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ホカホカ一人暮らし～目指せ！余裕の懐～ 

チーム名：SL701291 

立教池袋高等学校・数理研究同好会 

  リーダー 2 年 雨宮 聖矢 

2 年 中川 達矢 

2 年 上野 大樹 

担当教諭 内田 芳宏 

 

I. ポートフォリオ 

コード 銘柄 金額

2202 明治製菓 \270,000

2501 サッポロホールディングス \270,000

2910 ロック・フィールド \110,000

3313 ブックオフコーポレーション \110,000

3382 セブン＆アイホールディングス \290,000

3402 東レ \430,000

4452 花王 \1,130,000

6753 シャープ \730,000

7951 YAMAHA \100,000

8194 ライフコーポレーション \100,000

8214 ＡＯＫＩホールディングス \100,000

8889 アパマンショップ \100,000

9001 東武鉄道 \260,000

9020 東日本旅客鉄道 \390,000

9202 全日本空輸 \200,000

9731 白洋舎 \140,000

9766 コナミ \160,000

9984 ソフトバンク \110,000

総額 \5,000,000
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II. はじめに 
Ａ）テーマが決定するまで 

自分たちは今、高校２年生である。大人とも子供ともいいがたいその中間の年代。そんな自分たち

はいずれ、大学に入り、大学を卒業後に就職をすることとなる。そうしたら自分たちは親からも自立

していき、自分の力で生活を営なければならなくなる。そのとき、自分たちはどういう生活をおくる

のだろうか、と考え始めたのが今回のテーマのきっかけである。 

 

自分たちはテーマを考えていく上で前提を持つことにした。 

大学を卒業し就職を始める年齢、22 歳からを対象としてみ

る。厚生労働省の発表した人口動態統計年報によると、現在

結婚をする平均的な年齢は男 29.8 歳 女 28.0 歳であるという

統計がある。（資料 A 夫妻の平均婚姻年齢の年次推移）結

婚をすれば、ほとんどは同居をはじめ消費傾向が変化する。

そのため、対象を男女双方において２２－２９歳程度の若者

とするのがよいと仮定した。その間のおよそ 8 年間はあっと

いう間に過ぎ去っていくのではないだろうか。今回のレポー

トでは、その 8年を生きる若者の消費に焦点をあててみたいと思う。                     

若者は一人暮らしをするのではないか、と考え一人暮らしに注目してみた。さらに、一人暮らしを

していく上で生活を営むために必要最低限なサービスを提供する企業だけに焦点をあてるだけでは意

味がないと私たちは考えた。なぜなら、私たちは普段の生活の中で贅沢をしているからだ。人によっ

て違うかもしれないが、マクドナルドとモスバーガーを比べてみると安さにおいてはマクドナルドが

上であるが、質という点ではモスバーガーの方が上である。 

自分たちはマクドナルドではなく、高くてもなんとなくモスバーガーを食べたいなと思われる時が

ある。これは些細な贅沢ではあるが、れっきとした贅沢である。また、余暇の過ごし方にも贅沢が見

られる。旅行というものは日常生活において必要最低限ではない。しかし、旅行はお金がかかること

を知りながら私たちは旅行をしてしまう。われわれの前提の中に贅沢というのは、日常生活において

必要最低限に入らない『＋α』として考えることにした。 

さらに企業を選ぶ上でもうひとつの基準を持つことにした。それは贅沢をするためのお金を節約で

きる企業である。贅沢をするためにお金をいきなり用意することはできない。そこで、私たちは贅沢

をするために節約をするのではないかと考えた。それが３個目の企業の選考の基準である。 

 

B）このテーマの前提 

若者消費における『＋α』は、フェラーリなどのスポーツカーを買うことや、世界一周旅行などの

大きな贅沢ではないにしても、高いスイーツをデパートの地下で買うことや 1泊であまり遠くない温

泉まで行くといったような小さな贅沢を楽しんでいるのではないだろうか。実際に、女性が限定ス

イーツのためにデパ地下の行列に並んで買うという光景をテレビなどで目にする。 

 

 2006 年現在、私たちが定義した若者は、1977 年生まれから 1984 年生まれである。三浦展氏『下流

資料Ａ
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社会』によると、通常では、団塊ジュニア世代は 1970 年代前半の第 2次ベビーブーム世代と同義であ

ると定義されているが、実際に厚生労働省が行った人口動態調査に基づいて計算された結果、実際の

団塊世代の子供は 1970 年代後半の生まれであると提起されており、彼ら団塊ジュニア世代が現代の若

者であるとおおよそ考えられる。彼らは、生まれたころから豊かな日本の中で過ごしており、またメ

ガヒットを多く作り出す世代であるという。過去のたまごっちや、ガングロギャルなどが該当するそ

うだ。いまでも、ファッション誌で、エビちゃんなどといったヒットを生んでいる。 

 

C）一人暮らしに注目した理由    世帯主の年齢階級別にみた単独世帯数の年次比較 資料Ｂ 

山田昌弘氏によっ

て唱えられた親と同居

する未婚者、パラサイ

トシングルが台頭して

いるなかでなぜ私たち

は一人暮らしに注目し

たのか。それは、一人

暮らしが今後も需要が

あると考えたからであ

る。厚生労働省の国民

生活基礎調査（資料Ｂ 

図４ 世帯主の年齢階

級別にみた単独世帯数の年次比較）によると、一人暮らしは昭和 50 年から減少傾向にあり、平成 12

年時点で 24 歳以下は昭和 50 年より一人暮らしが少ない。しかし、それ以降の年齢層でも増加してい

るため一概にはいえないが、晩婚化の影響なのか 25－29 歳では過去より増加している。そのため、一

人暮らしの需要は未だに衰えてはいないということが分かった。 

 

D）贅沢の範囲 

さて若者はどの程度贅沢にお金を使うことができるのだろうか。 

若者は多くが就職し給料をもらう。国税庁によれば、若者の平均年収は 20－24 歳が男 267 万円女

233 万円で、25－29 歳が男 377 万円女 291 万円（資料Ｃ 平成 17 年版 国税庁 民間給与実態統計調

査）である。このデータには 20－21 歳のデータも含まれているため、私たちは若者の平均年収は男

340 万円女 270 万円と仮定した。ここから税金が引かれる。所得税は、累進課税となっており所得 330

万円以下が所得の 10％、330 万円超 900 万円以下が 20％から 33 万円が控除される。（国税局、平成

19 年度改正前）、また、住民税も累進課税となっており、都民税が所得 700 万円以下 2％、市区町村

税が 200 万円超 700 万円以下で 8％から 10 万円が控除される。これら税金を引くと、男 285 万 円女

229 万円となる。さらに月額に直す為に 12 で割り（ここではボーナスも 12 ヶ月で割ることとする。）

給与等級別に健康保険料が引かれた男 21 万円、女 17 万円がおおよその平均値であると考えられる。 

 ここから、家賃として６、７万円程度、光熱費が電気、ガス、水道で２万円程度とする。世論では
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家賃は給与の 3分の１程度に抑えるべきであるという記述（資料Ｄ ひとり暮らしのコツ）は多い。

また、食事もすべてを外食にするとして 1日２０００円程度、３０日続けると６万円。１食あたり７

００円程度だが、実際には外食でも７００円以下で食事ができる。さらに、全食を外食で賄うことは

考えにくいことからかなり高額の見積もりだ。電話代、雑費などは全く入ってないが男６万円、女２

万円余る計算になる。さらに、住宅補助金として家賃の一部が補助される可能性や安価の社員 

寮などもあり、家賃次第でもあるが、3万円程度で家賃が済む可能性も高い。そうする上記の予想に＋

４万円程度が可能である。よって、若者は月あたり男 10 万円、女 6万円程度が自由に使えるものであ

る。 

 

III. アンケート 
このレポートを書くにあたって以下の調査概要に基づきアンケート調査を実施した。 

 

A）アンケート概要 

調査日：2006 年 11 月２‐３日 当校文化祭にて。 

調査方法：アンケート用紙を手渡し 

有効回答数：67 件 

回答者内訳：男性 19 件、女性 22 件、不明 26 件。 

10 代 13 名、20 代 2 名、30 代 12 名、40 代 29 名、50 代 8 名。 

アンケート調査における年代

10代

20代

30代

40代

50代

不明

10代

20代

30代

40代

50代

不明

 

B）アンケートの設問（原文） 

設問１．あなたが今、１０万円を無償で手にしたら何に使いますか？（貯金をしないで、必ず使うと

したら） 記述式 

設問２．自分にとって普段の生活の中で贅沢だと思うことは何ですか？ 記述式 

設問３．あなたは一人暮らしをしたことがありますか？ はい または いいえ 

設問４．一人暮らしをした時に楽しかったことは何ですか？（したことがある人は経験を、したこと

がない人は一人暮らしの楽しさを想像して書いてください。） 記述式 

 

C)アンケート設問の意義 

設問１：上記はじめに、に記述したとおり若者が使える月のお小遣いは５万円程度のように感じる。

そこで、２ヶ月分のお小遣いとしてみる。 
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設問２：贅沢に対する意識の調査をした。身近のものの、どのようなことが贅沢であると感じている

かを考えた。 

 

設問３、４：一人暮らし、経験者、未経験者における一人暮らしの感想、イメージを必要とした。 

 

Ｄ）アンケート結果の考察 

 これらの設問において若者層からの回答を期待したが、アンケートを実施したのが当校の文化祭と

いう性質上若者層の回答は２枚のみと少なかった。そのため、20 代以下を除いた若者時代を経験した

方からの回答が 4分の 3近くとなっている。よって、現在の若者の考えをこのアンケートから得るの

は不可能であると考えた。そのため、おおよそ経験者からの意見として考察をする。 

 設問１において、最も多かった回答はやはり「旅行」で 27 枚あった。上記のアンケートと傾向は同

様のようである。続いて食事という意見が多い。しかし、これは経験者層の意見でありリアルタイム

の若者の意見とは異なる。 

 

 設問２では、のんびりとひとりの時間を過ごすことを挙げる方が多かった。人間は自分だけで考え

る時間というものを良いものとしているということが分かる。 

 

設問３、４では、一人暮らしをしたことのある人はおよそ半数以上であるということが分かる。一

人暮らしの経験者からは自分のリズムで生活ができるという意見が非常に多かった。40 歳代の女性は

『夜、決まった時間じゃなく眠くなるまで起きていられること』と回答し、同様の意見も多かった。   

 

親からは若いうちはお金があっても時間がない、などということを聞かされたが、意外と若者は時

間を作ることができているということがアンケート調査の結果からわかった。一人暮らしをしたこと

がないという方もほとんど同様の意見である。  

 

E）世論 

パラサイトシングルに対して行われたアンケートによると、旅行を年に数回以上行う若者（20－29

歳データ）は 54％となっている。特に女性には人気が高いようである。全年齢層のうちで若者層が最

も旅行を行う。（資料Ｅ  世帯内単身者に関する実態調査 結果の概要 国立社会保障・人口問題研

究所） 

       

           資料Ｅ  世帯内単身者に関する実態調査  
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IV. 投資方法 
 株式を投資するということは、リスクが伴う。そのリスクをすこしでも減らすためには以下のよう

な方法があるという論がある（資料Ｆ 経済のことが面白いほど分かる本 株と投資入門編）。 

 

１．投資する業種を分散する。 

２．投資銘柄を多くする。 

３．株式保有の時間を長くする。 

４．購入時間を分散させる。 

 

 １つの業種に固めて保有した場合、あくまでも例であるが、空輸関連に大きな問題が発生した場合、

空輸関連企業のみに投資していたとすると、そのポートフォリオは致命的なダメージを負ってしまう

ことになる。その点から違う業種に投資をする。船舶関連に投資をしていれば投資リスクを軽減する

ことが可能である。まったく関係のない業種の企業に投資すれば、空輸関連におけるダメージはほぼ

受けないだろう。さらに、このポートフォリオに組み込んだ企業は長期保有を前提とした。これは、

株式を保有する際に保有期間を長期にすればするほどリスクが低減されるという説（資料Ｇ たけま

る）もあるためだ。そのために、選考の際に配当などを含めて考慮した。 

続いて、投資金額の決定方法である。ストックリーグは、通常の株式市場と違い定額を投資する方

法である。そのため、株式市場で投資を行うときと同じように単位銘柄分において投資することがで

きない。私たちは、定額の投資においてどのようにすれば通常の投資と同じように銘柄購入ができる

かを考慮した結果、以下のような投資方法をとってみた。 

 

手順１．各銘柄の単位株数を調べる。 

手順２．各銘柄の 06 年 1 月から毎月 1週目の株価を取得し 11 ヶ月分の平均株価を出す。 

手順３．単位株数と手順２において出した平均株価を掛け、単位購入金額を出す。 

手順４．全銘柄に対し手順３を行い、その結果の全銘柄における総額を出す。 

手順５．手順４で出した総額に対する手順３で出した各銘柄単位購入金額の割合を出す。 

手順６．各企業に重さをつける。 

手順７．手順５で出した割合を５００万円における割合として出す。 

手順８．１０円単位を四捨五入する。 

手順９．余剰、誤差などを調整し、１００００円単位で四捨五入を行う。 
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コード 銘柄 配当 業種 単位株 1月 11月 平均 単位購入額 重さ 割合 500万割り 四捨五入 購入額

2202 明治製菓 1.86% 食料 1000 626 566 584 \584,455 1倍 5.411% \270,568 \270,600 \270,000

2501 サッポロHD 0.78% 食料 1000 644 595 596 \595,727 1倍 5.516% \275,786 \275,800 \270,000

2910 ロック・フィールド 0.90% 食料 100 2465 2265 2360 \236,045 1倍 2.186% \109,275 \109,300 \110,000

3313 ブックオフ cop. 0.45% 小売業 100 2985 2040 2395 \239,500 1倍 2.217% \110,874 \110,900 \110,000

3382 セブン＆アイＨＤ 0.80% 小売業 100 5250 3500 4259 \638,864 1.5倍 5.915% \295,756 \295,800 \290,000

3402 東レ 0.96% 繊維・科学 1000 951 857 935 \934,727 1倍 8.654% \432,723 \432,700 \430,000

4452 花王 1.60% 化学 1,000 3140 3070 3074 \2,458,909 0.8倍 22.767% \1,138,329 \1,138,300 \1,130,000

6753 シャープ 1.16% 製造業 1000 1876 2010 1970 \1,575,636 0.8倍 14.589% \729,426 \729,400 \730,000

7951 YAMAHA 0.83% その他製品 100 1979 2460 2203 \176,204 0.8倍 1.631% \81,572 \81,600 \100,000

8194 ライフ　cop 1.21% 小売業 100 1731 1562 1742 \209,095 1.2倍 1.936% \96,798 \96,800 \100,000

8214 ＡＯＫＩ　HD 1.10% 小売業 100 2205 1727 2145 \214,518 1倍 1.986% \99,309 \99,300 \100,000

8889 アパマンショップ 0% 不動産 1 144000 139500 156455 \187,745 1.2倍 1.738% \86,915 \86,900 \100,000

9001 東武鉄道 0.89% 交通 1000 622 562 576 \575,909 1倍 5.332% \266,612 \266,600 \260,000

9020 JR東日本 0.81% 交通 1 825000 805000 844545 \844,545 1倍 7.819% \390,975 \391,000 \390,000

9202 全日本空輸 0.72% 交通 1000 497 424 447 \446,636 1倍 4.135% \206,766 \206,800 \200,000

9731 白洋舎 2.18% サービス業 1000 460 345 381 \304,582 0.8倍 2.820% \141,003 \141,000 \140,000

9766 コナミ 1.62% 情報・通信 100 2715 3200 2862 \343,418 1.2倍 3.180% \158,982 \159,000 \160,000

9984 ソフトバンク 0.10% 情報・通信 100 4500 2290 2925 \234,000 0.8倍 2.167% \108,328 \108,300 \110,000

\10,800,516 100.000% \5,000,000 \5,000,100 \5,000,000

手順１ 手順２ 手順３、４ 手順５、６ 手順７ 手順８

手順２、平均株価データ一部略  

 

 

 

手順２ではヤフーファイナンス株価・投信・為替時系列データを利用。 

 

このようにすることによって、実際ストックリーグで購入するのは１回なので関係なくなってしま

うが、時間分割の要素を取り入れてみた。このほうが、割合データを算出する際も安定するのではな

いかと考えた。 

手順６における重さは、企業のポートフォリオテーマに対する重要度を私たちが主観的につけたも

のである。単位購入額があまりにも大きくなってしまった場合にも 2割を減らした。 

 

V. 企業選考理由 
 上記の理由から長期投資を前提とし、短期でのブームの移り変わりが激しそうな分野は控えた。ま

た、競合企業のシェアなどが拮抗している場合など一部で配当利回り、株価収益率などの指標も利用

するファンダメンタル分析を利用した。（資料Ｈ オンライントレードの馬車） 

 

＜贅沢をするための企業＞ 

明治製菓（2202） 
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チョコレート業界で首位。フランやショパン、ショコライフなどコンビニで買える、ちょっとだけ

高いチョコレート系お菓子を販売。ちょっと高いスイーツは最も身近な贅沢で、人気が高いのではな

いかと考えた。 

 

サッポロＨＤ（2501） 

エビスビールがビールの中でも高級種であるプレミアムビール市場でトップの売り上げを誇る。安

価で人気の発泡酒市場においてもキリンビールに次ぐ位置をキープしている。これは、おいしい発泡

酒であるというデータであると思う。普段は、発泡酒で節約をして時には高いエビスビールを飲むと

いうスタイルはテーマに沿っていると考えた。 

 

ロック・フィールド(2910) 

デパートの地下、デパ地下に惣菜店を展開する大手チェーン。アール・エフ・ワン、元祖神戸コ

ロッケなどのブランドを持つ。デパ地下の食料品街は、高級な惣菜として利用する人が多いのではな

いかと考えた。 

 

東レ(3402) 

浄水器トレビーノシリーズの販売。水道水にはトリハロメタンなどの有害物質が含まれており、お

いしくきれいな水を日常から飲み健康を維持するということは贅沢なことでテーマに沿うと考えた。 

 

シャープ(6753) 

液晶テレビ市場トップ。最近では安価感が出てきた液晶テレビもまだまだ高級品である。さらに、

2011 年のアナログ放送停止までに、液晶テレビの需要が伸びるであろうと予想。また、若者が小遣い

を貯めた上で手ごろな料金でできる贅沢がテレビを買うことだと私たちが判断したのも選考理由であ

る。 

 

ＹＡＭＡＨＡ(7951) 

世界最大級の楽器メーカー。近年、携帯オーディオの発達から音楽が身近になった。携帯電話に音

楽再生機能がついているものもある。携帯用音源 LSI 事業でもトップの業績を持ち、音楽市場を全面

的に支える企業で趣味にお金を使うといった面で、テーマに合っていた。 

 

東武鉄道(9001) 

東武鉄道で、近郊の温泉地鬼怒川温泉に行くことができる。また、傘下に東武百貨店、東武トラベ

ルがあり、デパート事業、旅行代理店事業をそれぞれ行っている。沿線のニッポンレンタカーのフラ

ンチャイズ事業も行う。温泉も贅沢であるし、デパートで少し高いものを買うということもテーマに

沿うので投資を行う。 

 

全日本空輸(9202) 

国内線ではスーパーシートプレミアムと呼ばれるクラスのシートを併設。国内線では日本航空とほ
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ぼ互角であり、国際線においても近距離路線であるアジアが強い。日本航空と比べ全日空は配当が出

ること、株価収益率、株価純資産倍率も評価した。1月 11 日現在、株価収益率は 27.56 倍で日本航空

の－9.59 倍に比べ非常に優秀である。 

 

白洋舎(9731) 

少し高級ではあるが、洗濯物の集配サービスを行う。時間が少ない若者にとっては利用しやすい

サービスとなりうるのではないだろうか。 

 

コナミ(9766) 

ゲーム事業で有名だが、カルチャースクール事業、スポーツジム事業にも進出。スポーツジムは、

若いうちから体を動かすことによる健康増進につながり、人気も高い。健康維持を行うためにお金を

払うということもテーマに沿った。 

 

花王(4452) 

化粧品、石鹸などの販売でも有名だが、入浴剤バブも有名。のんびりお風呂に入って入浴剤を使う

ことは普通のお風呂に入るよりは贅沢であり、テーマに沿っているので投資を行う。 

 

＜普段の生活で節約をするための企業＞ 

ブックオフ・コーポレーション(3313) 

本を買い取り、販売するブックオフを中心に、中古電子機器を販売するハードオフなどを展開する。

中古インテリア販売のＢ ＬＩＦＥ という形式の店舗もある。一人暮らしをする際に新たに購入す

る必要のある家具、家電などの購入金額を節約する。 

 

ライフ コーポレーション(8194) 

節約をするためには自炊をすべきである。普段の生活において、さまざまな種類の商品が置いてあ

る安売り型スーパーマーケットは必要不可欠と考えたため投資をする。 

 

ソフトバンク(9984) 

携帯電話事業にも参入したが、ソフトバンクテレコム社による ODN がインターネットサービスプロ

パイダのなかで最も安価で、YAHOO!BB による ADSL サービスも展開しているため。現代において、イン

ターネットは欠かせない存在となっているため選考。 

 

＜普段の生活に必要な企業＞ 

セブン＆アイＨＤ(3382) 

セブンイレブンとイトーヨーカドーなどの小売、ファミリーレストランのデニーズも展開。コンビ

ニ業界では初の脱定価売りを始めたことも投資に大きく影響した。また、セブンイレブンでは極上の

ひとくちというシリーズで高級志向のお菓子を販売している。 
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ＡＯＫＩ ＨＤ(8214) 

スーツの販売。若者はスーツを購入するとしてもデパートなどではなく節約のためになるべく廉価

スーツを購入すると考えた。また、スパを運営していることも、多くあるスーツ会社のうちからここ

を選んだ理由である。 

 

東日本旅客鉄道(9020) 

普段の生活、主に通勤で使うことが中心だが、小さな旅行を行うための足となる。また、びゅうブ

ランドでの旅行代理店業も行われる。また、運営する地域においてほとんどの地域を網羅しており通

勤において日常でも使われる。 

 

アパマンショップ(8889) 

一人暮らしのための住居の仲介業。敷金礼金なしの物件の紹介も行っている。賃貸アパート仲介業

と呼ばれる企業は多いが、配当、株価収益率が他の企業より高く 44.72 倍と優秀な点が評価できる。 

 

VI. 選考しなかった企業 
サマンサタバサジャパンリミテッド 

女性にとってファッションアイテムは贅沢品かもしれない。しかし、長期投資を考えた時、流行の

移り変わりが他業種と比べ激しくリスクが高くなることを予想したため。 

 

モスフードサービス 

最初にも書いたが、モスバーガーは私たちにとって高級品である。また、一部では９００円近くも

する高級ハンバーガーを提供しているが、主力商品である一般的なハンバーガーが６００円程度で１

食が食べられるモスバーガーは果たして贅沢なのか考えたときに今回は選考から外した。 

 

センチュリー21 ・ レオパレス 21 

アパマンショップＨＤに比べ株価収益率が低かった。レオパレス 21 の配当はアパマンショップ HD

とほぼ同率であった。 

 

VII. 最後に 
今年度のレポートを書くにあたって、関連する書籍を多く読んだ。若者という、まだ経験したこと

のないそして近いうちにやってくる年齢を理解するためにさまざまなことを考え、最終的には将来ど

んな生活をするのかを思い描けるようだった。５年後には私たちは若者になり生活をし、消費をする

ことによってこのポートフォリオに組まれた企業のユーザーとなる。５年は短いようであるが、企業

が発展するためには十分な期間である。これらの企業に投資をすることによって成長してもらい、そ

こでより良いものを提供してもらいたいと思った。 

 今、私たちにとってお菓子を食べることはあたりまえのことになっている。家庭には、お菓子が

山積みになっている。食べるものが山積みにされているという現状は世界においても一部の国でしか

行えない。日本でも数十年前には考えられないことであった。また、お菓子を食べるということは日
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常生活においてまったく必要がない。よって私たちはお菓子を食べることが贅沢なことであると考え

る。同様に、今の日本では日常生活に贅沢なことがたくさん存在することが分かった。私たちは、現

在の恵まれた生活に感謝することができた。実際にこのポートフォリオを運用した利益によって恵ま

れない人たちへの社会貢献も考えられると思った。 

 

VIII. 参考文献・サイト等 
・書籍 

三浦展（2005）『下流社会 新たな階層集団の出現』光文社 

三浦展（2001）『マイホームレス・チャイルド―今どきの若者を理解するための 23 の視

点』クラブハウス 

三浦展（2005）『仕事をしなければ、自分はみつからない。―フリーター世代の生きる

道』晶文社 

三浦展（2002）『これからの 10 年 団塊ジュニア 1400 万人がコア市場になる!―マーケテ

ィング戦略の狙い目はここだ!』中経出版 

資料Ｆ 岩本秀雄（2001）『経済のことが面白いほど分かる本 株と投資入門編』中経出版 

森永卓郎（2003）『年収 300 万円時代を生き抜く経済学 給料半減が現実化する社会で「豊

かな」ライフスタイルを確立する!』光文社 

中西新太郎（2004）『若者たちに何が起こっているのか』花伝社 

浅野智彦編（2006）『検証・若者の変貌―失われた 10 年の後に』勁草書房 

 

・白書 

資料Ａ 平成 17 年度版 厚生労働省 人口動態統計年報 

資料Ｂ 平成 12 年 厚生労働省の国民生活基礎調査 調査の概況 

資料Ｃ 平成 17 年度版 国税庁 民間給与実態統計調査 

資料Ｅ 世帯内単身者に関する実態調査 結果の概要 国立社会保障・人口問題研究所 

 

・インターネット 

資料Ｄ ひとり暮らしのコツ http://www.hitorikurashi.net/ 

資料Ｇ たけまる http://teahut.sakura.ne.jp/b/2006-10-31-1.html 

資料Ｈ オンライントレードの馬車 http://www.online-basha.net/details.php/7-89/ 
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