
2021/5/

日本財団18歳意識調査  「第３７回 - 憲法前文 -」 自由回答集

No 性別 （前問　Ｑ４　前文の文章は分かりやすかったですか、それとも難解でしたか。）

Q5　「分かりにくかった」「分からない点がある」のは、どんなところですか。

5 男性 言葉がいちいち難しかった

6 男性 小難しく書かれているところ

12 男性 特に難しい言い回しの所や難しい漢字があった

16 男性 ぜんぶ

18 男性 全般的に

20 男性 難しい

23 男性 内容が複雑であること。

30 男性 なし

38 男性 言葉遣いが堅苦しいところ

40 男性 言葉遣いや言い回しが難しい部分があった。

41 男性 ない

45 男性 いろいろ

51 男性 曖昧なところ

53 男性 全部。

54 男性 分からない

55 男性 わからない

59 男性 国政は国民の厳粛な信託

65 男性 言い回しが難しい。

66 男性 歴史的仮名遣いであったり、難しい熟語が使われていること

67 男性 昔の言い方

71 男性 長い

73 男性 なし

74 男性 言い回しが少し難しい

82 男性 歴史的仮名遣いがあるところ

83 男性 漢字ばっかで読みづらく見にくい

84 男性 意味や内容の捉えづらさを感じるところ

85 男性 言葉づかいが堅苦しい

88 男性 文章が固すぎるところ

89 男性 覚えていない

91 男性 堅苦しい

93 男性 言葉遣い

94 男性 ない

99 男性 そもそも読む気になれない

102 男性 文語的表現

108 男性 読みにくい

111 男性 現代の若者が見たら理解し難い点が多々あった

118 男性 難しい

119 男性 難しい言葉が多かった

121 男性 言葉遣いが固い点。

122 男性 硬い書き方で読みにくかった

125 男性 ほとんど全部

130 男性 まわりくどい言い回しのため

131 男性 何がしたいのわかりずらかった。

134 男性 難しい文面が多いと思った。

141 男性 文章が分かりにくい

143 男性 文章がわかりにくい

148 男性 単語の意味が広義であること

154 男性 国民全員が目指すべき崇高な理想が抽象的なところ

158 男性 文

160 男性 言葉

162 男性 詔勅とかキーワードがむずかしい

170 男性 全部

171 男性 最後の部分

182 男性 長い

186 男性 難しい

191 男性 特になし

196 男性 やむを得ないとはいえ堅苦しく読みにくいところ

200 男性 言い回しが古いから

208 男性 文が長い

211 男性 難解な熟語

212 男性 「人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」

213 男性 わからない

216 男性 言い回しが難しく全体的に何が言いたいのかよくわからなかった

220 男性 短い分

223 男性 抽象的すぎる

228 男性 全体的に

249 男性 複雑

251 男性 全体的に文が長い

253 男性 色々なところ

259 男性 概ね意味合いは理解できたが、具体性がないためにどのようなときに適用され、何を掲げているのかが分かりづらい。

260 男性 言葉が難しい

265 男性 ない

266 男性 普段あまり使わない言葉があるところ。

269 男性 読み方
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277 男性 なし

282 男性 言葉が難しすぎる

286 男性 なし

288 男性 特になし

291 男性 内容が難しかった

292 男性 普段、あまり見ることのない言葉が多く、意味がわからない。

293 男性 言葉が難しい

297 男性 難しい言葉がいっぱい

299 男性 日本語が難しい

303 男性 言葉が難しい

306 男性 文が難しい

308 男性 中盤

310 男性 なし

314 男性 表現が回りくどい

315 男性 はじめのほう

326 男性 難しい意味が多かった

328 男性 難しい日本語が多い

333 男性 単純に長すぎる

337 男性 難しい漢字が多い

339 男性 難しい表現や知らない言葉があって分からなかった。

345 男性 漢字

346 男性 ない

350 男性 文が難しかった。

361 男性 何雑な語彙の使用のため

362 男性 そもそも好きじゃない

363 男性 表現の仕方に現在の用法と異なる部分があるから

366 男性 難しいことが書いてある

368 男性 言葉が難しい

370 男性 言葉遣いが少し古めというか、上流階級が使いそうな文章。

371 男性 漢字が多いところ

374 男性 内容が抽象的

375 男性 馴染みがない

378 男性 使われている言葉が難解。込められている内容が多すぎて、読んでいるうちに前の内容を忘れる。

384 男性 文章が難しい

385 男性 いくつかの単語が分かりづらい

390 男性 かなり難解な単語や小文字が大文字になっていたりするところ

394 男性 全体的に抽象的で誰が誰に当たるのかが分かりにくい

400 男性 堅苦しい言葉で書いてあり、理解に苦しむ。

402 男性 言葉の意味が理解出来ないこと

406 男性 全体的に

408 男性 全体的に何が言いたいのかよく分からなかった

409 男性 少し難しい言葉の表現があった

413 男性 言葉の意味がよくわからなかった。

416 男性 難しいことが書いてある

417 男性 文が長くて読みにくい

419 男性 言い回しや、漢語的な表現。

420 男性 言葉遣いが難しい

422 男性 難しい漢字が使われてた

424 男性 真ん中

433 男性 全体的に

437 男性 なし

438 男性 回りくどい書き方をされている

440 男性 難しい言葉が続いているところ

443 男性 全て

445 男性 表現がやや古風であること、格式高いこと。分かりにくいというよりかはやや読みにくいと言ったほうがよい。

448 男性 長い

449 男性 文字が多すぎてよくわからない

450 男性 言葉の言い回しが回りくどい点

453 男性 きっちりとした文体で書かなくてはいけないのは仕方のないことだが、そのせいで少しわかりにくくなっていると思われる。

455 男性 特になし

457 男性 日本語が少し変な部分がある

461 男性 必要のない文章が多くまとまりがないように感じた

466 男性 独特な日本語が分かりずらかった。

468 男性 読みづらい

469 男性 読みたいと思わない

472 男性 ほとんど

474 男性 今、あまり使われていないような熟語を用いているところ。

475 男性 言葉の意味が少しわかりずらいところがある

481 男性 難しい

483 男性 全体的に言葉が難しい

487 男性 言葉が難しい

488 男性 言い回し

491 男性 長ったらしい

492 男性 わからない
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493 男性 勅令など

495 男性 堅苦しい文面なので取っ付きにくいとおもったので。

496 男性 文章が現代の日本人が使用する口語体ではないので、難しかった。また、カタカナや漢字が入り混じっていたのもその要因の一つです

498 男性 文章

500 男性 言葉が堅苦しい

505 男性 読みにくい

508 男性 文字が多くて読む気がしない

509 男性 特にない

512 男性 わからない

513 男性 言い回しが慣れないところです。

514 男性 言葉が難しい

517 男性 基本的に憲法はわからない

521 男性 回りくどい言い分がある

525 男性 難しい言葉を使っている

526 男性 文法的に理解しにくい箇所が多々あった

530 男性 文が細すぎるところ

535 男性 なし

538 男性 少ない

542 男性 言葉の定義

543 男性 特にない

549 男性 言葉

552 男性 ながい

554 男性 わからないところが分からない

555 男性 現代では使わないような丁寧言葉がある

558 男性 なんとなく

562 男性 意味がわからない

563 男性 全て

571 男性 小難しいことが書いてあること

574 男性 最初の方

575 男性 言い回しが難しい

576 男性 読むのが苦手

579 男性 言い回し

580 男性 わからない

582 男性 難しい

587 男性 文章が文語体に近い

592 男性 言葉が堅苦しく普段使用しない言葉が使われているところ。

593 男性 とても見にくかった

594 男性 よくわからない

599 男性 前文の内容は性善説に基づくものであり矛盾した点もある

602 男性 読みにくい

609 男性 普段聞かない言葉

612 男性 日常ではあまり聞かない日本語が多く、意味を推測して文を読まなければならなかったところ。

615 男性 表現の仕方がとても難しかった。

618 男性 全部

620 男性 なし

623 男性 文全体

626 男性 全て

630 男性 全体的に文章が硬い

631 男性 長い

634 男性 難しい

635 男性 抽象的な単語が多い

636 男性 内容

637 男性 条文の言い回し

638 男性 なし

644 男性 言葉が難しい

646 男性 全体的に使われている言葉が難しいから。

647 男性 前置きが長く、重要なところを1番前においてほしい

649 男性 難しい漢字の文

652 男性 憲法のこと

654 男性 わかりにくかったと言うことしか覚えていないくらいわからなかった。

666 男性 文章的に

670 男性 単語が難しい

672 男性 よくわからない

676 男性 言葉がかたい

677 男性 文を短くするために難しい熟語を使っていた

679 男性 難しい言葉で書かれていた

682 男性 ない

685 男性 文章が長い。詳細に書いているため長くなるのはわかるが、全体的に文言が難しいので内容が頭に入りづらい。

686 男性 日常的に使われない漢字や熟語が使われている

687 男性 なし

688 男性 読みにくい

690 男性 言い回し

692 男性 言葉が難しい

694 男性 全部
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698 男性 全体的

701 男性 どんな憲法かいまいち理解することが出来なかった

702 男性 言葉の使い方や言いまわしがパッと見てわからないところがいくつかあったから

705 男性 文章表現

706 男性 全体的な言い回し

709 男性 全体的に

711 男性 部分的には分かるが、結局全体通して何を言いたいかが分からない

712 男性 難しい言葉

718 男性 内容

719 男性 言い回し

721 男性 難しい単語

722 男性 なし

725 男性 難しい漢字などがあった所

726 男性 前文

729 男性 言葉遣いや言い回しが難しい部分がある。

730 男性 文がかたいところ

741 男性 ことばがむずかしい

744 男性 なし

745 男性 言葉が難しい

746 男性 真ん中あたり

750 男性 難しい

752 男性 読みづらい

753 男性 ぜんぶ

754 男性 全部

756 男性 文章後半が少しわかりずらかった

758 男性 文章が堅苦しい

760 男性 前半部分

761 男性 分からない

763 男性 日本国憲法の内容はなんとなくわかりましたですが、難しい言葉、単語がありわかりにくい部分がありました。

765 男性 言葉遣い

769 男性 全体的に抽象的な内容で具体的にはわからなかった。

770 男性 文を正確に書かなければいけないが、遠回りな表現があり、読みづらい

774 男性 文章がだーってあって読む気失せる

776 男性 言葉遣いが難解

778 男性 古めかしい言葉遣い

780 男性 さいこうほうきとは

781 男性 文字が多い

782 男性 長い

784 男性 言葉が難しい

785 男性 文章全体の構成や表現

788 男性 ぜんぶ

790 男性 人に伝えるには要点がまとめられていない

791 男性 文章の内容が想像しにくいところ

793 男性 言葉が古い

794 男性 高校生の語彙力ではわからない単語や言い回しが多かった。

795 男性 わかりにくい

796 男性 わからない単語や経験が少ないから

798 男性 言葉の意味

799 男性 日本語の文章として回りくどい言い方や外国の文章を直訳したような文章である印象を感じ、自分がどう解釈すればよいか戸惑うことがあったから。

802 男性 文章の表記が難しい

807 男性 文章が長いため理解しにくい

808 男性 言葉使いが難しい

810 男性 難しい言葉が使われているところ

811 男性 日本語が難しい

812 男性 遠回しというか、直ぐに分からない点が多い

818 男性 抽象的な話が多い

819 男性 全体的に

820 男性 言葉が固い

821 男性 難しい語彙を使って書いてあるところ。

822 男性 どこがというよりは文体が難しい

824 男性 言葉遣いが難しい

825 男性 ほとんど

826 男性 読みづらい

827 男性 言葉が難しくて堅苦しいからわかりにくいし覚えにくい

828 男性 難しい言葉が使われているところ。

829 男性 表現が堅苦しい部分

830 男性 難しい言い回しをしているところ

837 男性 文が古い

838 男性 内容

839 男性 言い回しの意味が難しい

840 男性 全体的に

844 男性 使わない言葉が多い

846 男性 所々の用語がわからない
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847 男性 言葉が難しい

850 男性 言葉が難しい。

855 男性 言葉が難しい

857 男性 文体が古い

860 男性 言葉が難しい

861 男性 言葉遣い

862 男性 文章が固いところ

866 男性 難しい言葉

868 男性 読みにくい

869 男性 「福利」の意味

870 男性 選んでいる言葉が難しくて理解できない

872 男性 言葉が固く中学生では理解するのが難しい

873 男性 文の形式

875 男性 文字が多い点

877 男性 文章

878 男性 全て

881 男性 文字数

882 男性 ない

885 男性 なし

888 男性 文章が堅苦しくとっつきにくい。

891 男性 見にくいし読まなくちゃ

895 男性 内容

896 男性 単語

900 男性 最後の部分

902 男性 わかりにくい

904 男性 言葉が古い

906 男性 現代の言葉じゃ使わない、昔の言葉がたくさん使われている点。

907 男性 熟語が難しい点

909 男性 表現が堅苦しいところ

911 男性 言葉や言い回しが難しい

912 男性 漢字の読み方

913 男性 言い回しが古い

914 男性 自由とか

916 男性 最後

917 男性 難しい言葉がある点

918 男性 全体的によく分からない

919 男性 難しい言葉がいくつも出ていた

920 男性 難しい

921 男性 意味がわからないものが多かった

923 男性 読点が多く、意味が読み取りづらい

925 男性 難しい

926 男性 ほぼ全部

927 男性 文中に含まれる言葉（漢字）の意味がわかりにくい。

928 男性 難しい言葉を使っている

929 男性 言葉に実感がない

930 男性 難しい言葉が出てくる

931 男性 促音を使っていなくて、難しい単語を使っているからです。

932 男性 長文だから

933 男性 言い回しが法律を勉強している人にしかなれない表現なため

934 男性 長過ぎ

936 男性 ない

937 男性 普段使わない現代とは違う感じだったから。

938 男性 特にない

939 男性 文章

940 男性 具体的に国民にどのような生活態度を取って欲しいのかが分かりにくい。全体的に文章を短くした方が良いと思う。

941 男性 わからない

942 男性 難しい

943 男性 全て

945 男性 なし

946 男性 難しく書くところ

947 男性 なし

948 男性 難しい言い回し

950 男性 全体に回りくどい

951 男性 表現の仕方が難しかった

952 男性 表現　漢字

953 男性 言葉、表現

955 男性 政治道徳の法則とはなにか。

956 男性 全体的に文章が長くて結局何が言いたいか

957 男性 難しい言い回し

958 男性 難読漢字が出ていた。

961 男性 抽象的すぎること

963 男性 文章全体

964 男性 表現が硬い

966 男性 制定の目的が分からない。
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967 男性 細々としているところ

968 男性 まだ内容をあまり理解してなかった

969 男性 いろいろ

970 男性 言葉が難しい

971 男性 よくわからなかった

972 男性 全部

973 男性 崇高なる

974 男性 特に無し

975 男性 分かりにくい

977 男性 文章がかたい

978 男性 全部

979 男性 内容が難しい

980 男性 文語体であるところ

982 男性 現代的な文章とは言い難い

983 男性 全部です

984 男性 教科書に載っているものを読んだが、語句説明書きなしでは学生には理解するのに難しい熟語があった

985 男性 言葉が難しいところ

986 男性 現在では余り一般的には使わない単語や言い回しがある点。

988 男性 単語がわからない

989 男性 文字がいっぱい

991 男性 全体的に

992 男性 そもそも内容が理解できない

993 男性 特に無し。

994 男性 難しい

995 男性 漢字や回りくどい説明が多い気がした

996 男性 言葉が堅苦しい

997 男性 視覚的に見にくい

998 男性 難しいことばを使っているところ

999 男性 分からない単語がある

1001 男性 表現が所々難しい

1008 男性 最後の部分がわからなかった

1011 男性 言葉が難しい

1 女性 読みにくい

2 女性 難しい

3 女性 言葉が難しかった

4 女性 分からない

7 女性 ほとんど

8 女性 文が長いので読んでいてめんどくさかった

10 女性 文が長いとこ。

11 女性 言葉

13 女性 不明確まわりくどい

15 女性 全体的に

19 女性 理解が追いつかない。時間をかけて読む分には理解できる。

22 女性 書き方がシンプルじゃないので、理解し難い。遠回しな表し方が多い、簡潔に書いてない、難しい言葉が多い

26 女性 難しい言葉や聞き慣れてない言葉があった。

29 女性 長すぎるしわからない言葉がある。

31 女性 わからない言葉があった

33 女性 文章が長い

34 女性 全て難しい

36 女性 なし

43 女性 特になし

44 女性 堅苦しい

46 女性 わからない

47 女性 難しい

48 女性 全体的に言葉遣いが難しい点

49 女性 普段使いの話し方でない

50 女性 文章が簡潔ではない

52 女性 文章ひとつひとつの持つ意味

56 女性 話自体が難しい

57 女性 難しい文章でいまいちわかりにくい

58 女性 ゐなどの昔の平仮名、「国際社会で～占めたい」のところ

60 女性 文章の言い回し

63 女性 わからない

69 女性 ながい

70 女性 言葉が難しい

75 女性 普段使わない言葉の意味を使うから

76 女性 文が多すぎるのと言葉が難しくて理解できない

77 女性 難しい

78 女性 文書が長く固いため、読みにくく感じる点があった

79 女性 難しい

80 女性 難しい言葉がたくさんあるところ

81 女性 文章が長すぎてよく分からなかった

86 女性 言葉が難しい

87 女性 漢字が難しい



2021/5/

日本財団18歳意識調査  「第３７回 - 憲法前文 -」 自由回答集

No 性別 （前問　Ｑ４　前文の文章は分かりやすかったですか、それとも難解でしたか。）

Q5　「分かりにくかった」「分からない点がある」のは、どんなところですか。

95 女性 漢字が多いし、聞いたことない言葉が多い。

96 女性 分からない

97 女性 意味を知らない言葉が使われていたところ。

98 女性 難しい言葉があった

100 女性 分からない

101 女性 難しい。言い方が遠回し

104 女性 なし

105 女性 言葉が難しくかかれており、理解できない

106 女性 憲法について考えたことが無かったから。

107 女性 言葉が難しい

109 女性 分かりにくかった

113 女性 言葉が難しい

116 女性 文章が長すぎて結局何を伝えたいのかが分からない

117 女性 言葉が難しい

120 女性 用語が少し難しい

123 女性 言葉や言い回しが難しい

124 女性 昔の言葉が多い

127 女性 文字が多い

128 女性 文章が難しい

129 女性 少し長いので理解が難しい

132 女性 難しい

133 女性 ｢選挙｣について、｢平和｣について

135 女性 長い文章

136 女性 日本語がむずかしい

138 女性 回りくどい言葉ばかりなところ

140 女性 難しい言葉が多すぎる。

144 女性 ながい

145 女性 文章が長くて分かりにくい

149 女性 言葉がかたい

150 女性 文章が長い。

151 女性 全体的にダラダラ書かれてあったので読みにくかった

152 女性 特になし

153 女性 わからないというより覚えにくい

155 女性 難しい言葉

156 女性 わからない

157 女性 全体的に内容

159 女性 全て

161 女性 全部

165 女性 特になし

166 女性 全部

169 女性 用語

172 女性 文章が端的でない

173 女性 全体的に難しい内容だと思った

174 女性 日本語が難しい

175 女性 言葉使いが難しかった

176 女性 言葉が難しい

177 女性 全体的に話が大きかった。

178 女性 難しい

180 女性 難しい単語が使われていたり、文章が長いところです。

181 女性 日本語が古い

183 女性 むずかしい

185 女性 難しい

188 女性 全部

190 女性 言葉が難しい

192 女性 難しい

193 女性 言葉が難しい

194 女性 言葉が難しい

199 女性 全体的に

202 女性 とくに

203 女性 古文的な文体と難解な熟語を多用している点。

204 女性 言葉

205 女性 全体的に

206 女性 全体的に

207 女性 文字が多くて飛ばしかけたところがあり

209 女性 言葉が少し難しかった

210 女性 わからない

214 女性 長文すぎてわかりにくい

215 女性 分からない

219 女性 特にない

221 女性 よく理解できない内容があった

222 女性 文章がよくわからない

224 女性 言葉が難しい

226 女性 難しい言葉ばかりで分かりずらかった

227 女性 とくになし
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230 女性 言葉の表現方法

231 女性 文章全体が小難しく書かれているので難しいです。

232 女性 言葉と漢字が難しい

233 女性 読みづらい日本語

234 女性 読めない字があったからそれがまず分からなかったです

235 女性 今ではあまり使わない言葉があったりしたから

236 女性 全部

237 女性 いろいろ

238 女性 全体的に堅苦しい言葉があったこと

239 女性 全て

240 女性 全体的に抽象的

242 女性 言葉が難しい

243 女性 語句が聞きなれないものだった。

244 女性 使われている言葉が難しい

245 女性 言葉が難しい

247 女性 文章が長すぎる。

248 女性 聞いたことの無い言葉が出てくるところ

254 女性 難しい言葉が使われているから

255 女性 滅多に日常で使わないような難しい単語が多いところ

256 女性 言葉が難しい

257 女性 全体的に難しい

261 女性 言葉遣いが堅苦しい

262 女性 漢字

263 女性 全体的に何となくは分かるが、細かい意味は分かりにくかった。

264 女性 言葉が難しいところがある

267 女性 全部

268 女性 わからない

270 女性 むずかしい

271 女性 内容が難し

272 女性 ほとんど

274 女性 難しい言葉が多い

275 女性 いちいち文章がわかりづらい

276 女性 全て

278 女性 後半

279 女性 言葉が難し

281 女性 かたい言葉が使われているとこと

283 女性 言い回しが古臭い上に一文が長い

284 女性 恵沢の意味

287 女性 ぜんぶ

290 女性 すべて

294 女性 表現が難しい

295 女性 文が多い

296 女性 遠回しな言い方で理解しにくい。

298 女性 曖昧である

300 女性 言葉野使い方が難しい

301 女性 難しい言葉が多い。

304 女性 難しい言葉が多い

305 女性 言葉

307 女性 全体的に。文章が長すぎて全然頭に入らない。

309 女性 とくに

311 女性 文章がややこしい

312 女性 難しい語句や言い回しが使われているところ。

313 女性 文章が難しいところ

316 女性 難しい言葉がたくさん出てきていたところ

319 女性 難しい

320 女性 遠回しに書いてある

321 女性 単語や言葉が少し難しい

322 女性 文章が難しい

324 女性 言葉が昔っぽいところがあるところ。

325 女性 覚えてない

327 女性 言葉がむずかしかった

329 女性 言葉が難しい

330 女性 全体的に

331 女性
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。最初読んだ時、分からなかった。読んだ人しだいで解釈は変わるのかなと悩ん
だ。

332 女性 具体的にはわからないです

334 女性 言い回しが難しかった

336 女性 文字が小さい

338 女性 分の内容

340 女性 全体的に堅苦しい

341 女性 全て

343 女性 難しい言葉をたくさん使っているところ

344 女性 難しい

347 女性 難しい日本語
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348 女性 言葉が難しい

349 女性 文章が長すぎるところ

351 女性 ぜんぶ

352 女性 色々

353 女性 難しい言葉を使用していて、長文だから

355 女性 難しい言葉が多い

356 女性 語彙が難しい

357 女性 漢字が難しい。

359 女性 難しい

360 女性 抽象的な表現が多い

364 女性 全体的に単語が分かりにくいです

365 女性 難しい単語を並べられていて難しかった

367 女性 長い文章で難しい言葉で書いてあって読みにくい

369 女性 全体的に複雑な表現

372 女性 単語がむずかしかった。

376 女性 文章が長すぎる

377 女性 全体的に

379 女性 難しい

380 女性 堅苦しくて読みにくい

382 女性 文字が多すぎて何の話をしているのか分からなくなっていった。

383 女性 頭に入って来ない

386 女性 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する

387 女性 難しい

388 女性 言葉遣いが難しいところ

389 女性 理解力不足

391 女性 「諸国民の協和による成果」や政治道徳という表現がよくわからなかった。

392 女性 全体的に

393 女性 わからない

395 女性 文章が硬いので頭に入りにくい

396 女性 もう少しまとめて欲しい

397 女性 憲法自体苦手だから

398 女性 言葉が堅苦しくて、何が言いたいのかよく分からなかった

399 女性 わからない

401 女性 分かりにくかった

404 女性 言葉の意味

405 女性 普段使わない日本語が多かった点

407 女性 全体的にわかりにくい

411 女性 意味がわからない言葉がたくさんあったから

415 女性 なし

421 女性 文章では言い難い

425 女性 全て

426 女性 遠回しに言いすぎている

427 女性 わからない

429 女性 言葉自体が難しい

430 女性 全部言葉の意味が難しい

431 女性 全体的に言葉が難しく書かれている。教師から意味を教えてもらっているので内容は把握しているが、１回読んだだけでは理解できない。

434 女性 なし

436 女性 難しい言葉

439 女性 漢字や言葉が難しい。

441 女性 言葉の認識が難しい。

442 女性 分からないところがわからない

444 女性 わからない

446 女性 全体的に分からない

447 女性 言葉が難しい

452 女性 難しい言葉が多い。

454 女性 小学生には文章が難しかったです。

456 女性 難しい単語がいくつか含まれているところ。

458 女性 難しい言葉があって、分かりにくかった

459 女性 当時読めない漢字や意味が分からない語句があった

462 女性 ない

470 女性 自分の勉強不足かもしれないけれど、若い子にも理解ができるように難しく書かずに分かりやすく書いて欲しい

473 女性 ところどころ

476 女性 言葉が現代的でないところ

477 女性 読みにくい

480 女性 言葉が難しかった

482 女性 言葉遣いが難しいところ

484 女性 難しい意味を持つ漢字などが使われていた点。

485 女性 理解が難しい単語が多く使われている点。

486 女性 なし

489 女性 聞き馴染みがない言葉が多かった。

490 女性 言葉が難しい

494 女性 全体的に文章が難しい

497 女性 全部

501 女性 読みにくい
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502 女性 長文でよく分からなかった

503 女性 全体的に

504 女性 むずかしい

506 女性 言葉の難しさ

510 女性 長い

511 女性 文が多すぎて読む気にならない

515 女性 ない

516 女性 表現が少し難しい

518 女性 特になし

519 女性 難しい言葉が多い誰でも読みやすいようになっていない

520 女性 なし

522 女性 文が長い

527 女性 単語が少し難しかったところ

528 女性 一つ一つの言葉が難しくて理解するのが難しかったです。

531 女性 現在使わない言葉

532 女性 言葉が難しく、また堅苦しいため、理解に苦しんだ

534 女性 全部わからない意味がわからない

536 女性 言葉が難しい

537 女性 言葉

540 女性 なし

541 女性 言葉が難しい

545 女性 分からない

546 女性 全体的に難しくて理解できない

547 女性 わからない

550 女性 文字が多すぎて見にくい

553 女性 ぜんぶ

556 女性 文が長い　難しいことばばっかり

557 女性 難しい言い回し

559 女性 わかりずらいまとめ方

560 女性 全部

564 女性 どちらも明確にしにくい。

566 女性 分からない

567 女性 いろいろ

568 女性 むずかしい

569 女性 長い

570 女性 言葉が難しいところ

573 女性 言葉が難しすぎる

578 女性 文章が固かった。

581 女性 言葉遣い

584 女性 具体的にどのような事を意味しているのか

585 女性 ほとんど

589 女性 よく分からない

590 女性 全体的にとっつきにくい印象を与えられた

595 女性
言い回しが古臭い、まるで英語文を翻訳したものを読んでいるみたい。だが、作成された年を鑑みれば当然かなと言うところ。流石お役職が作成する資料だ
なと感じる。どこか具体性を持たせず曖昧に書いている所は特にそう思う。

597 女性 いろいろ

598 女性 難しい単語が出てくるところがわからなかった人類普遍の原理などもわからなかった

600 女性 難しい表現をしているところ

601 女性 全体的に難しく感じた

603 女性 言い回しが難しいです

604 女性 言葉が難しい

605 女性 難しい用語がいっぱいだった

606 女性 中学生には知らない言葉が多い。

607 女性 文字がずらっとただ並べてあるところ

610 女性 難しい言葉の意味が分からない

611 女性 沢山ありおぼえていない

613 女性 わからない

614 女性 全て

616 女性 特になし

617 女性 政治について

621 女性 全部

622 女性 なんとなく

624 女性 内容が難しい

625 女性 難しい言葉遣いをしているところがある

627 女性 言葉遣い

628 女性 ながいから

629 女性 難しい言葉の羅列

632 女性 ない

633 女性 文章が難しい

639 女性 全体

640 女性 言葉が難しい

641 女性 全体的に文章が硬くてわかりづらく感じた

642 女性 普段使わない言葉がある

643 女性 全部
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645 女性 自分の知らない言葉が含まれていた

648 女性 漢字が多いところ

650 女性 全文

653 女性 全部

656 女性 実感がわかない

658 女性 ない

659 女性 言葉が難しい

660 女性 それもわからない

661 女性 表現が難しい

662 女性 文字が多すぎる

663 女性 難しい

665 女性 全体的

668 女性 使っている言葉や言い回しが聞き慣れていなくて分かりずらかった。

669 女性 全体的にわかりづらい。

671 女性 言葉が難しい

674 女性 難しい言葉や普段聞き慣れない言葉が使われている点。

675 女性 わからない

678 女性 言葉が難しい

680 女性 文字が多すぎる

681 女性 全体的に

683 女性 意味のわからない単語が出てきたところ。

684 女性 文が長いせいで何を言ってるのかわからなくなっていた。

695 女性 全て

696 女性 全体的に私には難しい文章だった

699 女性 わからない

700 女性 難しい言い回し

704 女性 分からなかった

707 女性 覚えていない

720 女性 言葉の使い回し

723 女性 長くて難しかった

724 女性 難しそうな言葉が並んでいると理解しにくい

727 女性 「普遍」という単語が多様されているが普遍って何？

728 女性 難しい

733 女性 難しい

734 女性 分からない

735 女性 出てくる単語が難しいことがある。

736 女性 特になし

737 女性 難しい

739 女性 固くて普段使わないような不慣れな言葉を多く使っているから。

743 女性 そもそも何を言っているのかを理解できない

747 女性 難しい漢字、言葉が多く、読みづらい。そもそも文が長く、読みたく無くなる。

748 女性 簡潔にしてほしかった

749 女性 全て

751 女性 文章が長い

755 女性 全部

757 女性 文章が固くて読みづらかった

759 女性 私は国語が苦手で、理解力もなくて、漢字も読めないので難しすぎました。

762 女性 難しい言葉

764 女性 理解しにくい文の構造であるから

766 女性 長文だからまず読む気が湧きません。

768 女性 用語がところどころ難しい

772 女性 言い方が難しくて理解に時間がかかる

773 女性 言葉が難しい

775 女性 言葉が難しい

783 女性 言葉かま難しい

786 女性 言い方

787 女性 硬い言い回しが多く意味がわからない

789 女性 言葉が難しい

792 女性 語句が難解だったり、意味がわからなかったりする

797 女性 言葉が少し難しくて難解だった

800 女性 文章が細かくて内容が理解できない

801 女性 特にない

803 女性 難しい言葉

805 女性 言葉遣い

806 女性 字

809 女性 字が多過ぎる

813 女性 文章がかたいところ

815 女性 まわりくどい

816 女性 読み終わった時に結局なんと書いてあったのかよくわからない

823 女性 言葉が難しい

835 女性 難しい日本語が多い

842 女性 なし

843 女性 文章の言い回し

845 女性 難しい
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No 性別 （前問　Ｑ４　前文の文章は分かりやすかったですか、それとも難解でしたか。）

Q5　「分かりにくかった」「分からない点がある」のは、どんなところですか。

849 女性 やや難しい言い回しがある

851 女性 ものの言い回しが複雑に感じました。語彙が特殊、というより日常であまり使わない単語が使用されているので、その点少し分かりにくく感じました。

853 女性 長いので読む気力が要る。

854 女性 日本語の表現が現代的ではない部分

856 女性 覚えてない

858 女性 言葉が難しい。

863 女性 わからないところがわからない

864 女性 難しい言葉ばかりだったから

865 女性 堅い言葉が多く、読みづらかった。

871 女性 難しい言葉が多すぎて

876 女性 ひとつの文が長すぎる

879 女性 言いたい事を難しく言い過ぎているので全文読む前に読むのが嫌になる

887 女性 言葉が古い

898 女性 表現の仕方が回りくどく感じるところがある

899 女性 文章が長い

903 女性 長かった

905 女性 難しいよ

910 女性 長い

1004 女性 ところどころの単語


