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日本青少年研究所調査報告書一覧表 

（1977年～2013年） 

                                    

刊行年月 報告書名 概     要 

昭和 52年 2月 学歴社会調査 

企業の人事担当者が調査対象。学歴に対する意識、

採用試験の際に重視すること、高卒や大学卒業者へ

の評価など。 

昭和 52年 7月 ホームスティ留学調査 

留学生と受入れ家庭（ヨーロッパ、アメリカ）の双

方を調査対象とする。好まれる日本人留学生、トラ

ブルの原因、旅行留学、語学を上達する要因など。 

昭和 53年 3月 日米小学生調査 

対象は小学生とその母親。家庭内のルール、しつけ、

好きな母親像、変えたい自分。子供の長所、子供に

変えてほしい点、家族の行動等。 

昭和 54年 1月 日米高校生比較調査 
友人関係、親子関係、学校生活、進路意識、職業選

択、生活態度と価値観。 

昭和 54年 3月 
大学卒業生の追跡調査報告書－大

卒勤労者の職業意識 

大学卒業後 7 年前後の男子を対象。大学と職場、仕

事に対する意識、職場の人間関係、職場意識、職業

的志向、仕事と家庭生活など。 

昭和 54年 10月 国際児童調査 

日本、米国、イギリス、イラン、フィリピン、シン

ガポールの 6か国比較。小学校 3～6年生を対象。家

族関係、友人関係、生活環境、公衆道徳、社会観、

つきたい職業、生活満足度など。 

昭和 55年 4月 
大学卒業生の追跡調査 

―日・米・独 国際比較 

大学生活、大学時代の労働経験、現在の職業生活、

職場の昇進条件と人間関係、職業意識、家庭生活と

職業など。 

昭和 56年 12月 

高校生将来調査 

―日米比較による高校生活と将来

の職業生活に関する調査（第一回） 

学校に対する評価、授業以外の高校生活、将来計画、

職業観と進学観、家庭生活、進路、価値観と人生観

など。 

昭和 58年 11月 
人間と仕事－勤労者の意識と価値

観調査 

働く目的、仕事満足感、勤労意欲、企業に対する忠

誠心、労働条件、現状認識と希望、日本とアメリカ

の労働意識の比較など。 

昭和 59年 4月 
学校教育とその効果 

―第２回高校生将来調査― 

上記「高校生将来調査」の追跡調査。 

高校卒業者の進路と現在、生活意識、進学パターン

の規定要因、高校教育と職業生活への適応、職業志

向、人生観など。 

昭和 59年 6月 第 2回日米小学生調査 
学校生活、家庭生活、いじめ、規範意識、仕事の価

値観、満足度など。 

昭和 60年 2月 日米中学生・母親調査 
学校や家庭生活の実態、親子関係、いじめ、非行問

題、人生観など。 

昭和 60年 12月 日米中学校教師調査 

親の子どもに対する教育期待、教師の教育活動、生

徒の問題行動の実態、非行原因のとらえ方、学習指

導についての意識・態度、学校事故についての態度

など。 

昭和 61年 3月 幼児期の日米親子関係調査 

子供の生活実態、母子・父子関係、親の育児意識、

子育て・家事に関する夫婦関係、育児期の社会的交

流など。 
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昭和 61年 9月 
中国の中学生・母親・教師調査－ 

中国・日本・米国比較研究 

中学生調査、母親調査、中学校の教師調査の３つか

ら成る。 

学校生活の実態、家庭生活と生活時間、いじめ・非

行問題、人生観、職業・学歴希望、親子関係、教師・

学校観など。 

昭和 61年 11月 日米高校生友人関係調査 

親友の数、親友との過ごし方や行動、友達の大切な

性質、異性の友人の有無、恋人との関係、親の対応

など。 

昭和 61年 12月 
現代青少年とマスコミ―変化する

価値観と若者文化 

15～23 歳の青少年を対象に、アンケートとインタビ

ュー調査を実施。マスメディアへの接触状況や参加

欲求、好きなタレントや番組など。 

昭和 62年 3月 

第 3回高校生将来調査 

―高卒 4 年目青年の進路と職業意

識 

第 1回と第 2回の追跡調査。 

職業志向、大学生の就職機会、高卒 4 年目の職場と

職業生活、人生観など。 

昭和 62年 3月 
新しい労働観の研究 

（日中比較） 

労働条件と仕事環境、勤務先と管理職に対する意識、

社会関係などについての意識、余暇と労働、人間関

係など。 

昭和 62年 7月 日米「新しい高校生像」 
高校生の関心事、友人関係、新しい社会観、挫折感、

人生観など。 

昭和 63年 3月 
婦人の就労と家族調査 

（日中比較） 

職業・仕事に関する実態、家事分担、家事の負担感、

余暇活動、生活満足度、問題解決策など。 

昭和 63年 8月 
高校生のヒーロー観調査 

（日米中比較） 

尊敬する人物像、ヒーローのタイプ、首相・大統領

の認知度と尊敬する歴史上の人物など。 

平成元年 3月 

中学生の基本パネル調査 

―登校拒否― 

（日米中 3ヶ国比較） 

人生目標、クラスの人気者、規範意識、自己評価、

友人関係、理想の教師像、学校観、登校拒否の要因

など。 

平成元年 3月 高校中退の日米比較調査 
学校不適応、得意・不得意科目、生活環境、生徒が

評価した高校中退者の実態。 

平成元年 8月 中国における価値観の研究 
国家社会、家族、結婚、友人関係、生活様式、人生

観、職業観、金銭観など。 

平成元年 9月 
国旗・国歌に対する意識と態度調査

―日米高校生 
国旗・国歌に対する態度や意識など。 

平成 2年 3月 
高校生の将来像調査 

（日米比較） 

人生設計、希望すること、結婚などの予想年齢、国

の将来について。 

平成 2年 3月 
中学生の生活調査―未来予測（日・

米・中） 

国家目標、自己評価、将来の夢や希望、人生設計、

クラスの人気者、友人関係、理想の親像、学校生活

など。 

平成 3年 3月 
中学生の生活意識―生活信条（日・

米・韓３ヶ国比較） 

人生目標、自己概念、友人関係と家庭生活、学校生

活に対する態度、悩み、規範意識、将来就きたい仕

事など。 

平成 3年 5月 日・ソ青少年価値観調査 
日本人・ロシア人のイメージ、日露関係、相手国へ

の認知度、「北方領土」についての考えなど。 

平成 3年 3月 日米高校生読書調査 
読書の種類と読書時間、読書の好き嫌いとその理由、

読書とライフサイクル、好きな作家や本など。 

平成 4年 2月 
高校生友人・恋人調査 

（日米比較） 

親友の数、親友との過ごし方や話題、友達の大切な

性質、恋人について。 

平成 4年 7月 
徳性に関する調査 

（日米高校生比較） 

自己の徳性評価、価値観に影響を与えた人、価値観

の影響を受けた機会、友人の徳性、父母との関係、

悩み事・心配事、人間関係など。 



 3 

平成 5年 3月 高校教育日米比較調査 

対象者：日本の高校に在籍している在米経験のある

帰国生とアメリカの高校に在籍している日本人高校

生 

内容：教育方法と学習効果などについての日米教育

の総合評価、学校生活など。 

平成 5年 3月 
中学生の生活調査 

（日米比較） 

国家目標、人生目標、自己概念、友人関係、クラス

の人気者、理想の親像・教師像、希望の職業、規範

意識など。 

平成 6年 4月 
高校生のライフスタイル調査（日・

米・台湾比較） 

価値観、生活態度、将来展望、自分の性格、流行へ

の態度など。 

平成 7年 2月 
高校生と家族に関する調査（日米比

較） 

学校生活、親友とのコミュニケーション、家族・結

婚・社会的行動・規範意識。 

平成 7年 4月 
高校生の金銭感覚調査 

（日・米比較） 

貯蓄や消費の学習、アルバイト、小遣いと買い物、

金銭観など。 

平成 7年 6月 
中学・高校生のボランティア意識調

査 

ボランティアについてのイメージ、ボランティア活

動の評価、自己像とボランティアなど。 

平成 8年 4月 
スポーツと健康に関する調査（日・

米・中高校生比較） 

スポーツへの参加や関心、スポーツの影響、好きな

スポーツと選手、スポーツ活動、スポーツのイメー

ジ、健康意識など。 

平成 8年 6月 
日・米・中高校生の親孝行に関する

調査 

両親との絆、親の面倒をみる、理想的な親子の住ま

い、親と祖父母の関係、親孝行など。 

平成 8年 12月 
働くことと社会貢献に関する調査

（日中比較） 

仕事をめぐる意識、余暇生活と仕事、同僚との競争

意識、会社観、同業他社に対する感情など。 

平成 9年 3月 
ポケベル等通信媒体調査（日・米・

中高校生比較） 

通信機器の利用、友人関係、クラスの人気者、規範

意識、通信媒体に対する意見。 

平成 10年 3月 
中学生・高校生の生活と意識 

（日・中・韓比較） 

親子関係、成功の要因、ライフスタイルと価値観、

勉強時間、校内暴力など。 

平成 10年 3月 
消費などに関する調査 

（日・米・中高校生比較） 

ブランド品と消費感覚、消費行動、流行の情報源、

流行意識など。 

平成 11年 4月 

中学生・高校生の 21 世紀の夢に関す

る調査 

（日・米・中・韓比較） 

21 世紀の社会と生活、将来就きたい職業、将来の目

標、偉くなることに対する考え方、自己評価、情報

社会の生活意識。 

平成 11年 7月 
大学生の職業に関する調査（日・中比

較） 

将来就きたい仕事、仕事の選択基準、職業意識、や

る気、成功の要因など。 

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・中比較） 

放課後の活動や勉強、家事の手伝い、お小遣い、ア

ルバイト、充実の学校生活。 

平成 13年 1月 
子どものしつけに関する調査（日・中

比較） 

親と子どものコミュニケーション、子どもの日常生

活としつけ、子どもの勉強について、子どもの教育

に関する考え方。 

平成 13年 7月 
新千年の生活と意識 

（日・米・韓・仏比較） 

学校生活、将来の職業、人生目標、文化参加、外国

語と国際交流、権利の保障、価値観、21 世紀の予測

など。 

平成 14年 5月 
高校生の未来意識に関する調査（日・

米・中比較） 

学校生活への適応、授業観、学校の教科・指導につ

いての意見、生き方、現状認識、夢と希望、進学観、

職業観、人生目標など。 
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平成 14年 10月 
中学生の生活と意識に関する調査

（日・米・中比較） 

将来展望、自己評価、友人関係、学校生活、生活に

おいて重要なこと、規範意識、理想の親像。 

平成 15年 8月 
働くことの意識調査 

（日・中比較） 

就職面接の回数と転勤意識、会社を選ぶ理由、働く

目的・態度、成功の要因とやる気など。 

平成 16年 2月 
高校生の生活と意識に関する調査

（日・米・中・韓比較） 

学校生活、男子生徒と女子生徒、男と女のイメージ、

性別願望、友人関係、愛の告白、生活意識、規範意

識など。 

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、日常行動、自己評価と生活態度、結婚と家族、

国に対する意識など。 

平成 18年 3月 
高校生の友人関係と生活意識（日・

米・中・韓比較） 

関心事、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。 

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、あいさつとマナー、

なりたい人間像、親のしつけ、放課後や休日の行動など。 

平成 19年 4月 
高校生の意欲に関する調査 

（日・米・中・韓の比較） 

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。 

平成 20年 4月 
高校生の消費に関する調査 

（日・米・中・韓の比較） 

小遣い、消費をめぐる友人関係と親子関係、消費意識、

消費行動など。 

平成 21年 3月 
中学生・高校生の生活と意識 

（日・米・中・韓の比較） 

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。 

平成 22年 4月 
高校生の勉強に関する調査 

（日・米・中・韓の比較） 

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。 

平成 23年 3月 
高校生の心と体の健康に関する調査

（日・米・中・韓の比較） 

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、他者との関係など。 

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

ての行為や意識など。 

平成 24年 4月 
高校生の生活意識と留学に関する調

査（日・米・中・韓の比較） 

関心事、自己認識、自国への意識、将来の目標、日米中

韓 4ヵ国のイメージ、外国への関心、留学意識など 

平成 25年 3月 
高校生の進路と職業意識に関する調

査（日・米・中・韓の比較） 

進路希望、進路についての相談相手、進路についての親

子関係、学校の進路指導、キャリア教育について、職業

希望、働く目的、偉くなることについての考え、生活意

識など。 

 


