
3F学生選書 364.1//J56//0115 若者を殺すのは誰か? / 城繁幸著. -- 扶桑社, 2012.11. -- (扶桑社新書 ; 127).

3F開架新体系 002//SA25//3184

人はなぜ学ばなければならないのか : あなたが「学ぶ」ことの意義を語ろう / 齋藤

孝著. -- 実業之日本社, 2011.2.

3F開架新体系 114.2//MI58//3268 若者のための「死」の倫理学 / 三谷尚澄著. -- ナカニシヤ出版, 2013.2.

3F開架新体系 114//I73//6466

生きるってなんやろか? : 科学者と哲学者が語る、若者のためのクリティカル「人

生」シンキング / 石黒浩, 鷲田清一著. -- 毎日新聞社, 2011.3.

3F開架新体系 141.5//C44//8521

自分のアタマで考えよう : 知識にだまされない思考の技術 / ちきりん著. -- ダイヤ

モンド社, 2011.10.

3F開架新体系 146.8//KA98//4736

大事なことは先のばしにしなさい : 迷ってばかりのあなたがうまくいく32の法則 /

香山リカ著. -- ビジネス社, 2009.7.

3F開架新体系 159.7//KO73//8485

二十歳までに考えておきたい12のこと : 現代人の暮らしといのち / 近藤卓編著 ;

米田朝香, 弓田千春著. -- 大修館書店, 2012.9.

3F開架新体系 159.7//KY1//3715 これからを生き抜くために大学時代にすべきこと / 許光俊著. -- ポプラ社, 2010.3.

3F開架新体系 159//SE15//4507

20歳のときに知っておきたかったこと / ティナ・シーリグ著 ; 高遠裕子訳. -- 阪急

コミュニケーションズ, 2010.3. -- (スタンフォード大学集中講義 ; [1]).

3F開架新体系 407//N71//5736

今、なぜ、若者の理科離れか : 科学者と社会との対話に向けて / 日本学術協力財団編. --

日本学術協力財団, 2005.9. -- (学術会議叢書 ; 10).

3F開架新体系 809.2//SA25//2542 質問力 : 話し上手はここがちがう / 齋藤孝著. -- 筑摩書房, 2003.3.

3F開架新体系 814.9//Y24//8307 若者言葉に耳をすませば / 山口仲美著. -- 講談社, 2007.7.

4F文庫版 159.7//N43//4273

大学時代出会わなければならない50人 / 中谷彰宏著. -- PHP研究所, 2001.7. --

(PHP文庫).

4F文庫版 159.7//N43//4945

大学時代しなければならない50のこと / 中谷彰宏[著]. -- PHP研究所, 2000.12. -

- (PHP文庫).

4F文庫版 366.29//I52//3365

僕らが働く理由、働かない理由、働けない理由 / 稲泉連著. -- 文藝春秋, 2007.3.

-- (文春文庫 ; [い-65-1]).

4F新書版 007.3//O24//0820

つながり進化論 : ネット世代はなぜリア充を求めるのか / 小川克彦著. -- 中央公

論新社, 2011.3. -- (中公新書 ; 2100).

4F新書版 019.9//B89//2875

東大教師が新入生にすすめる本 / 文藝春秋編. -- 文藝春秋, 2004.3. -- (文春新

書 ; 368).

4F新書版 019//TA13//6229

ぼくらの頭脳の鍛え方 : 必読の教養書400冊 / 立花隆, 佐藤優著. -- 文藝春秋,

2009.10. -- (文春新書 ; 719).

4F新書版 141.5//H36//3618

なぜ若者は優先順位がつけられないのか? / 長谷川一彌著. -- 学研, 2009.9. --

(学研新書 ; 062).

4F新書版 141.5//TA73//8218 武器としての決断思考 / 瀧本哲史著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 1).

4F新書版 152.1//SU96//0719

「モテ」の構造 : 若者は何をモテないと見ているのか / 鈴木由加里著. -- 平凡社,

2008.1. -- (平凡社新書 ; 407).

4F新書版 159//I32//0698

年収150万円で僕らは自由に生きていく / イケダハヤト著. -- 星海社, 2012.11. --

(星海社新書 ; 26).

4F新書版 302.1//I33//1034

日本の選択 : あなたはどちらを選びますか? / 池上彰 [著]. -- 角川書店. -- (角川

oneテーマ21 ; C-234 . 先送りできない日本 ; 2).

4F新書版 304//KA98//2154 いまどきの「常識」 / 香山リカ著. -- 岩波書店, 2005.9. -- (岩波新書 ; 新赤版

4F新書版 304//SU96//4203

サブカル・ニッポンの新自由主義 : 既得権批判が若者を追い込む / 鈴木謙介著.

-- 筑摩書房, 2008.10. -- (ちくま新書 ; 747).

4F新書版 304//SU96//6952

カーニヴァル化する社会 / 鈴木謙介著. -- 講談社, 2005.5. -- (講談社現代新書 ;

1788).

4F新書版 304//Y62//5444

日本の難題をかたづけよう : 経済、政治、教育、社会保障、エネルギー / 安田洋

祐 [ほか] 著 ; 荻上チキ+SYNODOS編. -- 光文社, 2012.7. -- (光文社新書 ; 590).

4F新書版 310.4//Y24//2673

若者のための政治マニュアル / 山口二郎著. -- 講談社, 2008.11. -- (講談社現代

新書 ; 1969).

4F新書版 334.4237//SH52//9486日本を降りる若者たち / 下川裕治著. -- 講談社, 2007.11. -- (講談社現代新書 ;

4F新書版 336.4//J56//5328

若者はなぜ3年で辞めるのか? : 年功序列が奪う日本の未来 / 城繁幸著. -- 光文

社, 2006.9. -- (光文社新書 ; 270).

4F新書版 336.49//F56//6172 自分「プレゼン」術 / 藤原和博著. -- 筑摩書房, 2000.9. -- (ちくま新書 ; 264).

4F新書版 361.3//TA73//5029 武器としての交渉思考 / 瀧本哲史著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 19).

4F新書版 361.454//SA25//4182 1分で大切なことを伝える技術 / 齋藤孝著. -- PHP研究所, 2009.1. -- (PHP新書 ; 573).

4F新書版 361.64//A62//5201 ギャルとギャル男の文化人類学 / 荒井悠介著. -- 新潮社, 2009.10. -- (新潮新書 ; 334).

4F新書版 366.8//A12//6528

搾取される若者たち : バイク便ライダーは見た! / 阿部真大著. -- 集英社,

2006.10. -- (集英社新書 ; 0361B).

4F新書版 366//N46//6654

就活のまえに : 良い仕事、良い職場とは? / 中沢孝夫著. -- 筑摩書房, 2010.1. --

(ちくまプリマー新書 ; 126).

4F新書版 367.4//TA28//5023

女子・結婚・男選び : あるいは「選ばれ男子」 / 高田里惠子著. -- 筑摩書房,

2012.7. -- (ちくま新書 ; 969).
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4F新書版 367.68//F93//5576

希望難民ご一行様 : ピースボートと「承認の共同体」幻想 / 古市憲寿著 ; 本田由

紀解説と反論. -- 光文社, 2010.8. -- (光文社新書 ; 475).

4F新書版 367.68//H32//6647

近頃の若者はなぜダメなのか : 携帯世代と「新村社会」 / 原田曜平著. -- 光文社,

2010.1. -- (光文社新書 ; 441).

4F新書版 367.68//H84//5726

「ニート」って言うな! / 本田由紀, 内藤朝雄, 後藤和智著. -- 光文社, 2006.1. --

(光文社新書 ; 237).

4F新書版 367.68//H88//0146 若者殺しの時代 / 堀井憲一郎著. -- 講談社, 2006.4. -- (講談社現代新書 ;

4F新書版 367.68//KA98//1031

若者のホンネ : 平成生まれは何を考えているのか / 香山リカ著. -- 朝日新聞出

版, 2012.12. -- (朝日新書 ; 378).

4F新書版 367.68//N75//9841

若者はなぜ怒らなくなったのか : 団塊と団塊ジュニアの溝 / 荷宮和子著. -- 中央

公論新社, 2003.7. -- (中公新書ラクレ ; 95).

4F新書版 367.68//SU96//0011

生きる希望を忘れた若者たち / 鈴木弘輝著. -- 講談社, 2012.2. -- (講談社現代

新書 ; 2142).

4F新書版 367.68//Y47//4105

新しい中国人 : ネットで団結する若者たち / 山谷剛史著. -- ソフトバンククリエイ

ティブ, 2008.9. -- (ソフトバンク新書 ; 086).

4F新書版 368.2//I29//8982

ルポ若者ホームレス / 飯島裕子, ビッグイシュー基金著. -- 筑摩書房, 2011.1. --

(ちくま新書 ; 883).

4F新書版 369.17//A12//3208

働きすぎる若者たち : 「自分探し」の果てに / 阿部真大著. -- 日本放送出版協会,

2007.5. -- (生活人新書 ; 221).

4F新書版 370.4//SU87//5670

オレ様化する子どもたち / 諏訪哲二著. -- 中央公論新社, 2005.3. -- (中公新書ラ

クレ ; 171).

4F新書版 371.3//SU96//1024 教室内 (スクール) カースト / 鈴木翔著. -- 光文社, 2012.12. -- (光文社新書 ; 616).

4F新書版 371.47//E63//1131

「ゆるく生きたい」若者たち : 彼らはなぜ本気になれないのか? / 榎本博明, 立花薫

著. -- 広済堂出版, 2013.7. -- (廣済堂新書 ; 032).

4F新書版 371.47//H47//6876 他人を見下す若者たち / 速水敏彦著. -- 講談社, 2006.2. -- (講談社現代新書 ;

4F新書版 377.21//I82//9199

アホ大学のバカ学生 : グローバル人材と就活迷子のあいだ / 石渡嶺司, 山内太

地著. -- 光文社, 2012.1. -- (光文社新書 ; 561).

4F新書版 377.5//MI95//7626

高学歴ワーキングプア : 「フリーター生産工場」としての大学院 / 水月昭道著. --

光文社, 2007.10. -- (光文社新書 ; 322).

4F新書版 377.9//I82//0665

大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束 / 石渡嶺司著. -- 筑摩書

房, 2012.3. -- (ちくま新書 ; 949).

4F新書版 377.9//KO39//5326 就職迷子の若者たち / 小島貴子著. -- 集英社, 2006.9. -- (集英社新書 ; 0359E).

4F新書版 379.9//F97//3324

「子供のために」を疑う : 10代の子供を伸ばす7つの知恵 / 二神能基著. -- 朝日

新聞出版, 2009.9. -- (朝日新書 ; 197).

4F新書版 493.764//D57//6495

若者の「うつ」 : 「新型うつ病」とは何か / 傳田健三著. -- 筑摩書房, 2009.9. -- (ち

くまプリマー新書 ; 117).

4F新書版

547.4833//KO26

//3380

Line : なぜ若者たちは無料通話&メールに飛びついたのか? / コグレマサト, まつも

とあつし著. -- マイナビ, 2012.11. -- (マイナビ新書).

4F新書版 816//SA25//8303

誰も教えてくれない人を動かす文章術 / 齋藤孝著. -- 講談社, 2010.12. -- (講談

社現代新書 ; 2083).

4F新書版 914.6//KA86//9083

頼れない国でどう生きようか / 加藤嘉一, 古市憲寿著. -- PHP研究所, 2012.11. --

(PHP新書 ; 829).

4F開架大型本

L377.9//KE29

//2581

今日から始める社会人基礎力の育成と評価 : 将来のニッポンを支える若者があふ

れ出す! / 経済産業省編著. -- 角川学芸出版.

4F開架新体系 304//I95//7135 これからどうする : 未来のつくり方 / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2013.6.

4F開架新体系 334.51//F67//0838 文化移民 : 越境する日本の若者とメディア / 藤田結子著. -- 新曜社, 2008.9.

4F開架新体系 335.13//F93//0389 僕たちの前途 / 古市憲寿著. -- 講談社, 2012.11.

4F開架新体系 336.17//F89//6472

情報社会のコミュニケーション能力 : 「知る力」を身につける / 船本修三著. -- 中

央経済社, 2013.3.

4F開架新体系 336.2//H95//3752

いま、すぐはじめる地頭力 : 結論から・全体から・単純に / 細谷功著. -- 大和書

房, 2008.6.

4F開架新体系 361.5//U77//9578 ゼロ年代の想像力 / 宇野常寛著. -- 早川書房, 2008.7.

4F開架新体系 361.6//A12//5624 居場所の社会学 : 生きづらさを超えて / 阿部真大著. -- 日本経済新聞出版社,

4F開架新体系 364.1//Y96//7346 ヒーローを待っていても世界は変わらない / 湯浅誠著. -- 朝日新聞出版, 2012.8.

4F開架新体系 366.021//H87//9707 フリーターに滞留する若者たち / 堀有喜衣編. -- 勁草書房, 2007.1.

4F開架新体系

366.0253//TA88

//7641

使い捨てられる若者たち : アメリカのフリーターと学生アルバイト / スチュアート・タ

ノック [著] ; 大石徹訳. -- 岩波書店, 2006.3.

4F開架新体系 366.04//C44//0574 未来の働き方を考えよう : 人生は二回、生きられる / ちきりん著. -- 文藝春秋,

4F開架新体系 366.14//O91//8921

君たちが働き始める前に知っておいてほしいこと / 大内伸哉著. -- 日本労務研究

会, 2008.6.

4F開架新体系 366.21//KO12//8171 ルポ"正社員"の若者たち : 就職氷河期世代を追う / 小林美希著. -- 岩波書店,

4F開架新体系 366.29//TA88//5991

ノマドと社畜 : ポスト3・11の働き方を真剣に考える / 谷本真由美著. -- 朝日出版

社, 2013.3.

4F開架新体系 366.621//H37//1065

若者の労働運動 : 「働かせろ」と「働かないぞ」の社会学 / 橋口昌治著. -- 生活書

院, 2011.3.

4F開架新体系 367.1//U45//6856 結婚帝国女の岐(わか)れ道 / 上野千鶴子, 信田さよ子著. -- 講談社, 2004.5.



4F開架新体系 367.21//H34//6216 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ / 遙洋子著. -- 筑摩書房, 2000.1.

4F開架新体系 367.3//I93//7610 「若者と親」の社会学 : 未婚期の自立を考える / 岩上真珠編著. -- 青弓社,

4F開架新体系 367.3//KO39//5112

子育てが終わらない : 「30歳成人」時代の家族論 / 小島貴子, 斎藤環著. -- 青土

社, 2012.7.

4F開架新体系 367.4//O26//6416 結婚の条件 / 小倉千加子著. -- 朝日新聞社, 2003.11.

4F開架新体系 367.4//SA85//9063 結婚できる「婚学」教室 / 佐藤剛史, 馬場純子著. -- 集英社, 2013.3.

4F開架新体系 367.6//D83//9272

キャラ化する/される子どもたち : 排除型社会における新たな人間像 / 土井隆義

著. -- 岩波書店, 2009.6. -- (岩波ブックレット ; No.759).

4F開架新体系 367.68//A87//0712

「若者」とは誰か : アイデンティティの30年 / 浅野智彦著. -- 河出書房新社,

2013.8. -- (河出ブックス ; 061).

4F開架新体系 367.68//A87//4033

趣味縁からはじまる社会参加 / 浅野智彦著. -- 岩波書店, 2011.6. -- (若者の気

分 / 浅野智彦 [ほか] 編集委員).

4F開架新体系 367.68//A87//6664 検証・若者の変貌 : 失われた10年の後に / 浅野智彦編. -- 勁草書房, 2006.2.

4F開架新体系 367.68//H11//1615 どこか「問題化」される若者たち / 羽渕一代編. -- 恒星社厚生閣, 2008.10.

4F開架新体系 367.68//I59//1183

高卒5年どう生き、これからどう生きるのか : 若者たちが今「大人になる」とは / 乾

彰夫編. -- 大月書店, 2013.7.

4F開架新体系 367.68//I94//0168

若者の働く意識はなぜ変わったのか : 企業戦士からニートへ / 岩間夏樹著. -- ミ

ネルヴァ書房, 2010.4.

4F開架新体系 367.68//KI39//4967 現代を生きる若者たち / 木村雅文編著. -- 学文社, 2013.3.

4F開架新体系 367.68//KU17//0697 大卒だって無職になる : 「はたらく」につまずく若者たち / 工藤啓著. -- エンターブ

4F開架新体系 367.68//MA88//1448

ギャルと不思議ちゃん論 : 女の子たちの三十年戦争 / 松谷創一郎著. -- 原書房,

2012.9.

4F開架新体系

367.68//MI67

//8869

絶対弱者 : 孤立する若者たち / 三浦宏文, 渋井哲也著. -- 長崎出版, 2007.11.

4F開架新体系 367.68//N38//0904

シャカイ系の想像力 / 中西新太郎著. -- 岩波書店, 2011.3. -- (若者の気分 / 浅

野智彦 [ほか] 編集委員).

4F開架新体系 367.68//SA25//9263 世界が土曜の夜の夢なら : ヤンキーと精神分析 / 斎藤環著. -- 角川書店.

4F開架新体系 367.68//SO11//1206 バーリンホウVS.ゆとり世代 / 莊嚴著. -- 秀明出版会.

4F開架新体系 367.68//Y19//2257

なぜ若者は保守化するのか : 反転する現実と願望 / 山田昌弘著. -- 東洋経済新

報社, 2009.12.

4F開架新体系 367.9//I33//0252

思いこみの性、リスキーなセックス / 池上千寿子. -- 岩波書店, 2011.2. -- (若者

の気分 / 浅野智彦 [ほか] 編集委員).

4F開架新体系

368.71//KA18

//4813

非行 : 彷徨する若者、生の再構築に向けて / 影山任佐編 ; 影山任佐ほか著. --

ゆまに書房, 2007.6. -- (シリーズこころとからだの処方箋 ; 11).

4F開架新体系 369.31//KA95//6258 3.11後の多文化家族 : 未来を拓く人びと / 川村千鶴子編著. -- 明石書店, 2012.3.

4F開架新体系 370.4//O38//9997 なぜ日本の若者は自立できないのか / 岡田尊司著. -- 小学館, 2010.12.

4F開架新体系 371.3//H31//8731

「使い捨てられる若者たち」は格差社会の象徴か : 低賃金で働き続ける若者たち

の学力と構造 / 原清治, 山内乾史著. -- ミネルヴァ書房, 2009.5.

4F開架新体系 371.3//H84//0253

学校の「空気」 / 本田由紀著. -- 岩波書店, 2011.2. -- (若者の気分 / 浅野智彦

[ほか] 編集委員).

4F開架新体系 371.47//H47//0381

仮想的有能感の心理学 : 他人を見下す若者を検証する / 速水敏彦編著. -- 北大

路書房, 2012.2.

4F開架新体系 377.15//SE73//8811

知のツールボックス : 新入生援助 (フレッシュマンおたすけ) 集 / 専修大学出版企

画委員会編. -- 改訂版. -- 専修大学出版局, 2009.4.

4F開架新体系 377.9//KU95//9440

フツーな大学生のアナタへ : 大学生活を100倍エキサイティングにした12人のメッ

セージ / 桑島紳二, 花岡正樹著. -- くろしお出版, 2008.4.

4F開架新体系 377.9//O64//9461 若者漂流 : 君たちの声が聞きたい / 大村昌弘著. -- 紀伊国屋書店, 2007.11.

4F開架新体系 377.9//TA77//5854 大学生活ナビ / 玉川大学編. -- 第2版. -- 玉川大学出版部, 2011.3.

4F開架新体系 377//KU22//4304

日本の若者を世界に通用する人材に : サブプライム後のビジネス教育のゆくえ /

久原正治著. -- 学文社, 2009.1.

7F新体系 367.3//I46//0520 今、親に聞いておくべきこと / 上野千鶴子監修. -- 法研, 2005.10.

7F新体系 367.6//U14//0777 下流志向 : 学ばない子どもたち働かない若者たち / 内田樹著. -- 講談社, 2007.1.

7F新体系 367.68//J72//0723

若者はなぜ大人になれないのか : 家族・国家・シティズンシップ / G・ジョーンズ,

C・ウォーレス [著] ; 鈴木宏訳. -- 第2版. -- 新評論, 2002.11.

7F新体系 371.47//KA98//2410 就職がこわい / 香山リカ著. -- 講談社, 2004.2.

7F新体系 371.47//SA25//7628 若者のすべて : ひきこもり系VSじぶん探し系 / 斎藤環著. -- PHPエディターズ・グループ.


