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1958│新潟県生まれ
1977│新潟県立高田高等学校を卒業
1982│一橋大学社会学部を卒業後（卒論はマックス・ウェーバーの宗教社会

学）、パルコに入社しマーケティング情報誌『アクロス』編集室に
所属。1986年に編集長となる

1990│三菱総合研究所入社
1999│シンクタンク「カルチャースタディーズ研究所」を設立

消費社会、家族、若者、階層、都市、郊外などを研究、新しい時代を予
測、社会デザインを提案している
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2018間川の上流でクリエイターが空き店舗に集まっている（6
月9日）  ◎［鳩山］郊外空き家を気鋭の建築家・藤村龍至
がスナックにリノベ（6月20日）  ◎［柏］競馬場とゴルフ場で
地域振興を図った歴史（6月29日）  ◎［横浜市神奈川区］
みなと横浜よりも歴史ある地にシェアの拠点（8月18日）  ◎
［東久留米・学園町］教育の理想がつくった田園住宅地
（8月24日）  ◎［保谷］国立民族学博物館の前身もあった
文化住宅地の歴史（10月14日）  ◎［下町の歴史］「東京東
側」の郊外化の歴史をたどる（10月23日）  ◎［祐天寺］子
育て対応だけで、街は驚くほど変わる（12月3日）  ◎［台
東区］江戸時代は下町ではない。明治から大正に「東
京」の下町に変貌した（12月13日）｜LIFULL HOME’S 
PRESS｜LIFULL｜https://www.homes.co.jp/cont/pr
ess/author/miuraat/

インタビュー■■■マーケターの企みVol.52  Part 3  要領よ
く、自由に、面白くやる｜日本のマーケター｜2018年1
月24日公開｜インターブリード｜https://nipponmkt.
net/2018/01/10/takurami52_miura03/

インタビュー■■■マーケターの企みVol.52  Part 4  だからこ
そ、明るい未来を描いた｜日本のマーケター｜2018年
1月31日公開｜インターブリード｜https://nipponmkt.
net/2018/01/10/takurami52_miura04/

基調講演■■■ 2040年の社会をデザインする─郊外を
脱して、本当の街へ＋ シンポジウム■■■■上野淳（首都大
学東京学長）＋西浦定継（多摩市ニュータウン再生推進会議
職務代理者）＋松原和男（多摩市ニュータウン再生推進会議
市民委員）＋井上亮（多摩市ニュータウン再生推進会議市民
委員）＋阿部裕行（多摩市長）｜多摩ニュータウンのリ・デ
ザインに向けて｜第5回多摩ニュータウン再生プロジェク
トシンポジウム｜2018年2月3日｜多摩市（東京都）

インタビュー■■■■かつて「第四山の手」と呼ばれた場所の
現在｜建築雑誌｜2018年3月号｜日本建築学会

活動■■■■多摩ニュータウン落合商店街にてスタジオメ
ガネと第1回建築スナックを開く｜2018年3月17日

講演■■■■所沢市の現状と、何に力
点をおいて進むべきか｜2018年5
月7日｜所沢市（埼玉県）

共著C■■■■ 私の民泊体験記─
古民家、空き店舗を使ったシェア
的生活実験｜浅見泰司＋樋野公
宏編著｜民泊を考える｜プログレ
ス｜2018年5月10日

講演■■■■東京の郊外｜2018年5月17日｜自由学園最
高学部（東京都東久留米市）

講演■■■■ 2030年の人口構造の変化とエンターテインメ
ント・ビジネスへの影響｜2018年5月20日｜ホリプロ

シンポジウム■■■■ 田村誠邦（アークブレイン代表取締役）＋
内山博文（u.company代表取締役）＋大木祐悟（旭化
成不動産レジデンス）｜壊さない未来の築き方─マン
ションの幸せな老後のために｜第49回住総研シンポ
ジウム  重点テーマ「『マンション』の持続可能性を問
う」第1回｜2018年5月21日｜住総研

三浦著作■■■■都心集中の真実─東京23区町丁別人
口から見える問題｜ちくま新書｜2018年6月5日

インタビュー■■■老後はおひとりさまの方が幸福度高い  離婚
する選択肢も？｜週刊ポスト｜2018年6月15日号｜小学
館｜［NEWSポストセブン］https://www.news-postseven.
com/archives/20180607_690220.html?DETAIL

講演■■■■ 2030年の潮流を読む  市場と消費と行動の
大きな変化｜日本居酒屋協会年次総会｜2018年6月
19日｜日本居酒屋協会

第1回建築スナックでの一コマ

第49回住総研シンポジウム
「『マンション』の持続可能性を問う」のようす
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凡例
本冊子のタイトルを「カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事」としたが、設
立前の10年においても、独立後の仕事を決定づける人や本、テーマとの出会いがある
ため、三浦が独立する前とあわせた30年間ぶんの仕事をまとめている。
手元に現存する資料を基に制作しているため、すべての仕事を網羅するに至っていない
が、どのような仕事をしたのかおおよその傾向を示すため、仕事の内容によって以下のよ
うに色分けし、それぞれの年のはじめにインフォグラフィックス的にまとめた。

■消費社会論  家族論　　■都市論  郊外論 　
■若者論  教育論　　■カルチャー  サブカルチャー

人名は敬称を略し、専門や所属などは原則として掲載時、発行時、開催時のものとした。
また、各事項は特記なきものはすべて三浦の仕事を示す。講演、シンポジウム、対談、
座談会、インタビュー、共著書、書評など、三浦以外の協働者については可能な限り人
名を補った。共著書に関しては、三浦の関与の度合いによって「共著A」（三浦がメイン
［対談集もここに含めた］）、「共著B」（三浦のほかに主となる執筆者が複数いる）、「共著C」（三浦
はゲスト）とした。

ファスト風土＝持続可能な風土
オギュスタン・ベルク編

書41  日本の住まいと風土性  国際日本文化研究セン
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1990−1994 1990−1994前史1   アメリカ郊外研究   『 Il lus ion 』創刊

1991

ベルリンとハイデルベルク（ドイツ）、ウィーン（オーストリア）などを旅行する

この年の出来事 東西ドイツ統一  日本の株価低下始まる

講演＋ディスカッション録■■■
世界都市東京の現在｜浅田彰＋伊藤俊治＋柏木博＋坂井直樹｜
1990年7月18日開催分  東京クリエイティブ第3回商品研究委員会レポート  
世界都市＝東京─90年代の都市空間とその変容｜
東京クリエイティブ事務局商品研究委員会｜1990

マーケティング■■■池袋コミュニティカレッジで開催された「第四山の手研究会」に協力

ワープロで打った原稿を原本にして、コピーしホチキスで綴じて知り合いに郵便で送るというスタイルの
フリーペーパー『 Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW』を創刊、
主にアメリカ郊外文化研究をする。当初の読者には上野千鶴子らがいた

この年の出来事 湾岸戦争勃発  ソヴィエト連邦崩壊

■■■■■■■■■■■■■■
初めてニューヨークを訪れ、アメリカの郊外研究や
ニューヨーク万博（1939）に関する書籍を買いあさる

この年の出来事日本の地価下落始まる

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第7号｜January 1992｜「郊外社会学序説改め 郊外
原論・3 旅行者の眼」「書評 奥出直人『トランスナ
ショナル・アメリカ』（岩波書店）」「 Illusion版大予測・
92年の日本 1『 SPA』廃刊」「 Illusion版大予測・92
年の日本 2ビートたけし自殺」

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第8号｜February 1992｜特集＝おたくの社会学 nerd｜
「NERDとは何か」「NERDの語源は腹話術の人形」
「NERDの復活」「郊外原論・4うさぎ小屋の系譜 A 
Genealogy of the “RABITHUTCH”」

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第9・10号（創刊10号特別合併号）｜March 1992｜特集

＝Populuxe｜「第1章前半 離陸 TAKING OFF 戦後ア
メリカにおける大衆消費社会の誕生」「楽天主義と華
やかさの時代」「ヨーロッパのモデルを捨てて」「新し
い生活を創造したバービー人形」「造語の時代」「郊
外原論・5 MAD」「商品の社会学 いまだかつて日本
において本格的な自動車の記号論は存在したか？」
「企業の社会学 皮膚の色とシャツの色 ベネトン合色
国 UNITED COLORS OF BENETTON」「20世紀の図
像 ユーミンのネタをまた発見」「証明されたトランタン
1990年国勢調査より」「与太郎の話ビールの名前」
「今月のバカ」「随想文章の消費財化について」

コラム■■［落合一博名義］さよなら、ユーミン─CDシング
ル百万枚ヒット現象の分析｜NIKKEI ICF｜9204Q｜日
経BP社

連載■■［落合一博名義］FLYING LIBRARY トレードマーク
から読むアメリカの大衆文化。｜POPEYE｜1992年4月
29日号｜マガジンハウス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
創刊号｜April 1991｜「特集＝笑うカキ─アメリカ文化
への一考察」「黒人イメージの変容」「アンノン族は
実在したか？」

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第2号｜May 1991｜「商標表象額  飛ぶタラとピカソ
婦人」「床屋政談  嫌煙思想としての企業文化論を嗤
う」

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第3号｜June 1991｜「消費の社会史  ヴィクトリア朝の
Hanakoたちと夜霧のマンハッタンのハウスマヌカン」

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第4号｜August 1991｜「ビルの図像額  未来像の
限界─やっぱり馬鹿と煙は高いところにのぼるけど
……」「マーケティングテーマ批判  本当に現代はベー
シック回帰の時代かい？─過剰品種少量生産の調

整を多品種少量生産の終わりとすり替えるのはおかし
いぞ」「メディア批評  批評と娯楽─独断と偏見によ
る雑誌と思想のポジショニングなど」

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第5号｜September 1991｜「ファーストフードと宇宙人
郊外社会学序説」「『黒人イメージの変容』再論」

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第6号｜October 1991｜「空間の社会学  日光東照宮

テーマパーク論  あるいは、霊柩車とアメ車」「続・郊
外社会学序説  SHOWPLACE HOUSE─レヴィットタ
ウン」「情報編集学講座  トレンドを読むために古本
を読む。─この一見矛盾した方法論にこそエスプリ
を感じてほしい。」「人間類型の社会学  『おたく』とイ
ンテリ」

ニューヨークで購入した書籍
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1990−1994 1990−1994前史1   アメリカ郊外研究   『 Il lus ion 』創刊

1992

アメリカ郊外研究を進める

この年の出来事自由民主党が衆議院議員総選挙で大敗し、
細川護熙（日本新党代表）内閣が成立

連載■［落合一博名義］FLYING LIBRARY 『バック・トゥ・
ザ・フューチャー』の時代とアメリカの「おたく族」。｜
POPEYE｜1992年6月3日号｜マガジンハウス

連載■■［落合一博名義］FLYING LIBRARY ファーストフード
産業が生んだ現代の清潔文明。｜POPEYE｜1992年7月
1日号｜マガジンハウス

連載■［落合一博名義］FLYING LIBRARY 単調で退屈な郊
外生活を送る『MAD』のマンガ。｜POPEYE｜1992年7
月24日号｜マガジンハウス

連載■■［落合一博名義］FLYING LIBRARY  アメリカ文明
を象徴する巨大なレジスター。｜POPEYE｜1992〔発行
号不明〕｜マガジンハウス

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第11号｜August 1992｜特集＝東京オリンピックの追
憶｜「昭和の考古学第1回東京オリンピック」「ニュー
ヨーク滞在記 4月18日から29日までニューヨークに
行った。『90年代の植草甚一』と化した私の書物渉
猟。」「Populuxe 1離陸 Take o� （続）」

対談■■■■橋爪大三郎｜世界商品の条件・世界都市の
条件｜東京クリエイティブ’92コンセプトブック編集委
員会編｜東京クリエイティブ’92コンセプトブック｜東
京クリエイティブ｜1992年9月21日

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第12号｜September 1992｜特集＝yuming｜「昭和
の考古学2─原点としての1973 ユーミンとパルコと
ディズニーランド」

連載■■［落合一博名義］FLYING LIBRARY  黒人が“おた
まじゃくし”から時代のイメージリーダーになるまで。｜
POPEYE｜1992年9月30日号｜マガジンハウス

三浦著作■「豊かな社会」のゆく
え─アメリカン・ウエイジャ
パニーズ・ウエイ｜日本能率
協会マネジメントセンター｜
1992年10月

連載■■［落合一博名義］FLYING 
LIBRARY 今やレトロとなったソ
連・共産主義を本気で恐れて
いた時代へのノスタルジー。｜
POPEYE｜1992年10月28日
号｜マガジンハウス

コラム■■［落合一博名義］郊外社会のマーケティング「郊
外」を生活者の“価値創造の場”として見直す｜週刊
デパートニューズ｜1992年11月11日号｜ストアーズ社

連載■■■［落合一博名義］FLYING LIBRARY 自動車はアメ
リカン・ウェイ・オブ・ライフの理想を運ぶメディアだっ
た。｜POPEYE｜1992年11月25日号｜マガジンハウス

コラム■■［落合一博名義］平成の40代「シラジカル」ポス
ト団塊世代｜週刊読売｜1992年11月22日号｜読売
新聞社

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
別冊｜December 1992｜特集＝1992年著作集［落
合一博名義］｜A AMERICA（POPEYE）｜B POST BABY-
BOOM GENERATION｜C TOKYO（TOKYO-JIN）｜D 
SUBURBUN（DEPARTMENT NEWS）

連載■■［落合一博名義］FLYING LIBRARY 孤独な世界の
中でたくましく生きる家族は、移民の国アメリカにおけ
る「神話」である。｜POPEYE｜1992年12月23日号｜マ
ガジンハウス

コラム■［落合一博名義］写真＝伊奈英次｜新連載 新・
東京風景論 ファンタジックな「秘密の花園」自由が
丘｜東京人｜1993年1月号｜都市出版

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第13号｜January 1993｜「消費実感レポート『バブル
がはじけて』議論を疑うもつ鍋は本当に人気なのか」
「郊外原論・6 LITTLE BOXES」「Populuxe 第2章 最
も幸運な世代 THE LUCKIEST GENERATION」

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第14号｜August 1993｜「郊外原論・7レヴィットタウ
ン」「抄訳『アメリカンドリームの拡大─レヴィットタウ
ンの建設と再建』 Barbara M. Kelly, Expanding the 
American Dream: Building and Rebuilding Levit-
town」「消費社会の図像学 麗しきアメリカンドリーム
PLAYBOYとトヨペットクラウン」「マンションチラシの考

現学お墓洗います─郵便受の中の欲望」「同時代的
考察 Die Zeitliche Beobachtung いよいよ90年代が
見えてきた!!」「おおや、そうかい言語感覚・日常感覚・
批評感覚」

シンポジウム■■望月照彦ほか｜音楽とシンポジウムの夕
べ  丘を彩るハーモニー─文化が結ぶまちづくり｜
1993年9月16日｜青葉台フィリアホール（神奈川県横浜
市）

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第15号｜November 1993｜「緑区ロシア論 おおや
そうかい著」「映画を映画館で見られないという不幸」
「CM時評 おとうさんと一緒」「CM時評 かなりマンネ
リ化が激しいスカイラインのCM」「CM時評どんどん
悪くなる天野祐吉の人相」「稲増龍夫氏からの手紙」

■■■■■■■■■■■■

この年の出来事自由民主党、日本社会党、新党さきがけによる
連立政権成立（1998年まで）

家計消費支出減少始まる

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第16号｜February 1994｜「イリュージョン・1993・
ヒット商品番付 1位は何と言ってもムンクの『叫び』の
ビニール人形だ!!」「あな、お懐かし、増田節」「レ
コード評 U-miz」「架空編集『80年代クラシックス』」
「読前評『清水幾多郎著作集』」「稲増龍夫氏から
の手紙・2」

連載■■［落合一博名義］マルチ白書 注
目！「ルート16」の新・娯楽エリア｜
朝日新聞｜1994年2月12日夕刊｜
朝日新聞社

連載■［落合一博名義］マルチ白書「低価格」「実質」と
いう記号を消費｜朝日新聞｜1994年3月5日夕刊｜
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1990−1994 前史1   アメリカ郊外研究   『 Il lus ion 』創刊

 前史2

キレる14歳
高円寺
フリマ
ゆるい

1995−1998

1998−2000
「スタイルEXPRESS 」（『朝日新聞』）   

「若者キーワード」（『日経新聞』）

1999
Tokyo Street File

1994 朝日新聞社

連載■■［落合一博名義］マルチ白書 銭湯を「極楽空間」
として再生する｜朝日新聞｜1994年3月26日夕刊｜
朝日新聞社

連載■■［落合一博名義］マルチ白書 銭湯の空間、現在
の街に生かせる｜朝日新聞｜1994年4月16日夕刊｜
朝日新聞社

連載■■［落合一博名義］マルチ白書スペイン風の町並み
を自然に再現｜朝日新聞｜1994年5月7日夕刊｜朝
日新聞社

連載■■［落合一博名義］マルチ白書 必然的に生まれた
90年代ヒッピー｜朝日新聞｜1994年5月28日夕刊｜
朝日新聞社

連載■■［落合一博名義］マルチ白書 ユーミンの世界に
なった羽田空港｜朝日新聞｜1994年6月18日夕刊｜
朝日新聞社

連載■■［落合一博名義］マルチ白書「洗練」をテーマとし
た街・自由が丘｜朝日新聞｜1994年7月9日夕刊｜
朝日新聞社

連載■［落合一博名義］マルチ白書インテリア、思想も展
示してほしい｜朝日新聞｜1994年7月30日夕刊｜朝

日新聞社

論考■■■現代テレビ論郊外・家族・テレビ─成熟と創
造｜放送文化｜1994年7月号｜日本放送出版協会

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第17号｜September 1994｜特別編集＝1994年上半
期著作集｜「巻頭コラム 米開放の文化論」「Man-
egement Library David Halberstam, The Fifties, 
Villard Books」「Manegement Library 大場正明『サ
バービアの憂鬱─アメリカン・ファミリーの光と影』（東京
書籍）」「Manegement Library 萩原朔美監修『びっく
りハウス 驚愕大全』（NTT出版）」「Manegement Li-
brary 『清水幾太郎著作集』全19巻（講談社）」「Man-
egement Library 『篠山紀信ニュース1 T邸の怪』（朝日
出版社）」「Manegement Library 上野千鶴子『近代
家族の成立と終焉』（岩波書店）」「Manegement Li-
brary 竹原あき子『魅せられてプラスチック─文化とデ
ザイン』（光人社）」「Manegement Library 『荒俣宏の
少年マガジン大博覧会』（講談社）」「Manegement Li-
brary 高山宏『ガラスのような幸福─即物近代史序説』
（五柳書院）」ほか

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第18号｜December 1994｜「巨星堕つ─追悼・福
田恆存」「松任谷由実『 The Dancing Sun』」「恵比
寿ガーデンプレイス」
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1995−1998 前史2   キレる14歳  高円寺  フリマ  ゆるい 1995−1998

■■■■■■■■

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第19号｜May 1995｜特集＝アメリカン・ドリームとして
の郊外

三浦著作■■「家族と郊外」の社会学─
「第四山の手」型ライフスタイルの研究｜
PHP研究所｜1995年9月

三浦著作■［落合一博名義］シンデレラの迷
宮─ユーミンとその時代｜読売新聞社｜
1995年11月

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL 
REVIEW｜第20号｜November 1995｜「『パ
ルコをやめた人々』」「奥深い『山の手－下
町－郊外』の問題─近頃の雑誌を読みな
がら」「小市民の名において─三島由紀
夫自決から25年」

『「家族と郊外」の社会学』上梓

この年の出来事  阪神淡路大震災
  地下鉄サリン事件
  Microsoft Windows 95発売

このころ『「家族と郊外」の社会学』を契機に隈研吾（建築家）、馬場正尊（建築家）と出会う

この年の出来事  酒鬼薔薇聖斗事件

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

対談■■陣内秀信（建築史、法政大学教授）｜第四山の
手ってなんだ？｜東京人｜1996年2月号｜特集＝山
の手拝見。｜都市出版

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第21号｜February 1996｜「『シンデレラの迷宮』─
あとがきのあとで」「新出版企画  市場幻想─マーケ
ティングのかんちがい」

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第22号｜May 1996｜「平成市場潮流『35歳成人
説』」「小室哲哉は1960年代アメリカにおけるアン
ディ・ウォーホルの役割を1990年代日本において演じ
ている」「宮台真司の『古典性』」「ベランダとティッ
シュペーパー」「キース・ジャレットはやっぱり1970年
代がすばらしい。『 1973』って何だろう。」「ハイパー
東京渦巻き地図コンピュータソフト会社は足立区に多
い？」「20世紀パノラマ館自動車と欲望」

論考■■郊外の夢と現実と可能性─アメリカン・ドリー
ムのあとに｜国際交流｜No.72｜監修＝陣内秀信｜
特集＝東京は21世紀の都市モデルか、アンチ・モデル
か｜国際交流基金｜1996年7月1日

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第23号｜June 1996｜「最もアメリカ的で、かつ最もア
メリカに対して批評的。」「ハイパー東京渦巻き地図 吉
祥寺は錦糸町化する。」「20世紀パノラマ館ついに出
たバービー論」「平成市場潮流 35歳成人説・その2」

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第24号｜August 1996｜「ハイパー東京渦巻き地図
新宿東西南北時代」「平成市場潮流 1. 35歳成人説」

「平成市場潮流 2. 小室哲
哉再論」「平成市場潮流 3. 
ジャパニーズ・ウエイ・オブ・
ライフは捨てました。」「平成市場潮流 4. 生足は女が
ブスに見える。」「平成市場潮流 5. 『荒井由実』がつ
いに復活!!」「平成市場潮流 6. その他思いつき」

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第25号｜September 1996｜「ハイパー東京渦巻き地
図渋・谷・拡・散・論」「荒井由実コンサート記音楽
と人生」「そ・の・他・思・い・つ・き」

共著B■ 欲望する家族・欲望された家族｜上野千鶴子
編｜現代の世相 1  色と欲｜小学館｜1996年9月

連 載■■■■ 平成市場潮流｜I PRESS｜1996年10月－
1999年9月｜伊勢丹

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第26号｜October 1996｜「幻影文化批評 岩井俊二
その映像と死」「『季刊子どもと学』（ベネッセ教育研究
所）掲載予定稿 郊外が生んだ友達親子─その歴史
と可能性」

活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第27号｜November 1996｜「急告 中央線でおいし
いものを食べる会 兼 Illusion忘年会のご案内」「商
品の社会学 ケータイはウォークマンに次ぐ画期的風
俗商品だ。」「平成市場潮流 ねぐせの時代（伊勢丹『 I 
PRESS』96年12月号掲載予定記事）」「もっとだらだらと、
もっと私らしく。─ACO、UAに見る『新・都市の感
受性』（伊勢丹『 I PRESS』97年1月号掲載予定記事）」

柏木博による
『「家族と郊外」の社会学』の書評
（『 rif：フードシステム「リフ」』No.28
［フードシステム総合研究所］より）
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活動■■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第28号｜January 1997｜the sociological review of the 
contemporary culture（表紙）｜「ストーカーの時代
THE AGE OF STOKER─やっぱり90年代の日本は
60年代アメリカの再来か？」「コンビニは家族を『再
生』する？─郊外型ライフスタイルと子ども（フードシス
テム総合研究所『 rif』97年3月号掲載予定原稿）」「近代は
犬の猫に対する革命だ論」「架空出版企画1：コピーに
よる聖書」「架空出版企画2：リーディングス郊外」「さら
に雑ネタ（そのうちちゃんと書きます）」「Best of CULTURE 
& ENTERTAINMENT 1996 selected Illusion」

連載■■新TOKYO地理学①コンピュータ地理学｜東京
人｜1997年1月号｜都市出版

連載■■■新TOKYO地理学② エスニック系レストラン｜
東京人｜1997年2月号｜都市出版

連載■■■新TOKYO地理学③ 映画館｜東京人｜1997
年3月号｜都市出版

連載■■■新TOKYO地理学④ウォーターフロントこの10
年｜東京人｜1997年4月号｜都市出版

連載■■■新TOKYO地理学⑤オタクショップ｜東京人｜
1997年6月号｜都市出版

連載■■■ 新TOKYO地理学⑥ レコード屋｜東京人｜
1997年7月号｜都市出版

連載■■■ 新TOKYO地理学⑦ファッション系リサイクル
ショップ｜東京人｜1997年8月号｜都市出版

連 載■■■ 新TOKYO地理学⑧ コンビニ｜東京人｜
1997年9月号｜都市出版

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜第
29号｜September 1997｜THE SOCIOLOGICAL RE-
VIEW OF THE CONTEMPORARY CULTURE, THOUGHT, 

WRITTEN, EDITED, AND PUBLISHED BY ATSUSHI 
MIURA（表紙）｜「酒鬼薔薇とニュータウン」「アウトド
アの社会史」

コラム■■■都市計画家よ、もっと社会性を論じよう。｜家
とまちなみ｜No.36｜1997年9月号｜住宅生産振興
財団

連載■■■新TOKYO地理学⑨ 喫茶
店｜東京人｜1997年10月号｜
都市出版

連載■■■新TOKYO地理学⑩ 銭湯｜東京人｜1997年
11月号｜都市出版

連載■■■新TOKYO地理学⑪ 外国人｜東京人｜1997
年12月号｜都市出版

三浦著作■■新人類、親になる！｜小学館｜1997年12月

－

そのほかの仕事

委員「ライフスタイル研究会」委員｜経済企画庁（［現］
内閣府）

酒鬼薔薇事件の現場である神戸市の須磨ニュータウンを調査し、街が私有だけの空間であることに気づく

時代のキーワードキレる14歳
この年の出来事山一証券、北海道拓殖銀行が経営破綻

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

井の頭公園のフリーマーケットに興味をもつ
たまたま歩いた高円寺ルック商店街（東京都杉並区）が古着屋街になっていることに気づき、
その楽しげな雰囲気に魅了され、『アクロス』（パルコ）休刊記念パーティを高円寺で開く
このころ《蟻鱒鳶ル（アリマストンビル）》の岡啓輔（建築家）を高円寺で取材した（『Tokyo Street File』所収［本冊子p.034参照］）

裏原宿を歩き街がスカスカだと感じる。乃村工藝社のホームページで「スカスカ空間」の特集を構成執筆する
馬場正尊と某都心再開発について極秘で仕事をする

三浦造語 真性団塊ジュニアとニセ団塊ジュニア
時代のキーワードフリマ  古着  高円寺  ジベタリアン  
この年の出来事長野オリンピック／パラリンピック  

アマゾンジャパン設立  ユニクロが原宿に進出

■■■■■■■■■■■■

インタビュー■■宮崎哲弥｜第9回読んだ、会った　『新人
類、親になる！』｜カピタン｜1998年3月号｜文藝春秋社

書評⬅ 上野千鶴子｜谷間の世代が語る“新人類のその
後”─『新人類、親になる！』を読む｜本の窓｜1998
年4月号｜小学館

連載■■■■スタイルEXPRESS｜朝日新聞｜1998年4月－
1999年11月（月1連載｜全20回）

論考■■ 繊研新聞社創業50周年
企画  ファッションビジネス次代を
読む12｜繊研新聞｜1998年6月2
日｜繊研新聞社

講演録■■「家庭と家庭消費」が消える─新人類の消
費と生活（定例研究会報告、東京、1998年7月28日）｜
Bulletin｜August 1998｜マーケティングコミュニケー
ションエグゼクティブ

活動■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜第
31号｜September 1998｜「気になる花田編集長の去
就」「出版企画 書名案：メディアサブカル世界都市・
東京─中身（コンテンツ）のない者は去れ!!」「これま
での東京論・都市論をまとめてみました（『東京人』、伊
勢丹『 I PRESS』、「スタイルEXPRESS」［『朝日新聞』］）」

主なマーケティングの仕事（三菱総研として）

◎  ポスト団塊ジュニア世代のマーケティング（真性団塊
ジュニアとニセ団塊ジュニア）

◎  2000年からの東京と消費─メディア・ストリート・
世代

◎  2010年研究会

－

そのほかの仕事

委員「少子化への対応を考える有識者会議」委員｜
厚生省（［現］厚生労働省）

高円寺、スカスカ空間、ミッ
ドセンチュリー、フリマ、カ
フェ、携帯空間など、のちの
仕事につながるテーマが頻
出した［本冊子p.016参照］

『家族と郊外の社会学』を
読んだ大川陸専務理事か
ら依頼される

乃村工藝社ホームページより、
「スカスカ空間」の特集ページ
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1998−2000 1998−2000「スタイルEXPRESS 」（『朝日新聞』）   「若者キーワード」（『日経新聞』）

1998年から1999年にかけて

『朝日新聞』で連載していた「スタイルEXPRESS」（抜粋）

当時の「スタイルEXPRESS」はほかに
隈研吾、柏木博、河北秀也らが執筆していた
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1998−2000 1998−2000「スタイルEXPRESS 」（『朝日新聞』）   「若者キーワード」（『日経新聞』）

1999年から2000年にかけて

『日経新聞』で連載していた「若者キーワード」（抜粋）

当時の「若者キーワード」にはほかに
武田徹らが執筆していた
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1998−2000 1998−2000「スタイルEXPRESS 」（『朝日新聞』）   「若者キーワード」（『日経新聞』）



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜023022｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le

1999年、独立した年に制作した『Tokyo Street File』



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜025024｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜027026｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜029028｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜031030｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜033032｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜035034｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜037036｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜039038｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜041040｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜043042｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜045044｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜047046｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜049048｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜051050｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜053052｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜055054｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜057056｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜059058｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜061060｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜063062｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 1999Tokyo Street  F i le



1999−2004

064｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事

1999 Tokyo Street  F i le

家族
郊外
ファスト風土
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1999−2004 1999−2004家族  郊外  ファスト風土

1999

三菱総合研究所を辞め、カルチャースタディーズ研究所設立
三鷹市井の頭の玉川上水沿いの6畳一間の和室を事務所とする

高円寺、下北沢、原宿、代官山などを毎日のように視察
吉祥寺でハモニカキッチンを発見し感動する
安井建築設計事務所の都市･住宅を考える委員会の委員となり、
高円寺をベースに郊外の問題と都市の可能性についてプレゼンし、
「おもしろすぎてどうしていいかわからない」と評判を得る。同委員会で
つくば方式のコーポラティブハウスで著名な小林秀樹（千葉大学）に出会う
吉祥寺のセレクトショップ「ラウンダバウト」を取材し、
店のコンセプトが「ゆるい」だと知り、時代のキーワードにする

三浦造語  脱私有  自己拡張から自己最適化へ
時代のキーワード ゆるい
この年の出来事コロンバイン高校銃乱射事件（アメリカ）
   ジョージ・リッツア『マクドナルド化する社会』

（正岡寛司監訳、早稲田大学出版部、1999）が話題に
   IT系ベンチャー企業が多く集まったことから

渋谷が「ビットバレー」と呼ばれるようになる

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

主な企業向けマーケティング

◎雑誌人気分析調査｜凸版印刷
◎団塊ジュニア調査｜博報堂調査研究部

－

冊子■■写真集 東京｜カルチャースタディーズ研究所｜
1999年1月

活動■■■■ Illusion No.30｜特集＝モンドタウン高円
寺｜1999年1月

講演■■郊外の比較文化史と「第四山の手」の現在｜
パルテノン多摩連続講演  「郊外」と現代社会｜1999
年2月6日｜パルテノン多摩

連載■■■■ 若者キーワード｜日経新聞｜1999年4月－
2000年｜日本経済新聞社

連載■■■■フリマな人生  第1回－
第4回｜MUTTS｜1999｜マガ
ジンハウス

コラム■■都心の高すぎるオフィスは、もう必要ない。SO
HO化が都市の構造を根底から覆す。｜監修＝SOHO
ギルド｜SOHO STYLE 99年保存版─もう会社には
行かない!!｜クラブハウス｜1999年4月

活動■■■ Illusion  MIURA’S SOCIOLOGICAL REVIEW｜
第32号｜April 1999｜「緑色革命と郊外」「ニュー
ヨーク世界博」

冊子■■■■ Illusion別冊  吉祥寺まったりフリマ空間の考
現学｜カルチャースタディーズ研究所｜1999年5月

コラム■■■■雑誌専門の古書店ブーム  若者は70年代の
ファッションを追う。｜東京人｜1999年6月号｜都市
出版

冊子■■■■モンドタウン高円寺｜カルチャースタディーズ
研究所｜1999年6月

書評➡■■■ 2010年のマーケティン
グ小説｜徳丸壮也『分解の世
代』（扶桑社、1999）｜中國新
聞｜1999年7月5日

冊子■■■■ STREET STYLE─いま
どきの若者のいちばんカッコイイ生
き方｜カルチャースタディーズ研究
所｜1999年7月

コラム■■■■豊富な物と情報「リミックス」｜繊研新聞｜
1999年8月2日｜繊研新聞社

コラム■■■■ひと1978  山田太一｜週刊20世紀｜37号｜
朝日新聞出版｜1999

論考■■■フリマの考現学｜広告｜
1999年9月＋10月号｜博報堂

論考■■■■独身者の宇宙部屋─
高円寺スタイル｜10＋1｜No.18｜LIXIL出版｜1999年
9月

講演録■■郊外の比較文化史と「第四山の手」の現在｜
若林幹夫＋山田昌弘＋小田光雄＋内田隆三｜パルテノ
ン多摩連続講演記録集No.2  「郊外」と現代社会｜パ
ルテノン多摩｜1999年10月15日

論考■■ 少子・高齢化のインパク
ト｜MCEI東京創立30周年記念出版  提言集21世
紀｜MCEI東京｜1999

コラム■■ KEY＝団塊ジュニアは第
2次ベビーブームと同じではな
い｜WACOAL NEWS｜1999年
11月＋12月号｜ワコール

三浦著作■■■「家族」と「幸福」
の戦後史｜講談社現代新
書｜1999年12月20日

調査資料■■■■ Tokyo Street File 
1997-1999｜カルチャースタ
ディーズ研究所｜1999年12
月31日

TBSドラマ「岸辺のアルバ
ム」を題材に高度成長期
の家族、住まいを分析し、
山田太一の人物像に迫っ
た。原稿を読んだ山田氏
より感想の手紙をいただ
いた

「スタイルEXPRESS」（『朝日
新聞』、1998－1999）同様、
闇市、ゆるい、自己肯定願
望など、のちの仕事につなが
るテーマが頻出した連載と
なった［本冊子p.019参照］

東京のスナップ。頒価300円

高円寺、代官山、渋谷な
どの若者文化を調査し、
220点もの写真とともに紹介
［本冊子p.022参照］

1999年のハモニカキッチン

girls’ tribe: shibuya 109
（1999年10月）
ムック企画のためにつくった
ダミー表紙

独立時の下宿
1999年2月6日に行なわれ
た講演のまとめ
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1999−2004 1999−2004家族  郊外  ファスト風土

2000

事務所を吉祥寺本町のぼろいビルの12畳のワンルーム・オフィスに移転する
都留文科大学社会学部非常勤講師となる
『「家族」と「幸福」の戦後史』を契機に家族問題学会での講演を頼まれる（山田昌弘［家族社会学］ら）
青少年問題研究会の講演を頼まれる（浅野智彦［社会学］ら）
このころ「カルチャースタディーズ講座」と銘打ち、服部圭郎（都市計画）「ニューアーバニズム」（吉祥寺）、
浅野智彦「青少年論」（新宿）、相原博之（キャラクター研究者）「キャラクター論」（自由が丘「古桑庵」）などの講演会を実施

オギュスタン・ベルク（地理学者、東洋学者）の宮城大学最終講義連続対談に呼ばれる。
ほかに陣内秀信（建築史家）、望月照彦（都市計画家）ら。
このときベルクの「総郊外化」という概念を知る
馬場正尊と中目黒を歩き、リノベーションについて考える
（ただし当時リノベーションという言葉はまだ普及していなかった）

服部岑生（建築計画）に呼ばれ住宅生産振興財団で
『「家族」と「幸福」の戦後史』について講演。鈴木成文（建築計画学）、
富安秀雄（都市計画）らが聴講したが、当時は彼らを知らなかった
女性建築家ユニットSML（西牟田奈々＋和田江身子）が来訪し、
修士論文（コンビニ研究）について相談を受ける。
結果カルチャースタディーズ講座で「コンビニ研究」の講演を依頼する
建築等学会に触発されて社会等学会をつくり『社会等学会研究年報』を発行する

三浦造語  共異体  マイホームレス  ファスト風土
時代のキーワード 階層  カフェ  古着
この年の出来事西鉄バスジャック事件
   佐藤俊樹『不平等社会日本─さよなら総中流』

（中公新書［中央公論新社］、2000）が話題に
   Amazonの日本版サービスが開始される

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

主な企業向けマーケティング

◎若者の街のフィールドワーク調査｜マツダ
◎情報サイトの改善提案｜リクルート
◎「ラパン」開発へのアドバイス｜スズキ
◎  「WiLL」のためのコンサルティングとパンフレット制
作｜パナソニック

－

論考■■■■マイ・ホームレス・エイジ｜10＋1｜No.19｜LI
XIL出版｜2000年3月

共著B■■郊外の比較文化史と「第四山の手」の現在｜
若林幹夫＋山田昌弘＋内田隆三＋小田光雄｜「郊外」
と現代社会｜青弓社ライブラリー｜2000年3月

書評⬅ 吉岡忍｜想像力と思考力の回復  『「家族」と
「幸福」の戦後史』｜静岡新聞｜2000年3月18日夕
刊｜静岡新聞社

冊子■■■■ Illusion: The Selected 
Articles and Publicity｜第33－
37号｜May 2000｜カルチャー

スタディーズ研究所

講演■■ 郊外文化・団地の行方｜2000年6月10日｜
住宅総合研究財団

インタビュー■■■ Firms Wonder how to Appeal to Low-
Pro�le Neo-Boomers｜The Nikkei Weekly｜2000
年6月12日｜日本経済新聞社

冊子■■■■ KEYWORDS 50｜June 2000｜カルチャースタ
ディーズ研究所

冊子■■■■マーケティング・社
会学・現代文化批評  1999
－2000｜June 2000｜カルチャースタディーズ研究所

論考■■「自分らしさ」と若者
文化─フリマとカフェの心
理学｜児童心理｜2000年7月号｜金子書房

講師■■■■「『家族』と『幸福』の戦後史─郊外の夢と
現実」、「マイ・ホームレス・エイジ─現代若者の心理
学」｜2000年度文教大学生活科学研究所公開講座  
家族の変容と病理｜2000年7月1日｜文教大学

論考■■理想とはちがってもしあわせ─クレヨンしんちゃ
んは家族を救う？｜PSIKO｜2000年8月号｜冬樹社

書評⬅ 山田昌弘｜郊外で育つ子どもに「夢」はあるの
だろうか  『「家族」と「幸福」の戦後史─郊外の夢
と現実』｜教員養成セミナー｜2000年8月号｜時事
通信出版局

冊子■■■■マーケティング・社会学・現代文化批評  第2
版｜October 2000｜カル
チャースタディーズ研究所

調査資料■■■■ Tokyo Street Bike｜カルチャースタディー
ズ研究所｜2000年11月

コラム■■■■ 写真＝宮下マキ｜
「汚れ」と「古さ」を許容する町の時代。高円寺、下
北沢的世界。｜東京人｜2000年12月号｜都市出版

インタビュー■■ 郊外家族は、いまだに高度成長期。｜
New Paradigm｜No.30｜2000年冬号｜特集＝世
代交代の交代｜NTTデータ広報部

コラム■■大量生産家族からの脱出｜ポカラ｜2000年
11・12月号｜特集＝家族創生｜ポカラ出版

1999年4月から2000年5月
までの発表原稿などのまと
め

中古改造バイクを調査し
70点の写真で見せる資
料集

執筆原稿やインタビュー
記事のまとめ

執筆原稿やインタビュー
記事のまとめ

朝日新聞の連載「スタイ
ルEXPRESS」と日本経済
新聞の連載「若者キー
ワード」のまとめ

吉岡忍による『「家族」と「幸福」の戦後史』の書評
（『静岡新聞』2000年3月18日夕刊［静岡新聞社］より）
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1999−2004 1999−2004家族  郊外  ファスト風土

2000 コラム■■■日本を総郊外化した土建行政─少年犯罪の
地方化促す結果に｜朝日新
聞｜2000年12月12日夕刊｜
朝日新聞社

論考■■「郊外」というライフスタイルとまちづくり｜調査
季報｜144号｜横浜市企画局｜2000年12月

ベトナムのホーチミン市が下北沢（東京都世田谷区）に似ていると聞いて、2月ホーチミン市に行く
北山晴一（社会デザイン学）に招かれ立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科、
茂木信太郎（外食研究）に招かれ信州大学大学院、成実弘至（社会学）に招かれ京都造形大学、
藤村正之（社会学）に招かれ武蔵大学社会学部の非常勤講師となる（信州大学と武蔵大学は単年度、立教大学と京都造形大学は4年間）

カルチャースタディーズ研究所のオリジナル研究として「カフェ」「古着」「ガングロギャル」の調査レポートを発行
コロンビア大学などの都市計画研究者の都市調査に協力、下北沢、高円寺などを案内。
「高円寺ルック商店街」を訪れた際には、みな大喜びだった
住宅生産振興財団主催「新田園都市国際会議」を
筑波と神戸で聴講、渡和由（環境デザイン）と齊木崇人（環境デザイン）を知る
苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』（有信堂高文社、2001）を読む

三浦の関心事リノベーション  阿佐ヶ谷住宅
この年の出来事 9.11アメリカ同時多発テロ事件

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

主な企業向けマーケティング

◎団塊ジュニアのライフスタイル研究｜トヨタ
◎新型キューブのデザインへのアドバイス｜日産
◎消費の新潮流調査｜博報堂調査研究部
◎若者フィールドワーク・ライフスタイル調査｜アルパイン

－

冊子■■■■ Sociology and Marketing｜カルチャースタ
ディーズ研究所｜2001年1月

論考■■■特別企画  少年犯罪
と土建行政─総郊外化し「ファスト風土化」する日
本｜PSIKO｜2001年1月号｜冬樹社

インタビュー■ 生き方を選択でチャンスの時代｜TPIS｜
Vol.358｜January 2001｜学生援護会

書評⬅ 成田毅｜「郊外」には魔物が棲む!?  豊かさの
象徴が戦後日本にもたらしたもの  『「家族」と「幸
福」の戦後史』｜山田昌弘ほか編｜この新書がすご
い！─目からウロコのいち押しガイド298｜洋泉
社｜2001年2月

講演録■■ IV  郊外という空間（宮城大学、2000年9月14
日）｜都市を巡るオギュスタンベルク連続対談  都市、
建築空間の場所性｜宮城大学｜2001年3月

調査研究■■■ 監修＋写真＝三浦展｜調査＝松谷英美
子｜カルチャースタディーズ研究叢書1 若者消費研究
シリーズ1 Cafe人気分析調査｜「第1章カフェの歴史」
「第2章 スターバックスの人気分析」「第3章カフェを
求める心理」「資料 インタビュー調査20名」｜2001
年3月

調査研究■■■ 監修＋写真＝三浦展｜調査＝石原留美
子｜カルチャースタディーズ研究叢書2 若者消費研究
シリーズ2 古着人気分析調査｜「第1章 古着の現状
と類型」「第2章 90年代における古着文化」「第3
章 古着人気の要因分析」「資料インタビュー調査15
名」｜2001年3月

調査研究■■■■ 監修＝三浦展｜調査＋撮影＝大井夏
代｜カルチャースタディーズ研究叢書3 若者消費研究
シリーズ3 ガングロギャル人気分析調査｜「第1章ガ
ングロギャルの誕生」「第2章 コギャル盛衰10年史」
「第3章 ガングロギャルの素顔」「資料1 コギャル10
年史年表」「資料2 渋谷109の主なショップ群」「資

執筆原稿やインタビュー
記事のまとめ

「ファスト風土」の初出原
稿と思われる

海外学生案内『 loose maneuvers』に
高円寺の自作地図を提供した

山田昌弘による『「家族」と「幸福」の戦後史』の書評
（『教員養成セミナー』2000年8月号［時事通信出版局］より）

開発へのアドバイスを行なった
スズキ「ラパン」の初代モデル（2002）
出典＝［期待が外れた］スズキラパン  現行…
初代の持っていたエスプリは消えた｜レスポンス｜
2017年1月4日配信｜イード｜https://response.jp/
article/2017/01/04/287840.html

デザインへのアドバイスを行なった
日産「キューブ」の2代目（Z11型）の前期モデル（2002）
出典＝日産  キューブ（2代目 Z11 2002－2008）─
左右非対称ボディを持つ個性派モデルに変身｜
ビークルズ｜ 2019年12月24日配信｜プラスワン｜
https://b-cles.jp/car/nissan_cube_2nd.html

WiLL（パナソニック）のパンフレット
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1999−2004 1999−2004家族  郊外  ファスト風土

2001 料3インタビュー調査20名」｜2001年3月

社会等学会■■■■ SOCIONERDOLOGY 社会等学会研究年
報 第2号｜特集＝時代のヒーロー｜「岡康治｜浜崎あ
ゆみと藤圭子─二つの時代のそれぞれの不幸」「田
所承己｜自己への〈メディア的まなざし〉と〈ペルソナ的
変転〉─浜崎あゆみの断片を通して」「西岡直実｜
『遊戯王』vs『仮面ライダークウガ』にみる子供の新世紀
ヒーロー」「岡康治｜おっはーは現代ヒーローの合言葉
か？」｜社会等学会｜発行人＝三浦展｜2001年4月

連載■■■■ 特別連載企画  郊外世代インタビュー①－
⑬｜PSIKO｜May 2001－April 2002｜冬樹社

インタビュー■格差の是正から自己肯定の消費へ｜読売
ADリポートOjO｜Vol.4, No.3｜June 2001｜読売新
聞社広告局

コラム■■■「私有空間」より「自由空間」を求める若者た
ち｜未来経営｜2001年夏号｜フジタ未来経営研究
所｜2001年7月1日

シンポジウム■■■■渡部隆（コーディネーター）＋川島蓉子＋
グエナエル・ニコラ＋近藤康夫｜第12回テンポロジー
構想会議21ファッション（モードとライフスタイル）とShop 
Space（建築と空間）｜2001年7月26日｜テンポロジー
研究会

論考■■■今どきの若者の価値観と行動（上）自己表現とし
ての改造ブーム｜販売人｜No.115｜2001 Summer｜
トヨタ自動車営業人材開発部

三浦著作■■■■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｜2001
年8月

インタビュー■■■■トライアングル  郊外の行方（中）  消費共同
体の核家族は崩壊｜読売新聞｜2001年9月4日夕刊｜
読売新聞社

論考■■■■今どきの若者の価値観と行動（下）  空間欲求と
「なごみ」感覚｜販売人｜No.116｜2001 Autumn｜ト
ヨタ自動車営業人材開発部

インタビュー■■■ 今どきの若者の結婚観｜世界日報｜
2001年10月13日｜世界日報社

シンポジウム■■ 小谷部育子＋塚本由晴＋篠原聡
子｜日本女子大学100周年記念シンポジウム  2015
年の住まい─家族と住まいのゆくえ｜2001年10月
20日｜日本女子大学成瀬記念講堂

インタビュー■■■「ホームレス主義」の若者｜信濃毎日新
聞｜2001年10月25日｜信濃毎日新聞

インタビュー■■■■消費・都市・文化研究家、三浦展さんが
提案する郊外世代のための新社交術  インターネット
が可能にする「近くの他人より遠くの他人」というつき
あい方｜季刊 CARE design｜No.10, 2001｜ケアデ
ザインプラザ

インタビュー■■■徹底考察  日本人の劣化⑧  マナー  個
室が街に広がったのです。他人の目は全く気にしな
い｜週刊朝日｜2001年11月23日号｜朝日新聞出版

インタビュー■■■■欲望の即解決としての歩き食べ｜マー
ケティング  アイ｜Vol.20｜伊藤忠ファッションシステ
ム｜2001

書評⬅ KULTUR Tip  『マイホームレス・チャイルド』｜ド
イツニュースダイジェスト｜2001年12月15日｜Doitsu 
News Digest GmbH

主な企業向けマーケティング

◎  WiLL新商品のためのデザインリサーチと映像制作｜
トヨタ
◎  携帯電話のニーズとデザイン調査｜パナソニック
◎  コンビニ消費実態調査｜江崎グリコ
◎  トヨタウィッシュ新発売広告コンセプト提案｜デルフィ
ス

◎  21世紀の社会と幸せの研究｜本田技研
◎  新車デザインコンセプト調査｜日産

－

インタビュー■■団塊ジュニアは家を買わない｜日刊工業
新聞｜2002年1月4日｜日刊工業新聞社

講演録■■脱「家族」の時代（2002年1月19日）｜第13回
フォーラム・イン・ながの記録集  そだち合う家族─
家族像への提言｜長野市生活部男女共同参画課｜
2002

論考■■■その日暮らしの若者たち  必要に応じそのつど
消費｜日経MJ（日経流通新聞）｜2002年2月26日｜日
本経済新聞社

講演■■ 世代論再考｜第3回  団塊ジュニア世代の相
貌｜2002年3月16日｜パルテノン多摩

調査研究■■■■監修＝三浦展｜調査＝稲
垣愛｜カルチャースタディーズ研究叢
書5フリマ調査｜「インタビュー調査10
名」｜2002年3月

論考■■現代社会の矛盾の象徴としての
郊外ニュータウン｜TOYONAKA ビジョ

ン22｜Vol.5｜特集＝ニュータウン解体新書｜豊中市
政研究所｜2002年3月31日

論考■■■■「無為」の思想が新しい文化を生む？｜児
童心理｜2002年4月号｜金子書房

活 動■■■■ Illusion: Sociology Review of the Con-
temporary Culture｜第40
号｜May 2002

論考■■自分にとっていい感じに暮
らしたい！─団塊Jr.世代的生
活スタイル｜企画編集＝東京ガス
＋リビング・デザインセンターOZ
ONE｜都市と住まい｜東京ガス
＋リビング・デザインセンターOZ
ONE｜2002年6月1日

論考■■ 郊外化した社会と人間｜
聖教新聞｜2002年7月11日｜聖
教新聞社

共著C■ TOKYO STYLEのフィールド
ワーク─その時代的意義｜田
島則行＋久野紀光＋納村信之
編｜都市／建築  フィールドワー
ク・メソッド｜LIXIL出版｜2002
年7月

インタビュー■ 積み重ねた資産や経
験をどう活用していくか─企業
戦略としてのリバイバルマーケティ
ング｜広告月報｜2002年8月
号｜特集＝リバイバル｜朝日新聞社

ライフスタイルケア市場の拡大を予言
宇都宮をはじめとした北関東フィールドワークをたびたび実施
シェア、レンタルの時代を予言

三浦造語  共費
三浦注目現象 北関東  ケア  シェア
この年の出来事 2002 FIFAワールドカップ（日本、韓国共同開催）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

執筆原稿やインタビュー
記事のまとめ
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1999−2004 1999−2004家族  郊外  ファスト風土

2002 座談会■■■隈研吾＋須藤修＋中村
陽一｜共費市場の可能性｜
未来予兆Report｜Vol.2｜博報
堂研究開発局｜2002年9月

三浦著作■■ 大人のための東京
散歩案内｜新書y（洋泉社）｜
2002年10月1日

講演録■■団塊ジュニア市場を攻
めろ  ニセ団塊ジュニアと真性
団塊ジュニアを峻別せよ！─
マーケティングの「常識」を正
す｜日経消費経済フォーラム
会報  消費＆マーケティング｜
2002年12月号｜日本経済新聞
社・日経産業消費研究所

講演■■ 20世紀の郊外と家族｜
鎌倉女子大学公開講座  今、街
を考える（都市と街づくりの変遷）
─中世から現代の日本の街、

世界の街｜2002年12月9日｜
鎌倉女子大学

三浦著作■■■■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｜2002年12月

社会等学会■■■■ Annual Report of 
SOCIONERDOLOGY Vol.3（社会等
学会研究年報 第3号）｜December 
2002｜「服部圭郎｜セレブレー
ションと公共性に関する一考察」
「田所承己｜侵犯するプライベー
ト・スペース」「松井和哉｜プログレッシブ・ロックな、世界と
のかかわり方」「三浦展｜付録  最近のコミュニケーション
論、青少年論」｜社会等学会

対談■■大西隆｜日本の都市再生にデザインはあるの
か｜AXIS｜Vol.117｜2005年10月号｜アクシス

主な企業向けマーケティング

◎  ミニコンポのデザイン調査とアドバイス｜パナソニック
◎  スポーツウエアのデザイン調査｜サンエー・インター
ナショナル

◎  デザイン開発のための調査とイベント企画｜松下
電工

◎  首都圏団塊ジュニア向けヒット住宅企画のための調
査｜住環境研究所

◎  若者の携帯電話  デザイン志向  デザインキーワード  
クロスインデックス調査（CD-ROMで発行）

－

現代社会論入門講座
◎三浦展｜戦後日本社会意識史  ◎大江守之（都市・住
宅政策論）｜人口変動論  ◎浅野智彦（社会学）｜青少
年論  ◎山田昌弘（家族社会学、感情社会学）｜家族社会
学  ◎山嵜哲哉（社会学）｜団塊世代論  ◎佐藤俊樹（社
会学）｜階層論  ◎藤村正之（社会福祉学、教育社会学）｜
高齢社会論  ◎松原隆一郎（社会経済学）｜経済社会論
◎川浦康至（社会心理学）｜メディアコミュニケーション論
◎大西隆（都市計画）｜都市論

TV出演■■ 大人になれない若者たち─「20歳＝大
人」を問う｜インターネット  ディベート｜NHK衛星第
1｜2003年1月22日｜10:00－10:49

コラム■家族が相手をしてくれなくなったらどうすべきか｜
PRESIDENT｜2003年2月3日号｜プレジデント社

論考■個人が主役の総シングル市場─2005年体制
型消費への視点｜日経広告手帖｜2003年3月号｜
日本経済新聞社

シンポジウム■ 分科会B＝宮崎緑（司会）＋麻生圭子＋加
藤仁＋森田俊一郎｜マルチライフとシンプルライフ｜
未来生活シンポジウム「生活達人見本市」｜2003年
3月30日｜内閣府国民生活局＋内閣府経済社会総
合研究所

活動■■カルチャースタディーズ＋Kyozonemedia｜中野
ブロードウェイ・マップ─トーキョーの突然変異、「中野
ブロードウェイ」が根底から明らかに?!｜「所在」「歴史」
「フロアガイド」「空中庭園（住居部分屋上）」「店長／店
員インタビュー」「ユーザーの分類」「アキバちゃん」「ス
トリートスタイラー」「マイペース大人マニア」「子供さん」
「めちゃいけ地元」｜カルチャースタディーズ研究所｜
2003年4月

連載■■団塊の履歴書 戦後そして地方の変貌｜新潟日
報 ｜2003年6月－2004年9月
（週１回）｜新潟日報社

Kyozonemedia（原田直＋関谷康＋宮崎裕）とともに
『中野ブロードウェイ・マップ』（CD-ROM）を発行
マイケル・ムーア監督のTVシリーズ「マイケル・ムーアの
恐るべき真実  アホでマヌケなアメリカ白人」（製作＝1999）にはまる
郊外住宅をテーマとするアメリカ視察（住宅生産振興財団主催）に参加（6月）

東北に家族旅行（8月）し、巨大ショッピングモールの脅威を実感、
『ファスト風土化する日本』の刊行を急ぐ。
以後、佐賀県佐賀市、長崎県佐世保市、京都市伏見区、奈良県生駒市、新潟県新潟市、村上市、
青森県弘前市など、全国各地の少年犯罪や少女連れ去り事件の現場を踏査
馬場正尊＋原田幸子編『R the transformers』（写真＝阿野太一、R-book製作委員会、2002）を読み、
リノベーションへの関心を強める。馬場を立教大学ゲスト講師に招く
森川嘉一郎に『趣都の誕生』（幻冬舎、2003）について「カルチャースタディーズ講座」での講演を依頼

 三浦キーワード  ニューアーバニズム  ファスト風土
 この年の出来事   イラク戦争

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    

カルチャースタディーズ主催に
よる「現代社会論入門講座」
を初開催した

のちの「シェア」を予見し
たような三浦の造語である
「共費」を元に特集を組ん
だ。座談会には隈研吾も
参加した ライフスタイルケア

市場の拡大を予
言

『これからの10年  団塊ジュニア1400万人がコア市場になる！』で提示した世代交代の図。
経営コンサルタントの神田昌典から絶賛され、彼のカセットブックに出演し、勝間和代がそれを聴いたらしい。
なおこの図は2020年の『コロナが加速する格差消費』のために書き直したもの

2005年に『団塊世代を総
括する』（牧野出版）として
書籍化

出生数 1947～49
第1次ベビーブーム
（団塊世代）
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第2次ベビーブーム
（ニセ団塊ジュニア世代）
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1999−2004 1999−2004家族  郊外  ファスト風土

2003 2003冊子■■■■カルチャースタディーズ研究所
編｜三浦展の現代若者論  日本の若者
は荘子である。｜カルチャースタディー
ズ研究所｜2003年7月

調査研究■■■■カルチャースタディーズ・
ファッション社会学  増殖するかまやつ
女｜カルチャースタディーズ研究所｜2003年9月

論考■■■アメリカ視察報告｜住宅生産振興財団海外視
察（平成15年6月21日－7月1日）  アメリカの住宅地開発最
新事情─米国東西の計画住宅地とニューアーバニ
ズムが手本にした歴史の街を見る｜住宅生産振興財
団｜2003年10月10日

論考■■崩れゆく「地方」  ファスト風土化した日本と危
険な地方農村部｜PSIKO｜2003年11月号｜冬樹社

コラム■■郊外化と犯罪  地域社会の変質認識を｜朝日
新聞｜2003年11月12日｜朝日新聞社

書評⬅ 中野香織｜モードの方程式  かまやつ女｜日本
経済新聞｜2003年11月14日夕刊｜日本経済新聞社

コラム■■ Suburban Sprawl Engulfs Peaceful Districts｜
The Asahi Shimbun｜2003年12月25日｜朝日新聞
社

『カルチャースタディーズ・ファッション社会学  増殖するかまやつ女』の
内容を題材にした中野香織のコラムが
『日本経済新聞』（2003年11月14日夕刊［日本経済新聞社］）に掲載された

佐賀市のシャッター通り

アメリカのニューアーバニズムの聖地であるヴィレッジホームズ（カリフォルニア州デービス）［左］とシーサイド（フロリダ州ウォルトン）の2カ所を訪ねた

秋田県のファスト風土

京都のファスト風土

弘前のシャッター通り　奧太

京都のてるくはのる事件のあった街の駅前送電塔
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1999−2004 1999−2004家族  郊外  ファスト風土

2004

「佐世保小6女児同級生殺害事件」の加害者が、娘と同じ学年だったので衝撃を受け佐世保（長崎県）に視察に行く
日本交通公社で若者の旅行についての研究会を運営する（山田昌弘、佐藤敏樹［社会学］、北山晴一らが委員）
山田昌弘と『PSIKO』で対談しジークムント・バウマンによる「リキッド・モダニティ」「溶解」という言葉を知る。
以後、バウマンを多数読む
東京の若者のカルチャー（クラブ、DJ、スケートボーダー、アクセサリー・デザイナーなど）を取材した
ドキュメント映像『MY HOMELESS CHILD』（DVD）を発行
今橋映子『リーディングズ都市と郊外─
比較文化論への通路』（NTT出版、2004）を読み、
写真家ジャン＝ウジェーヌ・アジェの写真の多くがパリ郊外の風景であると知り驚く
オランダ、ドイツ、イギリスを視察（住宅生産振興財団主催、6月）。
このときロンドン郊外のレッチワース、ウェルウィン、ハムステッドを初めて訪れた
オギュスタン・ベルクから招聘を受けパリ大学などで
4回講義をする（11月）。ついでにベルリンとレッチワースを再訪する。
ベルリンでイタリアの都市写真家ガブリエル・バジリコの
写真集Berlin（�ames & Hudson Ltd., 2002）を気に入り購入
昭和4世代欲求比較調査実施（イーファルコンと共同）、
『下流社会』（光文社新書、2005）に活かす

三浦の関心事リキッド・モダニティ  溶解
この年の出来事佐世保小6女児同級生殺害事件

■■■■■■■■ 号｜住宅生産振興財団

三浦著作■■ファスト風土化する日本─郊外化とその病
理｜新書y｜2004年9月

書評⬅ 宮崎哲弥｜今月の新書完全読破  今月のベスト

『ファスト風土化する日本』｜諸君！｜2004年12月
号｜文藝春秋

インタビュー■■ 地域社会を衰退させる「郊外化」｜全国
商工新聞｜2004年12月20日｜全国商工団体連合会

主な企業向けマーケティング

◎  団塊ジュニア向けヒットする住宅設備のデザイン志向
と機能ニーズに関する調査｜住生活研究所

◎  高齢化に関する企業行動に関する研究｜本田技研
◎  これからの日本社会における欲求のゆくえについて
の文明論的研究｜日本交通公社

－

現代社会論入門講座
◎三浦展｜団塊世代の55年史と今後の生活予測、
東京の変遷と今後ほか  ◎塚本由晴（建築家）｜住居
から見た家族の変容  ◎深谷昌志（教育社会学）｜子ど
もの意識、行動、価値観の変遷と今後  ◎茂木信太
郎（生活科学、フードマーケティング）｜食生活の変化と今
後  ◎村上あかね（家族社会学）｜家計から見た家族の
変質と消費  ◎小倉千加子（ジェンダー論）｜現代の恋
愛、結婚、独身観  ◎矢野眞和（社会工学、教育経済学、
教育社会学）｜生活時間から見た日本人の生活の変化  

◎辻大介（コミュニケーション論）｜携帯電話と若者の「と
か」的コミュニケーション  ◎佐々木利春（全国出版協会
出版科学研究所主任研究員）｜出版から見た消費者ニー
ズの変化  ◎耳塚寛明（教育社会学）｜教育と階層

－

インタビュー音源■■■■これから10年、世代を知らなきゃビ
ジネスにならない！この1本で、世代が見えるインタ
ビュー｜月刊 ダントツ企業実践テープ｜2004年6月
号｜アルマック

インタビュー■■■ 50年代本にミッドセンチュリーの消費文
化を見る。｜BRUTUS｜2004年7月1日号｜特集＝さ
あ、ブックハンティングの季節です！｜マガジンハウス

言及⬅ 大川陸（住宅生産振興財団）｜ファスト風土  三浦
展「ファスト風土化が犯罪を生む」『世界』2004年7
月号（岩波書店）｜ボンエルフ｜No.198｜2004年8月

現代社会論入門講座第2期
を開催。新たに講師を迎える
（第2期からの講師を中心に
記載）

『BRUTUS』2004年7月1日号「特集＝さあ、ブックハンティングの季節です！」（マガジンハウス）より

宮崎哲弥による『ファスト風土化する日本』の書評（『諸君！』2004年12月号［文藝春秋］より）

ベルリン訪問時の自撮り

ガブリエル・バジリコの写真集Berlin
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1999−2004 家族  郊外  ファスト風土

2005−2010

下流社会
シンプル族
三低主義

2004

レッチワースは、ロンドンの郊外に位置し、
エベネザー・ハワードの「田園都市」を実践した最初の都市として知られる

パリ郊外もファスト風土化していることを知る

パリの書店では
フランス版
『ファスト風土化する日本』のような
本を見つけた
David Mangin, 
La ville Franchisée: formes 
et structures de la ville 
contemporaine, Editions de la 
Villette, 2004

パリのパサージュ
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2005

オギュスタン・ベルクに依頼され
国際日本文化研究センターでの「日本の風土」研究会に参加する

三浦キーワード 下流社会
この年の出来事 JR福知山線脱線事故

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

主な企業向けマーケティング

◎下着カタログのリフレッシュコンセプト
◎現代女性調査｜読売広告社

－

現代社会論入門講座
◎隈研吾（建築家）｜建築と都市・家族・住居  ◎松村徹
（ニッセイ基礎研究所上席主任研究員）｜団塊世代の退職
と不動産市場への影響  ◎大塚英志（評論家）｜現代
の更新または近代のやり直し  ◎宮本みち子（家族社会
学）｜ポスト青年期の若者の親子関係  ◎野城智也（都
市計画、建築計画）｜都市の情報化と新しい産業  ◎山
崎伸治（シニアコミュニケーション代表取締役）｜都市型シ
ニアマーケット  ◎森川嘉一郎（現代日本文化、意匠論）｜
おたく的文化の世界進出と現代日本文化  ◎森剛志（家
計経済、経済格差）｜日本のお
金持ち妻研究  ◎三浦展｜希
望格差社会における女性階
層化

－

監修■■検証  地方がヘンだ！─地方がファスト風土
化し、液状化している！｜洋泉社MOOK｜2005年1月

講演録■■ファスト風土化する日本｜社会運動｜Vo.298｜
2005年1月15日号｜市民セクター政策機構

三浦著作■■■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｜2005年2月
28日

三浦著作■■■■「かまやつ女」の時代─女性格差社会
の到来｜牧野出版｜2005年3月

書評⬅ 立川談四楼｜ガングロ、汚ギャル、そして……  
『「かまやつ女」の時代』｜週刊新潮｜2005年4月7

日号｜新潮社

インタビュー■■ 地方の画一化に危機感｜中日新聞｜
2005年4月19日｜中日新聞社

書評⬅ 鎌田彗｜フリーター400万人時代の処方箋
─「自分探しをやめて就職しろ」に賛成  『仕事をし
なければ自分は見つからない』｜週刊朝日｜2005年
4月22日号｜朝日新聞出版

書評⬅ 香山リカ｜「あまり考えないでまず仕事してみな
よ」─アニキのような主張に賛成  『仕事をしなけれ
ば自分は見つからない』｜週刊ポスト｜2005年4月
29日号｜小学館

書評⬅ 深見透｜商説見本市246  『ファスト風土化する
日本』｜専門店｜2005年5月号｜日本専門店会連
盟

コラム■■消費分析  独身貴族  男は無縁─団塊ジュ
ニア「生活水準、下の方」｜日経MJ｜2005年5月11
日｜日本経済新聞社

書評⬅ 中村義実（敬和学園大学）｜新潟の一冊  鋭い
社会・分析  『仕事をしなければ、自分は見つからな
い』｜新潟日報｜2005年5月22日｜新潟日報社

書評⬅ 藤原和博｜身分制社会到来の予兆  『「かまや
つ女」の時代』｜日経ビジネス｜2005年6月6日号｜
日経BP社

インタビュー■■■私の書いた本  「かまやつ女」の時代｜
婦人公論｜2005年7月7日号｜中央公論新社

三浦著作■■■■団塊世代を総括する｜牧野出版｜2005
年7月23日

コラム■■■■時代相2005夏  犯罪拡散  消えた地域社

会─歴史、自然が均質化した“ファスト風土”｜北
海道新聞｜2005年8月8日｜北海道新聞社

書評⬅ 竹内洋｜三浦展著『団塊世代を総括する』｜
読売新聞｜2005年9月11日｜読売新聞社

三浦著作■■■■下流社会─新たな階層集団の出現｜
光文社新書｜2005年9月20日

コラム■■■時想  社会見える街取り戻
せ─「ファスト風土」の怖さ｜中國新聞｜2005年
9月25日｜中国新聞社

連載■■「2005年体制」で読み解く近未来の消費構
造｜月刊フナイ・メディア｜2005年10月号－12月号｜
船井メディア

書評⬅ 桜井哲夫（東京経済大学教授）｜新自由主義が
破壊した「平等」  『下流社会』｜京都新聞ほか（時事
通信配信）｜2005年10月9日｜京都新聞社ほか

書評⬅吉田司｜データで追いかけた若者の分化  三浦
展著『下流社会』｜朝日新聞｜2005年10月23日｜
朝日新聞社

書評⬅岩井八郎｜開き直る「中の下」を浮き彫りに  三
浦展著『下流社会』｜日本経済新聞｜2005年10月
23日｜日本経済新聞社

書評⬅ 松原隆一郎｜挨拶ひとつできず、食事も作れな
い  団塊ジュニア世代の特徴は下流化の流れ  『下流社
会』｜週刊朝日｜2005年11月4日号｜朝日新聞出版

インタビュー■■■■平和の風景  「ファスト風土化」問題を
探る─下流意識の拡大に警鐘｜新潟日報｜2005
年11月9日｜新潟日報社

書評⬅ 重松清（作家）｜高みに立った社会の腑分けで
はなく、意欲を失いがちな現代人への警世の書  三浦
展『下流社会』｜週刊ポスト｜2005年11月25日号｜
小学館

論考■■■■ Will the Pensioner Baby Boomers and the 
Part-Time “ Junior” Generation Bankrupt Japan?｜
JAPAN SPOTLIGHT｜November / December 2005｜
Japan Economic Foundation（国際経済交流財団）

共著B■■■■第三章  消費の物語の喪失と、さまよう「自
分らしさ」｜上野千鶴子編｜脱アイデンティティ｜勁
草書房｜2005年12月

インタビュー■■■■ブーム巻き起こした「下流社会」の著者
三浦展さんに聞く  所得は低く、働く意欲なく、社会活
動も忌避  日本、30代下流数百万人｜ソウル新聞（韓
国）｜2005年12月23日｜ソウル新聞社

インタビュー■■信頼喪失社会を語る  都会の危機農村部
にも  背景に画一化、階層化｜読売新聞｜2005年
12月27日｜読売新聞社

書評⬅ 金森修｜2005年の予感  時流  自論  今年見
えた10年後は……  笑いのない警察国家  三浦展著
『下流社会』｜朝日新聞｜2005年12月30日｜朝日
新聞社

2006年3月までに80万
部のベストセラーとなる

2006年、『上流な私？  下
流な私？  いまどきの女性
のココロと生活』として出版

カルチャースタディーズ主
催による「現代社会論入
門講座」第3期を開催（新
たに迎えた講師を中心に
記載）
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

20052005

鎌田彗による『仕事をしなければ、自分はみつからない。』の書評
（『週刊朝日』2005年4月22日号［朝日新聞出版］より）

松原隆一郎による『下流社会』の書評
（『週刊朝日』2005年11月4日号［朝日新聞出版］より）

重松清による『下流社会』の書評
（『週刊ポスト』2005年11月25日号［小学館］より）

桜井哲夫による『下流社会』の書評
（『京都新聞』2005年10月9日［京都新聞社］より）

香山リカによる『仕事をしなければ、
自分はみつからない。』の書評
（『週刊ポスト』2005年4月29日号［小学館］より）

立川談四楼による
『「かまやつ女」の時代』の書評
（『週刊新潮』2005年4月7日号［新潮社］より）
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2005

主な企業向けマーケティング

◎  新車開発アドバイス｜三菱自動車
◎  次世代コミュニケーションサービス勉強会｜NTTド
コモ

－

インタビュー■■■■まちづくり  成功の条件  「町育」が子供を
伸ばす｜日経MJ｜2006年1月4日｜日本経済新聞社

連載■■■■三浦展の「下流社会」の楽しみ方｜週刊ポ
スト｜2006年1月1日・6日号－2006年10月26日号｜
小学館

対談■■■■渡邉美樹｜親は「偽中流」、わが子は「下流社

会」｜プレジデント｜2006年1月30日号｜プレジデント社

論考■■■■ 2007年問題  下流社会  団塊ニートの誕
生｜文藝春秋｜2006年2月特別号｜文藝春秋

ラジオ出演■■■■“希望社会”が見えますか｜いきいきホッ
トライン｜NHKラジオ第1｜2006年2月23日｜17:05
－17:30

シンポジウム■■ 南後由和（社会学）＋北田暁大（社会
学）｜若者文化・都市論の現在─〈ポスト80年代〉
のストリート文化から都市再開発まで｜「Rapt! con-
temporary art from Japan」公開セミナー  第1回｜
2006年2月22日｜国際交流基金

この年「下流社会」に関する講演を100回超行なう
「団塊世代2000人調査」を実施。2007年『団塊格差』として出版
下流社会の続編『下流社会  第2章』（2007）のために「男性仕事・生活調査」と「未婚・既婚子なし女性調査」を実施
事務所を西荻窪（東京都杉並区西荻南）のリノベーション済み賃貸マンションに移転し、
2006－2007年で900万円分のアート本を買う
『下流社会』の印税600万円を研究助成金として活用し、複数の研究者に下記研究を委託した。
「吉祥寺（東京都武蔵野市）」「阿佐ヶ谷住宅（東京都杉並区）」「1人暮らし女性」「太田市（群馬県）商店街風俗街化実態」
「仙台市（宮城県）ショッピングモール」「下流食事」「コーポラティブハウス」など。
吉祥寺と阿佐ヶ谷は1冊の本としてまとめ（『吉祥寺スタイル』『奇跡の団地  阿佐ヶ谷住』）、
太田市の調査は『下流同盟』に、食事調査は『下流は太る！』に収録した
明治学院大学服部圭郎ゼミとともに群馬県太田市をフィールドワーク
『下流同盟』執筆のために服部圭郎の案内でアメリカ大陸を横断し、ファスト風土化した郊外を調査
宝島社と共同で「母親調査」を行なう。2007年、『格差が遺伝する！』として出版
8月、陣内秀信の南イタリア、ガリポリの調査に同行し、その後、ローマとヴェネツィアを視察する
2005年の「愛・地球博」（愛知万博）に合わせ万博本を準備開始していたが間に合わず、
2011年の東日本大震災を機に、原発をテーマに組み込み、結局2015年『郊外・原発・家族』（勁草書房）として結実

三浦キーワード 町育
この年の出来事東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の最高裁判決により

宮崎勤被告の死刑が確定
   オウム真理教の松本智津夫被告に対する

特別抗告の棄却により死刑判決が確定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「ファスト風土化」問題に関するインタビュー記事（『新潟日報』2005年11月9日［新潟日報社］より）
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2006 2006インタビュー■ 好きなことでなく得意なことで将来を考え
る｜学研・進学情報｜2006年3月号｜学習研究社

対談■■■ 小倉千加子｜下流にもチャンス！  「格差恋
愛」の時代がやってくる｜PSIKO｜2006年3月号｜
冬樹社

対談■■■■重松清｜父親たちよ、いまこそ古くさいオヤジ
となれ！─意欲のない若者が蔓延する「下流社会
化」の流れを堰き止める“土嚢”となるために｜週刊ポ
スト｜2006年3月10日号｜小学館

共編著■■■服部圭郎＋齊木崇人＋渡和由＋仙田満＋甲
斐徹郎＋馬場正尊＋竹内昌義＋隈研吾｜脱ファスト風土
宣言─商店街を救え！｜新書y｜
2006年4月

対談■■三田紀房｜下流化を食い止める秘策は『ドラゴ
ン桜』にあり！｜女性自身｜2006年4月4日号｜光文社

共著B■■■■第二章  ファスト風土以外の環境に住むこと
はわれわれの基本的な権利だ｜本山美彦＋山下惣一
＋古田睦美＋佐久間智子｜儲かれば、それでいいの
か─グローバリズムの本質と地域の力｜「環境持
続社会」研究センター｜2006年4月

三浦著作■■■■［文庫化］マイホームレ
ス・チャイルド─下流社会の若者
たち｜文春文庫｜2006年5月10日

書評⬅ 若林幹夫｜三浦展編著『脱
ファスト風土宣言』  全国均質化の
変動に対案や問題提起を｜公明
新聞｜2006年5月29日｜公明党
機関紙局

三浦著作■■■「自由な時代」の「不安
な自分」─消費社会の脱神話化｜晶文社｜2006
年6月9日

インタビュー■■■■パルコ『ACROSS』編集部｜三浦展／MI
URA ATSUSHI インタビュー｜ACROSS｜2006年6月
22日｜パルコ｜http://www.web-across.com/pers
on/d6eo3n000001edt5.html

共著A■■■読売広告社｜上流な私？  下流な私？  いまどき
の女性のココロと生活｜PHP研究所｜2006年7月20日

論考■団塊格差2000人実態調査─下流率41％。彼
らの未来に何が待ち受けるのか｜文藝春秋｜2006年
9月号｜文藝春秋

三浦著作■■■下流社会マーケティング─総中流化から
階層化の時代へ｜日本実業出版社｜2006年9月10日

論考■■南後由和＋北田暁大｜若者文化・都市論の現在
─〈ポスト80年代〉のストリート文化から都市再開発ま
で｜「Rapt! 20contemporary artists from Japan」展
カタログ｜国際交流基金｜2006年9月

三浦著作■■■［カラー化］カラー版  
大人のための東京散歩案内｜
COLOR新書y（洋泉社）｜2006年
10月7日

インタビュー■■■安倍政権に望む  経
済政策インタビュー  格差拡大  
若年層に絞り対策急げ｜読売新
聞｜2006年10月11日｜読売新
聞社

インタビュー■■■■面對面  下流社會自由談｜信報財經新
聞（香港）｜2006年10月19日｜信報財經新聞社

連載■■■対談連載シリーズ  三浦展と語る近未来社会①
－④｜月刊フナイ・メディア｜2006年11月号－2007年5
月号｜船井メディア

三浦著作■■■■難民世代─団塊
ジュニア下流化白書｜生活人新
書（日本放送出版協会）｜2006
年11月10日

シンポジウム■■■三宅理一（慶応義
塾大学教授）＋金村修（写真家）＋
藤森照信（建築史家・建築家、東
京大学教授）＋ヨコミゾマコト（建
築家）＋米山勇（建築史家、江戸
東京博物館助教授）ほか｜ポスト
バブルの建築シーン｜「パラレ
ル・ニッポン  現代日本建築展  
1996－2006」関連シンポジウ
ム｜2006年11月9日｜国際交
流基金

共編著■■■■服部圭郎＋宮本冬子
＋藤田晃之＋鳥海基樹｜下流
同盟─格差社会とファスト風
土｜朝日新書（朝日新聞出版）｜
2006年12月8日

2006年2月3日の『朝日新聞』に掲載された『下流社会』の広告

台湾のビジネス誌『天下雑誌』による
「下流社会」特集号
（2006年3月15日号）

『ニューズウィーク日本版』
「下流パニック」特集号
（2006年3月1日号）

オギュスタン・ベルクと
の対談も収録

文庫化に際して重松清
の解題を収録

若林幹夫による『脱ファスト風土宣言』の書評
（『公明新聞』2006年5月29日［公明党機関紙局］より）
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2006

主な企業向けマーケティング

◎  ジェネレーションZに関する世代研究｜スタンダード
通信社

現代社会論入門講座
◎樋口美雄（労働経済学、計量経済学）｜ワークライフバ
ランス  ◎片岡栄美（文化社会学）｜文化的オムニボア  
◎大野秀敏｜縮小する都市  ◎渡和由（都市計画、建築
計画）｜まちづくり  楽しく安
心なまち

－

インタビュー■■■■「下流社会」のゆくえ｜公明｜2007年
2月号｜公明出版

三浦著作■■ 団塊格差｜文春新書
（文藝春秋）｜2007年3月20日

論考■■キーワードで読み解く日本の
今  社会ニュースをななめ読み  「格
差」─今、働く女性としての格差
の意識はどこへ向かう？｜Oggi｜
2007年4月号｜小学館

共著A■■■渡和由研究室｜吉祥寺ス
タイル─楽しい街の50の秘密｜

文藝春秋｜2007年4月24日

共著A■■■■上野千鶴子｜消費社会から格差社会へ─
中流団塊と下流ジュニアの未来｜河
出書房新社｜2007年4月25日

書評⬅ 中沢誠｜「住みたい」人気の街  吉祥寺  魅力
解説本を出版  『吉祥寺スタイル』｜東京新聞（武蔵野
版）｜2007年5月1日｜中日新聞東京本社

書評⬅ 石鍋仁美｜人を呼ぶ店、吉祥寺に学ぶ  『吉祥
寺スタイル』｜日経流通新聞｜2007年5月4日｜日本
経済新聞社

三浦著作■■■格差が遺伝する！─子どもの下流化を防
ぐには｜宝島社新書｜2007年5月19日

冊子■■■■ Illusion: Sociology Review of the Contem-
porary Culture｜2007年7月号｜特集＝下流社会以
降のパブリシティ｜カルチャスタディーズ研究所

三浦著作■■■富裕層の財布─誰も知らないお金の使
い方｜プレジデント社｜2007年7月

三浦著作■■［『団塊世代を総括する』改
題文庫化］団塊世代の戦後史｜文春文庫｜2007年7
月10日

建築家の大野秀敏（建築家、都市構想家）に呼ばれ、
展覧会「シュリンキングシティ×ファイバーシティ＠アキハバラ」（会場＝AKIBA_SQUARE、会期＝2007年1月28日－2月18日）の
イベントとして、馬場正尊、竹内昌義（建築家、東北芸術工科大学教授）と
「郊外の現在。そしてプラグマティックな手法論」と題するトーク・イン（Talk-in）を行なう（2月3日）。
この展覧会企画を基に『シュリンキング・ニッポン』として刊行される
4月、大月敏雄（建築計画学、東京大学准教授）とともにカンボジアの住宅の調査に行く
スタンダード通信社と共同で「ジェネレーションZ調査」を行なう。2008年、『日本溶解論』として出版
住宅生産振興財団の主催によるアメリカ・ニューアーバニズム住宅地視察に参加

三浦造語  ジェネレーションZ（ Z世代）
この年の出来事バージニア工科大学銃乱射事件

団塊の世代が定年を迎え始める（2007年問題）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■『下流同盟』執筆のためにアメリカ大陸を横断し、郊外を調査した。

ファスト風土化により商店街がゴーストタウンになったり、中規模ショッピングモールが潰れて空き店舗になる風景を見た

コロラド州 ニューメキシコ州

一方、コロラド州ボールダーを訪れた際には、
自然と歴史を重視したまちづくりに感動した

8月に訪れた
南イタリアのガリポリで見つけた
内部階段

ニューヨーク州レヴィットタウンを訪問したときのようす（2006年6月10日）

文庫化に際して香山リ
カの解説を収録

語りおろしの対談を収
録した

『文藝春秋』との共同
調査を基に団塊世代を
階層意識で分析

カルチャースタディーズ主
催による「現代社会論
入門講座」第4期を開催
（新たに迎えた講師を中
心に記載）
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2007 共著B■■ファスト風土＝持続可能な風土｜鈴木貞美＋
鳥海基樹ほか｜オギュスタン・ベルク編｜日文研叢
書41  日本の住まいと風土性  国際日本文化研究セン
ター共同研究報告｜人間文化研究機構国際日本文
化研究センター｜2007年8月

論考■■リポート「次代の日本の夢と都市」の創造  アメ
リカニューアーバニズム住宅地視察を終えて｜家とまち
なみ｜No.56｜2007年9月号｜住宅生産振興財団

インタビュー■■■ Japon. Haro sur les classes moyennes｜
Courrier international（フランス）｜2007年9月12日｜ル・
モンド社

三浦著作■■■下流社会  第2章─なぜ男は女に“負け
た”のか｜光文社新書｜2007年9月14日

共著C■■■■地方の誇りが危機を救う｜橘木俊詔＋山田
昌弘ほか｜成美堂出版編集部編｜格差社会で生き
のこる23のSTORY─生き方・考え方の指針データで
みる実情｜成美堂出版｜2007年10月

三浦著作■■夢がなくても人は死なない─好きな仕事
を探すより、仕事を好きになりなさい｜宝島社｜2007
年12月15日

主な企業向けマーケティング

◎  御徒町周辺商業調査｜浜野総合研究所
◎  デザイン制作業務｜パナソニック・デザインカンパニー

－

書評➡■「負ける建築家」の決意表明  隈研吾＋清野由
美『新・都市論TOKYO』（集英社新書）｜青春と読書｜
2008年2月号｜集英社

コラム■■■■住民自身が地域の財産｜ふるさとよ  転換
期のニュータウン  将来を考える｜山陽新聞｜2008
年2月18日｜山陽新聞社

インタビュー■■ 救われたのはどっちか  「下流」が救う下
流｜AERA｜2008年2月11日号｜朝日新聞出版

三浦著作■■■■ igocochi─TOKYO STREET FILE 1998-

2006｜ 三 一 書
房｜2008年3月

共 著A■■■■ スタン
ダード通信社｜日
本溶解論─こ
の国の若者たち｜
プレジデント社｜
2008年3月

編著■■■ 下流は太る！  こんな
暮らしがデブの素｜扶桑社｜
2008年3月

インタビュー■■ 路上と学術書は
「ネタの宝の山」だ｜情報の
プロ7人が「オレのネタ元」明
かした!!｜FLASH｜2008年3

ジェネレーションZを研究した『日本溶解論』により、
キャバクラ嬢が人気の職業であることが話題となり、内外から数十回取材を受ける
どうしてもリノベーションがしたくて西荻窪にマンションを買いリノベーションをする。
大月敏雄収集の同潤会アパートのドアを使い、和モダンな部屋をつくる
住宅生産振興財団海外視察でシアトル（アメリカ、ワシントン州）の古本屋で見つけた本を契機に
ル・コルビュジエとの本格的な出会いを果たす。その後『郊外・原発・家族』に反映
「シンプル族調査」実施
越谷イオンの後に浅草に立ち寄ったところ、とても心が安らぎ下町の魅力に目覚める

三浦造語  シンプル族
三浦関心事 ル・コルビュジエ  キャバクラ嬢  下町
この年の出来事  リーマン・ショック（世界同時金融危機）
    「アラフォー」が流行語大賞となる
   アフリカ系アメリカ人として初めて

バラク・オバマがアメリカ合衆国大統領に
   Apple社のiPhoneが日本での販売開始
   TwitterとFacebookの日本語版リリース

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    

1990年代末から2000年代半
ばにかけて発見したさまざまな
「いごこち」を集めた写真集。
成実弘至、宮下マキとの対談
を収録

シアトルの古本屋で入手した
Mardges Bacon, 
Le Corbusier in America: 
Travels in the Land of the 
Timid (� e MIT Press, 
2001)。1935年、
ル・コルビュジエが
初めてアメリカを訪れた際の
発言などからその後の
アメリカ建築から／への影響を
追った研究書



094｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事 ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜095

2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2008 2008月18日号｜光文社

インタビュー■■■なぜ下流ほど太るのか？｜SPA!｜2008
年4月8日号｜扶桑社

鼎談■■■米山公啓＋雨宮処凛｜下流は食べる楽しさを
知らない｜SPA!｜2008年4月8日号｜扶桑社

書評⬅「格差社会」の三浦展さん、中央線沿線の写真
集を出版｜吉祥寺経済新聞｜2008年4月21日｜ク
ロール

監修■■マーク・J・ペン＋E・キニー・ザレスン｜マイクロ
トレンド─世の中を動かす1％の人びと｜吉田晋治
訳｜NHK出版｜2008年4月

インタビュー■■■日本社会学家、作家三浦展解剖日本社
会新劫向  下流社会能代表当今日本｜东方早报（上
海）｜2008年5月8日｜上海文汇新民联合报业集团

書評⬅よみうり堂  本  三浦展写真集『 igocochi』｜読
売新聞｜2008年5月11日｜読売新聞社

書評⬅ 浅野智彦｜今を読み解く  つながり重視する若
者（『日本溶解論』）｜日本経済新聞｜2008年5月11
日｜日本経済新聞社

書評➡■■■ 普通の暮らしへの愛着が生んだフィールド
ワーク  橋本健二『居酒屋ほろ酔い考現学』（毎日新聞
社）｜週刊文春｜2008年7月17日号｜文藝春秋

共著C■ 郊外田園都市としての吉祥寺｜大野秀敏編
著｜シュリンキング・ニッポン─縮小する都市の未来
戦略｜鹿島出版会｜2012年8月

三浦著作■■■■下流大学が日本を滅ぼす！─ひよわな
“お客様”世代の増殖｜ベスト新書（KKベストセラーズ）｜
2008年8月

論考■■■リポート「2008年米国住宅地視察」から  
パークフォレスト（イリノイ州）訪問記｜家とまちなみ｜
2008年9月号｜住宅生産振興財団

三浦著作■■■格差社会のサバイバル術─生き残りを賭
ける人と企業｜学研新書（学研プラス）｜2008年9月

インタビュー■■『下流社会』の三浦展氏が市場を分析  ス
トレス解消マーケットを読み解く｜日経トレンディ｜
2008年10月号｜日経BP社

共著C■■■■ 山田昌弘＋門倉貴史｜「意欲」を持てる

『読売新聞』による『 igocochi』の書評
（2008年5月11日［読売新聞社］より）

浅野智彦による  『日本溶解論』の書評
（『日本経済新聞』2008年5月11日［日本経済新聞社］より）

社会をどう作るか｜文春新書編集部編｜論争  若者
論｜文春新書（文藝春秋社）｜2008年10月20日

三浦著作■■■［『「かまやつ女」の時代』の改題文庫化］平成女
子図鑑─格差時代の変容｜中公文庫（中央公論新
社）｜2008年11月

共著A■■■■柳内圭雄｜女はなぜキャバクラ嬢になりた
いのか?｜光文社新書｜2008年11月

コラム■■職業大学軸に再編しては｜私の視点  大学過
剰時代｜朝日新聞｜2008年11月27日｜朝日新聞社

冊子■■■■ Illusion  カルチャースタディーズ2008所報｜
カルチャースタディーズ研究所｜2008年12月5日

共著A■■■■神奈川大学曽我部
昌史研究室｜商店街再生計
画─大学とのコラボでよみ
がえれ！｜洋泉社｜2008年
12月

コラム■■■友達上司｜随想｜神
戸新聞｜2008年12月22日｜
神戸新聞社

インタビュー■■■■人物点描  キャ
バクラ嬢に地方の疲弊｜新潟日報｜2008年12月25
日｜新潟日報社



096｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事 ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜097

2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2009

三浦関心事コミュニティ  再魔術化
この年の出来事アメリカのオバマ大統領がノーベル平和賞受賞

民主党政権誕生

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

現代社会論入門講座
◎吉崎達彦（双日総研副所長）｜これからの日米外交  ◎田
中慶子（家計経済研究所）｜家計主役の交代  ◎見田宗
介（東京大学名誉教授）｜日本人の意識の交代 ◎広井良
典（千葉大学教授）｜これからのコミュニティ  ◎上野千鶴
子（東京大学教授）｜ケアする社会

－

コラム■「下流」改め「下層社会」  負け組から脱する
には─｜ワイド  ニッポンの争点’09｜週刊朝日｜
2009年1月2日・1月9日合併号｜朝日新聞出版

論考■三浦展が4595人を大調査  しぶとく暮らす「年
収ガタ減り時代」の選択と処方箋｜PRESIDENT｜
2009年1月12日号｜プレジデント社

共著A■■■菅原勝寿＋佐藤留美＋澤
田晃宏｜非モテ！─男性受難の
時代｜文春新書｜2009年2月

書評⬅山田昌弘（中央大学文学部）｜
“モテ”と経済格差をめぐる衝撃レ
ポート  『非モテ！』｜週刊文春｜
2009年2月26日号｜文藝春秋社

編 著■■■■［『下流は太る！』改訂新
書版］貧困肥満─新格差社会の到来｜扶桑社新
書｜2009年3月

インタビュー■■■■ギャルは現代の卑弥呼。彼女たちが今
の日本に新しい道を開くかも。｜BRUTUS｜特集＝Girl’s 
Culture  ギャルが日本を救う!?｜2019年5月1日号｜マ
ガジンハウス

三浦著作■■［『夢がなくても人は死なない』改訂改題文庫化］

働く力｜宝島SUGOI文
庫（宝島社）｜2009年5
月9日

三浦著作■■■［『格差が遺伝
する！』改訂改題文庫化］
合格力─子どもの成
績は親で決まる！｜宝島SUGOI文
庫｜2009年6月5日

共著C■■雇用・暮らし  非正規雇用
の増加から考える、今後のあるべ
き雇用形態｜島田裕巳＋坂東眞
理子ほか｜日本一早い平成史｜
ゴマブックス｜2009年5月28日

対 談■■■ 見田宗介｜「進歩」が
終わった世界を若者はどう生きる
か｜中央公論｜2009年7月
号｜中央公論新社

三浦著作■■■シンプル族の反乱─
モノを買わない消費者の登場｜KK
ベストセラーズ｜2009年7月9日

共著A■■■■堤清二｜無印ニッポン
─20世紀消費社会の終焉｜中
公新書｜2009年7月25日

論考■■■シンプル族の反乱─モノ
を買わない消費者の登場｜TOP
POINT｜2009年9月号｜パーソ
ナルブレーン

翻訳■■■■マックス・ウェーバー｜現代訳  職業として
の学問─危機に立つ現代に「働く意味」はあるの

か｜プレジデント社｜2009年9月

共著B■■■■アラフォー世代研究会｜アラフォー！─こ
れからの女性の生き方と消費｜PHP研究所｜2009
年11月17日

共著A■■■■ 原田曜平｜情報病─なぜ若者は欲望
を喪失したのか？｜角川oneテーマ21（角川書店）｜
2009年12月10日

『日本溶解論』を見田
氏に献呈し葉書を頂戴
したことを契機として初
めてお会いし対談した
もの

『 BRUTUS』2019年5
月1日号（マガジンハウ
ス）の表紙

山田昌弘による  『非モテ！』の書評
（『週刊文春』2009年2月26日号［文藝春秋社］より）

カルチャースタディーズ主催に
よる「現代社会論入門講座」
第5期を開催（新たに迎えた
講師を中心に記載）
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

2010

TwitterとFacebookを開始

Twitterを通じてリクルート住宅総合研究所（当時）の島原万丈と再会。
リノベーション関連のプロジェクトに参加するようになる

『下流社会  第３章』（2011）の基となる「現代最新女性調査」を行なう
ひつじ不動産『東京シェア生活』（アスペクト、2010）という本を青山ブックセンター（東京都渋谷区）で見つけて衝撃を受け、
シェアがついに時代のキーワードになったと直観、シェアについての本を書くことにする。
2011年、『これからの日本のためにシェアの話をしよう』出版

藤村龍至（建築家）に呼ばれ「建築夜学校」に参加
「中高年男性調査」を実施。2012年に『妻と別れたい男たち』として出版

『BRUTUS』2010年8月1日号「ブルータスのスタジオジブリ特集」の宮崎駿インタビュー写真（撮影＝篠山紀信）で
宮崎駿の机の上に、書名は不明だが三浦の光文社新書が置かれているのが写る

三浦造語  三低主義
この年の出来事鳩山由紀夫が退陣し、菅直人が首相に

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

共編著■■■大月敏雄＋志岐祐一＋松本真澄｜奇跡の団
地  阿佐ヶ谷住宅｜王国社｜2010年1月

対談■■■河尻亨一（編集者）｜増殖する「シンプル族」
のライフスタイルと消費性向｜MediaSabor｜2010
年1月16日｜メディアサボール｜http://mediasabor.
jp/2010/01/post_740.html

共著A■■■隈研吾｜三低主義｜NTT出版｜2010年1月

コラム■ 21世紀に読むべき名作・古典10  20世紀の負
の遺産を乗り越えるために｜第三文明｜2010年2月
号｜第三文明社

書評⬅ 藤森照信｜55年体制が咲かせた不思議な名
花  三浦展編著『奇跡の団地  阿佐ヶ谷住宅』｜毎日
新聞｜2010年2月28日｜毎日新聞社

書評⬅ 重松清（作家）｜組織の「若さ」がもたらした
「奇跡」  『奇跡の団地  阿佐ヶ谷住宅』｜朝日新
聞｜2010年3月7日｜朝日新聞社

TV出演■■買わない消費者  急増中!?｜森本健成｜ク
ローズアップ現代｜NHK総合｜2010年3月18日｜
19:30－19:56

インタビュー■■■「あ、ここに住みたい」と思えるその魅力
は、一体どこから来るのか？  『奇跡の団地  阿佐ヶ谷
住宅』｜クロワッサン｜2010年6月25日号｜マガジン
ハウス

三浦著作■■■■［『日本溶解論』改訂改題文庫化］ニッポン若
者論  よさこい、キャバクラ、地元志向｜ちくま文庫（筑
摩書房）｜2010年4月

三浦著作■■「情報創造」の技術｜
光文社新書｜2010年5月

書評➡■■■■ Close up TOKYO Books  住まい方の新潮
流、シェアとリノベーション  ひつじ不動産『東京シェア
生活』（アスペクト、2010）、東京R不動産『東京R不動
産2』（太田出版、2010）｜東京人｜2010年7月号｜
都市出版

書評➡■ 解題新書  納得いく消費増税へ─世代間
格差是正と利益配分  城繁幸ほか『世代間格差って
なんだ』（PHP新書、2010）、神野直彦『「分かち合
い」の経済学』（岩波新書、2010）、波頭亮『成熟日本
への進路  「成長論」から「分配論」へ』（ちくま新書、
2010）｜読売新聞｜2010年7月19日｜読売新聞社

インタビュー■■■■ 住まいラボ｜生活散歩｜2010年8月

号｜三菱地所ホームサークル

共著A■■■■［文庫化］上野千鶴子｜消費社会から格
差社会へ─1980年代からの変容｜ちくま文庫｜
2010年9月

共著A■■■■ SML｜高円寺  東京新女子街｜洋泉社｜
2010年9月

書評➡■■■ Close up TOKYO Books  銭湯と団地の「性」。  
中野明『裸はいつから恥ずかしくなったか』（新潮選
書、2010）、原武史＋重松清『団地の時代』（新潮選書、
2010）｜東京人｜2010年9月号｜都市出版

インタビュー■■価値のある調査をするために仮説脳をつく
る｜広報会議｜2010年9月号｜宣伝会議

対談■■■藤村龍至｜郊外の歴史と未来像［1］郊外から
建築を考える｜10＋1 Web｜2010年9月号｜LIXIL出
版｜http://10plus1.jp/monthly/2010/09/1.php

書評➡■■■ Close up TOKYO Books  今こそ参考にした
い、単身暮らしの形。女性とすまい研究会編『同潤
会大塚女子アパートメントハウスが語る』（ドメス出版、
2010）｜東京人｜2010年10月号｜都市出版

シンポジウム■■■■大野秀敏＋森雅志（富山市長）＋竹内昌

義＋藤村龍至｜建築夜楽校2010  都市構造転換の
時代を考える─シュリンキング／コンパクトシティ／低
成長時代の建築｜建築文化週間2010｜2010年10
月1日｜日本建築学会建築文化事業委員会

対談■■■藤村龍至｜郊外の歴史と未来像［2］パルコ、
セゾン的なるものと現在のショッピングモールの違い｜
10＋1 Web｜2010年10月号｜LIXIL出版｜http://10pl
us1.jp/monthly/2010/10/2.php

インタビュー■■■■住まいラボ｜生活散歩｜90号｜2010
年10月号｜三菱地所ホームサークル

対談■■■藤村龍至｜郊外の歴史と未来像［3］閉じる歴
史から再び開く歴史へ｜10＋1 Web｜2010年11月号｜
LIXIL出版｜http://10plus1.jp/monthly/2010/11/9-3.
php

書評➡■■■ Close up TOKYO Books  共異体という、新
しいコミュニティ。  山本理顕ほか『地域社会圏モデル』
（LIXIL出版、2010）、坂口恭平『ゼロから始める都市型
狩猟採集生活』（太田出版、2010）｜東京人｜2010
年12月号｜都市出版

インタビュー■■■■著者に会いたい  街の「居心地の良さ」
読み解く  『高円寺  東京女子街』SMLと共著｜朝日新
聞｜2010年12月5日｜朝日新聞社

文庫化に際して浅野智
彦の解説を収録
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2005−2010 2005−2010下流社会  シンプル族  三低主義

20102010

藤森照信による『奇跡の団地  阿佐ヶ谷住宅』の書評
（『毎日新聞』2010年2月28日［毎日新聞社］より）

重松清による『奇跡の団地  阿佐ヶ谷住宅』の書評
（『朝日新聞』2010年3月7日号［朝日新聞社］より）

重松清による『奇跡の団地  阿佐ヶ谷住宅』の書評
（『朝日新聞』2010年3月7日［朝日新聞社］より）



 シェア
 第四の消費

 郊外再生
 コムビニ

2011−2015
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2011−2015 2011−2015シェア  第四の消費  郊外再生  コムビニ

2011

1月に北千住（東京都足立区）を訪れて以後、下町散歩を頻繁に行なう。『スカイツリー  東京下町散歩』としてまとめる
東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に衝撃を受ける
下町散歩とともに高級住宅地散歩がしたくなり各地を歩き、
2012年に『東京高級住宅地探訪』という本にまとめる（上北沢、豊島園、山王、洗足、田園調布、成城学園など）
リクルート住宅カンパニーなどと「首都圏住宅需要調査」を実施。
2012年に『東京は郊外から消えていく！』として出版
陣内秀信とともに鉄道敷設前の東京について調べ
2012年に『中央線がなかったら  見えてくる東京の古層』として出版
「住み開き」の提唱者アサダワタルと対談を行なう。2012年にアサダの著書
『住み開き─家から始めるコミュニティ』（筑摩書房）に収録

三浦キーワード シェア  下町
この年の出来事福島第一原子力発電所事故
   中国の2010年のGDPが

日本を抜いたことが明らかとなる

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

三浦著作■■■しごと星座─女子のた
めの天職ガイド｜牧野出版｜2011
年2月

共著C■■■■［『日本一早い平成史』新書
化］島田裕巳＋坂東眞理子ほか｜
ニッポン再建論｜廣済堂新書｜
2011年2月18日

三浦著作■■■これからの日本のために「シェア」の話をし
よう｜NHK出版｜2011年2月26日

書評⬅ 松原隆一郎｜立ち戻った資本主義の原点  『こ
れからの日本のために「シェア」の話をしよう』｜毎日
新聞｜2011年3月13日｜毎日新聞社

論考■■■コンビニからコムビニへ｜KAERU RYOKU｜
No.8｜Spring / Summer 2011｜特集＝社会インフラ
としてのコンビニ｜NTTデータ

鼎談■■■中村貞裕＋永山祐子｜これからの商空間づ
くりに求められる「複層的ストーリー」と「設定する
力」｜商店建築｜2011年4月号｜商店建築社

WEB講座■■ゲスト＝牛窪恵（インフィニティ）｜女性の趣味
における多様化｜今若者が楽しんでいる事 01｜ビジネ
ス・ブレークスルー・チャンネル｜2011年4月15日配信｜
ビジネス・ブレークスルー

インタビュー■■■男の秘密基地5  自宅でも仕事場でもない
第三空間。その名は「不通庵（unplugged）」｜UOMO｜
2011年5月号｜集英社

書評⬅ 富沢木実（法政大学地域研究センター）｜「所有」
にこだわらない新しい価値観に着目  『これからの日本
のために「シェア」の話をしよう』｜公明新聞｜2011
年5月2日｜公明党機関紙局

三浦著作■■■［増補改訂］カラー版  大人のための東京散

歩案内  増補改訂版｜COLOR新書y｜2011年5月

WEB講座■■ゲスト＝原田曜平（博報堂）｜デジタル系デー
ト（ラブプラス）｜今若者が楽しんでいる事 02｜ビジ
ネス・ブレークスルー・チャンネル｜2011年5月13日配
信｜ビジネス・ブレークスルー

インタビュー■■■ Book  趣味が人を呼ぶ、まるで茶室のよ
うな居心地のよさ。｜BRUTUS｜2011年5月15日号｜
マガジンハウス

ラジオ出演■■■ 伊藤健三＋南孝彦｜日本のあす、私の
提言─人の縁をどう取り戻すか？  シェア社会の考
え方｜ラジオ深夜便｜NHKラジオ第1｜2011年5月24
日｜1:00－4:59

対談■■■■ 河尻亨一｜新しい市民倫理としての「シェ
ア」の話をしよう｜広告｜2011年7月号｜博報堂｜
2011年6月15日

WEB講座■■■ゲスト＝藤田将友（Rbank）｜シェアハウス
が人気の理由｜今若者が楽しんでいる事 03｜ビジ
ネス・ブレークスルー・チャンネル｜2011年6月17日配
信｜ビジネス・ブレークスルー

TV出演■■■“シェア”─誰かと何かを共有したい｜国
谷裕子｜クローズアップ現代｜NHK総合｜2011年6
月28日｜19:30－19:56

シンポジウム■■■■小泉雅生（建築家、首都大学東京教授）＋
伊香賀俊治（慶應義塾大学教授）＋渡邊暉生（竹中工務
店執行役員副社長）＋門川清行（竹中工務店執行役員副
社長）｜竹中環境シンポジウム2011  東日本大震災を
受けて、今、私たちが提案・提言できること｜2011年7
月6日｜竹中工務店

WEB講座■■■ゲスト＝佐久間ヒロコ（HOT WIRE）｜高円
寺新女子街｜今若者が楽しんでいる事 04｜ビジネ
ス・ブレークスルー・チャンネル｜2011年7月8日配信｜
ビジネス・ブレークスルー

シンポジウム■■■■ 山本理顕＋島原万丈＋大月敏雄＋中
村陽一＋藤村正之＋松原隆一郎＋家成俊勝＋松隈章
＋永山祐子＋広井良典＋山崎亮＋大野秀敏｜3.11後
の社会デザイン̶̶東北の再生と東京の再編｜2011
年7月16日｜主催＝カルチャースタディーズ研究所｜共
催＝山本理顕設計工場＋藤村龍
至建築設計事務所｜協賛＝平凡
社｜協力＝リクルート住宅総研

シンポジウム■■■■ 白濱万亀＋田渕泰紀＋岡本博＋大内
浩｜墨田・江東におけるまちづくりへの挑戦｜2011年
7月31日｜主催＝東京建設業協会都市機能後進研究
会＋法政大学エコ地域デザイン研究所ほか｜後援＝
UIA2011東京大会日本組織委員会ほか

WEB講座■■ゲスト＝菊入みゆき（ JTBモチベーションズ）｜
現代における仕事とモチベーション｜今若者が楽しん
でいる事 05｜ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜
2011年8月12日配信｜ビジネス・ブレークスルー

コラム■■■「自分の葬式では、この曲をかけてくれ」と家
族に伝えた。バッハ：コールドベルク変奏曲グレン・グー
ルド（1981年録音）｜最近、心震える音楽聴きましたか｜ク
ロワッサン｜2011年8月25日号｜マガジンハウス

コラム■いっそ高校を職業大学に｜新潮45｜2011年10
月号｜新潮社

基調講演■■■■日本における地域社会の崩壊とシビック
プライド醸成の必要性｜第
1回シビックプライド会議｜
2011年10月9日｜シビックプラ
イド研究会

三浦著作■■■スカイツリー  東京下町散
歩｜朝日新書（朝日新聞出版）｜2011
年10月13日

対談■■■陣内秀信｜都市の見えないチ
カラを読み込む｜都市計画｜No.293｜
特集＝都市計画2050年論｜都市計画
学会｜2011年10月25日

書評⬅ 辻泉（中央大学文学部）｜「厚みのある再帰的近代」
を生きるために  『スカイツリー  東京下町散歩』｜KINOKU
NIYA書評空間BOOKLOG｜2011年10月31日｜紀伊國屋
書店｜https://booklog.kinokuniya.co.jp/tsuji/archiv
es/2011/10/post_34.html

共編著■■■■藤村龍至｜3.11後の建築と社会デザイン｜
平凡社新書｜2011年11月16日

ファシリテーター■■■■平成23年度杉並
区商店街若手リーダー養成セミナー｜◎第1回 シャッ
ター通り商店街ってなんだろう？  ◎第2回 10年後の
商店街はどうなる？｜2011年11月24日、12月5日｜杉
並区＋杉並区商店街連合会入場料を被災地に寄付

した

2011年7月16日に行なっ
たシンポジウムのまとめ

マイク・ローリンソン（デ
ザイン・プランナー、City 
IDディレクター）とのトー
クセッションも行なった
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2011 シンポジウム■■■■大内浩（芝浦工業大学教授）＋馬場正尊
（建築家、OpenA代表）＋水野雅男（法政大学教授）｜ま
ちのRe｜第6回金沢創造都市会議  
都市の再創造｜2011年12月8日、12
月9日｜金沢創造都市会議開催委員
会

三浦著作■■■■ 郊外はこれからどうな
る？─東京住宅地開発秘話｜中
公新書ラクレ（中央公論新社）｜2011
年12月9日

書評⬅ 内田剛（三省堂書店）｜新書版の限界を超越し
たディープな下町散歩｜本の雑誌｜2012年1月号｜
本の雑誌社｜2011年12月13日

対談■■■町田忍（庶民文化研究家）｜銭湯の楽しみとそ
の効果｜東京銭湯学会  明日の活力｜銭湯「久松温
泉」（東京都大田区）｜東京新聞｜2011年12月14日｜
中日新聞東京本社

主な企業向けマーケティング

◎  シングル居住都市TOKYO｜ハイライフ研究所

－

インタビュー■■著者インタビュー  古くて味のある田園都市
に─、それが再生への道です  『郊外はこれからどう
なる？』｜日刊ゲンダイ｜2012年2月9日｜日刊現代

三浦著作■■■■下流社会  第3章─オヤジ系女子の時
代｜光文社新書｜2012年2月

書評⬅ 仲俣暁生｜そこに住む人々は幸せになったか  
『郊外はこれからどうなる？』｜婦人公論｜2012年2
月22日号｜中央公論新社

WEB講座■■ゲスト＝深澤真紀（タクト・プランニング）｜オ
ヤジ化する女性たち｜新・女性市場に対応せよ！01｜
ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜2012年4月5日
配信｜ビジネス・ブレークスルー

三浦著作■■■■ 第四の消費─つながりを生み出す社
会へ｜朝日新書｜2012年4月

書評⬅ 土井英司（出版マーケティングコンサルタント）｜第
四の消費｜ビジネスブックマラソン｜Vol.2831｜2012
年4月21日配信｜エリエス・ブック・コンサルティング｜
http://eliesbook.co.jp/review/2012/04/%e3%8
0%8e%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e3%81%ae%
e6%b6%88%e8%b2%bb%e3%80%8f%e4%b
8%89%e6%b5%a6%e5%b1%95%e3%83%bb
%e8%91%97-vol2831/

WEB講座■■ゲスト＝石鍋仁美（日本経済新聞社編集委
員）｜シェアと日本趣味｜新・女性市場に対応せよ！
02｜ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜2012年5
月3日配信｜ビジネス・ブレークスルー

インタビュー■■■■「物」から「つ
ながり」の時代へ  『第四の
消費』｜毎日新聞｜2012年
5月13日｜毎日新聞社

対談■■■ 堤幸彦｜キーパー
ソン図鑑  堤幸彦監督、直
球ど真ん中の異色作「My 
House」を語る｜PRESIDENT 
Online｜2012年5月22日、5月
29日、6月5日｜プレジデント社

WEB講座■■ゲスト＝小原直花（伊藤忠ファッションシステ
ム）｜ビジネスからみた現代の女性市場｜新・女性市
場に対応せよ！03｜ビジネス・ブレークスルー・チャン
ネル｜2012年6月7日配信｜ビジネス・ブレークスルー

コラム■■■第三下町から見上げる  下町・業平橋、押上
の新名物｜CARTA｜2012年初夏号｜学研プラス

コラム■歴史の中で消費を見よ  次は“母性”の時代｜
日経エレクトロニクス｜2012年6月11日号｜日経BP社

ラジオ出演■■■■第四の消費｜古谷敏郎＋小川亜希子｜
日曜あさいちばん｜NHKラジオ第1｜2012年6月24
日｜6:40－6:55

論考■■■■新しい価値観、ライフスタイルと中古住宅｜
住宅｜Vol.61｜2012年7月号｜日
本住宅協会

インタビュー■■■［全面広告］あの人とこ
んな話  マイナスをプラスに。働くこ
とで、つながれる｜朝日求人｜朝
日新聞｜2012年7月10日｜朝日新
聞社広告局

三浦著作■■■妻と別れたい男たち｜

 三浦造語   第四の消費  シェア社会
 この年の出来事   衆議院選挙において自民党、公明党が圧勝する

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

内田剛による『スカイツリー  東京下町散歩』の書評
（『本の雑誌』2012年1月号［本の雑誌社］より）
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2012 2012集英社新書｜2012年7月

共著A■■ 菊入みゆき｜職場で“モ
テる”社会学─なぜ今、女性は
「仕事を楽しむ男」に惹かれるの
か｜講談社+α新書｜2012年7月

三浦著作■■■■ 東京は郊外から消え
ていく！─首都圏高齢化・未婚
化・空き家地図｜光文社新書｜
2012年8月17日

インタビュー■■■■消費社会学の視点×
駅消費3.0  「第四の消費社会」の
キーワードは「つながり」。「街と
共存する」考え方が必要になる｜
EKISUMER｜Vol.13｜Summer 
2012｜駅消費研究センター｜2012
年7月

論考■■ 住宅価格の暴落｜新都市｜Vol.66, No.8｜
2012年8月号｜都市計画協会

インタビュー■■合理的な「シェア」の選択｜全国賃貸住
宅新聞｜2012年8月6日｜全国賃貸住宅新聞社

インタビュー■■■耕論  団塊世代の第2幕  起業し若者たち
に投資する｜朝日新聞｜2012年9月7日｜朝日新聞
社

インタビュー■ 消費社会のゆくえ｜ジャパニーズインベス
ター｜2012年秋号｜宝印刷

対談■■■■手塚一郎｜初公開「吉祥寺・ハモニカキッチ
ンの思想」｜PRESIDENT Online｜2012年10月5日、
10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11
月16日｜プレジデント社

シンポジウム■■■文化が生みだす都市の魅力とは｜武蔵
野市市制施行65周年記念パネルディスカッション＆コ
ンサート｜2012年11月3日｜武蔵
野市民文化会館｜武蔵野市総合
政策部企画調整課

三浦著作■■■■ 東京高級住宅地探
訪｜晶文社｜2012年11月

論考■■■「世代間格差」大論争  マ
イホーム資産価値がゼロになる

日｜文藝春秋｜2012年12月号｜文藝春秋社

インタビュー■■■■今、新しい社会になりつつあるの？  これ
からの「シェア」の話がもっと知りたい!!  教えて、三浦
展先生｜Metro min.（メトロミニッツ）｜Vol.111｜2012
年12月号｜スターツ出版

共編著■■■■  陣内秀信｜中央線がな
かったら  見えてくる東京の古層｜
NTT出版｜2012年12月

コラム■ 私が今月読んだ5冊｜
THE21｜2013年1月号｜PHP研究
所｜2012年12月10日

インタビュー■■■常識再考③シェアして
残す都市の緑｜日経アーキテクチュア｜特別編集版
Project ECHO CITY Vol.009-03｜日経BP社｜2012
年12月25日

書評⬅ 辻泉（中央大学文学部）｜個人化の果てに生まれ
た、消費社会の新たなステージ  『第四の消費』｜KINO
KUNIYA書評空間BOOKLOG｜2012年12月29日配信｜
紀伊國屋書店｜https://booklog.kinokuniya.co.jp/ts
uji/archives/2012/12/post_78.html

対談■■ 青木茂｜自立する団地をつくる｜住む人のた
めの建てもの再生─集合住宅／団地をよみがえらせ
る｜総合資格｜2012年12月29日

土井英司による『第四の消費』の書評
（『ビジネスブックマラソン』2012年4月21日配信［エリエス・ブック・コンサルティング］より）
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2012

企業向け研修

◎  2030年の社会はどうなる？｜ビデオリサーチ
◎  マーケティング研修｜資生堂

－

コラム■■■希少資源としての若者  シニアが雇え！｜都政
新報｜2013年1月8日｜都政新報社

対談■■馬場正尊｜『東京高級住宅地探訪』（晶文社）、
『団地に住もう！  東京R不動産』（日経BP社）刊行記
念  三浦展×馬場正尊トークショー  理想的住宅のつ
くりかた｜2013年1月11日｜青山ブックセンター本店｜
http://www.aoyamabc.jp/event/miura-baba-
talks/

講演■■■変わりゆく消費トレンド｜経営者育成塾 IN 那覇
（沖縄県）｜2013年1月17日｜ローカルファースト研究所

言及⬅ 寺田和雄（元町田市長）｜新春放談  住んでよ
かった街、町田は4位と高評価  『東京は郊外から消
えていく！』｜町田ジャーナル｜2013年1月25日｜町田
ジャーナル社

鼎談■■内山博文＋本多信博｜リノベーションビジネス
の可能性｜リノベーションタイムス｜Vol.01｜リノベー
ション住宅推進協議会｜2013年1月

インタビュー■■■シンプルライフを好む洗練モードの女性た
ちの志向｜ヘアモード｜2013年3月号｜女性モード
社｜2013年2月1日

書評⬅ 苅部直（政治学）｜鉄道中心の感覚離れさかのぼ
る土地の記憶  『中央線がなかったら  見えてくる東京の
古層』｜AERA｜2013年2月4日号｜朝日新聞出版

書評➡■■■■じんぶんや第88講  三浦展選  これからの
都市、郊外、消費社会と人間を考えるための30冊｜
2月8日から3月中旬まで紀伊國屋書店新宿本店で展
示｜紀伊國屋書店｜https://www.kinokuniya.co.
jp/c/20130208100606.html

講演■■■産業振興ビジョン  地方が持つ可能性｜2013
年3月15日｜笠岡市（岡山県）

シンポジウム■■■隈研吾＋馬場正尊｜課題都市：福井  浜
町から生まれる新しいコミュニティデザイン｜第28回ふ
くい春まつり  オープニング記念／プレ・イベント｜2013
年3月31日｜NPOこみちこまち浜町推進会議

紹介記事■■■浜町の活性策全国公募  建築家隈研吾氏
ら審査｜福井新聞｜2013年4月2日｜福井新聞社

三浦著作■■■日本人はこれから何を
買うのか？─「超おひとりさま社
会」の消費と行動｜光文社新書｜
2013年4月17日

インタビュー■■ 三浦展さん消費を語る  
“衣”から“コミュニティー”へ｜繊研新
聞｜2013年4月26日｜繊研新聞社

共編著■■■■藤村龍至｜NHKブック

自治体の郷土資料館めぐりを開始。東京23区内の資料館の取材などを元に雑誌『東京人』に連載開始、
その後『東京田園モダン』（2016）にまとめる
住宅地化以前の郊外の歴史を探求
吉祥寺（東京都武蔵野市）と福井市浜町（福井県）でコミュニティ・デザイン・イベントを企画実施

三浦造語  コムビニ
三浦キーワード 娯楽
主な出来事 2020年夏季オリンピック・パラリンピック大会の

東京開催が決定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

辻泉による『第四の消費』の書評
（『KINOKUNIYA書評空間BOOKLOG』2012年12月29日配信［紀伊國屋書店］より）
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2013 2013ス別巻  現在知Vol.1  郊外  その危
機と再生｜NHK出版｜2013年4
月26日

講師■■ 2013年度東大まちづくり大
学院演習都市デザイン演習「都市
のブランディングとプロモーション」
レクチャー｜2013年4月27日｜東
京大学

論考■論説  世代別一人暮らし世帯
の消費実態｜JOYO ARC｜2013年
5月号｜常陽地域研究センター

三浦著作■■■データでわかる2030
年の日本｜洋泉社｜2013年5月10
日

講演■■■住生活ニーズの変化を読み解く─第四の消
費×パッシブデザイン｜パッシブデザイン未来会議
2013｜2013年5月16日｜パッシブデザイン協議会

講師■■ 世代論｜日本農業経営大学校特別講義｜
2013年5月17日｜日本農業経営大学校

講師■■ 2013年度東大まちづくり大学院演習都市デザ
イン演習「都市のブランディングとプロモーション」成
果物講評会｜2013年5月25日｜東京大学

引 用 ⬅ Stephen Harner｜Japan Will Be A Loser In 
The Obama-Xi Summit〔『データでわかる2030年の日
本』より〕｜Forbes（アメリカ）｜May 30, 2013｜フォーブ
ス・メディア社

インタビュー■■■■新しい幸せの形  三浦展さんに聞く  血
縁越えたつながりを  助け合いの発想カギ｜日本経済

コムビニのイメージ（コミュニティリビング）
出典＝『日本人はこれから何を買うのか？』（光文社新書、2013）より

新聞｜2013年6月8日夕刊｜日本経済新聞社

コラム■■ハッピー？  ウェディング｜毎日新聞｜2013年6
月20日夕刊｜毎日新聞社

インタビュー■■■■若い世代に“資源”渡そう  知識、人脈
使い支援  都会から移住者呼び込め｜新潟日報｜
2013年6月26日｜新潟日報社

講演■■■南相馬市小高区「再生まちづくり」  動いてい
る消費社会、新しい価値観｜2013年6月28日｜震災
復興ワークス（福島県南相馬市）

鼎談■■中村良夫＋桑子敏雄｜日本の「原風景」とは
何か｜環｜2013年7月号｜藤原書店

審査員■■倉方俊輔＋坂井夏水＋松永安光＋嶋田洋平
＋松原隆一郎＋成瀬友梨＋西上ありさ＋手塚一郎｜
吉祥寺コミュニティデザイン大賞  第1回最終選考会｜
2013年7月13日｜ビデオインフォメーションセンター

論考■■■ 特別寄稿  これからの住宅に求められるも
の  リノベ・シェア時代の賃貸住宅｜全国賃貸住宅新
聞｜2013年7月15日｜全国賃貸住宅新聞社

シンポジウム■■■高橋寿夫＋黒須宏志｜第18回海外旅行
動向シンポジウム  これからの団塊世代後のシニア旅
行マーケティングを考える｜2013年7月17日｜日本交
通公社

講演■■■■日本の未来｜第2回SoLaBoスペシャル講
演｜2013年7月25日｜SoLaBo

講演■■■これからの住宅に求められるもの─シェア
する時代の賃貸住宅｜第19回賃貸住宅フェア in 東
京｜2013年7月30日｜全国賃貸住宅新聞社

インタビュー■■■共働きのしやすさがこれからのよい街の
条件｜週刊東洋経済｜2013年8月3日号｜特集＝住
んで損する街  得する街｜東洋経済新報社

コラム■■■ 都心に発電所があった頃。そしてフクシマ
へ｜週刊プレイボーイ｜2013年8月22日号｜集英社

講演■■■日本人はこれから何を買うのか？｜第23回
mifセミナー｜2013年8月23日｜三菱総合研究所
「生活者市場予測システム（mif）」

インタビュー■■■子どもたちはどんな未来を過ごす？  日本

の未来を予測する！｜ducare｜Vol.17｜日本経済新
聞出版社｜2013年9月18日

審査委員■■ 空き家問題を解決せよ！｜第3回リノベー
ションアイデアコンペ｜2013年9月9日｜リノベーショ
ン住宅推進協議会

講演■■■ 2020年以降の日本の消費を予測する｜第
474回中日懇話会｜2013年9月17日｜中日新聞社

ラジオ出演■■■■若者の人口減少が及ぼす影響｜Magic
×Magic Story｜RN2（ラジオNIKKEI第2）｜2013年9
月20日｜22:00－22:20

基調講演■■■地方の課題─郊外化、高齢化、観光｜
建築トークイン上越2013｜2013年9月28日｜岩室の
会

講演■■■■地域経済研究委員会10月委員会事業  明日
の高崎経済の話をしよう─コミュニティデザインから
高崎経済を考える｜2013年10月17日｜高崎青年会
議所（群馬県高崎市）

紹介記事■■“地方”生かしまちづくり  浦川原区  建築学
ぶ学生ら討論｜上越タイムス｜2013年10月24日｜上
越タイムス社

講演■■■ 若者の価値観の変化と住まいへの意識 ＋
シンポジウム■■■柴田建＋馬場正尊＋アサダワタル＋迫一
成｜本当に豊かな暮らしとは｜第25回住生活月間協
賛・まちなみシンポジウム in 東京  若者たちがおこす、
住まいの新たな潮流｜2013年10月25日｜住宅生産
振興財団＋日本経済新聞社

「吉祥寺コミュニティデザイン大賞」第1回最終選考会のようす
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2013 審査員■■■■竹内昌義＋内山博文＋林厚見＋村上萌＋
若林恵｜第3回リノベーションアイデアコンペ  空き家
問題を解決せよ！｜2013年10月26日－11月4日｜リノ
ベーション住宅推進協議会

論考■論点多彩  超おひとりさま社会の消費傾向｜調査
月報｜No.062｜2013年11月号｜日本政策金融公庫

講演録■■定時総会記念講演  第四の消費とこれからの
流通｜機関誌・流通問題｜Vol.49-2｜2013年11月
号｜流通問題研究会

シンポジウム■■■ 石井健＋島原万丈＋長嶋修＋吉村靖
孝｜ハ会リターンズ「東京五輪2020と住宅維新」｜
2013年11月1日｜リノベーション協議会

講演■■■超高齢社会における地域の役割｜第6回「日
本の木の家づくり」サミット in 東京｜2013年11月6
日｜環境共棲地球の会

講演■■■ 国民の意識の変化と民主主義の深化｜第2
回  国・行政のあり方に関する懇談会｜2013年11月25
日｜内閣官房行政改革推進本部

対談■■■ 東浩紀（司会＝藤村龍至）｜ユートピアの可能
性──「福島第一原発観光化計画」の行方と日本社
会の諸問題｜2013年11月26日｜ゲンロン

インタビュー■■ニッポンはどうなる？  専門家が予測！  10
年先も食いっぱぐれない資格｜ケイコとマナブ首都圏
版｜2013年12月号｜リクルート

インタビュー■■■食品偽装  私の視点  本物親しむ人増や
そう｜読売新聞｜2013年12月1日｜読売新聞社

基調講演＋グループワーク■■第1回狭山市・協働フォーラム
2013｜2013年12月7日｜狭山市・協働フォーラム企画
実行委員会

インタビュー■■［広告］IT&Business  マーケティング・アナ
リスト三浦展氏に聞くビッグデータ活用の「勝負所」
─“不合理で感覚的な”価値が問われている＋
対談■■［広告（動画）］小野真裕（日本IBM）｜マーケティン

グ・アナリスト三浦展氏に聞くビッグデータ活用の本質｜
ビッグデータ時代の消費社行動  IBM対談｜ダイヤモン
ド・オンライン｜2013年12月10日｜ダイヤモンド社｜ht
tp://diamond.jp/articles/-/45628  https://diamo
nd.jp/articles/-/45640

共著C■■■■馬場正尊＋ドミニク・チェ
ンほか｜4章  社会のバージョン
アップ｜猪熊純＋成瀬友梨＋門脇
耕三ほか編著｜シェアをデザイン
する─変わるコミュニティ、ビジ
ネス、クリエイションの現場｜学芸
出版｜2013年12月15日

インタビュー■■ 2013年「話題・注目
商品」を読み解く  生き抜くには“成功体験”が必要｜
「話題・注目商品2013」レポート｜電通総研｜2013
年12月16日

まとめ記事■■［全面広告］私有の豊かさより人とのつなが
り重視｜日本経済新聞｜2013年12月16日夕刊｜日
本経済新聞社

コラム■■■■追悼  堤清二  三十年先を見ていた人｜新
潮45｜2014年1月号｜新潮社｜2013年12月18日

対談■■ 袖川芳之（電通総研）｜2013年話題・注目商
品  消費の深層トレンドから見えてくること  第1回－第3
回｜月刊電通報｜2013年12月18日－20日｜電通｜
https://dentsu-ho.com/articles/575  https://
dentsu-ho.com/articles/580  https://dentsu-
ho.com/articles/581

－

そのほかの仕事

委員■■大野秀敏ほか「人口減少の時代に向けた都市
の再編モデルの構築」特別調査委員会｜日本建築学
会｜2013－2015

有識者会議■■■■ 齊藤滋規＋橋本大也＋林千晶ほか｜
Wonderブレーン会議｜パナソニック

鼎談■■■■ 井出多加子（不動産経済学）＋邑上守正（武
蔵野市長）｜平成26年新春座談会  進化するまち吉
祥寺、さらに魅力のあるまちへ｜市報むさしの｜
No.1974｜2014年1月1日号｜武蔵野市（東京都）

講演■■■建築・まちづくり｜2014年1月10日｜長野県建
築士事務所協会松筑支部

WEB講座■■■ゲスト＝松本吉彦（旭化成ホームズ）｜郊外
住宅と二世帯家族｜人口減少時代の住宅市場 04｜
ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜2014年1月23
日配信｜ビジネス・ブレークスルー

講演＋ シンポジウム■■■■綿重栄（山口銀行地域振興部長）
＋藤井正幸（宇部興産経営管理室企画部長）＋山根多恵
（CWA代表）＋斉藤理（山口県立大学国際文化学部文化創
造学科准教授）｜2030年、日本の地域で求められるも
の─グローバルな視点から｜文部科学省クローバ
ル人材育成推進事業フォーラム  インターローカル人材
が切り開く地域社会の未来｜2014年1月25日｜山口
県立大学グローバル人材育成推進プロジェクトチーム

基調講演＋グループワーク■■■■第2回狭山市・協働フォーラ
ム2013｜2014年2月1日｜狭山市・協働フォーラム企
画実行委員会

シンポジウム■■森本信明＋宮﨑洋司＋田村誠邦＋木下勇
＋玉川英則｜平成25年度（2013）重点テーマ「一般
市街地」のすまいと居住を再評価する  シンポジウム第
3回「一般市街地」の魅力と持続可能性を考える─
混在性と柔軟性の再評価｜2014年2月21日｜住宅総
合研究所

インタビュー■■■■「東京の生活モデルを地方へ」もうそん
な手法は通用しない｜週刊ダイヤモンド｜2014年2月

22日号｜ダイヤモンド社

WEB講座■■■■ゲスト＝東浦亮典（東京急行電鉄）｜郊外
住宅地の将来戦略｜人口減少時代の住宅市場 05｜
ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜2014年2月27
日配信｜ビジネス・ブレークスルー

コラム■■■■「ショッピングモールとコンビニ」だけが生き
残る国｜新潮45｜2014年3月号｜特集＝日本をダメ
にした9の元凶｜新潮社

三浦著作■■■■あなたの住まいの見つけ方─買うか、
借りるか、つくるか｜ちくまプリマー新書（筑摩書房）｜
2014年3月5日

講演■■■■これからの消費マーケット動向｜2014年3月
5日｜アサヒ飲料

講演■■■■阿佐ヶ谷商店街が変わる！｜第4回  阿佐ヶ
谷文士村を考える会｜2014年4月9日｜シンクタン
ク・ザ・リバーバンク

三浦著作■■データでわかる団塊の
財布・ジュニアの財布｜洋泉社｜
2014年4月22日

講演■■■■日本の行方を決める団塊
親子のこれから｜第29回mifセミ
ナー｜2014年4月22日｜三菱総
合研究所「生活者市場予測システ
ム（mif）」

講演■■■■シニアの消費トレンドと今後の行方｜2014
年4月25日｜マーケティング研究協会

書籍や講演を通じて伝えてきた
「シェア社会」「第四の消費」「郊外再生」「コムビニ」について、
若い世代の共感を得るとともに、実際に具体的な行動が次 と々現われてきたことを強く実感する

三浦キーワード 箱化する都市  アトム的、ジブリ的、パンク的都市
この年の出来事消費税率10％への引き上げ延期を決定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    
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2014 2014鼎談■■■■ 宮口明子＋笠置
秀紀（ミリメーター）｜第1回の
のわトークセッション公開対
談  まちの見方｜ののわ｜
2014年5月号｜JR中央ライ
ンモール

講演■■■■ 超おひとりさま社会の住まい・まちづくり｜
2014年5月9日｜越谷市街づくり協調会（埼玉県）

講演■■■■私は街をどう見ているか。｜第41回日本生活
学会大会講演会  都市の日常性｜2014年5月10日｜
日本生活学会大会運営委員会

講演■■■■ 万国博覧会と人間の歴史｜2014年5月11
日｜国際日本文化センター

講演■■■■ 2030年を考える上で重要な視点｜七つの
予言  そしてその先へ towards 2030｜2014年5月21
日｜HEAD研究会

インタビュー■■■■目には見えない大きな屋根の下で ＋
シンポジウム採録■■■■森本信明（司会）＋宮﨑洋司＋田村
誠邦＋木下勇｜混在性と柔軟性の再評価｜住総研レ
ポート2014「すまいろん」｜住総研｜2014年7月1日

講演■■■■日本の地価は3分の1になる！─2020年オ
リンピック後の危機｜2014年7月9日｜三井不動産

審査員■■倉方俊輔＋松原隆一郎＋坂田夏水＋成瀬友
梨＋出野紀子＋嶋田洋平＋手塚一郎｜吉祥寺コミュ
ニティデザイン大賞  第2回公開審査会｜2014年7月
12日｜ビデオインフォメーションセンター

講演■■■■ 人口動態からこれからの日本社会を見通す

─劇的に変わる年代別人口構成と未来型のビジネ
ス｜SJC2014年7月例会｜2014年7月17日｜清話会SJC

基調講演■■■東京下町の重層性＋ シンポジウム■■■米山
勇（江戸東京博物館研究員）＋佐藤哲章（江東区副区長）
＋岩本勝美（東京海洋大学大学院教授）＋苦瀬博仁（流
通経済大学教授）｜第13回明治丸シンポジウム  明治丸
とまちづくり｜2014年7月21日｜東京海洋大学

特別講演■■■■日本人はこれから何を買うのか｜2014
商工会議所夏期セミナー  消費者視点での魅力創造
と具体化のヒントを探る─変化し続ける消費者への
対応｜2014年7月31日｜広島商工会議所

TV出演■■久米宏＋壇蜜｜あなたの住まいの見つけ方｜
久米書店｜BS日テレ｜2014年8月3日｜18:00－18:54

共著B■■■■日本シェアハウス協会｜
これからのシェアハウスビジネス｜
住宅新報社｜2014年8月6日

対談■■■ 北条かや｜私はなぜキャ
バクラ嬢になったのか｜文藝春
秋｜2014年9月号｜文藝春秋社

講演■■■■住宅の水回りに関わる消
費者の価値観｜2014年8月18日｜テクノバ

三浦著作■■データでわかる日本の新
富裕層｜洋泉社｜2014年8月26
日

インタビュー■ 一大不況がやって来る
─『下流社会』の三浦展氏｜ZD
Net Japan｜2014年9月14日｜朝
日インタラクティブ｜http://japan.
zdnet.com/article/35053757/

講演■■■■ 2020年以降の日本の消費を予測する｜第
474回中日懇話会｜2014年9月17
日｜中日新聞社

共著A■■■ 麗澤大学清水千弘研究
室｜日本の地価が3分の1になる！
─2020年東京オリンピック後の
危機｜光文社新書｜2014年9月
17日

三浦著作■■■■新東京風景論─箱

化する都市、衰退する街｜NHKブッ
クス｜2014年9月19日

シンポジウム■■■伊藤香織＋黒崎輝
男｜状況やアクティビティをデザ
インする｜プレイスメイキング  連
続座談会  第2回｜2014年9月21
日｜国土交通省都市局

講演■■■■ 2020年以降の若者世代のライフスタイル変
化予測｜2014年9月24日｜アサツーディ・ケイ

講演録■■■ 2020年以降の日本の消費を予測する  少
子高齢化……74歳まで働く社会になり若年層雇用改
善｜中日懇話会報｜No.474｜中日新聞社｜2014年
10月

講演■■■■超高齢化社会を迎える郊外の再生｜第1回
次世代郊外まちづくりラーニングカフェ｜次世代郊外ま
ちづくり｜2014年10月14日｜横浜市建築局住宅部住
宅再生課＋東急都市経営戦略室戦略企画グループ

講 演■■■■ 日本の富裕層の実態｜第34回mifセミ
ナー｜2014年10月21日｜三菱総合研究所「生活者
市場予測システム（mif）」

基調講演■■■■＋シンポジウム■■■■内山博文（リビタ）＋樋野
公宏（東京大学大学院准教授）＋安達功（日経BP）｜平成
26年度住生活月間フォーラム  多世代循環型社会の実
現─高齢者と子育て世代が魅力を感じる社会のあ
り方｜2014年10月22日｜住生活月間実行委員会（国
土交通省）

講演■■■■ 2020年の東京をどう描くか─大都市東京
の変化｜2014年10月30日｜マッキャンエリクソン

講演■■■■第四の消費時代とこれからの食｜2014年11
月1日｜全国米穀販売事業共済協同組合

インタビュー■■■■ 今なぜ再び“TOKYO”に一極集中して
いるのか？  第1回  なぜ今人々は都心に住居を求め
たがるのか？｜東洋経済オンライン｜2014年11月5
日｜東洋経済新報社｜http://toyokeizai.net/articl

es/-/50248

対談■■藤野英人（レオス・キャピタルワークス）｜『日本の地
価が3分の1になる!』著者に聞く  ◎［前編］これからは、土
地をどう所有しているかではなく「どう利用しているか」
の価値を計らないといけない  ◎［後編］ビルの空室を埋め
るよりも、10年先、20年先に街が元気でいるためにどう
するべきか考えないといけない｜現代ビジネス｜2014年
11月17日、11月18日｜講談社｜https://gendai.ismedia.
jp/articles/-/41059  https://gendai.ismedia.jp/arti
cles/-/41061

講演■■■■ 第四の消費社会とコミュニケーションメディ
ア｜2014年11月20日｜日本新聞折込広告業協会

特別基調講演■■■■変わる消費価値、消費トレンドの今と
これから─2020年からの日本の社会とニーズ｜レ
ジャー&サービス産業展2014｜2014年11月27日｜綜
合ユニコム

WEB講座■■ゲスト＝木下斉（エリア・イノベーション・アライア
ンス）｜街づくりと経営力｜人口減少時代における新
しい街づくりへの挑戦 01｜ビジネス・ブレークスルー・
チャンネル｜2014年12月16日配信｜ビジネス・ブレー
クスルー

講評■■■■ 明治大学グループ発表「中野区のリデザイ
ン」｜2014年12月21日｜明治大学南後由和研究室
（明治大学中野キャンパス）

インタビュー■■五輪後に地価下落？  地価は3分の1まで下
がる｜週刊東洋経済｜2014年12月27日・2015年1月3
日合併号｜東洋経済新報社

インタビュー■■■ 若者50年の歩み  それぞれの世代から
20代へ  個人から社会へ  うねりに｜日本経済新聞｜
2014年12月28日｜日本経済新聞社

－

そのほかの仕事

講師■■■■人間力領域  人間力入門  経営者のための社
会学｜日本農業経営大学校｜2014－2017

「吉祥寺コミュニティデザイン大賞」第2回公開審査会のようす
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2015

「下流社会10年後調査」を行ない、『格差固定』として出版

「杉並区チャレンジ商店街サポート事業補助金」を得てカルチャースタディーズ研究所の編集による、
東京都杉並区のガイドブック『ふかすぎ』を発行。建築家の青木淳にインタビューを行なう

《杉並区大宮前体育館》（2014）完成時には設計者である青木から視察を要請された経緯も手伝って、
同体育館のプールが気に入り2016年から2018年まで通う

高齢者の階層と幸福について知るため「シニア調査」を実施、2016年『下流老人と幸福老人』として出版

この年の出来事中国人の訪日者数が前年の2倍に増え、以後激増する

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

インタビュー■■［広告］住まいの未来  コミュニティーが生
まれる開かれた街づくりが大切（古河林業）｜朝日新
聞｜2015年1月1日｜朝日新聞社

インタビュー■■■［動画］都市の魅力を構成する要素はなに
か？｜hilifevideocontents｜2015年1月13日公開｜
ハイライフ研究所｜https://www.youtube.com/wa
tch?v=wRIWX4w_3xk

WEB講座■■ゲスト＝嶋田洋平（らいおん建築事務所）｜リ
ノベーションで街づくり｜人口減少時代における新し
い街づくりへの挑戦 02｜ビジネス・ブレークスルー・
チャンネル｜2015年1月20日配信｜ビジネス・ブレーク
スルー

編著■■大野秀敏＋東浦亮典（東京急行電鉄）＋松本吉
彦（旭化成ホームズ）＋内山博文（リビタ常務取締役）＋青
木純（メゾン青樹代表取締役）｜地価下落時代に資産を
守る！｜ベスト新書｜2015年1月24日

ラジオ出演■■地価下落時代に資産を守る｜生島ヒロシ
のおはよう一直線｜TBSラジオ｜2015年1月30日｜
5:30－6:30

講演録■■一橋大学開放講座  日本の地価が3分の1にな
る（2014年11月20日、如水会館）｜如水会々報｜2015
年2月｜如水会

講演■■ 2040年の兵庫県を考える─どこで医療をや
りますか？｜2015年2月7日｜兵庫県全日本病院協
会

講 演■■■■ 2030年の地方都市に求められるものと

は？｜2015年2月10日｜AMS（愛
媛県松山市）

講 演■■■■ 第四の消費｜Energy 
Link｜16期｜Vol.245｜北山創
造研究所｜2015年2月12日

講演■■■■杉並教育委員会すぎなみ社会教育セミナー  
すぎなみライフスタイル考─近未来のジモト論  第2
回｜2015年2月21日｜杉並区教育委員会（東京都）

論考■■ニッポンの住まいのいまとこれから｜情報誌
CEL｜Vol.109｜大阪ガスエネルギー・文化研究所
（CEL）｜2015年3月2日

基調講演■■■■   都市計画は渋谷的状況を生み出せるの

か｜shibuya1000_007  シンポジウム「シブヤ東西
合戦」｜2015年3月4日｜shibuya1000実行委員会

WEB講座■■■■ゲスト＝大南信也（グリーンバレー）｜徳島
県神山の事例｜人口減少時代における新しい街づく
りへの挑戦 03｜ビジネス・ブレークスルー・チャンネ
ル｜2015年3月17日配信｜ビジネス・ブレークスルー

講演■■■■三浦展が答える！  地方都市の未来｜Creeks 
Coworking Nagano｜2015年3月22日｜長野市生
涯学習センター（TOiGO）

ラジオ出演■■■■社会の見方・私の視点｜NHKマイあさラ
ジオ｜NHKラジオ第1｜2015年3月31日－2016年3月1
日

三浦著作■■■ 昭和「娯楽の殿堂」の時代｜柏書房｜
2015年4月1日

講演■■北海道の食資源｜2015年4月7日｜国分

イベント■■■『ふかすぎ』刊行記念トー
クショー｜2015年4月15日｜西荻
窪信愛書店（東京都杉並区）｜htt
ps://www.youtube.com/watch
?feature=youtu.be&v=4_Va_4d
SxKI

WEB講 座■■■■ ゲスト＝甲斐徹郎
（チームネット）｜東武鉄道住宅地ソ
ライエ清水公園の事例｜人口減少時代における新し
い街づくりへの挑戦 04｜ビジネス・ブレークスルー・
チャンネル｜2015年4月21日配信｜ビジネス・ブレーク
スルー

講演■■■■人口減少・消費高齢化社会の未来と経営戦
略｜2015年4月22日｜三菱UFJ信託銀行

鼎談■■■武田憲人（『散歩の達人』編集長）＋池本洋一
（SUUMO編集長）｜専門家とSUUMO編集長が徹底討
論！  ランキングの傾向と次にくる街は？｜SUUMO｜
2015年4月30日｜リクルート｜https://suumo.jp/ed
it/sumi_machi/2015/kanto/zadankai/

インタビュー■特集・消費マインド2015  景況感と消費者
心理の関係  景気の善し悪しだけでは動かない消費
者たち｜宣伝会議｜2015年5月号｜宣伝会議

WEB講座■■■■ゲスト＝三浦淳（川崎市副市長）｜川崎市

の街づくり｜人口減少時代における新しい街づくりへ
の挑戦 05｜ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜
2015年5月19日配信｜ビジネス・ブレークスルー

講演■■■■「人口減少社会の中で都市の商店街はどう
なる」都市の顔、どう変わる｜2015年5月24日｜新・
地方自治経営学会

講演■■■■これからの時代の地域づくり─ふかすぎを
題材に｜2015年5月29日｜東京大学まちづくり大学
院

書評⬅ 永江朗｜都市織り上げる横糸  『昭和「娯楽の
殿堂」の時代』｜北日本新聞（富山県）｜2015年6月7
日｜北日本新聞社

講演■■■都市にはなぜ娯楽があるのか？｜2015年6月
20日｜ロサラーンド

講演■■ 人口減少で東京の地価が劇的に下がる｜
2015年6月24日｜清話会

講演■■■■空き家問題｜2015年6月27日｜吉祥寺東コ
ミュニティ協議会

取材■■■■ 第四の消費について｜新周刊（中国）｜
2015年6月28日号｜南方出版传媒股份

連載■■■■郷土博物館から始まる街歩き①  北区飛鳥
山博物館、渋沢史料館、紙の博物館  イギリス田園都
市のインスピレーション源は、飛鳥山だった？｜東京
人｜2015年7月3日号｜都市出版

講演■■■■「格差」「シニア」「経済」などについて｜
2015年7月6日｜東洋製罐

論考■■■■ 一億総中流から下流社会へ｜文藝春秋｜
2015年8月号｜2015年7月10日｜文藝春秋

インタビュー■■この10年で格差は広がったが脱下流化
を果たした人たちも｜別冊宝島
2367  1970年代生まれ大百科
─団塊ジュニアのすべてがわか
る！｜宝島社｜2015年7月13日

三浦著作■■格差固定─下流社会
10年後調査から見える実態｜光文
社｜2015年7月16日

船橋ヘルスセンター（千
葉県船橋市）、江東楽
天地（東京都墨田区）、
池袋ロサ会館（東京都
豊島区）など、昭和の
東京近郊で行なわれた
娯楽施設の開発から東
京の歴史をみる
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2015 2015コラム■■■■ TOKYO PEOPLE｜TOKYO BRAND公式サイ
ト｜2015年7月27日｜東京都

論考■■■シェア型ライフスタイルの予兆｜都市住宅学｜
第90号｜都市住宅学会｜2015年7月31日

連載■■■■郷土博物館から始まる街歩き②  葛飾区郷土
と天文の博物館  街の記憶をアーカイブする、葛飾探
検隊。｜東京人｜2015年8月3日号｜都市出版

三浦著作■■■■郊外・原発・家族─万博がプロパガン
ダした消費社会｜勁草書房｜2015年8月8日

コラム■■■■ 変わる渋谷｜こころ｜Vol.26｜平凡社｜
2015年8月10日

講演■■■■グループビジョン策定プロジェクト｜2015年
8月29日｜J.フロントリテイリング

インタビュー■■仮説を出すためにも検証するためにも、統
計をいつも活用しています｜総務省統計局  国勢調査
2015広報｜週刊東洋経済｜2015年8月29日号｜東
洋経済新報社

インタビュー■■■構成＋文＋写真＝五木田勉｜まちの達人・

三浦展と歩くセンシュアス・シティ＠荒川区｜調査研究レ
ポート  Sensuous City [官能都市]――身体で経験する
都市；センシュアス・シティ・ランキング｜LIFULL HOME’S
総研｜2015年9月3日

連載■■■■郷土博物館から始まる街歩き③  杉並区立
郷土博物館  文士の町、ロックの町。実は、歴史上の
重要人物たちも多かった｜東京人｜2015年9月3日
号｜都市出版

インタビュー■■■■“本”人襲撃  下流化が進み、格差が固
定する……。巧妙な調査が導き出した知られざる階
層社会の現実  『格差固定』｜週刊プレイボーイ｜
2015年9月14日号｜集英社

講演■■■■これからの都市・郊外・暮らし─新東京風
景論｜2015年9月30日｜東京都
人材支援事業団人材育成センター

講演■■ 地価下落時代に資産を守
る｜2015年10月1日｜全日本不動
産協会神奈川県本部湘南支部

共著C■■シェア・タウン─東京の
未来｜MONNIK編｜トーキョー・

トーテム─主観的東京ガイド（Tokyo Totem: A Guide 
to Tokyo）｜フリックスタジオ｜2015年10月30日

連載■■■■郷土博物館から始まる街歩き④  荒川ふるさ
と文化館  工場で働く人の楽しみは、寄席に映画に、
スタジアム｜東京人｜2015年10月3日号｜都市出版

インタビュー■■『格差固定』『下流社会』の三浦展氏が読
み解いた  フザけるな！  公務員だけが「幸福」になっ
ている｜週刊現代｜2015年10月17日号｜講談社

連載■■■■郷土博物館から始まる街歩き⑤  練馬区立
石神井公園ふるさと文化館  豊かな自然に抱かれた、
芸術家の卵たち。｜東京人｜2015年11月2日号｜都
市出版

講演■■■■今後刈谷市の住宅地はどうあるべきか？｜
2015年11月5日｜刈谷防災まちづくり協議会（愛知県刈
谷市）

共著C■■■箱の増殖（「第2章  サティアンとショッピングモー
ル」『新東京風景論─箱化する都市、衰退する街』［NHK
ブックス、2014年9月19日］より）｜岩間輝生＋太田瑞穂
＋坂口浩一＋関口隆一編著｜ちくま評論入門─高
校生のための現代思想ベーシック  改訂版｜筑摩書
房｜2015年11月10日

講演■■■■津山オンラインシステムズ「フォス」設立30周
年記念式典記念講演会｜2015年11月11日｜津山不
動産オンラインシステムズ

インタビュー■■「公務員人気」支える両極端な日本型雇用
システム｜AERA｜2015年11月16日号｜朝日新聞出版

コラム■ 東京は箱になるのか、街になるのか｜季刊大
林｜No.56｜特集＝水都復活｜大林組｜2015年11

月30日

講演■■■■ 少子高齢化・人口減少に対応する街づくり
（コンパクトシティ）｜2015年12月4日｜長野県商店会連
合会

コラム■■■■見田宗介という私の「ユー
トピア」｜現代思想｜2016年1月
号｜臨時増刊号  総特集  見田宗
介=真木悠介─未来の社会学の
ために｜青土社｜2015年12月12日

コラム■■■■ 感性の豊かな人ほど地
方を面白くするために動き出してい
る｜GetNavi｜2016年2月号｜学
研プラス｜2015年12月24日

連載■■■■郷土博物館から始まる街歩き⑥  大田区立
郷土博物館  住宅地と工業地帯とともに発展した娯楽
のオアシス｜東京人｜2015年12月29日号｜都市出
版

－

そのほかの仕事

審査員■■■大阪ガス実験集合住宅  これからのNEXT21
アイデアコンペティション｜大阪ガス

講義■■■娯楽の殿堂  昭和の時代を読み解く｜早稲田
大学公開講座

取材■■■■ 10年後（2025年）の街｜博報堂生活総合研
究所

コラム■映画『パリ3区の遺産相続人』への寄稿｜アイ・
プランニング

ジェーン・バーキンと
セルジュ・ゲンズブールが
表紙の『Sensuous City』



2016−2021
 人間の居る場所

 愛される街
 中国講演増える
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2016

「住みたい街調査」を行なう。『あなたにいちばん似合う街』（2016）、
『東京郊外の生存競争が始まった！』（2017）として出版

この年の出来事アメリカ大統領選挙でドナルド・トランプが当選

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

講演■■■■総合計画策定市民フォーラム｜2016年2月8
日｜泉大津市（大阪府）

講演■■■■ わたしらしい住まいづくり｜2016年2月20
日｜愛知建築士会女性委員会（愛知県）

連載■■■■郷土博物館から始まる街歩き⑦  板橋区立
郷土資料館  板橋宿にあった、加賀藩下屋敷。｜東京
人｜2016年3月3日号｜都市出版

インタビュー■■■■［動画］聞き手＝櫻井隆治（ハイライフ研究
所専務理事）｜第1回  まちのエキスパートヒアリング  都市
の魅力を構成する要素はなにか？｜東京10km-20km
圏、その魅力。“生き続けられるまち”とは？（Phase 2）｜
2016年3月16日収録｜ハイライフ研究所｜https://
www.hilife.or.jp/13185/

三浦著作■■ 下流老人と幸福老人─資産がなくても
幸福な人  資産があっても不幸な人｜光文社新書｜
2016年3月17日

共著B■■ ハモニカ横丁に問いかけ
る｜倉方俊輔編｜吉祥寺ハモニカ
横丁のつくり方｜彰国社｜2016年
3月29日

連載■■■■郷土博物館から始まる街
歩き  最終回｜足立区立郷土博物
館  戦後アメリカの明るさを伝える
下町のおもちゃとお菓子。｜東京人｜2016年4月2日
号｜都市出版

講演■■■ mif特別セミナー  下流老人と幸福老人｜
2016年4月6日｜三菱総合研究所「生活者市場予測
システム（mif）」

三浦著作■■■■人間の居る場所｜而立書房｜2016年4
月10日

インタビュー■■「上流老人」はお金でお金を買い、「下流
老人」は宝くじを買う｜週刊ポスト｜2016年4月15日
号｜小学館

論考■■東京圏の「地方」｜都市計画｜320号｜日本
都市計画学会｜2016年5月15日

講演＋シンポジウム■■■■広井良典（京都大学教授）＋宇都
宮浄人（関西大学教授）＋平岡敏洋（京都大学助教）＋小
竹元基（東京大学准教授）｜ライフスタイル・価値観の
変化と消費・交通行動｜テクノバシンポジウム  2050
年に向けた都市・交通・モビリティとエネルギーの未来
─人口減少・超高齢社会に向けた産学官への提
案｜2016年5月23日｜テクノバ

編集■■■■昭和の郊外  東京・戦前
編｜柏書房｜2016年5月31日

書評⬅ 浜町のまちづくり好例  「官
から民へ」動き紹介  『人間の居る
場所』｜福井新聞｜2016年6月9
日｜福井新聞社

講演■■■■ファスト風土化と郊外ニュータウン｜2016年
6月25日｜多摩市民大学（東京都多摩市）

講演■■■■東京圏の変化｜2016年6月30日｜ハイライ
フ研究所

ラジオ出演■■お金はないが幸福老人になる条件｜サー
ドプレイス｜JFM（ジャパンエフエムネットワーク）｜2016
年7月6日｜5:30－6:00

WEB講座■■■■ゲスト＝大月敏雄｜対策としての多世
代居住｜高齢社会・格差社会を乗り切るコミュニティ
ビジネス3｜ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜
2016年7月7日配信｜ビジネス・ブレークスルー

シンポジウム■■■■ 隈研吾＋黒崎輝男｜浜町邂逅Vol.1  
「開花亭kuri-ya」＋「CRAFT BRIDGE」同時スタート
記念特別企画  日本を代表するクリエイターの奇才が集
い、福井が誇る「食」と「工芸」の未来を浜町で語る｜
2016年7月15日｜CRAFT BRIDGE（福井県福井市）

紹介記事■■■浜町に新たな息吹  食、工芸2拠点完成｜
福井新聞｜2016年7月16日｜福井新聞社

基調講演■■■■郊外団地の近未来＋シンポジウム■■■大島
芳彦（建築家）＋田村誠邦（明治大学理工学部特任教授）
＋園田眞理子（明治大学理工学部教授）＋熊谷知彦（明
治大学理工学部専任講師）＋門脇耕三（明治大学理工学
部専任講師）｜団地の近未来─その可能性｜明治
大学科学技術研究所2016年度第1回公開講演会  団
地の近未来｜2016年7月16日｜明治大学科学技術
研究所

WEB講座■■■■ゲスト＝藤村龍至｜郊外の少子高齢化
とまちづくり｜高齢社会・格差社会を乗り切るコミュ
ニティビジネス4｜ビジネス・ブレークスルー・チャンネ
ル｜2016年8月4日配信｜ビジネス・ブレークスルー

編集■■■■昭和の郊外  東京・戦後
編｜柏書房｜2016年8月10日

講演■■■■第5回エキマチ下関まちづ
くり勉強会  三浦展さんに学ぶ「街
育」のすすめ｜2016年8月28日｜
下関市（山口県）

対談■■■■岸本千佳（不動産プランナー）｜「街歩きの達
人」と語る京都の魅力｜もし京都が東京だったらマッ

「浜町邂逅Vol.1」のようす
右手前が隈研吾氏、三浦を挟んで黒崎輝男氏
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2016 2016プ｜イースト新書Q（イースト・プレス）｜2016年9月10日

三浦著作■■■東京田園モダン─大
正・昭和の郊外を歩く｜洋泉社｜
2016年9月10日

インタビュー■■■■第6章  まちのエキス
パートヒアリング①  まちの酵母菌と
醸造所・菌床とは何か？｜研究報
告  東京10km-20km圏、その魅
力。“生き続けられるまちとは？”  
Phase2-2  都市の魅力を構成する
要素とは？｜ハイライフ研究所｜
2016年9月

講演録■■■■ 人間の居る場所｜第29回ハイライフセミ
ナー  都市の魅力を構成する要素とは？｜2015年度
研究報告  東京10km-20km圏、その魅力。“生き続
けられるまちとは？”  Phase2｜ハイライフ研究所｜
2016年9月

対談■■■■ 牛窪恵（マーケティングライター）｜イノベーター
ズ・トーク第43回  消費と若者と都市の30年史｜News
Picks｜2016年9月19日公開｜ニューズピックス｜htt
ps://newspicks.com/news/1784443/body/

共著A■■■■ 藤村龍至＋南後由和｜
商業空間は何の夢を見たか─
1960－2010年代の都市と建築｜
平凡社｜2016年9月24日

コラム■■■■特別リポート百貨店が消
える日  『第四の消費』の著者が見
通す百貨店の未来  郊外百貨店閉
鎖が告げる「中の上」幻想の終焉｜週刊東洋経済｜
2016年9月24日号｜東洋経済新報社｜https://pre
mium.toyokeizai.net/articles/-/12497

講演■■■■これからの住まい方｜2016年10月11日｜福
岡県建築住宅センター

連載■■■■ 三浦展の研究ノート「街を読む､ データを
歩く」｜◎若者が「東京四畳半暮らし」にハマる理由
（2016年10月25日）  ◎吉祥寺は「勝ちにこだわらない」
人の桃源郷だ（ 11月8日）  ◎西荻窪が「30代おひとり
様」を惹きつける理由（ 11月17日）  ◎秋葉原が30代男性
「住みたい街No.1」の衝撃（ 11月24日）  ◎「所沢と多
摩」で30代が急減した深刻な事情（ 12月20日）｜東洋
経済オンライン｜東洋経済新報社｜https://toyokei

zai.net/category/machi-aruki

三浦著作■■■■ 毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代
─今を読み解くキーワード集｜光文社新書｜2016
年10月18日

書評⬅ 藤沢周｜人が輝ける場所  『人間の居る場所』｜
東京新聞｜2016年11月6日｜中日新聞東京本社

論考■■■■現代の消費格差と今後の生協の課題｜生活
協同組合研究｜Vol.490｜2016年11月号｜特集＝
幸福について考える｜生協総合研究所

シンポジウム■■■■ 藤村龍至＋山道拓人＋石榑督和＋南
後由和｜『商業空間は何の夢を見たか』＆『都市論
ブックガイド2』合同出版記念イベント  NEWoMan屋
上広場から考える｜2016年11月6日｜The CAMPus

書評⬅ 武田徹（評論家）｜好書好日  発展する下町に社
会改良への志  『東京田園モダン─大正・昭和の郊
外を歩く』｜朝日新聞｜2016年11月13日｜朝日新聞
社｜https://book.asahi.com/article/11589321

三浦著作■■■■あなたにいちばん似合
う街｜PHP研究所｜2016年11月
25日

講演■■■■あなたにいちばん似合う
街｜2016年12月2日｜HAGISO

書評⬅ 鈴木洋史（ノンフィクションライ
ター）｜東京の街作りにユートピア
思想があった時代  三浦展著『東京田園モダン─
大正・昭和の郊外を歩く』が語る東京の近代化。鈴木
洋史が解説！｜『SAPIO』2016年12月号｜小学館｜
［P+D MAGAZINE｜2016年12月3日配信｜小学館］https://
pdmagazine.jp/today-book/book-review-182/

書評⬅ 有吉由香（朝日新聞）｜「住みたい街」調べた  
『あなたにいちばん似合う街』｜朝日新聞｜2016年
12月7日｜朝日新聞社

対談■■■■岸本千佳｜くらべて見つける、あなたにいち
ばん似合う街  『人生を変えたいなら、住む街を変えよ
うあなたにいちばん似合う街』『もし京都が東京だっ
たらマップ』刊行記念｜2016年12月18日｜本屋B&B

－

荒川区、豊島区、練馬
区、葛飾区など、かつ
ては東京の郊外だった
街の歴史からユートピ
ア思想を見出す

そのほかの仕事

ブレーン会議■■■■ HOUSE VISIONブレーン会議｜パナソ
ニック

講師■■■■経営者のための社会学｜日本農業経営大学
校｜2016－2017

研究委員■■■委員長＝田村誠邦（アークブレイン代表取締
役）、委員＝大木祐悟（旭化成不動産レジデンス主任研究
員）＋齋藤広子（横浜市立大学教授）＋園田眞理子（明
治大学教授）｜2016年度－2017年度「マンション」の
持続可能性を問う」研究委員会｜住総研

武田徹による『東京田園モダン』の書評
（『朝日新聞』2016年11月13日［朝日新聞社］より）
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2017

『第四の消費』が中国で売れ、中国人向け講演が急増する

高校の後輩が「百年料亭ネットワーク」を立ち上げるのに協力し隈研吾を巻き込む

郊外が住宅地になる前の歴史に興味をもち「LIFULL HOME’S PRESS」に連載する

郊外の娯楽調査の流れで、各地の三業地、花街、赤線、青線跡に興味をもち各地の探訪を開始する

カナダのテレビからシェアについての取材を受け「okatteにしおぎ」「+cafe（タスカフェ）」などを紹介する

座間9人殺害事件の現場を見に行く

三浦造語  ワーカブル  郊外スナックネットワーク
この年の出来事長時間労働の是正策として

「働き方改革実行計画」が決定される

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

主な企業向けマーケティング

◎  UR賃貸住宅の再生方針検討にむけた助言｜UR都
市機構

◎  20代価値観研究への助言｜AXISデザイン研究所
◎  地下鉄博物館リニューアルコンセプトへの助言｜メト
ロ文化財団

－

連載■■■■ 三浦展の研究ノート「街を読む､ データを
歩く」｜◎中央区は「35歳以上未婚女子」が集う街
だった（2017年1月3日）  ◎週7日飲酒？  赤提灯に集
う「暗黒女子」の正体（ 1月18日）  ◎20代女性が吉
原「遊郭専門書店」に集う理由（ 1月31日）  ◎隈研吾
も参入！  建築界「屋台ブーム」の舞台裏（2月14日）  
◎北千住は「高卒正社員女性」に人気の街だった（3
月10日）  ◎高度成長期の幻を売る「謎の屋台女子」
の正体（3月16日）  ◎所沢が「埼玉の人口争奪戦」独
り負けの理由（4月4日）  ◎郊外住宅地には「夜の暮ら
しの充実」が必要だ（4月18日）  ◎賃貸物件で住民ク
レームが激増した根本原因（5月9日）  ◎高円寺の「古
い階段」に女子が萌える理由（5月25日）  ◎吉祥寺ハ
モニカ横丁仕掛人が憂う横丁の今後（6月8日）  ◎創
業140年の料亭が挑む「料亭文化」復活の道（6月23
日）  ◎武蔵小杉が「住みたい街」と答える人の共通
点（7月7日）  ◎都内から続々移住､ 築50年郊外団地
のヒミツ（8月12日）  ◎100万で横須賀の空家を買った
女性の暮らし（9月14日）  ◎アラサー女子が副業に「ス
ナック」を選ぶ真意（9月24日）｜東洋経済オンライ

ン｜東洋経済新報社｜https://toyokeizai.net/cat
egory/machi-aruki

対談■■■■荻原博子｜特集ワイド  大予測2017｜毎日
新聞｜2017年1月4日｜毎日新聞社

講演■■■シェア社会と今後のモビリティ｜2017年1月23
日｜アルパイン

講演■■■■東京の下町の魅力｜2017年1月28日｜新潟
県立高田高等学校校友会東京支部

翻訳■■■■［新装版］マックス・ウェー
バー｜新装版  現代訳  職業として
の学問｜プレジデント社｜2017年
2月25日

紹介記事■■■■高田高校校友会東京
支部サロン  故郷と首都重ね魅力
語る  三浦展さん講演｜上越タイム
ス｜2017年2月3日｜上越タイムス
社

講演■■■■百年料亭ネットワーク発足記念講演会  百年
料亭を核にした街づくり｜2017年3月7日｜「百年料
亭ネットワーク」事務局

三浦著作■■■■［小説］お客さま、そのクレームにはお応えで
きません！  不動産屋店長・滝山玲子の事件簿｜知恵の

森文庫（光文社）｜2017年3月9日

講演■■■■東京の郊外を歩く｜2017
年3月12日｜葛飾区郷土と天文の
博物館

インタビュー■■■広がる「シェア経済」｜
公明新聞｜2017年4月1日｜公明党
機関紙局

インタビュー■■■あの人とハシゴしてみた「よいまちで」  
◎ Vol.1  社会デザイン研究者・三浦展さんは「横丁の
魅力」をこう語る  ◎Vol.2  社会デザイン研究者・三浦
展さんと洋食の老舗「芳味亭」で盛り上がる｜大手町  
よいまち新聞｜No.01、No.02｜2017年4月1日、5月
25日｜よいまちデザイン制作室

紹介記事■■■「濃密な空間に圧倒」  世界的建築家・隈
研吾さん宇喜世を訪問  「百年料亭ネットワーク」に関
心｜上越タイムス｜2017年4月14日｜上越タイムス社

講師■■日本の地価が3分の1になる｜一橋大学開放講
座｜2017年4月24日｜一橋大学

インタビュー■■■■終章  三浦展氏インタビュー  格差社会と
「駅」そして「街」─私がおすすめする駅と街｜首
都圏鉄道路線研究会｜駅格差─首都圏鉄道駅の
知られざる通信簿｜SB新書（SBクリエイティブ）｜2017
年5月3日

インタビュー■■■街のポテンシャルが開花！  目黒駅前のタ
ワマンはなぜたった4ヵ月で完売したのか？｜東京カ
レンダー｜2017年5月22日公開｜東京カレンダー｜
https://tokyo-calendar.jp/article/9856

座談会■■■■中村彰宏（横浜市立大学
教授）＋小竹元基（東京大学大学院
准教授）＋大口敬（東京大学生産技
術研究所教授）｜シェアリングエコノ
ミーと交通｜IATSS Review｜Vol.42, 
No.1｜2017年6月号｜国際交通安
全学会｜https://www.iatss.or.
jp/common/pdf/publication/
iatss-review/42-1-01.pdf

三浦著作■■■■東京郊外の生存競争
が始まった！─静かな住宅地か
ら仕事と娯楽のある都市へ｜光文
社新書｜2017年6月15日

コラム■■■■タワマンより豊か  名作ニュータウン3選─
古くて新しい「田園都市」の魅力｜PRESIDENT On-
line｜2017年7月10日｜プレジデント社｜https://pr
esident.jp/articles/-/22533

WEB講座■■■■ゲスト＝齊藤志野歩（エヌキューテンゴ）｜
住みたい街調査｜住みたい街、行きたい街─都市
間競争時代を考える01｜ビジネス・ブレークスルー・
チャンネル｜2017年7月27日配信｜ビジネス・ブレー
クスルー

「百年料亭ネットワーク」に関連して
隈研吾を料亭「宇喜世」に案内した件が
『上越タイムス』で報じられる
（『上越タイムス』2017年4月14日［上越タイムス社］より）

長年の郊外研究を踏ま
え、郊外の再生のキー
ワードとして「ワーカブ
ル」「夜の娯楽」を提
案。コロナ後の郊外を
予言した
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2017 2017講演■■ 2030年の住宅市場｜2017年7月30日｜東京
建物

インタビュー■■■■東京郊外  人口減で生存競争  『東京郊外
の生存競争が始まった！』｜読売新聞｜2017年8月7日｜
読売新聞社

WEB講 座■■■■ ゲスト＝島原万丈（LIFULL HOME’S総
研）｜五感に訴える都市｜住みたい街、行きたい街
─都市間競争時代を考える02｜ビジネス・ブレーク
スルー・チャンネル｜2017年8月10日配信｜ビジネス・
ブレークスルー

書評➡■■■■「濃密」な交流に魅力  谷口功一＋スナック
研究会『スナック研究序説  日本の夜の公共圏』（白水
社、2017）｜北國新聞（共同通信社配信記事）｜2017年
8月8日｜北國新聞社

インタビュー■■■■酒と銭湯と古本と。三浦展さんが西荻
窪を離れられない理由｜SUUMO｜2017年8月8日｜
リクルート住まいカンパニー

連載■■■■ 繁華街の昔を歩く｜◎『「東京DEEP案内」が
選ぶ首都圏住みたくない街』は、画期的な名著である
（2017年8月13日）  ◎五反田、その知られざるおもしろい100
年の歴史…屈指の花街から一大歓楽街へ（8月29日）  
◎赤羽、蒲田、立石～なぜ「横丁」が日本人を引き寄せ
始めたのか─焼け跡のような現代日本（10月9日）  ◎大
塚ブームの兆候～定年退職世代を引き寄せる魅力の秘
密─飲み歩き、歩き回る街（11月5日）  ◎ひたすら自宅で
自炊する34歳以下男性たち…モノも買わず外にも出ず
─衝撃的動向が判明（11月12日）  ◎100年前のAKBブー
ム（12月10日）｜Business Journal｜サイゾー｜https://
biz-journal.jp/series/atsushi-miura-culture/

WEB講座■■■■ゲスト＝岸本千佳（addSPICE）｜都市の
性格の違いを考える｜住みたい街、行きたい街─
都市間競争時代を考える03｜ビジネス・ブレークス
ルー・チャンネル｜2017年8月24日配信｜ビジネス・ブ
レークスルー

講演■■■■日本の地価が3分の1になる｜2017年8月24
日｜日本生産性本部

講演■■■■これからの消費トレンド｜2017年9月11日｜花王

WEB講座■■■■ゲスト＝竹田クニ（ホットペッパーグルメ外食
総研、ケイノーツ）｜外食産業から見た都心と郊外｜住
みたい街、行きたい街─都市間競争時代を考える

04｜ビジネス・ブレークスルー・チャンネル｜2017年9
月14日配信｜ビジネス・ブレークスルー

連載■■■■［郊外・下町関連記事抜粋］  ◎［八王子］花街を核
とした街づくりで復活の機運が盛り上がる（2017年9月
26日）  ◎［青梅］映画、多摩川、街中華……。散歩の楽
しみが揃っている（ 10月3日）  ◎［船橋］戦前の高級住宅
地と娯楽の殿堂～海神、花輪台、三田浜楽園（ 11月10
日）  ◎［立川］飛行場と米軍基地で栄えた歴史は今も街
の遺伝子か？（ 11月20日）  ◎［武蔵小杉］将軍の御殿の
代わりにタワーマンションが建つ（ 12月5日）  ◎［福井］全
国の花街から芸妓が集結、伝統文化をアピール（ 12月
16日）  ◎［横丁の引力］倉方俊輔＋新雅史＋石榑督和  横
丁は、今なぜブームなのか？─建築・都市座談会
（ 12月20日）｜LIFULL｜https://www.homes.co.jp/co
nt/press/author/miuraat/

WEB講座■■■■ゲスト＝井崎義治（流山市長）｜母になる
なら、流山市。｜住みたい街、行きたい街─都市間
競争時代を考える05｜ビジネス・ブレークスルー・チャ
ンネル｜2017年9月28日配信｜ビジネス・ブレークス
ルー

三浦著作■■■■横丁の引力｜イースト
新書（イースト・プレス）｜2017年10
月8日

講演■■■■ 人口が増える街と減る街
は何が違う？  「人を集められる郊
外」の条件と課題｜社内勉強会
「SUUMOソト大学」第5弾  人口
獲得競争が起きる中、人気のある
郊外とは？｜2017年10月13日｜リ
クルート住まいカンパニー

シンポジウム■■■■ 倉方俊輔＋新雅史＋石榑督和＋手塚
一郎｜『横丁の引力』出版トークショー｜2017年10
月22日｜ハモニカ横丁ミタカ

インタビュー■■■新しい時代を予測する社会デザイン研究
家  三浦展さん  再開発はまちが均質化。核となる古い
店も必要｜福井新聞｜2017年11月5日｜福井新聞社

三浦著作■■■中高年シングルが日本を動かす─人口
激減社会の消費と行動｜朝日新書｜2017年11月13日

講演■■■■これからの都市郊外での暮らし方｜2017年
11月23日｜玉川学園地区まちづくりの会（玉川学園・南
大谷地区協議会、東京都町田市）

講演■■■■これからの都心郊外─その生き方、働き
方｜人生100年時代  ライフシフト所沢  STEP１  キック
オフシンポジウム｜2017年11月26日｜NPO法人マイス
タイル（埼玉県所沢市）

対談■■■■酒井順子｜れんこんの消費が増えてる…三
浦展の“独身”調査がおもしろすぎ！｜週刊朝日｜
2017年12月8日号｜朝日新聞出版｜https://dot.asa
hi.com/wa/2017112900024.html

インタビュー■■ 2018年の動向を見る  消費マーケット｜月
刊HAIRMODE｜No.694｜2018年1月号｜女性モー
ド社｜2017年12月1日

鼎談■谷口正和＋南後由和｜竹芝ウォーターフロント開
発計画｜2017年12月5日｜アトレ

講演■■■■第四の消費｜品途集団（上海、中国）｜2017
年12月9日｜品途ホールディングス

インタビュー■■■■識者に聞く！  シェアリングエコノミー時
代の未来予想図｜DIME｜2018年2月号｜小学館｜
2017年12月16日

インタビュー■■■ SUNDAY LIBRARY  著者インタビュー  中
高年シングルが日本を動かす｜毎日新聞｜2017年
12月19日｜毎日新聞社｜https://mainichi.jp/articl
es/20171219/org/00m/040/027000c

インタビュー■■■■著者インタビュー  人生の転換点となる
出会いを見逃さない感受性を磨く  『中高年シングル
が日本を動かす』｜サンデー毎日｜2017年12月31日
号｜毎日新聞出版

『AERA』の企画で訪れた埼玉県飯能市

上海（中国）での「第四の消費」に関する講演

『中高年シングルが日本を動かす』の著者インタビュー
（『サンデー毎日』2017年12月31日号［毎日新聞出版］より）
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2018

若い女性のSNS利用の実態を探るために「インスタ映えのマーケティング調査」を実施、
2019年に『露出する女子、覗き見る女子』として出版

多摩ニュータウンで郊外の再生について講演し、建築事務所スタジオメガネと出会う

三浦キーワード 郊外まちづくり
この年の出来事ドナルド・トランプ大統領と金正恩委員長が

史上初となる首脳会談を行なう
映画『万引き家族』がカンヌ映画祭でパルムドール受賞
オウム真理教元代表、松本智津夫（麻原彰晃）と、
元幹部6人の死刑が執行される

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

企業向け研修

◎  中堅社員研修｜イトーヨーカドー｜2018－2020

－

インタビュー■■■■シティ・マーケティング  愛される街を考
える｜MARKETING HORIZON｜2017 Vol.12｜日本
マーケティング協会｜2018年1月1日

インタビュー■■■マーケターの企みVol.52  Part 1  マーケ
ターは「面白い人」であらねばならない｜日本のマー
ケター｜2018年1月10日公開｜インターブリード｜htt
ps://nipponmkt.net/2018/01/10/takurami52_mi
ura01/

連載■■■繁華街の昔を歩く｜◎誰も知らない新宿・歌舞
伎町（2018年1月11日）  ◎JR総武線のおかしな街・平井に
行ったら異世界だった（ 1月24日）  ◎中野ブロードウェイ
の北側がなかなか面白いぞ…建物から見つかる約50
年前の姿（2月20日）  ◎東京・大森、封印された「女性
たちの嘆き」の歴史（3月8日）  ◎温泉リゾート地だった東
京・荒川区（3月29日）  ◎イラストレーター吉岡里奈─
「いやらしく」て「かわいい」おじさんを批評する（4月9
日）  ◎東京・白山は、やばい街だ（4月26日）  ◎平成育ち
の女性たちが昭和の喫茶に惹かれる理由（6月7日）｜
Business Journal｜サイゾー｜https://biz-journal.
jp/series/atsushi-miura-culture/

インタビュー■■■マーケターの企みVol.52  Part 2  「面白
くすること」に集中を｜日本のマーケター｜2018年1
月17日公開｜インターブリード｜https://nipponmkt.
net/2018/01/10/takurami52_miura02/

対談■■ 牛窪恵｜『「おひとりウーマン」消費！』出版
記念  特別対談  牛窪恵×三浦展  ◎①“個”を生か
しながら人とゆるくつながる時代｜「おひとりファース
ト」の時代へ─ミドルおひとり女子が創る、大独
身マーケット#9  ◎②幸せへの鍵は「コミュ力」と、女
性の「経済力」、男性の「生活力」｜「おひとりファー
スト」の時代へ─ミドルおひとり女子が創る、大独
身マーケット#10｜毎日新聞｜2018年1月17日、1月31
日公開｜毎日新聞社｜https://mainichi.jp/articl
es/20180116/org/00m/070/002000d  https://
mainichi.jp/articles/20180116/org/00m/070/00
3000d

講演■■■■郊外沿線部における近年の動向と今後のす
がた｜2018年1月22日｜国土交通省

連 載■■■［郊外・下町関連記事抜粋］  ◎［市川］「東の鎌
倉」国府台、菅野には自然と文化と歴史が溢れていた
（2018年1月27日）  ◎［玉川学園］理想の学園都市に、アラ
フォーのママたちが夜の娯楽を提供する（2月3日）  ◎［多
摩ニュータウン］団地の中の商店街に突然誕生した「建築
スナック」とは？（4月7日）  ◎［横浜・鶴見花月園］武士と芸
者がつくった東洋一の娯楽施設（5月19日）  ◎［飯能］入

間川の上流でクリエイターが空き店舗に集まっている（6
月9日）  ◎［鳩山］郊外空き家を気鋭の建築家・藤村龍至
がスナックにリノベ（6月20日）  ◎［柏］競馬場とゴルフ場
で地域振興を図った歴史（6月29日）  ◎［横浜市神奈川
区］みなと横浜よりも歴史ある地にシェアの拠点（8月18
日）  ◎［東久留米・学園町］教育の理想がつくった田園住宅
地（8月24日）  ◎［保谷］国立民族学博物館の前身もあっ
た文化住宅地の歴史（10月14日）  ◎［下町の歴史］「東京
東側」の郊外化の歴史をたどる（10月23日）  ◎［祐天寺］
子育て対応だけで、街は驚くほど変わる（12月3日）  ◎［台
東区］江戸時代は下町ではない。明治から大正に「東
京」の下町に変貌した（12月13日）｜LIFULL HOME’S 
PRESS｜LIFULL｜https://www.homes.co.jp/cont/pr
ess/author/miuraat/

インタビュー■■■マーケターの企みVol.52  Part 3  要領よ
く、自由に、面白くやる｜日本のマーケター｜2018年1
月24日公開｜インターブリード｜https://nipponmkt.
net/2018/01/10/takurami52_miura03/

インタビュー■■■マーケターの企みVol.52  Part 4  だからこ
そ、明るい未来を描いた｜日本のマーケター｜2018年
1月31日公開｜インターブリード｜https://nipponmkt.
net/2018/01/10/takurami52_miura04/

基調講演■■■ 2040年の社会をデザインする─郊外を
脱して、本当の街へ＋ シンポジウム■■■■上野淳（首都大
学東京学長）＋西浦定継（多摩市ニュータウン再生推進会議
職務代理者）＋松原和男（多摩市ニュータウン再生推進会議
市民委員）＋井上亮（多摩市ニュータウン再生推進会議市民
委員）＋阿部裕行（多摩市長）｜多摩ニュータウンのリ・デ
ザインに向けて｜第5回多摩ニュータウン再生プロジェク
トシンポジウム｜2018年2月3日｜多摩市（東京都）

インタビュー■■■■かつて「第四山の手」と呼ばれた場所の
現在｜建築雑誌｜2018年3月号｜日本建築学会

活動■■■■多摩ニュータウン落合商店街にてスタジオメ
ガネと第1回建築スナックを開く｜2018年3月17日

講演■■■■所沢市の現状と、何に力
点をおいて進むべきか｜2018年5
月7日｜所沢市（埼玉県）

共著C■■■■ 私の民泊体験記─
古民家、空き店舗を使ったシェア
的生活実験｜浅見泰司＋樋野公
宏編著｜民泊を考える｜プログレ
ス｜2018年5月10日

講演■■■■東京の郊外｜2018年5月17日｜自由学園最
高学部（東京都東久留米市）

講演■■■■ 2030年の人口構造の変化とエンターテインメ
ント・ビジネスへの影響｜2018年5月20日｜ホリプロ

シンポジウム■■■■ 田村誠邦（アークブレイン代表取締役）＋
内山博文（u.company代表取締役）＋大木祐悟（旭化
成不動産レジデンス）｜壊さない未来の築き方─マン
ションの幸せな老後のために｜第49回住総研シンポ
ジウム  重点テーマ「『マンション』の持続可能性を問
う」第1回｜2018年5月21日｜住総研

三浦著作■■■■都心集中の真実─東京23区町丁別人
口から見える問題｜ちくま新書｜2018年6月5日

インタビュー■■■老後はおひとりさまの方が幸福度高い  離婚
する選択肢も？｜週刊ポスト｜2018年6月15日号｜小学
館｜［NEWSポストセブン］https://www.news-postseven.
com/archives/20180607_690220.html?DETAIL

講演■■■■ 2030年の潮流を読む  市場と消費と行動の
大きな変化｜日本居酒屋協会年次総会｜2018年6月
19日｜日本居酒屋協会

第1回建築スナックでの一コマ

第49回住総研シンポジウム
「『マンション』の持続可能性を問う」のようす
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2018 2018講演■■■ Forth Stage Consumer ＋シンポジウム■■■■日
埜直彦＋石榑督和＋大野秀敏＋山村崇＋國廣純子｜
NEW TOKYO STORY｜2018年6月23日｜アムステル
ダム大学都市研究所（オランダ）

イベント■■■■ 建築スナック（東京都多
摩市）にてスタジオメガネとともに「世界の郊外展」を開
催｜会期＝2018年7月27日－2020年11月28日

書評⬅ 泉麻人（コラムニスト）｜『都心集中の真実─
東京23区町丁別人口から見える問題』｜東京新聞｜
2018年7月22日｜中日新聞東京本社｜［Book Bang｜
新 潮 社］https://www.bookbang.jp/review/artic
le/556111

インタビュー■■■■施設へ入所した途端に個性が捨象され、
「要介護1」とか「要支援2」という「記号」で扱われ
てしまう可能性がある｜第71回 賢人論。前編｜みん
なの介護｜2018年8月13日公開｜クーリエ｜https://
www.minnanokaigo.com/news/special/atsushi
miura1/

インタビュー■■■■人間の解放や感性の自由を求めた団塊
の世代、うまくいけば“新しい介護の仕方”を生み出
す可能性もある｜第71回 賢人論。中編｜みんなの介
護｜2018年8月16日公開｜クーリエ｜https://www.
minnanokaigo.com/news/special/atsushimiura2/

インタビュー■■■■ママの家事や子どもたちが遊ぶ姿に、お
年寄りも癒やしを感じているのかも。自由で開かれた
ランドリーカフェはまさに一つの「人間の居る場所」｜
第71回 賢人論。後編｜みんなの介護｜2018年8月
20日公開｜クーリエ｜https://www.minnanokaigo.
com/news/special/atsushimiura3/

三浦著作■■■ヤバいビル─1960－
70年代の街場の愛すべき建物た
ち｜朝日新聞出版｜2018年8月
20日

インタビュー■■■「勝ち組志望の人の
33％が住みたい」と思うのは、恵
比寿でも六本木でもなく、実はあ
の街だった！｜東京カレンダー｜
2018年8月22日公開｜東京カレンダー｜https://
tokyo-calendar.jp/article/13295

講演■■■■ 2018江戸東京講習会  江戸東京でまちを楽
しむ─たべる  みる  あそぶ  こがねい｜江戸東京こ
がねい浪漫｜2018年8月27日｜小金井市商工会

講演■■■■第四の消費｜2018年9月4日｜上海野村證
券（中国）

共著C■■ ◎ 1-1 地方化する大都市郊外  ◎ 4-14これから

の郊外のインフラ─コムビニとコ
モビリティ｜大野秀敏ほか編著｜
コミュニティによる地区経営─コ
ンパクトシティを超えて｜鹿島出版
会｜2018年9月8日

講 演■■■■■ 鳩山ニュータウンレ
ビュー｜2018年9月8日｜アール・
エフ・エー

インタビュー■■女性は一生「女子」なのか  定年女子、土
木女子、焼き肉女子、カープ女子、きんゆう女子。…
50代、60代も。対象年齢は上がる一方｜週刊朝
日｜2018年9月14日号｜朝日新聞出版

講演■■■■地方における「ヤバいビル」｜2018年9月14
日｜本屋ルヌガンガ（香川県高松市）

インタビュー■■■■“本”人襲撃  年々急増している未婚女性
の都心集中。都市研究のエキスパートが語る、地方
都市の問題点とは  『都心集中の真実』｜週刊プレイ
ボーイ｜2018年9月17日号｜集英社

講演■■■■繁華街におけるナイトタイムエコノミーの可能
性｜2018年9月26日｜大宮南銀座まちづくり勉強会
（埼玉県さいたま市）

三浦著作■■■■昼は散歩、夜は読書。｜
而立書房｜2018年10月10日

三浦著作■■■■ 100万円で家を買い、
週3日働く｜光文社新書｜2018年
10月16日

講演■■■■ 平成時代の交通と今後
＋ シンポジウム■■■ 陣内秀信（法政大
学特任教授）＋岩倉成志（芝浦工業大学工学部教授）＋
羽藤英二（東京大学大学院工学系研究科教授）｜2018
年度第12回「運輸と経済」フォーラム  平成を振り返る
─交通と生活の30年｜2018年10月19日｜交通経
済研究所

インタビュー■■高級住宅街「白金」の真実 Vol.2  ブランド
品には興味無し、女性は専業主婦傾向etc.  歴史とデー
タで紐解く、白金を住まいに選ぶ人とは？｜東京カレ
ンダー｜2018年10月22日公開｜東京カレンダー｜htt
ps://tokyo-calendar.jp/article/13755?page=1

講演■■■■第四の消費｜2018年10月24日｜流通問題

研究所

インタビュー■■■■ 消費社会研究家・三浦展氏が見たセ
ゾングループと堤清二（前編）  シェア時代の到来を言
い当てた堤清二｜『セゾン 堤清二が見た未来』外
伝｜日経ビジネス電子版｜2018年11月1日公開｜日
経BP社｜https://business.nikkei.com/atcl/intervi
ew/16/100100031/103000016/

インタビュー■■■■ 消費社会研究家・三浦展氏が見たセ
ゾングループと堤清二（後編）  ドン・キホーテは西武
百貨店に似ている｜『セゾン 堤清二が見た未来』外
伝｜日経ビジネス電子版｜2018年11月2日公開｜日
経BP社｜https://business.nikkei.com/atcl/intervi
ew/16/100100031/103000017/

講演■■■■次世代郊外まちづくり─郊外で働く、暮ら
すについて｜2018年11月4日｜東急電鉄＋関内イノ
ベーションイニシアティブ＋横浜市

シンポジウム■■■■寺島拓幸（文京学院大学）＋本柳亨（立正
大学）＋谷口功一（首都大学東京）＋藤岡真之（弘前学院
大学）＋立川雅司（名古屋大学）＋間々田孝夫（立教大学）
＋水原俊博（信州大学）｜検証・2010年代の消費社会
─シェアリング・エコノミー、サードプレイス、食の安
全｜2018年11月24日｜グローバル消費文化研究会

講演■■■■シェアスタイルのニュータウン＋シンポジウム■■■■

「世界の郊外展」
（会場＝建築スナック、会期＝2018年7月27日－2020年11月28日）

アムステルダム大学都市研究所（オランダ）での講演のようすと
シンポジウム時の集合写真

泉麻人による『都心集中の真実』の書評
（『東京新聞』2018年7月22日［中日新聞東京本社］より）

会期中に9回の講演会
を行なう



136｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事 ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜137

2016−2021 2016−2021人間の居る場所  愛される街  中国講演増える

2018 鈴木雅之（千葉大学国際教養学部准教授）＋服部岑生
（NPO法人ちば地域再生リサーチ）＋岩本通弥（東京大学
大学院総合文化研究科教授）｜シェア居住スタイル推進
会議報告会・シンポジウム  海浜ニュータウンという街
の発見─スクラップ＆ビルドの次の時代｜2018年11
月25日｜千葉大学コミュニティ・イノベーションオフィス
＋NPO法人ちば地域再生リサーチ

特別講座■■■■陣内秀信｜記憶から紡ぎだされるまちの姿
─失われゆく歴史的景観をいかに未来につなげるこ
とができるのか｜2018年11月26日｜秋田公立美術大学

論考■■■■明日のパブリック・トイレ×パブリック・キッチ
ン 3-1  シェア型社会のパブリック─シェア・ハウスか
らシェア・タウンへ（前編）｜パブリック・トイレ×パブリッ
ク・キッチンのゆくえ｜LIXILビジネス情報｜2018年11

月28日公開｜LIXIL｜https://www.biz-lixil.com/
column/urban_development/pk_serial005/

インタビュー■■■■平成の記憶  時代の伝言  平成のライフ
スタイル  上昇より「気楽さ」求め｜毎日新聞｜2018
年12月7日｜毎日新聞社｜https://mainichi.jp/artic
les/20181207/ddm/010/040/019000c

コラム■■■高度成長期のビルの大胆さ｜群像｜2019年
1月号｜講談社｜2018年12月7日

インタビュー■■■暮らしに個性、家事も変化  家電がアシス
ト、時短も質も｜朝日新聞ReライフPROJECT｜朝日新
聞DIGITAL｜2018年12月23日公開｜朝日新聞社｜ht
tps://www.asahi.com/articles/DA3S13824275.
html

『超高層のバベル  見田宗介対話集』（講談社叢書メチエ）に『中央公論』（2009年7月号）での対談が再録される

この年の出来事元号が「令和」となる
   2019年12月8日に中国で集団発生した肺炎患者より

新型コロナウイルスの感染が確認される
（2020年1月9日の世界保健機関WHOによる声明）

   消費税が10％に増税される
京都アニメーションが放火される

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

連載■■■  ［郊外・下町関連記事抜粋］  ◎［稲毛･谷津］ラストエ
ンペラー、巨人軍ゆかりの地（2019年1月3日）  ◎［芝］山
の手だったが工業化により下町が増えた地域（ 1月21日）  
◎［深川①］風光明媚な別荘地が工場地帯へ変貌（ 1月
30日）  ◎［深川②］関東大震災とモダン住宅建設の時代
（2月9日）  ◎［墨田区①］隅田川沿い、桜の名所の別荘地
（2月19日）  ◎［墨田区②］明治、大正にかけ、工場地帯と
して大発展（2月27日）  ◎［墨田区③］『女工哀史』と社会
事業から見る下町（3月16日）  ◎［荒川区①］地価上昇率
ナンバーワンとなった区の歴史は（3月29日）  ◎［荒川区
②］区内で進んだ住宅地の近代化（4月6日）  ◎［荒川区
③］震災後の娯楽と商業の発展が楽しい下町をつくっ
た（5月14日）  ◎［小金井］何でもない地元ストアが新しくも
懐かしい場所に生まれ変わった（5月31日）  ◎［川崎・八丁
畷］工場地帯だと思ったら戦前に京都風高級住宅地が
あった！（8月8日）  ◎［葛飾区］農業地帯、工業地帯、同潤
会、そして下町へ（8月25日）  ◎［北区］花街からスターハウ
スまで、多様な街並みが見られる（ 10月20日）｜LIFULL 
HOME’S PRESS｜LIFULL｜https://www.homes.co.
jp/cont/press/author/miuraat/

インタビュー■■■■シェアする社会が意味すること  Opinion 
Piece  01  つながりを生み出す社会へ  シェアコミュニ
ティのすすめ｜季刊  社会運動｜2019年1月号｜特集
＝0円生活を楽しむ─シェアする社会｜市民セクター
政策機構

論考■■■■明日のパブリック・トイレ×パブリック・キッチン
3-2  シェア型社会のパブリック─シェア・ハウスから
シェア・タウンへ（後編）｜パブリック・トイレ×パブリッ
ク・キッチンのゆくえ｜LIXILビジネス情報｜2019年1月

30日公開｜LIXIL｜https://www.biz-lixil.com/co
lumn/urban_development/pk_serial006/

三浦著作■■■■ 1980年代から見た日
本の未来─2030年代を予測す
る視点｜イースト新書｜2019年2
月15日

シンポジウム■■■中島直人（東京大学准
教授）＋陣内秀信（法政大学特任教
授）｜aaca30周年記念事業  2019
景観シンポジウム  これからの都
市景観のあり方を探る＠GINZA｜
2019年2月20日｜日本建築美術工芸協会

講演■■■■これからの住まいについて｜2019年3月1
日｜定期借地権推進協議会

講演■■■■「平成」という時代の都市観と住まい観の変
化＋シンポジウム■■■■出口敦（UDCTakセンター長、東京大
学教授）＋木下庸子（工学院大学教授）＋廣瀬佐平（板橋
区町会連合会高島平支部長）＋樋野公宏氏（UDCTak副セ
ンター長、東京大学准教授）＋木村徹氏（板橋区高島平グ
ランドデザイン担当課長）｜これからの50年に向けた高
島平のまちづくり｜高島平50周年記念シンポジウム  
高島平のこれから｜2019年3月2日｜アーバンデザイ
ンセンター高島平（UDCTak）

講演■■■■オリンピック後の東京｜2019年3月14日｜首
都高速道路協会「平成の記憶」をテーマにした『毎日新聞』のインタビュー

（『毎日新聞』2018年12月7日［毎日新聞社］より）
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2019 2019シンポジウム採録■■■■陣内秀信＋岩倉成志（芝浦工業大学
工学部教授）＋羽藤英二（東京大学大学院工学系研究科
教授）｜第12回「運輸と経済」フォーラム  平成を振り
返る─交通と生活の30年｜運輸と経済｜2019年
4月号｜交通経済研究所

インタビュー■  差異化競争に通じる徒労｜耕論  24時間、
店開けますか  田矢信二さん、三浦展さん、西郷真理
子さん｜朝日新聞｜2019年4月10日｜朝日新聞社

三浦著作■■■■ 娯楽する郊外｜柏書
房｜2019年4月24日

企画＋ 講師■■■■連続講座  体験文
化論｜◎第1回 遊郭と三業地  ◎第2
回 下町歴史研究序説  ◎第3回 渋
谷センター街ギャル30年史  ◎第4回
阿佐ヶ谷住宅の歴史的意義  ◎第5
回 定期借地権による空き家活
用  ◎第6回 1966－73年ジャズ
とロックの影響史  ◎第7回 若
尾文子論─戦後女性像の
転換点｜2019年4月24日－7
月27日｜空き家文化会館（まち
暮らし不動産）

講演採録■■■■ 第四の消費  その後｜機関誌・流通問
題｜Vol.55-1｜2019年5月号｜流通問題研究所

講師■■■■ 家族とコミュニティの未来｜隈研吾教授最
終連続講義─工業化社会の後にくるもの  第2回｜
2019年5月25日｜東京大学

シンポジウム■■■■山口昌浩（スノーピークビジネスソリューショ
ンズ取締役）＋石渡康嗣（WAT代表取締役）＋大島芳彦
（ブルースタジオクリエイティブディレクター）｜ネスティング
パーク黒川オープニング記念トーク  焚き火を囲んで語
りあおう、これからの「郊外」の楽しみ方｜2019年5
月26日｜ブルースタジオ

共著C■■中古マンションの大規模修
繕の経験者から見た課題｜住総研
「マンションの持続可能性を問う」
研究委員会編｜住総研すまい読
本  壊さないマンションの未来を考
える｜プログレス｜2019年6月11日

講演■■■■人口拐點  借鏡日本解讀
高齡社會幸福關鍵（人口動態の転
換点  日本からの発信  高齢化社会で幸せになるためのポイン
ト）＋ シンポジウム■■ 朱紀中（商業周刊副總編輯）＋楊淑
惠（中國信託銀行個金營運總處總處長）＋黃泓智（中華民

國退休基金協會副理事長）＋郝充仁（淡江大學風險管理與
保險學系副教授）｜政策拐點  掌握臺灣退休政策  關
鍵拐點（政策の転換点  台湾の退職金制度を使いこなす  鍵
となる転換点）｜前瞻退休新拐點2019贏戰未來趨勢
論壇（Winning the Future Trends Forum 2019─退職
後の生活を見据えるターニングポイント）｜2019年6月13
日｜中國信託銀行（台湾）

ギャラリートーク■■■■辻本顕（日建設計）＋吉見俊哉（東京文
化資源会議幹事長、東京大学大学院教授）＋宇野求（建築
家、東京理科大学教授）｜本郷台・湯島台・駿河台を歩
く｜街を更新する小さなパブリックスペース  神社やお
寺や聖堂が身近にある暮らしを考える｜東京文化資
源会議2019｜2019年6月21日｜東京文化資源会議

コラム■■■■ 働く女性から見た都心集中｜新都市｜
2019年7月号｜特集＝まち×働き方、子育て、健康｜
都市計画協会

インタビュー■■■■消費社会から考える銀座の可能性｜都
市計画｜Vol.68, No.4｜2019年7月号｜日本都市計
画学会

インタビュー■■■［動画］永山祐子＋藤村龍至｜「TOKYO 
2021」建築展｜2019年7月｜戸田建設

共著B■■■ 天笠邦一｜露出する女子、覗き見る女子
─SNSとアプリに現れる新階層｜ちくま新書｜2019
年8月5日

論考■■■■ 長屋の暮らしを現代から考察する｜台東鳥
瞰｜2019年秋号｜台東区｜2019年9月1日

講演■■■■ 天笠邦一（昭和女子大学准教授）｜第60回
mifセミナー  インスタ女子と筋肉女子─現代女性
の分類学｜2019年9月18日｜三菱総合研究所「生
活者市場予測システム（mif）」

鼎談■■ 有馬賢治（立教大学経営学部教授）＋吉田和彦
（浜銀総合研究所特任研究員）｜国内消費を狙うなら無
視できない「単身ビジネス」の可能性｜機関誌Best 
Partner｜2019年10月号｜浜銀
総合研究所

講演■■■■自立した持続可能な地域
社会創造助成事業「地域づくりセ
ミナーin十日町」｜2019年11月14
日｜新潟ろうきん福祉財団

監修■■■■隈研吾＋馬場正尊＋松田
法子＋秋尾沙戸子＋畑中三応子＋
成実弘至ほか｜写真＝大森克己｜
渋谷の秘密  12の視点で読み解
く｜パルコ出版｜2019年11月22日

共著C■■■■若い世代の精神変容｜超
高層のバベル  見田宗介対話集｜談
社選書メチエ｜2019年12月12日

「コンビニの24時間営業」をテーマにした『朝日新聞』のインタビュー
（『朝日新聞』2019年4月10日［朝日新聞社］より）

花房ゆい（遊廓愛好
家）、柳内圭雄（バイデ
ンハウス代表取締役）、
田村誠邦（アークブレ
イン代表）、志岐祐一
（東京都立大学非常
勤講師）らのゲスト講
師を迎え幅広いテーマ
を扱った

多摩ニュータウン、建築スナックの風景（2019）



140｜カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事 ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー ■消費社会論  家族論  ■都市論  郊外論  ■若者論  教育論  ■カルチャー  サブカルチャー カルチャースタディーズ研究所20年史  三浦展の仕事｜141

2016−2021 2016−2021人間の居る場所  愛される街  中国講演増える

◎  現代日本人の意識と価値観調査｜2020

－

連載■■■  ［郊外・下町関連記事抜粋］  ◎［調布・下北沢］私鉄
沿線の発展方向が変わってきた（2020年1月11日）  ◎［浦
和］郊外にクリエイティブなコミュニティができる大きな布
石「コミューンときわ」（2月23日）  ◎［日野・豊田］平山城址
公園近くにあった娯楽場（4月2日）  ◎［北千住］江戸時代
以来の大宿場町が、現在「住みたい街」に（5月29日）  
◎［江戸川区］娯楽も栄えた下町的郊外住宅地（6月27
日）  ◎［世田谷・豪徳寺］中世の城山、江戸時代以前の甲
州街道もあった歴史ある住宅地（10月29日）  ◎［釧路］鶴
の生息地では、東京の家賃1年分で土地と家が買える
（12月17日）｜LIFULL HOME’S PRESS｜LIFULL｜https://
www.homes.co.jp/cont/press/author/miuraat/

三浦著作■■■■首都圏大予測─これから伸びるのはク

リエイティブ・サバーブだ！｜光文
社新書｜2020年2月18日

インタビュー■■■■『トワイライト』  2002
年刊・重松清  高齢化したニュータ
ウン｜時代の栞｜朝日新聞デジ
タル｜2020年4月1日｜朝日新聞
社 ｜https://digital.asahi.com/
articles/DA3S14425922.html

三浦著作■■■■愛される街─続・人
間の居る場所｜而立書房｜2020
年5月19日

三浦著作■■■■コロナが加速する格差
消費─分断される階層の真実｜
朝日新書｜2020年6月12日

インタビュー■■■■  「消費」と街、人と
の関係を見つめ直す  三浦展氏
インタビュー  『コロナが加速する
格差消費』（朝日新書）、『愛され
る街』（而立書房）刊行｜読書人
WEB｜2020年7月17日号｜読書人｜https://dokus
hojin.com/reading.html?id=7104

対談■■■■吉見俊哉｜東京五輪と都市の未来  2020
年代 都心集中を減らせ｜読売新聞｜2020年9月16
日｜読売新聞社

三浦著作■■■■下町はなぜ人を惹きつ
けるのか？─「懐かしさ」の正
体｜光文社新書｜2020年11月17日

連載■■■  ［郊外・下町関連記事抜粋］  ◎［上越市・高田］地域
に残る百年続いた価値を束ね、それを軸に街をつくる
（2021年1月30日）  ◎［馬込］文士村と鎌倉武士のまち（2月
21日）  ◎［上池台・雪が谷］同潤会分譲住宅地が点在する
昭和の中流住宅地（3月3日）  ◎［井の頭］散歩が好きなら
この街に住もう（3月26日）  ◎［川口］鋳物の街が団塊ジュ
ニアの住みたい街に変貌（5月1日）  ◎［横浜市旭区・瀬谷区］
昭和30年代に分譲された郊外住宅地を訪ねてみる（5
月9日）  ◎［横浜市保土ケ谷区・桜ヶ丘］関東大震災後に開発
された理想的田園住宅地（5月15日）  ◎［日吉］慶應ブラン
ドを利用した住宅地分譲が行われた昭和30年代（6月5
日）  ◎［大和市］東京の中心を目指した中央林間（7月2日）  
◎［川崎市生田］地主たちがつくった東京を見渡す住宅地
（7月24日）  ◎［柏］戦前・戦後・現在と続く、田園都市構想
（7月31日）  ◎［綱島］かつての温泉街の桃源郷、サスティナ
ブル・スマートタウンへ変貌中（8月18日）  ◎［菊名・大倉山］
東急が高級な郊外のイメージをつくり出した2つのまち（9
月5日）  ◎［上大岡］戦前は花街や同潤会ができ、戦後は

一挙に住宅地に（9月12日）  ◎［蕨市］同潤会を引き継いだ
住宅営団が、戦時中につくった新たな“故郷”（11月14日）  
◎［大宮］リモートワークで「住みたい街」としても注目され
る大宮。住宅地としての歴史は、戦前からと古い（12月
4日）｜LIFULL HOME’S PRESS｜LIFULL｜https://www.
homes.co.jp/cont/press/author/miuraat/

対談■■■■男性は結婚できると中流意識が持てる｜佐
藤優の頂上対決｜デイリー新潮｜2021年2月23日｜
新潮社｜https://www.dailyshincho.jp/article/20
21/02230555/?all=1

三浦著作■■■■花街の引力─東京の三業地、赤線跡
を歩く｜清談社Publico｜2021年4月25日

共著C■■■■ 隈研吾＋上野千鶴子｜バブルの大きな授
業料｜隈研吾編｜くまの根─隈研吾・東大最終講
義  10の対話｜東京大学出版会｜2021年5月17日

書評⬅■■■■八木澤高明（ルポライター）｜ノンフィクショ
ン  三浦展著『花街の引力』  日本の貧困や性をたど
る｜沖縄タイムス｜2021年7月10日｜沖縄タイムス社

三浦著作■■■■ 教養としての都市論
─感性を刺激する33冊｜彰国
社｜2021年8月3日

紹介記事■■■■ 3畳の「貸し空間」誕
生─『下流社会』著者  三浦展
さん蔵書1000冊｜京都新聞｜
2021年9月22日｜京都新聞社

三浦著作■■■■ 大下流国家─「オ
ワコン日本」の現在地｜光文社新
書｜2021年10月19日

書評⬅■■■■ 片岡義男（作家）｜今
週の一冊  花街は自助努力の最た
る場所だった  三浦展『花街の引
力』｜週刊朝日｜2021年11月5日
号｜朝日新聞出版

三浦近影。世田谷区豪徳寺近辺にて

『東京郊外の生存競争
が始まった！』を踏まえ、
これからの郊外のある
べき姿を「クリエイティ
ブ・サバーブ」と命名

2020年以降「第四の消費」について
ZOOMで中国の企業向けに講演を行なうことが増えた

『大下流国家』（2021）
に反映
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2021 2021

八木澤高明による『花街の引力』の書評
（『沖縄タイムス』2021年7月10日［沖縄タイムス社］より）

片岡義男による『花街の引力』の書評
（『週刊朝日』2021年11月5日号
［朝日新聞出版］より）

『京都新聞』による貸し空間「展文庫」の紹介記事（2021年9月22日［京都新聞社］より）



あとがき

この冊子は私が脱サラをしてカルチャースタディーズ研究所を設立した1999年から
2019年までの資料である。都市・建築の専門メディア『10＋1』の元編集者で、拙
著『マイホームレス･チャイルド』の編集担当でもあった境君が本業の合間を縫って綿
密な年表をつくってくれたのと、私も本業の合間を縫って校正をしたので、20年史の
制作に3年がかかってしまった。思えば私は1999年に父を亡くし、2019年に母を亡く
した。父という重石がなくなり、母の陰ながらの応援があって20年間自由に研究して
きたと言える。
また前史として90年代の記録も付けたのでなんと33年間、人生の半分を記録するこ
とになった！

2017年末から現在に至るまでは、日本よりも中国からの講演依頼が多い。中国は未
曾有の急成長が一段落しはじめ、将来を予測したいという要求が非常に強いのだ。
それに比べて、失われた30年にすっかり慣れてしまった日本は、将来を予測すること
にすら関心を失っているように私には思われる。
だから日本ではデジタルという技術的な進歩についていくという視点でしか将来を考
えられない。しかもデジタルによってコストカットをすることしか考えていないように見
える。非常に根本的な問題として、これから日本人がどんな暮らしをしたいか、すべ
きかという視点での予測が不足している。
そういう現状から見ると、1970年代から2000年代前半までは、これから日本人がどん
な暮らしをしたいか、すべきかという視点でものを考える人が多かったと思う。私の著
書にも「これから」という言葉が多いのはその時代に生きてきたからだろう。

だが「これから」も本当に必要なのは「これから」を本質的に考えることである。この
個人史を読んでいただいて、「これから」を考えるヒントにしていただきたい。
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