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1 男性 おなじ

3 男性 こんな世の中でも負けない姿勢

6 男性 健康第一

7 男性 特にない

8 男性 みんなの日常を取り戻そう

10 男性 権力を誇示するために選手達を利用すべきではない

11 男性 日本にきてね

16 男性 いつも以上に頑張って世間を賑わせて欲しい

20 男性 改める必要はない

28 男性 わからない

29 男性 開催を中止してコロナウィルスの対策に備える

31 男性 分からない

32 男性 わからない

33 男性 安全安心で開催して日本の強さをアピールすべきだと思う。

36 男性 安全な策を考えた上でどんなトラブルが起きても柔軟に対応すること。

37 男性 元気を出せ

38 男性 わからない

40 男性 上記と同じく

43 男性 オリンピックは中止

44 男性 協力性

48 男性 わからない

53 男性 よぼうしようね

57 男性 わからない

58 男性 コロナウイルスからの復活

60 男性 開催は中止すべき

64 男性 開催自体無理

68 男性 中止する

69 男性 必ず行います

71 男性 新型コロナウイルスに気を付ける

72 男性 コロナ禍でも頑張る人がいて、世界中の人々も終息に向けて頑張らなければならないということを発信すべきだと思う

73 男性 コロナとの共存生活をオリンピックを通して世界の見本となる

75 男性 観戦にこないで

79 男性 なし

80 男性 あきらめないこと

81 男性 なし

83 男性 コロナに立ち向かおう

87 男性 オリンピックは中止！

90 男性 コロナ対策として何をしているか

92 男性 こう言う時こそスポーツの力を発揮するときである。

101 男性 特にない

104 男性 変える必要はない

105 男性 特にない

111 男性 分からない

113 男性 世界平和に関すること

114 男性 世界がひとつになって、このコロナ禍を乗り越えれるように、世界に勇気を与える

117 男性 分からない。

122 男性 元気になろう

125 男性 特にない

127 男性 特になし

130 男性 そのビジョンのまま変えずに発信すべきだと思う。

131 男性 スポーツの素晴らしさ、楽しさ、凄さ、それらを伝えることができれば良いと思う

132 男性 窮地からの日常を願う気持ち

139 男性 スポーツの力

140 男性 わからない

142 男性 特になし

146 男性 日本から元気を

147 男性 コロナの前と後でも同じように頑張っていただきたい。

150 男性 ない

153 男性 みんなで協力すること。

157 男性 ない

159 男性 特には無し

164 男性 特になし

168 男性 スポーツで勇気を与えられること

169 男性 人々の結束の力

170 男性 健康社会

171 男性 会場には行かずできるだけ大人数で集まらずテレビで観戦した方がよい。

172 男性 特にない

176 男性 皆で協力すること。

177 男性 団結

180 男性 個々人の意識の持ち方、他者との同調

184 男性 わからない
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185 男性 わからない

187 男性 パンデミック下の中だからこそ、オリンピックで活気と元気を取り戻していけたら良いと思う。

190 男性 なし

192 男性 元気になるようなメッセージ

200 男性 分からない

202 男性 日本に来るな

206 男性 人類の力

207 男性 全員が無理なくベストをつくす

208 男性 協調と平和でコロナ以前の活気を取り戻す。

209 男性 多様性と調和

210 男性 あらゆるトラブル、パンデミックを想定して今後のビジョンを見据えよう

211 男性 未来へつなぐ

215 男性 分からない

221 男性 一人ひとりの行動が事態を変える

222 男性 感染拡大防止徹底

226 男性 団結する力を発信するべき。

228 男性 こんなときだからこそ一丸となって頑張ろう

231 男性 分からない

232 男性 人類の築き上げた文明は感染症では滅びない

234 男性 特に無し

236 男性 感染拡大防止に尽力している医療従事者への感謝と支援。

244 男性 人種差別　世界平和

245 男性 分からない

248 男性 わからない

250 男性 オンラインで参加できる、新しい形のオリンピック

251 男性 パンデミックに負けない

252 男性 なし

255 男性 特になし

256 男性 全員で乗り越える高い壁、その先の景色

257 男性 個々の意識改革が必要

260 男性 コロナウイルスに勝つこと。

263 男性 感染対策優先

264 男性 無理を通そうとせずできることをやれば良いという良識を見せればよいのではないでしょうか。

271 男性 ウイルスに負けない運動を

272 男性 まだこの世界も捨てたものじゃないところを発信すべき

281 男性 ない

285 男性 困難を乗り切るというメッセージ

287 男性 なし

288 男性 特になし

289 男性 全員で乗り越える

292 男性 分からない。

293 男性 中止する。

295 男性 わからない

299 男性 世界で一丸となってコロナに勝とう

300 男性 新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証。

301 男性 わからない

306 男性 特になし

307 男性 わからない

309 男性 全員が被害者

310 男性 平和

312 男性 安全第一

314 男性 コロナは排除

316 男性 自分で守る

320 男性 世界の助け合い

322 男性 わからない

323 男性 感染対策をしっかりと行なうこと

324 男性 わからない

325 男性 コロナに気をつけよう、

327 男性 しない

329 男性 なし

332 男性 分からない

341 男性 みんなは一つ

349 男性 全員が一つに

353 男性 未来への継承をより強調して、現状に対しての警戒心を高めさせる必要があると思う。

354 男性 自己ベストよりも自己防衛

356 男性 なし

357 男性 特になし

358 男性 特にない

370 男性 がんばれ

371 男性 わからない

374 男性 不明



2020/7/21

日本財団18歳意識調査  「第２７回 - 東京オリンピック・パラリンピック -」 自由回答集

No 性別 Q11　東京オリンピック・パラリンピック競技大会のビジョンは「全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承」ですが、パンデミック下での異例の大会となる今大会では、改めて

世界に向けてどのようなメッセージを発信すべきですか。お考えをご記載ください。

376 男性 健康が一番重要

377 男性 このビジョンに続けて、自己管理

379 男性 国際スポーツが世界を変えること

382 男性 通常の非日常を

387 男性 世界を明るくする

388 男性 コロナに負けない

389 男性 人類の協力の必要性

396 男性 コロナはインフルエンザ

397 男性 協調性

398 男性 世界中の人々のつながりと思いやり

403 男性 特にない

405 男性 乗り越えよう、コロナ

406 男性 みんなでお互いの生活を守りましょう

421 男性 感染対策

422 男性 世界全体でコロナに打ち勝つこと

429 男性 分からない

434 男性 分からない

435 男性 様々なことがありましたがどのような状況でもベストを尽くせることが本当のアスリートだと思うので今日は全力を尽くしてぐさい

438 男性 わからない

439 男性 ない

440 男性 分からない

442 男性 通常のオリンピックを開催することは難しいと思われるので、選手が活躍する姿を通して、生きる喜びを共に分かち合うことだと思う。

444 男性 がんばろう！

446 男性 検査しろ

447 男性 わからない

449 男性 わからない

451 男性 協調性

455 男性 ない

459 男性 コロナに打ち勝つぞとか？

462 男性 わからない

463 男性 新型ウイルスに負けない日本の姿勢。

464 男性 スポーツには人を勇気づける力がある。

466 男性 なし

467 男性 やれるところまでやろう

469 男性 ない

470 男性 苦しい時期だからこそスポーツで盛り上げるべきだ

472 男性 特にない

473 男性 頑張りましょう

475 男性 ない

476 男性 たとえどんな時でも人類はつながり一つになれる

478 男性 日本人のルールやマナーの良さがコロナ対策に生きていることを示す。

486 男性 分からない

491 男性 オリンピック開催のためにもコロナ対策を世界の問題として考える

493 男性 みんなが協力

494 男性 世界平和をアピール

496 男性 上記のビジョンと同じ

501 男性 特になし

504 男性 分からない

505 男性 安全に行いましょう

506 男性 特になし

510 男性 中止する

512 男性 やらない

513 男性 コロナをぶっ飛ばす

514 男性 特にない

515 男性 特になし

517 男性 2020＋1のオリンピック

518 男性 中止

519 男性 コロナに負けるな。

522 男性 コロナからの復興

523 男性 コロナ禍で大きく落ち込んだ世界経済に、少しでも明るいメッセージを発信して欲しい。

524 男性 選手のためのスタッフが称賛される大会に

525 男性 やれるだけやる

530 男性 全員でコロナを乗り越えよう

532 男性 わからない

533 男性 世界平和

543 男性 とくにない

544 男性 とくになし

546 男性 スポーツの文化的な側面をより強調したメッセージ

547 男性 今こそ力を合わせて戦う時

548 男性 わからない
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551 男性 それも無理

552 男性 パンデミック下では大会を開催しないのが良い。

553 男性 コロナに負けない

554 男性
ビジョンにある通り、ベスト（自分に今できる対策）、多様性と調和（今までの生活を維持）、未来への継承（今までにない前例でも乗り越えたという証拠）を
発信する

555 男性 中止

557 男性 知らへん

558 男性 ファイト

559 男性 アスリートのアスリートのための大会を開催すべき

560 男性 特になし

561 男性 コロナ対策しよう

565 男性 大会をしても発信はできない

568 男性 今だからこそ頑張ろう

572 男性 特になし

573 男性 特になし

575 男性 特にない

579 男性 感染予防を世界で連携する

590 男性 何もしない

594 男性 協力する力

598 男性 なし

600 男性
パンデミック前に考案されたビジョンですが、考え方次第では現状にも通用すると思います。このビジョン自体の認知度を高めることがオリンピックに向けて重
要になるのではないでしょうか。

605 男性 わからない

608 男性 オリンピック開催に向けてモチベーションをたもち、ベストな状態で臨んでほしい

609 男性 離れてたって一緒

613 男性 分からない

619 男性 完璧な対策による安全な大会

620 男性 分かりません

622 男性 変わった環境、変わらぬ関係、ベストを尽くせ

623 男性 分からない

624 男性 わからない

625 男性 ウイルスとともに

638 男性 マスクの着用、検温の徹底

641 男性 人々が協力し合うことの大切さ。

648 男性 なし

652 男性 特に無い

658 男性 行うべきでない

659 男性 まずは、コロナが治まるよう自粛し、完全にゼロに近い数字になってから、考える

663 男性 なし

669 男性 わからない

674 男性 ありません

677 男性 健康あってこそのスポーツ大会だと思うので、ソーシャルディスタンスとヘルスケアを前面にだす。

678 男性 健康維持

687 男性 わからない

690 男性 わからない

691 男性 頑張って欲しい

692 男性 色々

693 男性 世界が一丸となることで大きな力を発揮できるということ

695 男性 多様性と調和の部分を強く打ち出すべき

696 男性 がんばろう

697 男性 協調性が大切だと思います。

698 男性 そのままでいいと思う

700 男性 無理無理。辞めさせて下さいお願いします。ぐらい言わないと

702 男性 必要ない

710 男性 分からない

713 男性 感染防止のため、無理して開催に参加しない。

718 男性 人間の生の対する執着

724 男性 よく分からない

727 男性 ない

729 男性 正直分からない

732 男性 同じでいいと思う。パンデミックをあくまで気にさせないように、裏では対策は徹底してみんなには大会に集中してもらうことが大切だと思う。

737 男性 この状況でオリンピックを成功させるためには、ひとりひとりが感染拡大を防ぐための行動をすることが大切。

739 男性 平和

743 男性 特にない。

747 男性 分からない

765 男性 世界中が団結するべき時

767 男性 安全

768 男性 人類はパンデミックに負けないというメッセージ

772 男性 おもてなし

774 男性 中止
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781 男性 だから中止

784 男性 一つになる

785 男性 わからない

788 男性 世界的なウイルスの危機を乗り越えることができるというメッセージ

790 男性 みんなでお金を寄付する

791 男性 みんなが団結し、協力することが重要だということ。

792 男性 新しいオリンピック

793 男性 互いの命を守り合う意識

794 男性 このような状況下ではオリンピックをするべきではなく、中止という決断も必要だ

795 男性 特にない

796 男性 わかりません

797 男性 人種や文化を問わず、世界中が協力してウイルスに勝つことができるということをアピールすべき。

798 男性 世界中で頑張っている人へのエール

799 男性 協力して沈静させること

800 男性 いま開催が遅れているのはダメなことではなく寧ろチャンスだと思って欲しい。1年調整できる。それは最高なこと。

801 男性 病気に対抗するように我々が元気になり、パンデミックに負けない世の中にしなければならない。

802 男性 世界的恐慌の中でも希望を生み出す

803 男性 東京開催即時中止の声を上げて下さい！

804 男性 コロナを世界で乗り越えよう

805 男性 世界中で協力してコロナウイルスの問題に取り組まなくてはならないということ。

806 男性 頑張れ

807 男性 体調管理を、徹底する

808 男性 世界で手を取り合おう

809 男性 中止にしましょう

810 男性 世界がコロナで不況に陥ってる中、人が協力し合えばどんな苦境も乗り越えられるというメーセージを発信すべき

811 男性 多様性と調和を考えるならコロナ対策を個人が真剣に考えるべき

812 男性 パンデミックであろうと、選手たちが一生懸命盛り上げようとしている。

813 男性 再出発地点

814 男性 特にない

815 男性
コロナウイルスにおけるパンデミックで世界中の人々が同じ目標(ウイルス終息、今後の感染症対策)に向けて一致団結し、今後のオリンピック大会で活かせる良
い経験になるよう協力すべき

816 男性 頑張って

817 男性 なし

818 男性 仮に開催されても、できるだけ来ないようにして欲しい

819 男性 人類が感染症に打ち勝つということ

820 男性 日本の技術力

821 男性 特になし

822 男性 特になし

823 男性 コロナにまけるな

824 男性 わからない

825 男性 なし

826 男性 特になし

827 男性 国際平和・国際慈善などの、世界が関わっている国際と名の付くものを全て含ませる必要があると思う。

828 男性 コロナに気をつける

829 男性 平等を目指すメッセージ

830 男性 コロナ対策のワクチンの開発を早期に行い選手が安心してスポーツを行えるよう、ソーシャルディスタンスを配慮すること

831 男性 とくになし

832 男性 ない

833 男性 こんな今だからこそ盛り上げる

834 男性 次を延期しここを逃せば次は遠い。世代も変わるかもくらいの感じ方をさせるとか

835 男性 マスクをしよう

836 男性 健康第一。健康な上でスポーツを楽しまなければ自己ベストどころではない。

837 男性 パンデミック下だからこそ多様性を持つ世界が一つのことに夢中になり、励まし合い、繋がり合うことを主張すべきである

838 男性 国同士で協力体制を築く

839 男性 感染拡大を防止することを最優先して欲しい

840 男性 わからない

841 男性 ない

842 男性 コロナウイルスの対策

843 男性 わからない

844 男性 ウイルスの統制

845 男性 スポーツが持つ力を証明すべき

846 男性 楽しければなんとでもなる、

847 男性 オンライン機能の利便性。世界各国で協力することの意味と素晴らしさ。

848 男性 わからない

849 男性 自分以外のためにも感染対策をしっかりする

850 男性 みんなでコロナをおさえよう

851 男性 分からない

852 男性 未来への希望

853 男性 楽しんでみてください。

854 男性 ウイルスに打ち勝つ
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855 男性 医療従事者、経営者など多数の人々がコロナウイルスによる影響で負担を強いられている中、全員が頑張っていることを未来に残す上で強調する。

856 男性 今は耐えて、我慢しましょう。

857 男性 頑張って

858 男性 コロナに負けるな。競技で勝て

859 男性 頑張って

860 男性 家にいろ

861 男性 特になし

862 男性 大変な時期だけど全員で乗り越えよう

863 男性 日本は感染対策は厳格に実施しているということ

864 男性 わからない

865 男性 今の時代のオリンピックは不必要であるということ。

866 男性 みんなひとつに

867 男性 スポーツの素晴らしさ

868 男性 まずは開催国としての安全性や対策をしっかり伝える

869 男性 わかりません。

871 男性 楽しむ

872 男性 コロナウイルスをぶっ壊す

873 男性 わからない

874 男性 分からない

875 男性 マスクする

876 男性 助け合い

877 男性 分からない

878 男性 自分だけではなく、周りの人のために！

879 男性 世界規模での感染症対策

880 男性 他国も協力すること

881 男性 協力

882 男性 すべき

883 男性 新たな世界

884 男性 スポーツで笑顔を

885 男性 特にない

886 男性 縮小されてもスポーツの面白さは変わらない

887 男性 特にないです

888 男性 配慮と懸念

889 男性 特に何も考えていない

890 男性 日本の新型コロナウイルスへの対策

891 男性 感染防止対策の徹底

892 男性 全人類の協力

893 男性 世界が大きな困難に直面している中で、国を越えた感動と興奮を届ける

894 男性 安全性を主張する

896 男性 早期の対策、問題を見つけ改善していくという向上心

897 男性 ない

898 男性 今こそ力を合わせて頑張ろう

902 男性 世界を応援する

903 男性 コロナ収束の初めての国際大会

904 男性 stay home

905 男性 パンデミック下であっても、創意工夫によって、たとえ小規模でも夢を語る大会

906 男性 わかんない

907 男性 がればれ

908 男性 安全と安心

909 男性 世界平和、希望のある未来

910 男性 世界と一緒に競技を楽しむことを再確認する

911 男性 安心安全

912 男性 おもてなし

913 男性 特に無し

914 男性 特になし

915 男性 外から帰った後は必ず手洗いをすること！そして熱を測ること！

916 男性 わからない

917 男性 完璧にコロナウイルスが収束したのであれば、新たな世界の始まりを見せつけるべき

918 男性 コロナに負けない

919 男性 わからない

920 男性 比較的安全だということ

921 男性 わからない

922 男性 世界一体となって新型コロナウイルスと戦う

923 男性 コロナに負けるな 全員で協力 未来への継承

924 男性 コロナウイルスによる被害を最小限に抑えた国での開催このメッセージで、安心感と技術力を売り込む

925 男性 人々の多様性の尊重

927 男性 特になし

928 男性 スポーツを通して本気でやることのかっこよさを発信する

929 男性 全員が自己ベスト、多様性と調和、感謝と尊敬、未来への継承

930 男性 三密
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931 男性 協力

932 男性 調和を大切に

933 男性 みんなで乗り切ろう！

934 男性 後悔のないプレーを

935 男性 分からない。

936 男性 特になし

937 男性 国と国同士が協力できる関係を結ぶため、他国を尊重すること。

938 男性 ない

939 男性 和

940 男性 コロナに打ち勝つ

941 男性 きちゃだめ

942 男性 いいなと思うものが多くあるのでいいなと思う

943 男性 世界各国が協力してオリンピック・パラリンピックを開催できるように尽力すること

944 男性 世界平和

945 男性 いつ大会をするのか明確に決める

946 男性 今の状況を判断する

947 男性 相手のことを思いやる

948 男性 未知のウイルスに今後対応しなければならないと言う事。

949 男性 パンデミックに打ち勝つ

950 男性 自分だけではなく全員のことを考えよう

951 男性 コロナの克服

952 男性 分からない

953 男性 人類が未知のウイルスに打ち勝つことを発信していくこと

954 男性 気をつけてください

955 男性 世界が一致団結して競技に取り組む姿勢を見せること

956 男性 わからない

957 男性 安全であること

958 男性 諦めないという意思、象徴をみせる。

959 男性 密を避けてください

960 男性 コロナ対策をしっかりしようと発信すべき

961 男性 コロナに負けず頑張ろう

963 男性 なし

964 男性 何となく

965 男性 自己ベスト、多様性と調和、自己管理

966 男性 世界の協調

967 男性 特になし

968 男性 家にいながらでも楽しめる大会に

969 男性 コロナ禍の闇に光をさす

970 男性 感染症に打ち勝ち、共存する

971 男性 がんばれ

972 男性 分からない

973 男性 出歩かない

974 男性 相互協力。

975 男性 みんなで手を取りあってコロナと戦うということ

976 男性 ウイルスに対して一致団結できるのならば、その危難が去ったあともできるはずではないか

977 男性 分からない

978 男性 誰もが幸せに、助け合う

979 男性 スポーツを通して経済を救おう

980 男性 中止すべき

981 男性 わからない

982 男性 分からない

983 男性 今、苦しいのは皆同じ。他国を征服するより自国を守らないとコロナウイルスに勝てる訳がない。その上で、オリンピックの競技、準備を楽しめばいいと思う

984 男性 感染予防！

985 男性 日本の力

986 男性 感染拡大を防ぐために一人ひとりのご協力をお願いします

987 男性 なし

988 男性 世界の団結の大切さ

989 男性 考える

990 男性 コロナになるな

991 男性 わからない

992 男性 全力を尽くそう

993 男性 特になし

994 男性 わからない

995 男性 なし

996 男性 みつをさける

997 男性 みんなで協力

998 男性 そもそもやるべきではない

999 男性 みんなで頑張ろ

1000 男性 三密回避

1001 男性 コロナにきをつけろ
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1009 男性 日本の首相は役立たずだ！

1014 男性 そのままで良き

1027 男性 安全性

1029 男性 みんなで協力

1039 男性 なし

1041 男性 ない

1044 男性 このままでよい。

1052 男性 無理してこない

1077 男性 オリンピックはパンデミック下でも開催することに意義があると感じている。

1090 男性 がんばります。

1100 男性 深刻な状況下でもキチンと開催できる

2 女性 スポーツで感動与えられる。望んでる人たちもいるし、やってほしい。ただ移動はせずにテレビで見て欲しい

4 女性 全員が善良な心で輪を繋ぐこと。

5 女性 なんでもいいからがんばれ

9 女性 頑張ろう

12 女性 全ての国が協力し、この危機を乗り越える

13 女性 わからない

14 女性 ただただ自粛、、、

15 女性 全員が安心できる大会

17 女性 安全第一

18 女性 世界が一丸となる

19 女性 命あってこそのスポーツ

21 女性 コロナで世界中の人が落ち込んでいる中でみんなで頑張っていこうというメッセージが欲しい

22 女性 特になし

24 女性 特になし

25 女性 世界を一つに

26 女性 とりあえず頑張ってコロナを乗り越えよう。

27 女性 特になし

34 女性 感染拡大を抑える

35 女性 あまり興味が無いから分からない

39 女性 命が最優先

41 女性 とにかく頑張ってください

42 女性 世界各国の人達との交流や競争を大事にしながら、健康第一に練習の成果を発揮して欲しい。

45 女性 わからない

46 女性 よく分からない

47 女性 とくにない

49 女性 みんなでのりきろう

51 女性 一致団結の精神

52 女性 感染した人を差別しない

54 女性 分からない

55 女性 バリアフリーの競技もたくさんあるからそれを見てほしい

56 女性 わからない

59 女性 特になし

61 女性 「今だからこそ」のような前向きなメッセージ

62 女性 安全第一

63 女性 命を守るための行動を

65 女性 世界で一つになること

66 女性 特にないです。

67 女性 当たり前の日常が当たり前ではないということ

70 女性 わからない

74 女性 分からない

76 女性 今こそスポーツで世界に勇気と希望を！

77 女性
ビジョンはそのままでいいと思いますが、「今こそ世界が一つになり、コロナや試合、あらゆる戦友であること」を強調するといいと思います。そうすることで
日本だけでの感染対策から世界での対策であるという認識が生まれるきっかけにもなるのでは？

78 女性 手洗いうがいマスクをしっかりする

82 女性 ワンフォーオール、オールフォアワン！

84 女性 わからない

85 女性 感染防止対策を徹底する

86 女性 わからない

88 女性 自己ベスト 和

89 女性 スポーツの楽しさ

91 女性 選手への応援

93 女性 とくに

94 女性 特にない。

95 女性 競技者だけでなく観戦者も全員協力しなければならない。

96 女性 安全性

97 女性 特になし

98 女性 わからない

99 女性 助け合いが大切

100 女性 自己ベストの更新！

102 女性 わからない
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103 女性 わからない

107 女性 自衛

108 女性 わからない

109 女性 ない

110 女性 コロナに負けない

112 女性 差別なく、調和

115 女性 わからない

116 女性 わからない

118 女性 頑張ろう

119 女性 日本が安心できる国であること、そして観光客に自覚症状がある際には来日を控えてもらうよう呼びかける

120 女性 早く終息するように

121 女性 わからない

123 女性 安全対策の必要性とイベントの影響力

124 女性 みんなで気をつけましょう

126 女性 わからない

128 女性 みんなで戦う

129 女性 スポーツで世界に笑顔を届けよう

133 女性 頑張ろう

134 女性 なし

135 女性 特になし

136 女性 世界各国が一丸となって協力すれば、苦境を乗り越えられるということ

137 女性 選手のために全員が努力する

141 女性 わからない

143 女性 わからない

145 女性 わからない

148 女性 なし

149 女性 分からない

151 女性 わかりません

152 女性 思いやり

154 女性 無理はしないで欲しい

155 女性 分からない

156 女性 分からない

158 女性 いらない

160 女性 なし

161 女性 わからない

162 女性 安心安全にスポーツを楽しむこと

163 女性 わからない

165 女性 特になし

166 女性 よくわからない

167 女性 頑張ってください

173 女性 特になし

174 女性 今の時代だからこそ盛り上がろう

175 女性 特になし

179 女性 特になし

181 女性 分からない

182 女性 安心して大会を開ける準備をする

183 女性 特になし

186 女性 明るく持ち直そう

188 女性 分からない

189 女性 勇気を与えるようなメッセージ

191 女性 頑張ろう日本

193 女性 ない

194 女性 気持ちは1つ

195 女性 そもそも開催できないからない

196 女性 なし

198 女性 なし

199 女性 特になし

201 女性 その場でのベストを尽くす

203 女性 全員が他人事だと思わず、協力して感染を防いでいくことが大切

204 女性 なし

205 女性 特にない

212 女性 わからない

213 女性 思い浮かばない

214 女性 頑張ろう！

216 女性 なし

217 女性 なし

219 女性 スポーツを通して世界を一つにする

220 女性 体調を万全にしてから大会に挑もう

223 女性 明るい未来へのきっかけ、世界の再協調

224 女性 わからない

225 女性 世界が一体となること
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227 女性 国際的な協力

229 女性 衛生環境の改善と意識の改善

230 女性 今現在侵されてる状況に負けずに頑張る

233 女性 コロナの問題にかかわっていて選手たち皆さんが苦しい思いをしている。だから、そのためにも我々が協力して国際関係を高める。

235 女性 安心と安全

237 女性 オリンピック延期ひとごみだめ！3蜜！！！

238 女性 選手を応援するように呼びかけ、コロナウイルスの収束を願うようなメッセージ。

239 女性 わからない

240 女性 わからない

241 女性 わからない

242 女性 コロナには負けない。

243 女性 わからない

246 女性 わからない

247 女性 協調性を持って足並みをそろえて頑張ろうということ

249 女性 大切な人を、当たり前の日々を守ろう日本を盛り上げろ！

253 女性 罪を憎んで人を憎まず

254 女性 なし

258 女性 復興への希望

259 女性 コロナの影響で大変だけど頑張ってほしい

261 女性 世界中の団結

262 女性 わかりません

266 女性 なし

267 女性 世界を元気に

268 女性 非常事態でも国際交流の重要性を訴える

269 女性 世界でひとつになろう、みんなで金メダルを目指そう。

270 女性 これからのためにも今は我慢が必要だと思う。

273 女性 未来を見据えること。

274 女性 全世界が感染対策とそれに対する意識を持つべきである。

275 女性 感染拡大をなるべくしない

276 女性 同じでいいと思う

277 女性 We are the one!!

278 女性 世界が一丸となって大会を楽しむ

279 女性 3蜜をさけよう

280 女性 コロナに負けない世界を創ろう

282 女性 安心安全にスポーツを行うことができること。

283 女性 テレビで見ましょ

284 女性 安全対策

286 女性 みんなで頑張ろう

290 女性 より盛り上がる大会になればいいと思う

291 女性 みんなが笑顔になれるようなメッセージ

294 女性 前を向こう

296 女性 わからない

297 女性 コロナ対策

298 女性 わからない

302 女性 とくにない

303 女性 今を乗り越えよう、私たちならできる

304 女性 コロナを1人も出さず開催

305 女性 特にない

308 女性 わからない

311 女性 今はとてもオリンピックなどを開催できる状況では無いですが、1年延期は1年間練習する時間が増えたと考えて未来のオリンピックなどに活躍して欲しい。

313 女性 コロナについての対策

315 女性 日本は早期に流行を抑え、法律などなくても自粛ということで乗り切ったこと。

317 女性 頑張ろう

318 女性 世界平和。今争っている場合ではない。世界が手を取り合わなければいけない。

319 女性 感染防止を徹底する

321 女性 わからない

326 女性 まずはコロナにならない

328 女性 体調に気をつけて

330 女性 未来への継承できるように正しい判断を考え直すべき

331 女性 がんばろう

333 女性 特になし

334 女性 なし

335 女性 世界がひとつになろう

336 女性 かつての生活はもう戻らない。今みんながやっていることをこれからの当たり前にしていこう。

337 女性 分からない

338 女性 協調という名の配慮

339 女性 分からない

340 女性 安全さを発信すべき

342 女性 健康

343 女性 がんばる
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344 女性 わからない

345 女性 収束を願うしかない

346 女性 検査などしっかりするよう

347 女性 新型コロナウイルスが流行している中で無理してでもやるべきなのかもう一度考え直して欲しい。

348 女性 ここでこそ力合わせ

350 女性 分からない

351 女性 経済が停滞しても、スポーツを通じて世界は協力できるという事

352 女性 感染を広げないように一人一人が自覚を持つ

355 女性 団結力

359 女性 日本は安全だ

360 女性 復活

361 女性 分からない

362 女性 コロナウイルスによって多くの命が失われたこの世界にスポーツの力で光を灯す

363 女性 特になし

364 女性 今をみなさんで乗り切りましょう

365 女性 コロナ禍に負けない

366 女性 相手のことを考える。

368 女性 日本は世界的に見ると衛生的な国であるということ。

372 女性 特に思いつくものは無い

375 女性 今は耐え時

378 女性 特になし

380 女性 分かりません

381 女性 世界に元気を取り戻そう。

383 女性 ウイルスに負けない

384 女性 世界が一つになることの大切さ。

385 女性 one for all

386 女性 一丸となる

390 女性 みんなで乗り越えよう

391 女性 なし

392 女性 前向きに生きようというメッセージ

393 女性 特になし

394 女性 特になし

395 女性 分からない

400 女性 ひとりひとりができることを。

401 女性 日本、頑張ってます

402 女性 自分だけじゃない

404 女性 分からない

407 女性 なによりも人間の命を大事にすべき

408 女性 思いつかない

409 女性 今までに事例のない出来事の中だが新しい事に挑戦するチャンスだと思うので、チャレンジすることをオリンピックを通して発信したらいいと思う。

410 女性 困難の突破、協力

411 女性 ないです

412 女性 東京が選ばれて凄く素敵な事だけど、コロナの中やっても大丈夫なのか心配。ただそれだけ

413 女性 新しい世界へ

414 女性 ない

415 女性 特になし

416 女性 安全第一

417 女性 周りのことを考えて行動してほしい

418 女性 特になし

419 女性 とくになし

420 女性 特にない

423 女性 諦めずに頑張りましょう

424 女性 とくになし

425 女性 競い合う仲間

426 女性 一人一人の命や未来を真剣に考え、感染対策を怠らない

427 女性 なし

428 女性 特にない

430 女性 頑張ってください

431 女性 一致団結

432 女性 安全に全力で行なう。

433 女性 徹底した新型コロナウイルス対策

436 女性 なし

437 女性 分からない

441 女性 世界で乗り切ろう。感染症には負けないという強い気持ちのスローガン

443 女性 特になし。

445 女性 わからない

448 女性 協力

450 女性 感染対策を万全に

452 女性 平和で健康であることが大切

453 女性 わかりません
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454 女性 ステイセーフ

456 女性 特になし

457 女性 分からない

458 女性 スポーツで世界を元気に

460 女性 日本の安全管理をアピールしたい

461 女性 頑張ろう

465 女性 コロナウイルスの終息を願う

468 女性 みんなでコロナを乗り切ろうというメッセージ。

471 女性 臨機応変

474 女性 家や新聞で楽しんで

477 女性 助け合い

479 女性 なし

480 女性 withコロナ時代の幕開け

481 女性 知りません

482 女性 わからない

483 女性 全員が健康

484 女性 一人一人が感染防止を徹底する

485 女性 今後もこういうときがあったときに前例になれたらいいと思う

487 女性 わからないです。

488 女性 平和、協力

489 女性 健康と平和を発信

490 女性 多様性と協調

492 女性 頑張って

495 女性 わからない

497 女性 分からない

498 女性 特になし

499 女性 特になし

500 女性 わからない

502 女性 感染対策がとれているという証拠をみせ、安全だと伝える

503 女性 わからない

507 女性 このご時世の中でも向き合うべきことの大切さを伝えて欲しい

508 女性 特に思い浮かばない

509 女性 大変な時期だからこそ皆で協力することが大切。

511 女性 みんなで頑張ろう

516 女性 全世界が協力！

520 女性 みんなで頑張ろう

521 女性 むずかしいです

526 女性 わからない

527 女性 コロナウイルスと共存する。

528 女性 分からない

529 女性 前へ

531 女性 一人一人が協力することで、成し遂げられることがある。

534 女性 諦めないで

535 女性 困難な状況下でも、世界中の人全員で乗り越えていこうというメッセージ

536 女性 よい

537 女性 いち早く日常を取り戻すためには、一人一人がもっと強く意識しなければいけない。気を緩めてしまっては、第２波があっという間にくる

538 女性 自分のことばっかり考えずにもっとマスクしろ。考えが甘すぎる。

539 女性 わからない

540 女性 STAY SAFE

541 女性 一人一人の思いやり、協力

542 女性 分からない

545 女性 コロナは他人事ではない

549 女性 マスクをすること、衛生面で気をつけること

550 女性 早く世界が良くなるようにもっともっとたくさんのことに気を使っていった方がいいと思う。

556 女性 コロナには気をつけよう

562 女性 わからない

563 女性 安全、安心

564 女性 体調万全

566 女性 笑顔 東京

567 女性
あまりこういう綺麗事は好きではないが、まあアスリートに勇気をもらう人もいると思うので「どんな状況でも自分のやるべきことに一生懸命向き合おう」みた
いなことだと思う。

569 女性 わからない

570 女性 未知のウィルスに打ち勝つ人間の叡知

571 女性 練習しにくい環境ではあるけど成果を発揮できるように頑張ってください。

574 女性 特にない

576 女性 ない

577 女性 出来れば入国するのは諦めて欲しい。

578 女性 思い浮かばない

580 女性 努力は報われるという事

581 女性 わからない
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582 女性 安心して競技できる環境

583 女性 特にない

584 女性 コロナから立ち直る

585 女性 あくまでもお祭りであり、開催は選手のため

586 女性 世界中の愛で、困難に打ち勝とう

587 女性 コロナに負けるな

588 女性 世界で協力してパンデミックを乗り越えていく

589 女性 コロナ対策をする

591 女性 一人一人の意識

592 女性 わからない

593 女性 全力を出して欲しい

595 女性 特になし

596 女性 ありません

597 女性 特にない

599 女性 わからない

601 女性 「全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承」そのままでいいと思う

602 女性 分からない

603 女性 コロナ対策をしっかり行っていること

604 女性 わからない

606 女性 みんなで乗り越えよう

607 女性 分からない

610 女性 拡大防止の対策を一人ひとりがやる

611 女性 つながる

612 女性 皆が安全

614 女性 特になし

615 女性 分からない

616 女性 ない

617 女性 ステイホーム

618 女性 安全第一

621 女性 みんなで乗り切ろう的な

626 女性 ワンチーム

627 女性 ない

628 女性 みんなでつながろう

629 女性 ふせごう

630 女性 コロナに負けないように頑張る

631 女性 わかりません

632 女性 わからない

633 女性 安全性と開催の必要性

634 女性 大会が開催できるように、一人一人がコロナウイルスの事を意識して行動していくべき。

635 女性 一人一人が対策を今以上にしていくべきだと思います

636 女性 わからない

637 女性 コロナに負けないでオリンピックを行う

639 女性 コロナがあっても安全。

640 女性 世界でオリンピックを創り上げる

642 女性 なし

643 女性 同じでよいと思う

644 女性 ない

645 女性 コロナウィルスという特殊な状況下であることから練習等が限られている競技もあると思うので、その中で見つけられる新しい競技との向き合い方の発見

646 女性 全員で乗り越える

647 女性 わからない

649 女性 特になし

650 女性 分からない

651 女性 オリンピックが開催されなかった場合、されなくてもメリットはあるということを発信する

653 女性 全員が自己ベスト

654 女性 日本の技術も負けてはない

655 女性 スポーツで世界を盛り上ることを発信する。

656 女性 感染を防ぐ

660 女性 コロナだけは移さないで

661 女性 蜜です

662 女性 がんばろう日本

664 女性 無事に始められること

665 女性 協調性をもつこと

666 女性 分からない

667 女性 こんな大変な時だからこそ、スポーツで世界を明るくしていこうというようなビジョンが必要だと思います。

668 女性 なし

670 女性 そのままでいいと思う

671 女性 感染対策を取りながら応援しよう

672 女性 安全さをアピールする

673 女性 早めの対策と行動。

675 女性 国際協力
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676 女性 コロナからの復活を祝う

679 女性 ポジティブに！

680 女性 一人一人がとる行動を気をつける

681 女性 思い浮かばない

682 女性 安心できる環境作り

683 女性 分からないけど頑張ってください

685 女性 なし

686 女性 コロナウイルスに負けない力

688 女性 みんなの声援

689 女性 分からない

694 女性 世界で一丸となって協力するというようなメッセージ

699 女性 がんばろう

701 女性 一体となってがんばる

703 女性 オリンピックよりもするべきことがある

704 女性 がんばろう

705 女性 特になし

706 女性 諦めることも必要

707 女性 わからない

708 女性 ステイホーム

709 女性 全員が一丸となって一つの目標へ

711 女性 今は協力！

712 女性
周りのことを考えてコロナ対策を徹底したり感染者を増やさないことを心がけて欲しいです。世界中を騒がせたコロナが無くなるように一人一人が気にかけてく
れたらいいなって思います

714 女性 密を防ぎつつ自己ベスト

715 女性 頑張ってください

716 女性 みんなで頑張ろう

717 女性 ない

719 女性 コロナからの回復

720 女性 特になし

721 女性 ネガティブな考えでなく、新しい形の大会として楽しむ

722 女性 思いやり

723 女性 頑張ろう

725 女性 徹底的なコロナ対策を心がけるようなメッセージを発信すべき

726 女性 どうしよう

728 女性 がんばれ！

730 女性 わからない

731 女性 特になし

733 女性 メッセージは必要ない

734 女性 なし

735 女性 安心してオリンピックを開催できることをアピールするべき

736 女性 分からない

738 女性 なし

740 女性 世界はひとつ,繋がっている

741 女性 特になし

742 女性 自己管理の徹底

744 女性 分からない

745 女性 大丈夫

746 女性 わからない

748 女性 なし

749 女性 協力

750 女性 当たり前の大切さ

751 女性 コロナに負けず、みんなで成功させる

752 女性 わからない

753 女性 怖いからもう中止するから3年後にする

755 女性 わからない

756 女性 特に無し

757 女性 なし

758 女性 がんばれ

759 女性 皆で耐える

760 女性 安全第一で行う

761 女性 気持ちを1つにする

762 女性 とくになし

763 女性 とにかくコロナに気をつける

764 女性 わからない

766 女性 コロナ脱却

769 女性 一人一人が大切なんだということを伝えた方がいいと思う。(今はそれぞれが大変な状況で、でもこれによってお互いの大切さがよくわかると思うから。）

770 女性 わからない

771 女性 分からない

773 女性 なし

775 女性 力を合わせて乗り越えよう



2020/7/21

日本財団18歳意識調査  「第２７回 - 東京オリンピック・パラリンピック -」 自由回答集

No 性別 Q11　東京オリンピック・パラリンピック競技大会のビジョンは「全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承」ですが、パンデミック下での異例の大会となる今大会では、改めて

世界に向けてどのようなメッセージを発信すべきですか。お考えをご記載ください。

776 女性 一人一人が気をつける

777 女性 三密の徹底

778 女性 少しでも勇気づけられてられるよう発信する

779 女性 力を発揮できなかった分を全力で大会で発揮してほしい

780 女性 多様性との調和、協力

782 女性 日本だけではなく他の海外諸国もとても大変な状況にある中でもできることを1人1人が責任を持ってやっていくことが大切なのではないでしょうか

783 女性 未来への教訓

786 女性 感染対策を徹底する

787 女性 とくになし

789 女性 わからない

1002 女性 わからないです。

1004 女性 コロナを防ごう。みんなで協力すれば絶対抑えられる。

1005 女性 世界一丸となり、コロナウィルスと共に戦おう。

1007 女性 「平和」

1008 女性 各国の協力が不可欠である。

1011 女性 どのような対策をし、注意をしてきたのか世界に発信していくべき。

1012 女性 頑張ってください！

1015 女性 協力と団結、思いやり

1016 女性 コロナに負けない

1023 女性 健康を第一に

1025 女性 コロナに負けるな

1053 女性 今は、目の前は大きな壁かもしれないけど、それは、いつかきっと扉に変わるから。だから、今はその時のためにモチベーションを上げてがんばって！


