488		14.1		48.0		24.6		7.4		5.9

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		15.3		42.7		26.0		10.7		5.3

				読む量が減った		43		11.6		53.5		16.3		16.3		2.3

				読む量は変わらない		543		14.5		48.8		24.9		6.4		5.3

		Q6　あなたは、普段どの媒体で読書をすることが多いですか。（SA）

						該当数		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

		全　体				1101		43.2		10.4		11.5		34.9

		性別		男性		550		47.8		10.7		10.7		30.7

				女性		551		38.7		10.0		12.3		39.0

		年代別		20代		221		30.3		14.9		15.4		39.4

				30代		220		36.4		15.9		14.5		33.2

				40代		220		42.7		10.0		12.3		35.0

				50代		220		53.6		7.3		8.2		30.9

				60代		220		53.2		3.6		7.3		35.9

		性年代別		男性20代		110		39.1		12.7		14.5		33.6

				男性30代		110		32.7		17.3		11.8		38.2

				男性40代		110		47.3		14.5		12.7		25.5

				男性50代		110		59.1		6.4		7.3		27.3

				男性60代		110		60.9		2.7		7.3		29.1

				女性20代		111		21.6		17.1		16.2		45.0

				女性30代		110		40.0		14.5		17.3		28.2

				女性40代		110		38.2		5.5		11.8		44.5

				女性50代		110		48.2		8.2		9.1		34.5

				女性60代		110		45.5		4.5		7.3		42.7

		居住地		一都三県		373		45.6		10.2		11.5		32.7

				一都三県以外		728		42.0		10.4		11.5		36.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		100.0		0.0		0.0		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		100.0		0.0		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		0.0		100.0		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		0.0		0.0		100.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		78.2		3.2		18.5		0.0

				読む量が減った		105		41.9		34.3		23.8		0.0

				読む量は変わらない		488		68.6		15.2		16.2		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		25.2		32.8		42.0		0.0

				読む量が減った		43		48.8		25.6		25.6		0.0

				読む量は変わらない		543		77.7		11.0		11.2		0.0

		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		17.3		14.6		68.1

		性別		男性		381		17.6		14.4		68.0

				女性		336		17.0		14.9		68.2

		年代別		20代		134		24.6		15.7		59.7

				30代		147		14.3		15.6		70.1

				40代		143		18.2		11.9		69.9

				50代		152		17.8		14.5		67.8

				60代		141		12.1		15.6		72.3

		性年代別		男性20代		73		32.9		11.0		56.2

				男性30代		68		13.2		17.6		69.1

				男性40代		82		15.9		7.3		76.8

				男性50代		80		17.5		17.5		65.0

				男性60代		78		9.0		19.2		71.8

				女性20代		61		14.8		21.3		63.9

				女性30代		79		15.2		13.9		70.9

				女性40代		61		21.3		18.0		60.7

				女性50代		72		18.1		11.1		70.8

				女性60代		63		15.9		11.1		73.0

		居住地		一都三県		251		22.3		10.8		66.9

				一都三県以外		466		14.6		16.7		68.7

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		20.4		9.2		70.4

				電子書籍で読むことが多い		114		3.5		31.6		64.9

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		18.1		19.7		62.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		100.0		0.0		0.0

				読む量が減った		105		0.0		100.0		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		0.0		100.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		28.2		30.5		41.2

				読む量が減った		43		14.0		58.1		27.9

				読む量は変わらない		543		14.9		7.4		77.7

		Q7_2　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／電子書籍（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		18.3		6.0		75.7

		性別		男性		381		18.1		6.6		75.3

				女性		336		18.5		5.4		76.2

		年代別		20代		134		28.4		6.7		64.9

				30代		147		22.4		6.1		71.4

				40代		143		17.5		7.7		74.8

				50代		152		13.2		4.6		82.2

				60代		141		10.6		5.0		84.4

		性年代別		男性20代		73		26.0		6.8		67.1

				男性30代		68		26.5		8.8		64.7

				男性40代		82		14.6		7.3		78.0

				男性50代		80		11.3		6.3		82.5

				男性60代		78		14.1		3.8		82.1

				女性20代		61		31.1		6.6		62.3

				女性30代		79		19.0		3.8		77.2

				女性40代		61		21.3		8.2		70.5

				女性50代		72		15.3		2.8		81.9

				女性60代		63		6.3		6.3		87.3

		居住地		一都三県		251		19.5		5.2		75.3

				一都三県以外		466		17.6		6.4		76.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		6.9		4.4		88.7

				電子書籍で読むことが多い		114		37.7		9.6		52.6

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		43.3		8.7		48.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		29.8		4.8		65.3

				読む量が減った		105		38.1		23.8		38.1

				読む量は変わらない		488		11.1		2.5		86.5

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		100.0		0.0		0.0

				読む量が減った		43		0.0		100.0		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		0.0		100.0

		Q8　あなたは、普段どんな場面で読書をすることが多いですか。あてはまるものをすべてお選びください。（MA）

						該当数		起床後、朝の時間帯に		通勤・通学途中の電車・バスなどの移動時間に		仕事・学校・家事の合間・休憩時間に		仕事・学校・家事が終わった後にカフェ・喫茶店など家の外で		仕事・学校・家事が終わった後に家で		お風呂の中で		就寝前、夜の時間帯に		休日にゆっくりと		時間があるときにいつでも		その他(具体的に入力してください)

		全　体				717		6.0		19.4		23.4		5.0		21.1		4.5		37.5		41.3		36.5		2.2

		性別		男性		381		7.3		24.1		24.4		5.8		20.5		3.1		32.8		42.0		32.5		2.1

				女性		336		4.5		14.0		22.3		4.2		21.7		6.0		42.9		40.5		41.1		2.4

		年代別		20代		134		7.5		16.4		16.4		6.7		20.9		5.2		39.6		45.5		26.1		0.0

				30代		147		5.4		18.4		26.5		7.5		25.2		8.8		36.7		42.2		40.1		2.0

				40代		143		7.7		22.4		22.4		4.9		21.7		2.8		36.4		44.8		37.1		0.0

				50代		152		3.9		22.4		28.9		3.3		19.1		4.6		38.8		44.7		36.8		2.6

				60代		141		5.7		17.0		22.0		2.8		18.4		0.7		36.2		29.1		41.8		6.4

		性年代別		男性20代		73		6.8		17.8		13.7		6.8		21.9		4.1		32.9		43.8		24.7		0.0

				男性30代		68		7.4		26.5		30.9		10.3		25.0		7.4		29.4		47.1		39.7		1.5

				男性40代		82		9.8		29.3		23.2		4.9		19.5		2.4		31.7		42.7		29.3		0.0

				男性50代		80		3.8		25.0		27.5		2.5		15.0		2.5		31.3		41.3		35.0		2.5

				男性60代		78		9.0		21.8		26.9		5.1		21.8		0.0		38.5		35.9		34.6		6.4

				女性20代		61		8.2		14.8		19.7		6.6		19.7		6.6		47.5		47.5		27.9		0.0

				女性30代		79		3.8		11.4		22.8		5.1		25.3		10.1		43.0		38.0		40.5		2.5

				女性40代		61		4.9		13.1		21.3		4.9		24.6		3.3		42.6		47.5		47.5		0.0

				女性50代		72		4.2		19.4		30.6		4.2		23.6		6.9		47.2		48.6		38.9		2.8

				女性60代		63		1.6		11.1		15.9		0.0		14.3		1.6		33.3		20.6		50.8		6.3

		居住地		一都三県		251		7.2		26.7		20.7		7.6		20.3		4.8		35.9		38.6		37.5		2.4

				一都三県以外		466		5.4		15.5		24.9		3.6		21.5		4.3		38.4		42.7		36.1		2.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		4.6		19.7		22.1		4.4		18.3		2.3		32.8		41.4		36.3		2.7

				電子書籍で読むことが多い		114		7.9		21.1		15.8		6.1		15.8		7.0		43.0		36.8		27.2		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		9.4		16.5		35.4		6.3		36.2		10.2		50.4		44.9		45.7		2.4

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		11.3		26.6		34.7		11.3		35.5		6.5		38.7		50.0		41.1		2.4

				読む量が減った		105		4.8		21.9		19.0		5.7		12.4		3.8		31.4		32.4		33.3		3.8

				読む量は変わらない		488		4.9		17.0		21.5		3.3		19.3		4.1		38.5		41.0		36.1		1.8

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		11.5		21.4		29.0		7.6		29.0		9.9		48.9		50.4		32.1		1.5

				読む量が減った		43		11.6		25.6		20.9		11.6		16.3		4.7		18.6		30.2		41.9		0.0

				読む量は変わらない		543		4.2		18.4		22.3		3.9		19.5		3.1		36.3		40.0		37.2		2.6
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		GROUP　グループ（SA）

						該当数		男性・15歳以上		男性・20代		男性・30代		男性・40代		男性・50代		男性・60代		男性・70歳以上		女性・15歳以上		女性・20代		女性・30代		女性・40代		女性・50代		女性・60代		女性・70歳以上

		全　体				1101		0		110		110		110		110		110		0		0		111		110		110		110		110		0

		性別		男性		550		0		110		110		110		110		110		0		0		0		0		0		0		0		0

				女性		551		0		0		0		0		0		0		0		0		111		110		110		110		110		0

		年代別		20代		221		0		110		0		0		0		0		0		0		111		0		0		0		0		0

				30代		220		0		0		110		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0

				40代		220		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0

				50代		220		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		110		0		0

				60代		220		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		110		0

		性年代別		男性20代		110		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性30代		110		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性40代		110		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性50代		110		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性60代		110		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0

				女性20代		111		0		0		0		0		0		0		0		0		111		0		0		0		0		0

				女性30代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0

				女性40代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0

				女性50代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0

				女性60代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0

		居住地		一都三県		373		0		37		38		39		45		40		0		0		32		39		27		41		35		0

				一都三県以外		728		0		73		72		71		65		70		0		0		79		71		83		69		75		0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0		43		36		52		65		67		0		0		24		44		42		53		50		0

				電子書籍で読むことが多い		114		0		14		19		16		7		3		0		0		19		16		6		9		5		0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0		16		13		14		8		8		0		0		18		19		13		10		8		0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0		37		42		28		30		32		0		0		50		31		49		38		47		0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0		24		9		13		14		7		0		0		9		12		13		13		10		0

				読む量が減った		105		0		8		12		6		14		15		0		0		13		11		11		8		7		0

				読む量は変わらない		488		0		41		47		63		52		56		0		0		39		56		37		51		46		0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0		19		18		12		9		11		0		0		19		15		13		11		4		0

				読む量が減った		43		0		5		6		6		5		3		0		0		4		3		5		2		4		0

				読む量は変わらない		543		0		49		44		64		66		64		0		0		38		61		43		59		55		0

		SC1　性別（SA）

						該当数		男性		女性

		全　体				1101		550		551

		性別		男性		550		550		0

				女性		551		0		551

		年代別		20代		221		110		111

				30代		220		110		110

				40代		220		110		110

				50代		220		110		110

				60代		220		110		110

		性年代別		男性20代		110		110		0

				男性30代		110		110		0

				男性40代		110		110		0

				男性50代		110		110		0

				男性60代		110		110		0

				女性20代		111		0		111

				女性30代		110		0		110

				女性40代		110		0		110

				女性50代		110		0		110

				女性60代		110		0		110

		居住地		一都三県		373		199		174

				一都三県以外		728		351		377

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		263		213

				電子書籍で読むことが多い		114		59		55

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		59		68

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		169		215

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		67		57

				読む量が減った		105		55		50

				読む量は変わらない		488		259		229

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		69		62

				読む量が減った		43		25		18

				読む量は変わらない		543		287		256

		SC2_1　年齢（NU）

						該当数		最小値		最大値		平均値		標準偏差

		全　体				1101		20		69		44.61		14.14

		性別		男性		550		20		69		44.68		14.18

				女性		551		20		69		44.55		14.11

		年代別		20代		221		20		29		24.86		2.94

				30代		220		30		39		34.66		2.84

				40代		220		40		49		45.45		2.72

				50代		220		50		59		54.22		2.88

				60代		220		60		69		63.97		2.92

		性年代別		男性20代		110		20		29		24.98		3.05

				男性30代		110		30		39		34.64		2.86

				男性40代		110		40		49		45.31		2.72

				男性50代		110		50		59		54.42		2.98

				男性60代		110		60		69		64.07		3.06

				女性20代		111		20		29		24.75		2.83

				女性30代		110		30		39		34.69		2.82

				女性40代		110		40		49		45.58		2.72

				女性50代		110		50		59		54.03		2.77

				女性60代		110		60		69		63.86		2.79

		居住地		一都三県		373		20		69		45.15		14.12

				一都三県以外		728		20		69		44.34		14.15

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		20		69		47.64		13.64

				電子書籍で読むことが多い		114		20		65		38.22		11.79

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		20		67		40.26		13.34

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		20		69		44.20		14.62

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		20		69		42.60		13.70

				読む量が減った		105		20		68		44.52		14.32

				読む量は変わらない		488		20		69		45.47		13.79

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		20		67		39.94		12.97

				読む量が減った		43		20		67		43.40		13.41

				読む量は変わらない		543		20		69		46.13		13.87

		SC2AC　年代別（SA）

						該当数		１５歳以上		２０代		３０代		４０代		５０代		６０代		７０歳以上

		全　体				1101		0		221		220		220		220		220		0

		性別		男性		550		0		110		110		110		110		110		0

				女性		551		0		111		110		110		110		110		0

		年代別		20代		221		0		221		0		0		0		0		0

				30代		220		0		0		220		0		0		0		0

				40代		220		0		0		0		220		0		0		0

				50代		220		0		0		0		0		220		0		0

				60代		220		0		0		0		0		0		220		0

		性年代別		男性20代		110		0		110		0		0		0		0		0

				男性30代		110		0		0		110		0		0		0		0

				男性40代		110		0		0		0		110		0		0		0

				男性50代		110		0		0		0		0		110		0		0

				男性60代		110		0		0		0		0		0		110		0

				女性20代		111		0		111		0		0		0		0		0

				女性30代		110		0		0		110		0		0		0		0

				女性40代		110		0		0		0		110		0		0		0

				女性50代		110		0		0		0		0		110		0		0

				女性60代		110		0		0		0		0		0		110		0

		居住地		一都三県		373		0		69		77		66		86		75		0

				一都三県以外		728		0		152		143		154		134		145		0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0		67		80		94		118		117		0

				電子書籍で読むことが多い		114		0		33		35		22		16		8		0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0		34		32		27		18		16		0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0		87		73		77		68		79		0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0		33		21		26		27		17		0

				読む量が減った		105		0		21		23		17		22		22		0

				読む量は変わらない		488		0		80		103		100		103		102		0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0		38		33		25		20		15		0

				読む量が減った		43		0		9		9		11		7		7		0

				読む量は変わらない		543		0		87		105		107		125		119		0

		SC3　居住地（SA）

						該当数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県

		全　体				1101		55		6		10		24		2		5		14		18		15		15		60		61		147		105		16		7		10		5		9		20		17		22		79		12		5		27		90		57		12		3		4		6		12		22		9		5		7		12		6		29		7		13		8		9		3		14		7

		性別		男性		550		24		2		9		10		0		5		9		7		8		9		37		29		77		56		10		4		4		4		5		12		6		9		36		8		5		13		37		27		7		0		3		0		7		8		3		3		4		5		4		10		5		9		2		5		2		10		1

				女性		551		31		4		1		14		2		0		5		11		7		6		23		32		70		49		6		3		6		1		4		8		11		13		43		4		0		14		53		30		5		3		1		6		5		14		6		2		3		7		2		19		2		4		6		4		1		4		6

		年代別		20代		221		5		1		5		2		0		2		3		4		4		3		10		12		25		22		0		2		1		1		2		5		2		6		19		4		4		6		16		10		3		0		3		1		2		5		2		2		1		2		1		4		3		5		3		2		0		3		3

				30代		220		11		1		3		4		1		1		2		4		4		3		14		16		29		18		2		2		3		2		1		6		1		4		15		2		0		3		19		8		5		0		1		2		5		7		0		2		1		1		2		6		0		2		1		1		0		4		1

				40代		220		11		2		1		6		0		0		1		3		2		5		16		12		21		17		2		2		2		0		2		4		6		4		21		2		1		6		23		12		3		1		0		1		0		3		2		0		2		3		0		8		2		2		1		2		2		3		1

				50代		220		11		0		0		4		1		1		5		4		2		2		9		7		39		31		7		0		3		2		1		1		2		5		7		1		0		7		15		12		1		2		0		1		3		3		3		1		2		6		2		6		2		4		0		1		0		2		2

				60代		220		17		2		1		8		0		1		3		3		3		2		11		14		33		17		5		1		1		0		3		4		6		3		17		3		0		5		17		15		0		0		0		1		2		4		2		0		1		0		1		5		0		0		3		3		1		2		0

		性年代別		男性20代		110		2		1		4		1		0		2		1		2		1		1		4		7		11		15		0		0		1		1		1		3		0		2		7		2		4		4		8		4		1		0		2		0		1		1		1		1		0		1		1		2		2		3		1		1		0		3		0

				男性30代		110		7		0		3		1		0		1		2		2		3		3		8		7		17		6		0		2		1		2		0		3		0		3		5		2		0		1		7		3		3		0		1		0		3		2		0		1		1		1		2		2		0		2		0		1		0		2		0

				男性40代		110		4		0		1		2		0		0		0		1		0		4		11		6		13		9		1		1		0		0		1		3		1		1		8		1		1		3		13		8		2		0		0		0		0		2		0		0		2		0		0		3		1		2		0		2		1		2		0

				男性50代		110		5		0		0		2		0		1		4		0		2		1		5		2		21		17		5		0		1		1		1		1		2		2		5		1		0		3		3		4		1		0		0		0		2		1		2		1		1		3		1		3		2		2		0		0		0		1		1

				男性60代		110		6		1		1		4		0		1		2		2		2		0		9		7		15		9		4		1		1		0		2		2		3		1		11		2		0		2		6		8		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		2		0

				女性20代		111		3		0		1		1		0		0		2		2		3		2		6		5		14		7		0		2		0		0		1		2		2		4		12		2		0		2		8		6		2		0		1		1		1		4		1		1		1		1		0		2		1		2		2		1		0		0		3

				女性30代		110		4		1		0		3		1		0		0		2		1		0		6		9		12		12		2		0		2		0		1		3		1		1		10		0		0		2		12		5		2		0		0		2		2		5		0		1		0		0		0		4		0		0		1		0		0		2		1

				女性40代		110		7		2		0		4		0		0		1		2		2		1		5		6		8		8		1		1		2		0		1		1		5		3		13		1		0		3		10		4		1		1		0		1		0		1		2		0		0		3		0		5		1		0		1		0		1		1		1

				女性50代		110		6		0		0		2		1		0		1		4		0		1		4		5		18		14		2		0		2		1		0		0		0		3		2		0		0		4		12		8		0		2		0		1		1		2		1		0		1		3		1		3		0		2		0		1		0		1		1

				女性60代		110		11		1		0		4		0		0		1		1		1		2		2		7		18		8		1		0		0		0		1		2		3		2		6		1		0		3		11		7		0		0		0		1		1		2		2		0		1		0		1		5		0		0		2		2		0		0		0

		居住地		一都三県		373		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60		61		147		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				一都三県以外		728		55		6		10		24		2		5		14		18		15		15		0		0		0		0		16		7		10		5		9		20		17		22		79		12		5		27		90		57		12		3		4		6		12		22		9		5		7		12		6		29		7		13		8		9		3		14		7

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		23		3		3		12		0		2		6		8		4		7		35		28		65		42		10		3		5		2		2		9		8		8		30		8		3		19		32		26		4		1		3		1		6		9		2		0		5		5		4		11		4		4		5		4		2		2		1

				電子書籍で読むことが多い		114		8		0		2		1		0		0		1		1		0		0		6		3		17		12		0		3		1		0		0		1		2		2		9		1		0		4		13		6		0		0		0		0		0		5		1		0		1		1		1		4		0		2		2		0		0		2		2

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		7		2		1		1		2		1		0		2		3		0		2		11		14		16		2		0		3		1		1		2		1		4		13		0		1		0		12		4		2		1		1		3		2		2		1		1		0		1		0		3		0		1		0		1		0		1		1

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		17		1		4		10		0		2		7		7		8		8		17		19		51		35		4		1		1		2		6		8		6		8		27		3		1		4		33		21		6		1		0		2		4		6		5		4		1		5		1		11		3		6		1		4		1		9		3

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		6		1		1		2		0		1		1		4		3		1		9		11		23		13		1		1		2		1		0		2		0		3		5		0		1		3		7		7		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		2		0		1		3		1		0		2		1

				読む量が減った		105		7		0		1		3		0		0		2		1		0		1		4		4		13		6		2		0		1		0		0		1		4		4		15		0		0		3		8		8		2		0		0		0		0		1		2		0		1		1		2		6		0		1		0		0		0		0		1

				読む量は変わらない		488		25		4		4		9		2		2		4		6		4		5		30		27		60		51		9		5		6		2		3		9		7		7		32		9		3		17		42		21		4		2		3		3		8		14		2		1		4		5		3		10		4		5		4		4		2		3		2

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		6		0		1		3		0		0		1		3		2		1		7		3		19		20		2		1		2		0		0		1		2		4		7		0		1		2		10		7		1		0		0		1		0		3		2		0		2		2		0		7		1		1		2		1		0		2		1

				読む量が減った		43		5		1		0		0		0		0		1		1		0		0		2		1		5		5		1		1		1		0		0		0		0		1		4		1		0		2		3		3		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1

				読む量は変わらない		543		27		4		5		11		2		3		5		7		5		6		34		38		72		45		9		4		6		3		3		11		9		9		41		8		3		19		44		26		4		2		4		2		8		13		2		1		4		5		4		10		3		6		5		4		2		3		2

		Q1　あなたは結婚していらっしゃいますか。（SA）

						該当数		未婚		既婚（離別・死別含む）

		全　体				1101		451		650

		性別		男性		550		242		308

				女性		551		209		342

		年代別		20代		221		183		38

				30代		220		113		107

				40代		220		75		145

				50代		220		53		167

				60代		220		27		193

		性年代別		男性20代		110		95		15

				男性30代		110		59		51

				男性40代		110		45		65

				男性50代		110		33		77

				男性60代		110		10		100

				女性20代		111		88		23

				女性30代		110		54		56

				女性40代		110		30		80

				女性50代		110		20		90

				女性60代		110		17		93

		居住地		一都三県		373		168		205

				一都三県以外		728		283		445

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		169		307

				電子書籍で読むことが多い		114		52		62

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		68		59

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		162		222

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		55		69

				読む量が減った		105		42		63

				読む量は変わらない		488		192		296

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		62		69

				読む量が減った		43		18		25

				読む量は変わらない		543		209		334

		Q2　あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。（SA）

						該当数		同居している子どもがいる		同居はしていないが、子どもがいる		子どもはいない

		全　体				1101		342		161		598

		性別		男性		550		167		75		308

				女性		551		175		86		290

		年代別		20代		221		21		1		199

				30代		220		68		8		144

				40代		220		94		11		115

				50代		220		84		42		94

				60代		220		75		99		46

		性年代別		男性20代		110		6		1		103

				男性30代		110		30		7		73

				男性40代		110		42		3		65

				男性50代		110		41		20		49

				男性60代		110		48		44		18

				女性20代		111		15		0		96

				女性30代		110		38		1		71

				女性40代		110		52		8		50

				女性50代		110		43		22		45

				女性60代		110		27		55		28

		居住地		一都三県		373		106		42		225

				一都三県以外		728		236		119		373

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		160		86		230

				電子書籍で読むことが多い		114		36		8		70

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		38		10		79

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		108		57		219

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		40		16		68

				読む量が減った		105		31		17		57

				読む量は変わらない		488		163		71		254

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		43		9		79

				読む量が減った		43		13		6		24

				読む量は変わらない		543		178		89		276

		Q3　あなたの職業をお知らせください。（SA）

						該当数		会社勤務（一般社員）		会社勤務（管理職）		会社経営（経営者・役員）		公務員・教職員･非営利団体職員		派遣社員・契約社員		自営業（商工サービス）		SOHO		農林漁業		専門職（弁護士・税理士等・医療関連）		パート・アルバイト		専業主婦・主夫		学生		無職		その他(具体的に入力してください)

		全　体				1101		302		58		16		57		68		41		10		1		30		150		158		43		142		25

		性別		男性		550		204		49		15		48		30		32		5		1		10		40		0		24		77		15

				女性		551		98		9		1		9		38		9		5		0		20		110		158		19		65		10

		年代別		20代		221		71		1		2		8		14		1		0		0		6		22		14		42		36		4

				30代		220		89		8		0		12		7		4		1		0		8		33		25		1		28		4

				40代		220		59		20		1		15		13		10		4		0		7		36		28		0		20		7

				50代		220		61		20		4		7		12		15		3		0		6		34		35		0		20		3

				60代		220		22		9		9		15		22		11		2		1		3		25		56		0		38		7

		性年代別		男性20代		110		41		1		2		5		2		1		0		0		1		13		0		24		17		3

				男性30代		110		62		5		0		10		1		3		0		0		2		10		0		0		15		2

				男性40代		110		45		16		1		13		5		10		4		0		2		1		0		0		10		3

				男性50代		110		43		19		4		7		4		10		0		0		4		8		0		0		9		2

				男性60代		110		13		8		8		13		18		8		1		1		1		8		0		0		26		5

				女性20代		111		30		0		0		3		12		0		0		0		5		9		14		18		19		1

				女性30代		110		27		3		0		2		6		1		1		0		6		23		25		1		13		2

				女性40代		110		14		4		0		2		8		0		0		0		5		35		28		0		10		4

				女性50代		110		18		1		0		0		8		5		3		0		2		26		35		0		11		1

				女性60代		110		9		1		1		2		4		3		1		0		2		17		56		0		12		2

		居住地		一都三県		373		108		26		4		15		23		17		7		0		7		37		51		14		54		10

				一都三県以外		728		194		32		12		42		45		24		3		1		23		113		107		29		88		15

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		133		32		12		33		30		21		6		1		10		61		66		16		45		10

				電子書籍で読むことが多い		114		50		7		1		4		7		0		2		0		4		17		12		5		4		1

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		33		9		3		8		5		6		1		0		6		15		12		8		19		2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		86		10		0		12		26		14		1		0		10		57		68		14		74		12

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		35		10		6		6		5		7		2		0		1		11		19		8		11		3

				読む量が減った		105		33		9		2		3		6		3		0		0		4		12		13		5		10		5

				読む量は変わらない		488		148		29		8		36		31		17		7		1		15		70		58		16		47		5

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		46		11		3		9		6		4		1		0		5		16		10		7		11		2

				読む量が減った		43		15		3		2		1		1		2		0		0		0		4		5		2		5		3

				読む量は変わらない		543		155		34		11		35		35		21		8		1		15		73		75		20		52		8

		Q4　この1週間のあなたの気分をお天気で例えると、どのようなお天気ですか。（SA）

						該当数		晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨

		全　体				1101		167		496		264		100		74

		性別		男性		550		86		230		141		42		51

				女性		551		81		266		123		58		23

		年代別		20代		221		32		84		61		20		24

				30代		220		34		90		52		24		20

				40代		220		28		98		57		24		13

				50代		220		24		108		59		16		13

				60代		220		49		116		35		16		4

		性年代別		男性20代		110		17		38		28		9		18

				男性30代		110		16		46		27		10		11

				男性40代		110		14		44		33		9		10

				男性50代		110		16		49		29		6		10

				男性60代		110		23		53		24		8		2

				女性20代		111		15		46		33		11		6

				女性30代		110		18		44		25		14		9

				女性40代		110		14		54		24		15		3

				女性50代		110		8		59		30		10		3

				女性60代		110		26		63		11		8		2

		居住地		一都三県		373		58		174		84		34		23

				一都三県以外		728		109		322		180		66		51

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		74		233		115		32		22

				電子書籍で読むことが多い		114		21		49		31		11		2

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		9		62		30		13		13

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		63		152		88		44		37

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		24		64		25		8		3

				読む量が減った		105		11		46		31		12		5

				読む量は変わらない		488		69		234		120		36		29

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		20		56		34		14		7

				読む量が減った		43		5		23		7		7		1

				読む量は変わらない		543		79		265		135		35		29

		Q6　あなたは、普段どの媒体で読書をすることが多いですか。（SA）

						該当数		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

		全　体				1101		476		114		127		384

		性別		男性		550		263		59		59		169

				女性		551		213		55		68		215

		年代別		20代		221		67		33		34		87

				30代		220		80		35		32		73

				40代		220		94		22		27		77

				50代		220		118		16		18		68

				60代		220		117		8		16		79

		性年代別		男性20代		110		43		14		16		37

				男性30代		110		36		19		13		42

				男性40代		110		52		16		14		28

				男性50代		110		65		7		8		30

				男性60代		110		67		3		8		32

				女性20代		111		24		19		18		50

				女性30代		110		44		16		19		31

				女性40代		110		42		6		13		49

				女性50代		110		53		9		10		38

				女性60代		110		50		5		8		47

		居住地		一都三県		373		170		38		43		122

				一都三県以外		728		306		76		84		262

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		476		0		0		0

				電子書籍で読むことが多い		114		0		114		0		0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0		0		127		0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0		0		0		384

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		97		4		23		0

				読む量が減った		105		44		36		25		0

				読む量は変わらない		488		335		74		79		0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		33		43		55		0

				読む量が減った		43		21		11		11		0

				読む量は変わらない		543		422		60		61		0

		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		124		105		488

		性別		男性		381		67		55		259

				女性		336		57		50		229

		年代別		20代		134		33		21		80

				30代		147		21		23		103

				40代		143		26		17		100

				50代		152		27		22		103

				60代		141		17		22		102

		性年代別		男性20代		73		24		8		41

				男性30代		68		9		12		47

				男性40代		82		13		6		63

				男性50代		80		14		14		52

				男性60代		78		7		15		56

				女性20代		61		9		13		39

				女性30代		79		12		11		56

				女性40代		61		13		11		37

				女性50代		72		13		8		51

				女性60代		63		10		7		46

		居住地		一都三県		251		56		27		168

				一都三県以外		466		68		78		320

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		97		44		335

				電子書籍で読むことが多い		114		4		36		74

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		23		25		79

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0		0		0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		124		0		0

				読む量が減った		105		0		105		0

				読む量は変わらない		488		0		0		488

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		37		40		54

				読む量が減った		43		6		25		12

				読む量は変わらない		543		81		40		422

		Q7_2　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／電子書籍（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		131		43		543

		性別		男性		381		69		25		287

				女性		336		62		18		256

		年代別		20代		134		38		9		87

				30代		147		33		9		105

				40代		143		25		11		107

				50代		152		20		7		125

				60代		141		15		7		119

		性年代別		男性20代		73		19		5		49

				男性30代		68		18		6		44

				男性40代		82		12		6		64

				男性50代		80		9		5		66

				男性60代		78		11		3		64

				女性20代		61		19		4		38

				女性30代		79		15		3		61

				女性40代		61		13		5		43

				女性50代		72		11		2		59

				女性60代		63		4		4		55

		居住地		一都三県		251		49		13		189

				一都三県以外		466		82		30		354

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		33		21		422

				電子書籍で読むことが多い		114		43		11		60

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		55		11		61

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0		0		0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		37		6		81

				読む量が減った		105		40		25		40

				読む量は変わらない		488		54		12		422

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		131		0		0

				読む量が減った		43		0		43		0

				読む量は変わらない		543		0		0		543

		Q8　あなたは、普段どんな場面で読書をすることが多いですか。あてはまるものをすべてお選びください。（MA）

						該当数		起床後、朝の時間帯に		通勤・通学途中の電車・バスなどの移動時間に		仕事・学校・家事の合間・休憩時間に		仕事・学校・家事が終わった後にカフェ・喫茶店など家の外で		仕事・学校・家事が終わった後に家で		お風呂の中で		就寝前、夜の時間帯に		休日にゆっくりと		時間があるときにいつでも		その他(具体的に入力してください)

		全　体				717		43		139		168		36		151		32		269		296		262		16

		性別		男性		381		28		92		93		22		78		12		125		160		124		8

				女性		336		15		47		75		14		73		20		144		136		138		8

		年代別		20代		134		10		22		22		9		28		7		53		61		35		0

				30代		147		8		27		39		11		37		13		54		62		59		3

				40代		143		11		32		32		7		31		4		52		64		53		0

				50代		152		6		34		44		5		29		7		59		68		56		4

				60代		141		8		24		31		4		26		1		51		41		59		9

		性年代別		男性20代		73		5		13		10		5		16		3		24		32		18		0

				男性30代		68		5		18		21		7		17		5		20		32		27		1

				男性40代		82		8		24		19		4		16		2		26		35		24		0

				男性50代		80		3		20		22		2		12		2		25		33		28		2

				男性60代		78		7		17		21		4		17		0		30		28		27		5

				女性20代		61		5		9		12		4		12		4		29		29		17		0

				女性30代		79		3		9		18		4		20		8		34		30		32		2

				女性40代		61		3		8		13		3		15		2		26		29		29		0

				女性50代		72		3		14		22		3		17		5		34		35		28		2

				女性60代		63		1		7		10		0		9		1		21		13		32		4

		居住地		一都三県		251		18		67		52		19		51		12		90		97		94		6

				一都三県以外		466		25		72		116		17		100		20		179		199		168		10

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		22		94		105		21		87		11		156		197		173		13

				電子書籍で読むことが多い		114		9		24		18		7		18		8		49		42		31		0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		12		21		45		8		46		13		64		57		58		3

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		14		33		43		14		44		8		48		62		51		3

				読む量が減った		105		5		23		20		6		13		4		33		34		35		4

				読む量は変わらない		488		24		83		105		16		94		20		188		200		176		9

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		15		28		38		10		38		13		64		66		42		2

				読む量が減った		43		5		11		9		5		7		2		8		13		18		0

				読む量は変わらない		543		23		100		121		21		106		17		197		217		202		14
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％表 (比率)

		GROUP　グループ（SA）

						該当数		男性・15歳以上		男性・20代		男性・30代		男性・40代		男性・50代		男性・60代		男性・70歳以上		女性・15歳以上		女性・20代		女性・30代		女性・40代		女性・50代		女性・60代		女性・70歳以上

		全　体				1101		0.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0		0.0		10.1		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0

		性別		男性		550		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性		551		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		年代別		20代		221		0.0		49.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				30代		220		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				40代		220		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0

				50代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0

				60代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0

		性年代別		男性20代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性20代		111		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性30代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性40代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		9.9		10.2		10.5		12.1		10.7		0.0		0.0		8.6		10.5		7.2		11.0		9.4		0.0

				一都三県以外		728		0.0		10.0		9.9		9.8		8.9		9.6		0.0		0.0		10.9		9.8		11.4		9.5		10.3		0.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0.0		9.0		7.6		10.9		13.7		14.1		0.0		0.0		5.0		9.2		8.8		11.1		10.5		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		12.3		16.7		14.0		6.1		2.6		0.0		0.0		16.7		14.0		5.3		7.9		4.4		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		12.6		10.2		11.0		6.3		6.3		0.0		0.0		14.2		15.0		10.2		7.9		6.3		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		9.6		10.9		7.3		7.8		8.3		0.0		0.0		13.0		8.1		12.8		9.9		12.2		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0.0		19.4		7.3		10.5		11.3		5.6		0.0		0.0		7.3		9.7		10.5		10.5		8.1		0.0

				読む量が減った		105		0.0		7.6		11.4		5.7		13.3		14.3		0.0		0.0		12.4		10.5		10.5		7.6		6.7		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		8.4		9.6		12.9		10.7		11.5		0.0		0.0		8.0		11.5		7.6		10.5		9.4		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0.0		14.5		13.7		9.2		6.9		8.4		0.0		0.0		14.5		11.5		9.9		8.4		3.1		0.0

				読む量が減った		43		0.0		11.6		14.0		14.0		11.6		7.0		0.0		0.0		9.3		7.0		11.6		4.7		9.3		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		9.0		8.1		11.8		12.2		11.8		0.0		0.0		7.0		11.2		7.9		10.9		10.1		0.0

		SC1　性別（SA）

						該当数		男性		女性

		全　体				1101		50.0		50.0

		性別		男性		550		100.0		0.0

				女性		551		0.0		100.0

		年代別		20代		221		49.8		50.2

				30代		220		50.0		50.0

				40代		220		50.0		50.0

				50代		220		50.0		50.0

				60代		220		50.0		50.0

		性年代別		男性20代		110		100.0		0.0

				男性30代		110		100.0		0.0

				男性40代		110		100.0		0.0

				男性50代		110		100.0		0.0

				男性60代		110		100.0		0.0

				女性20代		111		0.0		100.0

				女性30代		110		0.0		100.0

				女性40代		110		0.0		100.0

				女性50代		110		0.0		100.0

				女性60代		110		0.0		100.0

		居住地		一都三県		373		53.4		46.6

				一都三県以外		728		48.2		51.8

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		55.3		44.7

				電子書籍で読むことが多い		114		51.8		48.2

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		46.5		53.5

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		44.0		56.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		54.0		46.0

				読む量が減った		105		52.4		47.6

				読む量は変わらない		488		53.1		46.9

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		52.7		47.3

				読む量が減った		43		58.1		41.9

				読む量は変わらない		543		52.9		47.1

		SC2_1　年齢（NU）

						該当数		最小値		最大値		平均値		標準偏差

		全　体				1101		20		69		44.61		14.14

		性別		男性		550		20		69		44.68		14.18

				女性		551		20		69		44.55		14.11

		年代別		20代		221		20		29		24.86		2.94

				30代		220		30		39		34.66		2.84

				40代		220		40		49		45.45		2.72

				50代		220		50		59		54.22		2.88

				60代		220		60		69		63.97		2.92

		性年代別		男性20代		110		20		29		24.98		3.05

				男性30代		110		30		39		34.64		2.86

				男性40代		110		40		49		45.31		2.72

				男性50代		110		50		59		54.42		2.98

				男性60代		110		60		69		64.07		3.06

				女性20代		111		20		29		24.75		2.83

				女性30代		110		30		39		34.69		2.82

				女性40代		110		40		49		45.58		2.72

				女性50代		110		50		59		54.03		2.77

				女性60代		110		60		69		63.86		2.79

		居住地		一都三県		373		20		69		45.15		14.12

				一都三県以外		728		20		69		44.34		14.15

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		20		69		47.64		13.64

				電子書籍で読むことが多い		114		20		65		38.22		11.79

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		20		67		40.26		13.34

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		20		69		44.20		14.62

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		20		69		42.60		13.70

				読む量が減った		105		20		68		44.52		14.32

				読む量は変わらない		488		20		69		45.47		13.79

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		20		67		39.94		12.97

				読む量が減った		43		20		67		43.40		13.41

				読む量は変わらない		543		20		69		46.13		13.87

		SC2AC　年代別（SA）

						該当数		１５歳以上		２０代		３０代		４０代		５０代		６０代		７０歳以上

		全　体				1101		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		性別		男性		550		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

				女性		551		0.0		20.1		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		年代別		20代		221		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				30代		220		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				40代		220		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				50代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				60代		220		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		性年代別		男性20代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				男性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				男性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

				女性20代		111		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性30代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性40代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性50代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性60代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		18.5		20.6		17.7		23.1		20.1		0.0

				一都三県以外		728		0.0		20.9		19.6		21.2		18.4		19.9		0.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		0.0		14.1		16.8		19.7		24.8		24.6		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		28.9		30.7		19.3		14.0		7.0		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		26.8		25.2		21.3		14.2		12.6		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		22.7		19.0		20.1		17.7		20.6		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		0.0		26.6		16.9		21.0		21.8		13.7		0.0

				読む量が減った		105		0.0		20.0		21.9		16.2		21.0		21.0		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		16.4		21.1		20.5		21.1		20.9		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		0.0		29.0		25.2		19.1		15.3		11.5		0.0

				読む量が減った		43		0.0		20.9		20.9		25.6		16.3		16.3		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		16.0		19.3		19.7		23.0		21.9		0.0

		SC3　居住地（SA）

						該当数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県

		全　体				1101		5.0		0.5		0.9		2.2		0.2		0.5		1.3		1.6		1.4		1.4		5.4		5.5		13.4		9.5		1.5		0.6		0.9		0.5		0.8		1.8		1.5		2.0		7.2		1.1		0.5		2.5		8.2		5.2		1.1		0.3		0.4		0.5		1.1		2.0		0.8		0.5		0.6		1.1		0.5		2.6		0.6		1.2		0.7		0.8		0.3		1.3		0.6

		性別		男性		550		4.4		0.4		1.6		1.8		0.0		0.9		1.6		1.3		1.5		1.6		6.7		5.3		14.0		10.2		1.8		0.7		0.7		0.7		0.9		2.2		1.1		1.6		6.5		1.5		0.9		2.4		6.7		4.9		1.3		0.0		0.5		0.0		1.3		1.5		0.5		0.5		0.7		0.9		0.7		1.8		0.9		1.6		0.4		0.9		0.4		1.8		0.2

				女性		551		5.6		0.7		0.2		2.5		0.4		0.0		0.9		2.0		1.3		1.1		4.2		5.8		12.7		8.9		1.1		0.5		1.1		0.2		0.7		1.5		2.0		2.4		7.8		0.7		0.0		2.5		9.6		5.4		0.9		0.5		0.2		1.1		0.9		2.5		1.1		0.4		0.5		1.3		0.4		3.4		0.4		0.7		1.1		0.7		0.2		0.7		1.1

		年代別		20代		221		2.3		0.5		2.3		0.9		0.0		0.9		1.4		1.8		1.8		1.4		4.5		5.4		11.3		10.0		0.0		0.9		0.5		0.5		0.9		2.3		0.9		2.7		8.6		1.8		1.8		2.7		7.2		4.5		1.4		0.0		1.4		0.5		0.9		2.3		0.9		0.9		0.5		0.9		0.5		1.8		1.4		2.3		1.4		0.9		0.0		1.4		1.4

				30代		220		5.0		0.5		1.4		1.8		0.5		0.5		0.9		1.8		1.8		1.4		6.4		7.3		13.2		8.2		0.9		0.9		1.4		0.9		0.5		2.7		0.5		1.8		6.8		0.9		0.0		1.4		8.6		3.6		2.3		0.0		0.5		0.9		2.3		3.2		0.0		0.9		0.5		0.5		0.9		2.7		0.0		0.9		0.5		0.5		0.0		1.8		0.5

				40代		220		5.0		0.9		0.5		2.7		0.0		0.0		0.5		1.4		0.9		2.3		7.3		5.5		9.5		7.7		0.9		0.9		0.9		0.0		0.9		1.8		2.7		1.8		9.5		0.9		0.5		2.7		10.5		5.5		1.4		0.5		0.0		0.5		0.0		1.4		0.9		0.0		0.9		1.4		0.0		3.6		0.9		0.9		0.5		0.9		0.9		1.4		0.5

				50代		220		5.0		0.0		0.0		1.8		0.5		0.5		2.3		1.8		0.9		0.9		4.1		3.2		17.7		14.1		3.2		0.0		1.4		0.9		0.5		0.5		0.9		2.3		3.2		0.5		0.0		3.2		6.8		5.5		0.5		0.9		0.0		0.5		1.4		1.4		1.4		0.5		0.9		2.7		0.9		2.7		0.9		1.8		0.0		0.5		0.0		0.9		0.9

				60代		220		7.7		0.9		0.5		3.6		0.0		0.5		1.4		1.4		1.4		0.9		5.0		6.4		15.0		7.7		2.3		0.5		0.5		0.0		1.4		1.8		2.7		1.4		7.7		1.4		0.0		2.3		7.7		6.8		0.0		0.0		0.0		0.5		0.9		1.8		0.9		0.0		0.5		0.0		0.5		2.3		0.0		0.0		1.4		1.4		0.5		0.9		0.0

		性年代別		男性20代		110		1.8		0.9		3.6		0.9		0.0		1.8		0.9		1.8		0.9		0.9		3.6		6.4		10.0		13.6		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		2.7		0.0		1.8		6.4		1.8		3.6		3.6		7.3		3.6		0.9		0.0		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		0.9		0.9		1.8		1.8		2.7		0.9		0.9		0.0		2.7		0.0

				男性30代		110		6.4		0.0		2.7		0.9		0.0		0.9		1.8		1.8		2.7		2.7		7.3		6.4		15.5		5.5		0.0		1.8		0.9		1.8		0.0		2.7		0.0		2.7		4.5		1.8		0.0		0.9		6.4		2.7		2.7		0.0		0.9		0.0		2.7		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		0.0		1.8		0.0		0.9		0.0		1.8		0.0

				男性40代		110		3.6		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		3.6		10.0		5.5		11.8		8.2		0.9		0.9		0.0		0.0		0.9		2.7		0.9		0.9		7.3		0.9		0.9		2.7		11.8		7.3		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		1.8		0.0		0.0		1.8		0.0		0.0		2.7		0.9		1.8		0.0		1.8		0.9		1.8		0.0

				男性50代		110		4.5		0.0		0.0		1.8		0.0		0.9		3.6		0.0		1.8		0.9		4.5		1.8		19.1		15.5		4.5		0.0		0.9		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		4.5		0.9		0.0		2.7		2.7		3.6		0.9		0.0		0.0		0.0		1.8		0.9		1.8		0.9		0.9		2.7		0.9		2.7		1.8		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9

				男性60代		110		5.5		0.9		0.9		3.6		0.0		0.9		1.8		1.8		1.8		0.0		8.2		6.4		13.6		8.2		3.6		0.9		0.9		0.0		1.8		1.8		2.7		0.9		10.0		1.8		0.0		1.8		5.5		7.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		0.0

				女性20代		111		2.7		0.0		0.9		0.9		0.0		0.0		1.8		1.8		2.7		1.8		5.4		4.5		12.6		6.3		0.0		1.8		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		3.6		10.8		1.8		0.0		1.8		7.2		5.4		1.8		0.0		0.9		0.9		0.9		3.6		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		1.8		0.9		1.8		1.8		0.9		0.0		0.0		2.7

				女性30代		110		3.6		0.9		0.0		2.7		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9		0.0		5.5		8.2		10.9		10.9		1.8		0.0		1.8		0.0		0.9		2.7		0.9		0.9		9.1		0.0		0.0		1.8		10.9		4.5		1.8		0.0		0.0		1.8		1.8		4.5		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9

				女性40代		110		6.4		1.8		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		0.9		4.5		5.5		7.3		7.3		0.9		0.9		1.8		0.0		0.9		0.9		4.5		2.7		11.8		0.9		0.0		2.7		9.1		3.6		0.9		0.9		0.0		0.9		0.0		0.9		1.8		0.0		0.0		2.7		0.0		4.5		0.9		0.0		0.9		0.0		0.9		0.9		0.9

				女性50代		110		5.5		0.0		0.0		1.8		0.9		0.0		0.9		3.6		0.0		0.9		3.6		4.5		16.4		12.7		1.8		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		0.0		2.7		1.8		0.0		0.0		3.6		10.9		7.3		0.0		1.8		0.0		0.9		0.9		1.8		0.9		0.0		0.9		2.7		0.9		2.7		0.0		1.8		0.0		0.9		0.0		0.9		0.9

				女性60代		110		10.0		0.9		0.0		3.6		0.0		0.0		0.9		0.9		0.9		1.8		1.8		6.4		16.4		7.3		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9		1.8		2.7		1.8		5.5		0.9		0.0		2.7		10.0		6.4		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		1.8		1.8		0.0		0.9		0.0		0.9		4.5		0.0		0.0		1.8		1.8		0.0		0.0		0.0

		居住地		一都三県		373		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16.1		16.4		39.4		28.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				一都三県以外		728		7.6		0.8		1.4		3.3		0.3		0.7		1.9		2.5		2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		1.0		1.4		0.7		1.2		2.7		2.3		3.0		10.9		1.6		0.7		3.7		12.4		7.8		1.6		0.4		0.5		0.8		1.6		3.0		1.2		0.7		1.0		1.6		0.8		4.0		1.0		1.8		1.1		1.2		0.4		1.9		1.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		4.8		0.6		0.6		2.5		0.0		0.4		1.3		1.7		0.8		1.5		7.4		5.9		13.7		8.8		2.1		0.6		1.1		0.4		0.4		1.9		1.7		1.7		6.3		1.7		0.6		4.0		6.7		5.5		0.8		0.2		0.6		0.2		1.3		1.9		0.4		0.0		1.1		1.1		0.8		2.3		0.8		0.8		1.1		0.8		0.4		0.4		0.2

				電子書籍で読むことが多い		114		7.0		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		0.9		0.9		0.0		0.0		5.3		2.6		14.9		10.5		0.0		2.6		0.9		0.0		0.0		0.9		1.8		1.8		7.9		0.9		0.0		3.5		11.4		5.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		0.9		0.0		0.9		0.9		0.9		3.5		0.0		1.8		1.8		0.0		0.0		1.8		1.8

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		5.5		1.6		0.8		0.8		1.6		0.8		0.0		1.6		2.4		0.0		1.6		8.7		11.0		12.6		1.6		0.0		2.4		0.8		0.8		1.6		0.8		3.1		10.2		0.0		0.8		0.0		9.4		3.1		1.6		0.8		0.8		2.4		1.6		1.6		0.8		0.8		0.0		0.8		0.0		2.4		0.0		0.8		0.0		0.8		0.0		0.8		0.8

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		4.4		0.3		1.0		2.6		0.0		0.5		1.8		1.8		2.1		2.1		4.4		4.9		13.3		9.1		1.0		0.3		0.3		0.5		1.6		2.1		1.6		2.1		7.0		0.8		0.3		1.0		8.6		5.5		1.6		0.3		0.0		0.5		1.0		1.6		1.3		1.0		0.3		1.3		0.3		2.9		0.8		1.6		0.3		1.0		0.3		2.3		0.8

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		4.8		0.8		0.8		1.6		0.0		0.8		0.8		3.2		2.4		0.8		7.3		8.9		18.5		10.5		0.8		0.8		1.6		0.8		0.0		1.6		0.0		2.4		4.0		0.0		0.8		2.4		5.6		5.6		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		0.8		0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		1.6		0.0		0.8		2.4		0.8		0.0		1.6		0.8

				読む量が減った		105		6.7		0.0		1.0		2.9		0.0		0.0		1.9		1.0		0.0		1.0		3.8		3.8		12.4		5.7		1.9		0.0		1.0		0.0		0.0		1.0		3.8		3.8		14.3		0.0		0.0		2.9		7.6		7.6		1.9		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		1.9		0.0		1.0		1.0		1.9		5.7		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0

				読む量は変わらない		488		5.1		0.8		0.8		1.8		0.4		0.4		0.8		1.2		0.8		1.0		6.1		5.5		12.3		10.5		1.8		1.0		1.2		0.4		0.6		1.8		1.4		1.4		6.6		1.8		0.6		3.5		8.6		4.3		0.8		0.4		0.6		0.6		1.6		2.9		0.4		0.2		0.8		1.0		0.6		2.0		0.8		1.0		0.8		0.8		0.4		0.6		0.4

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		4.6		0.0		0.8		2.3		0.0		0.0		0.8		2.3		1.5		0.8		5.3		2.3		14.5		15.3		1.5		0.8		1.5		0.0		0.0		0.8		1.5		3.1		5.3		0.0		0.8		1.5		7.6		5.3		0.8		0.0		0.0		0.8		0.0		2.3		1.5		0.0		1.5		1.5		0.0		5.3		0.8		0.8		1.5		0.8		0.0		1.5		0.8

				読む量が減った		43		11.6		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.3		0.0		0.0		4.7		2.3		11.6		11.6		2.3		2.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		9.3		2.3		0.0		4.7		7.0		7.0		2.3		0.0		0.0		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3

				読む量は変わらない		543		5.0		0.7		0.9		2.0		0.4		0.6		0.9		1.3		0.9		1.1		6.3		7.0		13.3		8.3		1.7		0.7		1.1		0.6		0.6		2.0		1.7		1.7		7.6		1.5		0.6		3.5		8.1		4.8		0.7		0.4		0.7		0.4		1.5		2.4		0.4		0.2		0.7		0.9		0.7		1.8		0.6		1.1		0.9		0.7		0.4		0.6		0.4

		Q1　あなたは結婚していらっしゃいますか。（SA）

						該当数		未婚		既婚（離別・死別含む）

		全　体				1101		41.0		59.0

		性別		男性		550		44.0		56.0

				女性		551		37.9		62.1

		年代別		20代		221		82.8		17.2

				30代		220		51.4		48.6

				40代		220		34.1		65.9

				50代		220		24.1		75.9

				60代		220		12.3		87.7

		性年代別		男性20代		110		86.4		13.6

				男性30代		110		53.6		46.4

				男性40代		110		40.9		59.1

				男性50代		110		30.0		70.0

				男性60代		110		9.1		90.9

				女性20代		111		79.3		20.7

				女性30代		110		49.1		50.9

				女性40代		110		27.3		72.7

				女性50代		110		18.2		81.8

				女性60代		110		15.5		84.5

		居住地		一都三県		373		45.0		55.0

				一都三県以外		728		38.9		61.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		35.5		64.5

				電子書籍で読むことが多い		114		45.6		54.4

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		53.5		46.5

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		42.2		57.8

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		44.4		55.6

				読む量が減った		105		40.0		60.0

				読む量は変わらない		488		39.3		60.7

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		47.3		52.7

				読む量が減った		43		41.9		58.1

				読む量は変わらない		543		38.5		61.5

		Q2　あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。（SA）

						該当数		同居している子どもがいる		同居はしていないが、子どもがいる		子どもはいない

		全　体				1101		31.1		14.6		54.3

		性別		男性		550		30.4		13.6		56.0

				女性		551		31.8		15.6		52.6

		年代別		20代		221		9.5		0.5		90.0

				30代		220		30.9		3.6		65.5

				40代		220		42.7		5.0		52.3

				50代		220		38.2		19.1		42.7

				60代		220		34.1		45.0		20.9

		性年代別		男性20代		110		5.5		0.9		93.6

				男性30代		110		27.3		6.4		66.4

				男性40代		110		38.2		2.7		59.1

				男性50代		110		37.3		18.2		44.5

				男性60代		110		43.6		40.0		16.4

				女性20代		111		13.5		0.0		86.5

				女性30代		110		34.5		0.9		64.5

				女性40代		110		47.3		7.3		45.5

				女性50代		110		39.1		20.0		40.9

				女性60代		110		24.5		50.0		25.5

		居住地		一都三県		373		28.4		11.3		60.3

				一都三県以外		728		32.4		16.3		51.2

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		33.6		18.1		48.3

				電子書籍で読むことが多い		114		31.6		7.0		61.4

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		29.9		7.9		62.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		28.1		14.8		57.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		32.3		12.9		54.8

				読む量が減った		105		29.5		16.2		54.3

				読む量は変わらない		488		33.4		14.5		52.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		32.8		6.9		60.3

				読む量が減った		43		30.2		14.0		55.8

				読む量は変わらない		543		32.8		16.4		50.8

		Q3　あなたの職業をお知らせください。（SA）

						該当数		会社勤務（一般社員）		会社勤務（管理職）		会社経営（経営者・役員）		公務員・教職員･非営利団体職員		派遣社員・契約社員		自営業（商工サービス）		SOHO		農林漁業		専門職（弁護士・税理士等・医療関連）		パート・アルバイト		専業主婦・主夫		学生		無職		その他(具体的に入力してください)

		全　体				1101		27.4		5.3		1.5		5.2		6.2		3.7		0.9		0.1		2.7		13.6		14.4		3.9		12.9		2.3

		性別		男性		550		37.1		8.9		2.7		8.7		5.5		5.8		0.9		0.2		1.8		7.3		0.0		4.4		14.0		2.7

				女性		551		17.8		1.6		0.2		1.6		6.9		1.6		0.9		0.0		3.6		20.0		28.7		3.4		11.8		1.8

		年代別		20代		221		32.1		0.5		0.9		3.6		6.3		0.5		0.0		0.0		2.7		10.0		6.3		19.0		16.3		1.8

				30代		220		40.5		3.6		0.0		5.5		3.2		1.8		0.5		0.0		3.6		15.0		11.4		0.5		12.7		1.8

				40代		220		26.8		9.1		0.5		6.8		5.9		4.5		1.8		0.0		3.2		16.4		12.7		0.0		9.1		3.2

				50代		220		27.7		9.1		1.8		3.2		5.5		6.8		1.4		0.0		2.7		15.5		15.9		0.0		9.1		1.4

				60代		220		10.0		4.1		4.1		6.8		10.0		5.0		0.9		0.5		1.4		11.4		25.5		0.0		17.3		3.2

		性年代別		男性20代		110		37.3		0.9		1.8		4.5		1.8		0.9		0.0		0.0		0.9		11.8		0.0		21.8		15.5		2.7

				男性30代		110		56.4		4.5		0.0		9.1		0.9		2.7		0.0		0.0		1.8		9.1		0.0		0.0		13.6		1.8

				男性40代		110		40.9		14.5		0.9		11.8		4.5		9.1		3.6		0.0		1.8		0.9		0.0		0.0		9.1		2.7

				男性50代		110		39.1		17.3		3.6		6.4		3.6		9.1		0.0		0.0		3.6		7.3		0.0		0.0		8.2		1.8

				男性60代		110		11.8		7.3		7.3		11.8		16.4		7.3		0.9		0.9		0.9		7.3		0.0		0.0		23.6		4.5

				女性20代		111		27.0		0.0		0.0		2.7		10.8		0.0		0.0		0.0		4.5		8.1		12.6		16.2		17.1		0.9

				女性30代		110		24.5		2.7		0.0		1.8		5.5		0.9		0.9		0.0		5.5		20.9		22.7		0.9		11.8		1.8

				女性40代		110		12.7		3.6		0.0		1.8		7.3		0.0		0.0		0.0		4.5		31.8		25.5		0.0		9.1		3.6

				女性50代		110		16.4		0.9		0.0		0.0		7.3		4.5		2.7		0.0		1.8		23.6		31.8		0.0		10.0		0.9

				女性60代		110		8.2		0.9		0.9		1.8		3.6		2.7		0.9		0.0		1.8		15.5		50.9		0.0		10.9		1.8

		居住地		一都三県		373		29.0		7.0		1.1		4.0		6.2		4.6		1.9		0.0		1.9		9.9		13.7		3.8		14.5		2.7

				一都三県以外		728		26.6		4.4		1.6		5.8		6.2		3.3		0.4		0.1		3.2		15.5		14.7		4.0		12.1		2.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		27.9		6.7		2.5		6.9		6.3		4.4		1.3		0.2		2.1		12.8		13.9		3.4		9.5		2.1

				電子書籍で読むことが多い		114		43.9		6.1		0.9		3.5		6.1		0.0		1.8		0.0		3.5		14.9		10.5		4.4		3.5		0.9

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		26.0		7.1		2.4		6.3		3.9		4.7		0.8		0.0		4.7		11.8		9.4		6.3		15.0		1.6

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		22.4		2.6		0.0		3.1		6.8		3.6		0.3		0.0		2.6		14.8		17.7		3.6		19.3		3.1

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		28.2		8.1		4.8		4.8		4.0		5.6		1.6		0.0		0.8		8.9		15.3		6.5		8.9		2.4

				読む量が減った		105		31.4		8.6		1.9		2.9		5.7		2.9		0.0		0.0		3.8		11.4		12.4		4.8		9.5		4.8

				読む量は変わらない		488		30.3		5.9		1.6		7.4		6.4		3.5		1.4		0.2		3.1		14.3		11.9		3.3		9.6		1.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		35.1		8.4		2.3		6.9		4.6		3.1		0.8		0.0		3.8		12.2		7.6		5.3		8.4		1.5

				読む量が減った		43		34.9		7.0		4.7		2.3		2.3		4.7		0.0		0.0		0.0		9.3		11.6		4.7		11.6		7.0

				読む量は変わらない		543		28.5		6.3		2.0		6.4		6.4		3.9		1.5		0.2		2.8		13.4		13.8		3.7		9.6		1.5

		Q4　この1週間のあなたの気分をお天気で例えると、どのようなお天気ですか。（SA）

						該当数		晴れ		晴れときどき曇り		曇り		曇りときどき雨		雨

		全　体				1101		15.2		45.0		24.0		9.1		6.7

		性別		男性		550		15.6		41.8		25.6		7.6		9.3

				女性		551		14.7		48.3		22.3		10.5		4.2

		年代別		20代		221		14.5		38.0		27.6		9.0		10.9

				30代		220		15.5		40.9		23.6		10.9		9.1

				40代		220		12.7		44.5		25.9		10.9		5.9

				50代		220		10.9		49.1		26.8		7.3		5.9

				60代		220		22.3		52.7		15.9		7.3		1.8

		性年代別		男性20代		110		15.5		34.5		25.5		8.2		16.4

				男性30代		110		14.5		41.8		24.5		9.1		10.0

				男性40代		110		12.7		40.0		30.0		8.2		9.1

				男性50代		110		14.5		44.5		26.4		5.5		9.1

				男性60代		110		20.9		48.2		21.8		7.3		1.8

				女性20代		111		13.5		41.4		29.7		9.9		5.4

				女性30代		110		16.4		40.0		22.7		12.7		8.2

				女性40代		110		12.7		49.1		21.8		13.6		2.7

				女性50代		110		7.3		53.6		27.3		9.1		2.7

				女性60代		110		23.6		57.3		10.0		7.3		1.8

		居住地		一都三県		373		15.5		46.6		22.5		9.1		6.2

				一都三県以外		728		15.0		44.2		24.7		9.1		7.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		15.5		48.9		24.2		6.7		4.6

				電子書籍で読むことが多い		114		18.4		43.0		27.2		9.6		1.8

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		7.1		48.8		23.6		10.2		10.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		16.4		39.6		22.9		11.5		9.6

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		19.4		51.6		20.2		6.5		2.4

				読む量が減った		105		10.5		43.8		29.5		11.4		4.8

				読む量は変わらない		488		14.1		48.0		24.6		7.4		5.9

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		15.3		42.7		26.0		10.7		5.3

				読む量が減った		43		11.6		53.5		16.3		16.3		2.3

				読む量は変わらない		543		14.5		48.8		24.9		6.4		5.3

		Q6　あなたは、普段どの媒体で読書をすることが多いですか。（SA）

						該当数		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

		全　体				1101		43.2		10.4		11.5		34.9								年代GT ネンダイ

		性別		男性		550		47.8		10.7		10.7		30.7

				女性		551		38.7		10.0		12.3		39.0

		年代別		20代		221		30.3		14.9		15.4		39.4

				30代		220		36.4		15.9		14.5		33.2

				40代		220		42.7		10.0		12.3		35.0

				50代		220		53.6		7.3		8.2		30.9

				60代		220		53.2		3.6		7.3		35.9

		性年代別		男性20代		110		39.1		12.7		14.5		33.6

				男性30代		110		32.7		17.3		11.8		38.2

				男性40代		110		47.3		14.5		12.7		25.5

				男性50代		110		59.1		6.4		7.3		27.3

				男性60代		110		60.9		2.7		7.3		29.1

				女性20代		111		21.6		17.1		16.2		45.0

				女性30代		110		40.0		14.5		17.3		28.2

				女性40代		110		38.2		5.5		11.8		44.5

				女性50代		110		48.2		8.2		9.1		34.5

				女性60代		110		45.5		4.5		7.3		42.7

		居住地		一都三県		373		45.6		10.2		11.5		32.7

				一都三県以外		728		42.0		10.4		11.5		36.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		100.0		0.0		0.0		0.0

				電子書籍で読むことが多い		114		0.0		100.0		0.0		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		0.0		0.0		100.0		0.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		384		0.0		0.0		0.0		100.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		78.2		3.2		18.5		0.0

				読む量が減った		105		41.9		34.3		23.8		0.0

				読む量は変わらない		488		68.6		15.2		16.2		0.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		25.2		32.8		42.0		0.0

				読む量が減った		43		48.8		25.6		25.6		0.0

				読む量は変わらない		543		77.7		11.0		11.2		0.0

		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		17.3		14.6		68.1

		性別		男性		381		17.6		14.4		68.0

				女性		336		17.0		14.9		68.2

		年代別		20代		134		24.6		15.7		59.7										20代読書量増えた？ ダイ ドクショ リョウ フ

				30代		147		14.3		15.6		70.1

				40代		143		18.2		11.9		69.9

				50代		152		17.8		14.5		67.8

				60代		141		12.1		15.6		72.3

		性年代別		男性20代		73		32.9		11.0		56.2

				男性30代		68		13.2		17.6		69.1

				男性40代		82		15.9		7.3		76.8

				男性50代		80		17.5		17.5		65.0

				男性60代		78		9.0		19.2		71.8

				女性20代		61		14.8		21.3		63.9

				女性30代		79		15.2		13.9		70.9

				女性40代		61		21.3		18.0		60.7

				女性50代		72		18.1		11.1		70.8

				女性60代		63		15.9		11.1		73.0

		居住地		一都三県		251		22.3		10.8		66.9

				一都三県以外		466		14.6		16.7		68.7

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		20.4		9.2		70.4

				電子書籍で読むことが多い		114		3.5		31.6		64.9

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		18.1		19.7		62.2

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		100.0		0.0		0.0

				読む量が減った		105		0.0		100.0		0.0

				読む量は変わらない		488		0.0		0.0		100.0

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		28.2		30.5		41.2

				読む量が減った		43		14.0		58.1		27.9

				読む量は変わらない		543		14.9		7.4		77.7

		Q7_2　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／電子書籍（SA）

						該当数		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

		全　体				717		18.3		6.0		75.7

		性別		男性		381		18.1		6.6		75.3

				女性		336		18.5		5.4		76.2

		年代別		20代		134		28.4		6.7		64.9										20代読書量増えた？ ダイ ドクショ リョウ フ

				30代		147		22.4		6.1		71.4

				40代		143		17.5		7.7		74.8

				50代		152		13.2		4.6		82.2

				60代		141		10.6		5.0		84.4

		性年代別		男性20代		73		26.0		6.8		67.1

				男性30代		68		26.5		8.8		64.7

				男性40代		82		14.6		7.3		78.0

				男性50代		80		11.3		6.3		82.5

				男性60代		78		14.1		3.8		82.1

				女性20代		61		31.1		6.6		62.3

				女性30代		79		19.0		3.8		77.2

				女性40代		61		21.3		8.2		70.5

				女性50代		72		15.3		2.8		81.9

				女性60代		63		6.3		6.3		87.3

		居住地		一都三県		251		19.5		5.2		75.3

				一都三県以外		466		17.6		6.4		76.0

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		6.9		4.4		88.7

				電子書籍で読むことが多い		114		37.7		9.6		52.6

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		43.3		8.7		48.0

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		29.8		4.8		65.3

				読む量が減った		105		38.1		23.8		38.1						紙媒体で読む人減った人のうち約4割は電子書籍増えたと回答。 カミ バイタイ ヨ ヒト ヘ ヒト ヤク ワリ デンシ ショセキ フ カイトウ

				読む量は変わらない		488		11.1		2.5		86.5

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		100.0		0.0		0.0

				読む量が減った		43		0.0		100.0		0.0

				読む量は変わらない		543		0.0		0.0		100.0

		Q8　あなたは、普段どんな場面で読書をすることが多いですか。あてはまるものをすべてお選びください。（MA）

						該当数		起床後、朝の時間帯に		通勤・通学途中の電車・バスなどの移動時間に		仕事・学校・家事の合間・休憩時間に		仕事・学校・家事が終わった後にカフェ・喫茶店など家の外で		仕事・学校・家事が終わった後に家で		お風呂の中で		就寝前、夜の時間帯に		休日にゆっくりと		時間があるときにいつでも		その他(具体的に入力してください)

		全　体				717		6.0		19.4		23.4		5.0		21.1		4.5		37.5		41.3		36.5		2.2

		性別		男性		381		7.3		24.1		24.4		5.8		20.5		3.1		32.8		42.0		32.5		2.1

				女性		336		4.5		14.0		22.3		4.2		21.7		6.0		42.9		40.5		41.1		2.4				女性就寝前多い ジョセイ シュウシン マエ オオ

		年代別		20代		134		7.5		16.4		16.4		6.7		20.9		5.2		39.6		45.5		26.1		0.0

				30代		147		5.4		18.4		26.5		7.5		25.2		8.8		36.7		42.2		40.1		2.0

				40代		143		7.7		22.4		22.4		4.9		21.7		2.8		36.4		44.8		37.1		0.0

				50代		152		3.9		22.4		28.9		3.3		19.1		4.6		38.8		44.7		36.8		2.6

				60代		141		5.7		17.0		22.0		2.8		18.4		0.7		36.2		29.1		41.8		6.4

		性年代別		男性20代		73		6.8		17.8		13.7		6.8		21.9		4.1		32.9		43.8		24.7		0.0

				男性30代		68		7.4		26.5		30.9		10.3		25.0		7.4		29.4		47.1		39.7		1.5

				男性40代		82		9.8		29.3		23.2		4.9		19.5		2.4		31.7		42.7		29.3		0.0

				男性50代		80		3.8		25.0		27.5		2.5		15.0		2.5		31.3		41.3		35.0		2.5

				男性60代		78		9.0		21.8		26.9		5.1		21.8		0.0		38.5		35.9		34.6		6.4

				女性20代		61		8.2		14.8		19.7		6.6		19.7		6.6		47.5		47.5		27.9		0.0

				女性30代		79		3.8		11.4		22.8		5.1		25.3		10.1		43.0		38.0		40.5		2.5

				女性40代		61		4.9		13.1		21.3		4.9		24.6		3.3		42.6		47.5		47.5		0.0

				女性50代		72		4.2		19.4		30.6		4.2		23.6		6.9		47.2		48.6		38.9		2.8

				女性60代		63		1.6		11.1		15.9		0.0		14.3		1.6		33.3		20.6		50.8		6.3

		居住地		一都三県		251		7.2		26.7		20.7		7.6		20.3		4.8		35.9		38.6		37.5		2.4

				一都三県以外		466		5.4		15.5		24.9		3.6		21.5		4.3		38.4		42.7		36.1		2.1

		読書媒体		紙媒体で読むことが多い		476		4.6		19.7		22.1		4.4		18.3		2.3		32.8		41.4		36.3		2.7

				電子書籍で読むことが多い		114		7.9		21.1		15.8		6.1		15.8		7.0		43.0		36.8		27.2		0.0

				紙媒体・電子書籍どちらも活用している		127		9.4		16.5		35.4		6.3		36.2		10.2		50.4		44.9		45.7		2.4

				媒体問わず、読書はほとんどしない		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		読書量変化（紙媒体）		読む量が増えた		124		11.3		26.6		34.7		11.3		35.5		6.5		38.7		50.0		41.1		2.4

				読む量が減った		105		4.8		21.9		19.0		5.7		12.4		3.8		31.4		32.4		33.3		3.8

				読む量は変わらない		488		4.9		17.0		21.5		3.3		19.3		4.1		38.5		41.0		36.1		1.8

		読書量変化（電子書籍）		読む量が増えた		131		11.5		21.4		29.0		7.6		29.0		9.9		48.9		50.4		32.1		1.5

				読む量が減った		43		11.6		25.6		20.9		11.6		16.3		4.7		18.6		30.2		41.9		0.0

				読む量は変わらない		543		4.2		18.4		22.3		3.9		19.5		3.1		36.3		40.0		37.2		2.6
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Q6年代2

				ベース		n=1,101

				タイトル		グラフ

				質問文		Q　SAグラフ(SA)

								(%)



														紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない



												n=

								全体				1,101  

								年代別		20代		221  

										30代		220  

										40代		220  

										50代		220  

										60代		220  





												n=		紙媒体で読むことが多い		電子書籍で読むことが多い		紙媒体・電子書籍どちらも活用している		媒体問わず、読書はほとんどしない

														1		1		1		1		1

								全体				1,101  		43.2		10.4		11.5		34.9				1

								年代別		20代		221  		30.3		14.9		15.4		39.4				2

										30代		220  		36.4		15.9		14.5		33.2				3

										40代		220  		42.7		10.0		12.3		35.0				4

										50代		220  		53.6		7.3		8.2		30.9				5

										60代		220  		53.2		3.6		7.3		35.9				6



														1		2		3		4



紙媒体で読むことが多い	













1	43.233424159854678	30.316742081447963	36.363636363636367	42.727272727272727	53.636363636363633	53.18181818181818	電子書籍で読むことが多い	











1	10.354223433242506	14.932126696832579	15.909090909090908	10	7.2727272727272725	3.6363636363636362	紙媒体・電子書籍どちらも活用している	











1	11.53496821071753	15.384615384615385	14.545454545454545	12.272727272727273	8.1818181818181817	7.2727272727272725	媒体問わず、読書はほとんどしない	











1	34.87738419618529	39.366515837104075	33.18181818181818	35	30.9090909090	9091	35.909090909090907	



Q7_1 (2)

				ベース		n=717

				タイトル		「紙媒体の本」のコロナ

				質問文		Q7_1　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／紙媒体の本(SA)

								(%)



														読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない



												n=

								全体				717  

								年代別		20代		134  

										30代		147  

										40代		143  

										50代		152  

										60代		141  





												n=		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

														1		1		1		1

								全体				717  		17.3		14.6		68.1				1

								年代別		20代		134  		24.6		15.7		59.7				2

										30代		147  		14.3		15.6		70.1				3

										40代		143  		18.2		11.9		69.9				4

										50代		152  		17.8		14.5		67.8				5

										60代		141  		12.1		15.6		72.3				6



														1		2		3



読む量が増えた	











1	17.294281729428175	24.626865671641792	14.285714285714286	18.181818181818183	17.763157894736842	12.056737588652481	読む量が減った	











1	14.644351464435147	15.671641791044776	15.646258503401361	11.888111888111888	14.473684210526315	15.602836879432624	読む量は変わらない	











1	68.061366806136675	59.701492537313435	70.068027210884352	69.930069930069934	67.763157894736835	72.340425531914889	



Q7_2

				ベース		n=717

				タイトル		「電子書籍」のコロナ

				質問文		Q7_2　あなたは、コロナ禍の影響で読書をする量に変化はありましたか。／電子書籍(SA)

								(%)



														読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない



												n=

								全体				717  

								年代別		20代		134  

										30代		147  

										40代		143  

										50代		152  

										60代		141  





												n=		読む量が増えた		読む量が減った		読む量は変わらない

														1		1		1		1

								全体				717  		18.3		6.0		75.7				1

								年代別		20代		134  		28.4		6.7		64.9				2

										30代		147  		22.4		6.1		71.4				3

										40代		143  		17.5		7.7		74.8				4

										50代		152  		13.2		4.6		82.2				5

										60代		141  		10.6		5.0		84.4				6



														1		2		3



読む量が増えた	











1	18.270571827057182	28.35820895522388	22.448979591836736	17.482517482517483	13.157894736842104	10.638297872340425	読む量が減った	











1	5.9972105997210603	6.7164179104477615	6.1224489795918364	7.6923076923076925	4.6052631578947372	4.9645390070921982	読む量は変わらない	











1	75.73221757322176	64.925373134328353	71.428571428571431	74.825174825174827	82.236842105263165	84.39716312056737	



Q8

				ベース

				タイトル		該当のあること

				質問文		Q8　あなたは、普段どんな場面で読書をすることが多いですか。あてはまるものをすべてお選びください。(MA)







												n=		休日にゆっくりと		就寝前、夜の時間帯に		時間があるときにいつでも		仕事・学校・家事の合間・休憩時間に		仕事・学校・家事が終わった後に家で		通勤・通学途中の電車・バスなどの移動時間に		起床後、朝の時間帯に		仕事・学校・家事が終わった後にカフェ・喫茶店など家の外で		お風呂の中で		その他(具体的に入力してください)



								全体				717  		41.3		37.5		36.5		23.4		21.1		19.4		6.0		5.0		4.5		2.2				1

																																		※全体の値を基準に降順並び替え

														8		7		9		3		5		2		1		4		6		10



41.283124128312416	37.517433751743376	36.541143654114364	23.430962343096233	21.059972105997211	19.386331938633194	5.9972105997210603	5.02092050209205	4.4630404463040447	2.2315202231520224	
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n=30以上で


項目内で1位


項目内で2位


項目内で3位


項目内で4位


項目内で5位
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