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☆若者の現状・とりまく問題

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

「全身○活」時代
就活・婚活・保活からみる社会論

大内裕和／著
竹信三恵子／著

青土社 2014.6 304/ｵ

ブラック企業
日本を食いつぶす妖怪

今野晴貴／著 文芸春秋 2012.11 335.2/ｺ

なぜ若者は保守化したのか
希望を奪い続ける日本社会の真実

山田昌弘／著 朝日新聞出版 2015.3 360.4/ﾔ

今日からワーキングプアになった
底辺労働にあえぐ３４人の素顔

増田明利／著 彩図社 2015.11 361.8/ﾏ

エヴァンゲリオン化する社会 常見陽平／著 日本経済新聞出版社 2015.10 366.9/ﾂ

高学歴女子の貧困
女子は学歴で「幸せ」になれるか？

大理奈穂子／ほか著 光文社 2014.2 367.21/ｺ

「家族」難民
生涯未婚率２５％社会の衝撃

山田昌弘／著 朝日新聞出版 2014.1 367.4/ﾔ

「婚活」症候群
山田昌弘／著
白河桃子／著

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2013.7 367.4/ﾔ

ルポ居所不明児童
消えた子どもたち

石川結貴／著 筑摩書房 2015.4 367.6/ｲ

無業社会
働くことができない若者たちの未来

工藤啓／著
西田亮介／著

朝日新聞出版 2014.6 367.6/ｸ

若者は本当にお金がないのか？
統計データが語る意外な真実

久我尚子／著 光文社 2014.6 367.6/ｸ

液晶画面に吸いこまれる子どもたち
ネット社会の子育て

下田博次／共著
下田真理子／共著

女子パウロ会 2013.10 367.6/ｼ

日本の若者はなぜ希望を持てないのか
日本と主要６カ国の国際比較

鈴木賢志／著 草思社 2015.11 367.6/ｽ

若者はなぜ「決めつける」のか
壊れゆく社会を生き抜く思考

長山靖生／著 筑摩書房 2015.2 367.6/ﾅ

絶望の国の幸福な若者たち 古市憲寿／著 講談社 2015.10 367.6/ﾌ

なぜ日本は若者に冷酷なのか
そして下降移動社会が到来する

山田昌弘／著 東洋経済新報社 2013.12 367.6/ﾔ

恋愛しない若者たち
コンビニ化する性とコスパ化する結婚

牛窪恵／著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

2015.9 367.9/ｳ

リベンジポルノ
性を拡散される若者たち

渡辺真由子／著 弘文堂 2015.11 367.9/ﾜ

すぐそばにある「貧困」 大西連／著 ポプラ社 2015.9 368.2/ｵ

女子高生の裏社会
「関係性の貧困」に生きる少女たち

仁藤夢乃／著 光文社 2014.8 368.7/ﾆ

現代社会と子どもの貧困
福祉・労働の視点から

原伸子／ほか編 大月書店 2015.3 369.4/ｹﾞ

不透明社会の中の若者たち
大学生調査２５年から見る過去・現在・未来

片桐新自／著 関西大学出版部 2014.7 377.9/ｶ

女子大生風俗嬢
若者貧困大国・日本のリアル

中村淳彦／著 朝日新聞出版 2015.10 673.9/ﾅ

若者のこれから 
～誰もが生きやすい社会になるために～ 



☆子ども・若者の支援について考える

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

この思いを聞いてほしい！
１０代のメッセージ

池田香代子／編著 岩波書店 2014.9 T041/ｲ

そろそろ「社会運動」の話をしよう 田中優子／ほか編 明石書店 2014.10 309/ｿ

ブラック企業と奨学金問題
若者たちは、いま

川村遼平／ほか著 ゆいぽおと 2014.11 366/ﾌﾞ

就労支援を問い直す
自治体と地域の取り組み

筒井美紀／ほか編著 勁草書房 2014.5 366.2/ｼ

下層化する女性たち
労働と家庭からの排除と貧困

小杉礼子／編著
宮本みち子／編著

勁草書房 2015.8 367.21/ｶ

すべての若者が生きられる未来を
家族・教育・仕事からの排除に抗して

宮本みち子／編 岩波書店 2015.9 367.6/ｽ

若者の貧困・居場所・セカンドチャンス
青砥恭／編,さいたまユー
スサポートネット／編

太郎次郎社エディタス 2015.6 367.6/ﾜ

ワンコインの子育てシェアが社会を変え
る！！

甲田恵子／著 合同フォレスト 2013.11 369.4/ｺ

子どもの貧困／不利／困難を考える １、２ 埋橋孝文／ほか編著 ミネルヴァ書房 2015.8 369.4/ｺ

ネウボラ　フィンランドの出産・子育て支援 高橋睦子／著 かもがわ出版 2015.12 369.4/ﾀ

ボクの冒険のはじまり
家のケンカはかなしいけれど…

プルスアルハ／著 ゆまに書房 2015.3 371.4/ﾌﾟ

☆希望ある未来のために　誰もが柔軟な生き方ができる社会へ

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

社会を変えるリーダーになる
「超・利己主義」的社会参加のすすめ

田中尚輝／著 明石書店 2014.8 309/ﾀ

福井モデル
未来は地方から始まる

藤吉雅春／著 文芸春秋 2015.4 318.2/ﾌ

里山資本主義
日本経済は「安心の原理」で動く

藻谷浩介／著
ＮＨＫ広島取材班／著

角川書店 2013.7 332.1/ﾓ

日本をソーシャルデザインする グリーンズ／編 朝日出版社 2013.4 360/ﾆ

生きるためにつながる 石鍋仁美／著 日本経済新聞出版社 2013.10 361.3/ｲ

多縁社会
自分で選んだ縁で生きていく。

篠原聡子／ほか著 東洋経済新報社 2015.8 365.3/ﾀ

オランダ流ワーク・ライフ・バランス 中谷文美／著 世界思想社 2015.1 366.7/ﾅ

２０５０年超高齢社会のコミュニティ構想
若林靖永／編
樋口恵子／編

岩波書店 2015.8 367.7/ﾆ

いきのびる魔法
いじめられている君へ

西原理恵子／著 小学館 2013.1 T371/ｻ

これが、コレクティブハウスだ！
コレクティブハウスかんかん
森居住者組合森の風／編

ドメス出版 2014.11 527.8/ｺ

幸せに向かうデザイン
共感とつながりで変えていく社会

永井一史／ほか編・著 日経ＢＰ社 2012.5 757/ｼ
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