
団地登場作品年表 大量供給住宅を背景にした映画、ドラマ、小説、漫画の 50 年史　作成：団地団 （大山顕、佐藤大、速水健朗）

団地の歴史 漫画 ・ 小説 映像作品

1955 日本住宅公団設立

1956 賃貸住宅第 1 号金岡団地入

居開始

分譲住宅第 1 号稲毛団地入居開始

1959 ひばりが丘団地

1966 東京都住宅供給公社設立

1968 たまプラーザ団地 （多摩田園

都市） 入居開始

1971 多摩ニュータウンへの入居開

始

1972 高島平団地入居開始

米セントルイスのプルーイット ・ アイ

ゴーが爆破解体

1979 千葉ニュータウン入居開始

1981 住宅都市整備公団発足

1983 港北ニュータウン入居開始

　　　　光が丘団地入居開始

1961　映画 「駅前団地」 久松静児 

1962 映画 「私は二歳」 市川崑

映画 「しとやかな獣」 川島雄三

1963 映画 「下町の太陽」 山田洋次

1964 「団地 ・ 七つの大罪」 千葉泰樹

1966 ドラマ NHK 劇場 「大市民」

1971 絵本 「三丁目が戦争です」 筒井康隆 ・

永井豪

1974 短編小説 「如菩薩団」 筒井康隆

1976 児童文学 「消えた化けねこ帝国」 しかた

しん

1978 児童文学 「ズッコケ三人組」 シリーズ開

始 （市営アパート＝花山団地）

1970 映画 「時計じかけのオレンジ」 キューブリッ

ク

1982 ドキュメンタリー 「コヤニスカッツィ」 ゴッド

フリー ・ レッジョ

1991 音楽 「イルマティック」 Nas （クィーンズブリッ

ジ団地出身。 アルバムジェケにも団地写真）

1991 映画 「ストレート・アウト・オブ・ブルックリン」

マティ ・ リッチ

1995 映画 「憎しみ」 マチュー ・ カソヴィッツ

1996 映画 「トレインスポッティング」 ダニー ・ ボ

イル

1997 映画 「メイド・イン・ホンコン」 フルーツ・チャ

ン

1998 映画 「ラストゲーム」 スパイク ・ リー

2001 映画 「ほえる犬は噛まない」 ポン ・ ジュノ

小説 「グルー」 アーヴィン ・ ウェルシュ

2002 映画 「シティ ・ オブ ・ ゴッド」 フェルナンド ・

メイレレス

2008 映画 「ザ・ホード - 死霊の大群 -」 ヤニッ
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1980 漫画 「童夢」 大友克洋 （連載）

1983 ゲーム 「団地妻の誘惑」 光栄

1989 漫画 「ジオラマボーイ パノラマガール」

岡崎京子

2003 漫画 「団地ともお」 小田扉

2005 小説 「原宿団地物語」 ヒキタクニオ

2007 小説 「みなさん、 さようなら」 久保寺健彦

ノンフィクション 『滝山コミューン一九七四』 原武

史

2010　小説 「団地の女学生」 伏見憲明 

1994 漫画 「リバーズ ・ エッヂ」 岡崎京子

1997 小説 「OUT」 桐野夏生

　　　　漫画「ラブ・マスターＸ」安野モヨコ（連載）

2001 映画 「仄暗い水の底から」 中田秀夫

　　　　映画 「ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど

HAPPY」 堤幸彦 （八潮団地）

2003 短編映画 「FRONTIER」 宮崎淳

2004 映画 「ピカ☆☆ンチ LIFE IS HARD だから

HAPPY」 堤幸彦

1980 「震える舌」 野村芳太郎

1981 「ねらわれた学園」 大林宣彦

1983 映画 「家族ゲーム」 森田芳光

1984 映画 「逆噴射家族」 石井聰亙

1991 映画 「無能の人」 竹中直人

1994 映画 「トカレフ」 阪本順治

映画 「毎日が夏休み」 金子修介

アニメ映画 「平成狸合戦ぽんぽこ」 高畑勲

1995 ＴＶアニメ 「新世紀エヴァンゲリオン 」

1998 映画 「踊る大捜査線 THE MOVIE」

1999 アニメ映画 「デジモンアドベンチャー」 細田守

アニメ映画 「耳をすませば」 近藤喜文

1971 「団地妻 昼下りの情事」 西村昭五郎、 日

活ロマンポルノ第 1 弾

1975 ドラマ 「少年ドラマシリーズ なぞの転校生」

1976 「やくざの墓場　くちなしの花」 深作欣二


