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財団法人日本青少年研究所 

出版物（財団関連含む）一覧 

平成 24年 4月現在 

ニュースレター 
発行 書籍名 内容 郵送 来所 

昭和57年 ニュースレター第 5号 青少年の勤労意識 350 無料 

昭和63年 ニュースレター第 11号 日米高校生友人関係調査 在庫切  

平成2年 ニュースレター第 13号 高校中退の日米比較 350 無料 

平成6年 ニュースレター第 17号 高校教育日米比較・中学生の生活調査 350 無料 

平成9年 ニュースレター第 20号 親孝行に関する調査 350 無料 

平成10年 ニュースレター第 21号 高校生のポケベル等通信媒体に関する調査 350 無料 

平成11年 ニュースレター第 22号 日中韓中学生・高校生の 

生活と意識に関する調査 
350 無料 

平成12年 ニュースレター第 23号 日・米・中・韓21世紀の夢に関する調査 350 無料 

平成14年 ニュースレター第 25号 新千年生活と意識に関する調査 350 無料 

平成16年 ニュースレター第 27号 高校生の生活と意識に関する調査 350 無料 

 

調査報告書 

発行 書籍名 内容 郵送 来所 

昭和55年4月 大学卒業生の追跡調査 日・米・独 国際比較 1,300 1,000 

昭和59年6月 第 2回日米小学生調査 いじめ・規範意識など日米比較 1,000  800 

平成1年3月 日・米・中 中学生の 

基本パネル調査 

生活と価値観 1,100 1,000 

平成1年8月 中国における価値観の研究 老・中・若年代の断絶など 1,100 1,000 

平成2年3月 中学生の生活調査 

未来予測 

日・米・中 国際比較 1,000  800 

平成2年3月 高校生の読書調査 日・米 国際比較 好きな作家・好きな漫画

家など 

1,100  800 

平成3年5月 中学生の生活調査 日・米・韓 国際比較 

生活信条など 

1,000  800 

平成4年2月 高校生の友人・恋人調査 日・米 国際比較 

高校生の友人・恋人観 

1,100 

 

1,000 

 

平成5年4月 高校教育日米比較 日米の教育目的と方法・教師像・ 

生徒の特徴・親の態度などの意識 

調査 

 1,000  800 

平成5年4月 中学生の生活調査 日・米 国際比較 人生目標・規範意識・友

人関係・家族関係などの意識調査 

1,000  800 

平成6年8月 高校生と家族に関する調査 日・米 国際比較 多様化する家族 個別化

する家族 

1,000  800 

平成7年4月 高校生の金銭感覚調査 日・米 国際比較 

高校生の貯蓄 アルバイト観を探る 

1,000  800 
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平成7年6月 中学生・高校生の 

ボランティア意識調査 

日本の中学生・高校生ボランティア活動の意義と

評価など 

1,000 800 

平成8年4月 高校生のスポーツと 

健康に関する調査 

日・米・中 国際比較 

スポーツ活動 健康意識など 

1,000 800 

平成8月6月 親孝行に関する調査 日・米・中３ヶ国高校生比較 在庫切 
（ニュース
レター20号

有） 

 

平成8年12月 働くことと 

社会貢献に関する調査 

日・中 国際比較 新入社員から入社５年目

までの若者の価値観など 

1,100 1,000 

平成9年3月 ポケベル等通信媒体調査 日・米・中 3ヶ国比較 通信機器と友人関係、

規範意識など 

1,100 1,000 

平成10年3月 中学生・高校生の 

生活と意識に関する調査 

日・中・韓 国際比較 非行・暴力などの急

増とその原因 

1,100 1,000 

平成10年3月 消費などに関する調査 日・米・中 国際比較 

消費化時代の価値観、高校生の生活実態など

について 

1,000 800 

平成11年4月 21世紀の夢に関する調査 日・米・中・韓 国際比較 21 世紀を向か

える若者の夢と生活意識 

在庫切 

（ニュース

レター23号

有） 

 

平成11年7月 

 

大学生の職業に関する 

調査 

日・中 国際比較 

将来の仕事に対する意識 

1,000 

 

800 

 

平成12年4月 中学生・高校生の 

日常生活に関する調査 

日・米・中 国際比較 

所持品・クラブ活動・生きがいなど 

在庫切  

平成13年1月 

 

小学生・中学生・高校生の保

護者による子どものしつけ

に関する調査 

日・中 国際比較 

親子間のコミュニケーション・日常生活・し

つけ・教育など 

1,100 1000 

平成13年7月 新千年生活と意識に関する

調査 

日･米･仏・韓四ヶ国比較（中学生･高校生対

象） 

在庫切 

（ニュース

レター25号

有） 

 

平成16年2月 高校生の生活意識に関する

調査 

日・米・中・韓四カ国比較 

学校生活、男女の違い、規範意識、友だち付

き合い、生活意識など 

在庫切 

（ニュース

レター27号

有） 

 

平成17年3月 高校生の学習意識と日常生

活 

日・米・中３ヶ国比較 

勉強態度、勉強時間、日常行動、規範意識、

国意識など 
在庫切 

 

平成18年3月 高校生の友人関係と生活意

識 

日米中韓 4ヶ国比較 

関心ごと、現在の希望、なりたい生徒像、親

友との行動、親子関係、国のイメージなど 

1,100 1,000 
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平成19年3月 小学生の生活習慣に関する

調査 

東京・北京・ソウルの 3都市の比較 

起床･就寝時間、日常生活習慣、食事、なり

たい人間像、親のしつけ、礼儀作法など 

1,100 1,000 

平成19年4月 高校生の意欲に関する調査 日米中韓の 4ヶ国の比較 

若いうちにぜひやっておきたいこと、人生目

標、職業意識、偉くなることについての考え

など 

1,100 1,000 

平成20年4月 高校生の消費に関する調査 日米中韓の 4ヶ国の比較 

小遣い、消費にめぐる友人関係と親子関係、

消費意識、消費行動など 

1,100 1,000 

平成21年3月 中学生・高校生の生活と意識 健康意識、起床と睡眠時間、悩み、自己認識、

勉強時間、余暇生活、親子関係、規範意識と

行動など 

在庫切  

平成22年4月 高校生の勉強に関する調査 授業の形態、好きな教科・教師のタイプ、勉

学態度、学校生活への評価、勉強時間と方法、

勉強へのプレッシャーとストレス、成績な

ど、 

1,300 1,000 

平成23年3月 高校生の心と体の健康に関

する調査 

運動、体型とダイエット、食事と睡眠、喫煙

と飲酒の経験、情緒とストレス、自己評価、

他者との関係等 

1,100 1,000 

平成23年12月 縁起に関する意識と行動 日本人の縁起担ぎ・縁起物、年中行事や俗信

などについての行為や意識。 

1,300 1,200 

平成24年４月 高校生の生活意識と留学に

関する調査 

関心事、自己評価、いまの自分となりたい自

分、生活満足感、自国への意識、将来の目標

と希望する学歴、外国への関心、日米中韓 4

ヵ国のイメージ、留学意識など 

1,300 1,000 

 
書  籍 

昭和51年4月 日本人の人間観 欧米人との違いを探る 日経新書 

千石 保 

600 500 

昭和53年5月 比較サラリーマン論 日・米・独 企業エリートの心と

行動 

東経新書 

千石 保 

1200 1000 

昭和57年3月 日本のサラリーマン 

国際比較でみる 

日本企業を支えるサラリーマンの

意識、人間関係 

ＨＫブックス 

千石 保 

700 500 

昭和60年12月 現代若者論 いじめ・規範意識など   日米 

比較 

弘文堂 

千石 保 

1500 1300 

平成2年6月 アメリカ人のライフスタ

イル 

日本人が抱く習慣やマナーへの疑

問にアメリカ人自身 

サイマル出版会 

ロイス・デビッツ 

1600 1400 
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平成3年5月 「まじめ」の崩壊 平成日本の若者たち サイマル出版会 

千石 保 

1500 1200 

平成6年9月 マサツ回避の世代 新世代に広がる現象・病理を分析 ＰＨＰ研究所 

千石 保 

1800 1400 

平成8年4月 まじの哲学 トレンディーな若者の生き方の背

後にあるものは 

角川書店 

千石 保 

1600 1400 

平成8年9月 日本人のライフスタイル アメリカ人が見た日本人の特質 ＮＨＫブックス 

千石 保 

ロイス・デイビッツ 

1700 1500 

平成9年9月 「モラル」の復権 好きなことで輝く若者たち サイマル出版会 

千石 保 

1600 1280 

平成10年3月 日本の高校生 理念なき社会 

逃走する若者たち 

ＮＨＫブックス 

千石 保 

1100 830 

平成12年3月 普通の子が壊れていく したいことしちゃダメなの？の問いに

どう答えますか 

ＮＨＫ出版 

千石 保 

1600 

 

1400 

 

平成13年12月 新エゴイズムの若者たち 

―自己決定主義という 

価値観― 

「ガングロ」「援助交際」から若者文化

はどこへ向かうのか。 

ＰＨＰ研究所千

石 保 

900 680 

平成17年3月 日本の女子中高生 ケータイ、ミニスカの蔭に息づく少女

たちの本音に迫る 

ＮＨＫ出版 

千石 保 

1080 870 

 


