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114 日本の家族はどう変わったか
日本放送出版協会 ニッセイ基礎研
究所編

116 2005年国民生活時間調査報告書 NHK放送文化研究所

117

125

126

127

128

129

132 体力・スポーツに関する世論調査（平成16年） 内閣府

第1回子ども生活実態基本調査（2004年）
ベネッセコーポレーション　Benesse
教育研究開発センター

レジャー白書2004 財団法人社会経済生産性本部

日本人の余暇と旅行 平成元年 総理府

137 平成15年度温泉利用状況 環境省
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