
No. タイトル 撮影場所 撮影時期

1 昭和20年代後半
2 昭和30年代中頃
3 新宿駅前景 昭和27年（1952）
4 昭和37年（1962）頃
5 昭和44年（1969）
6 昭和30年（1955）
7 開発前の新宿駅西口広場 昭和30年代後半
8 建設中の小田急新宿駅 昭和40年（1965）
9 建設中の新宿駅西口立体広場 昭和40年（1965）

10 新宿駅構内　山手線ホーム 昭和30年代後半
11 新宿駅構内　 昭和36年（1961）
12 角筈ガード　東口側入り口 旧青梅街道 昭和40年代前半
13 角筈ガード　西口側入り口 旧青梅街道 昭和40年代前半
14 新宿大通り 昭和27年（1952）
15 都電　新宿駅前 昭和30年代
16 都電前を横切るパレード 昭和33年（1958）

廃線都電路線案内図
17 明治通りを走るトロリーバス 昭和30年代後半
18 丸ノ内線全通記念列車 新宿三丁目駅 昭和34年（1959）
19 新宿駅 昭和36年（1961）
20 新宿駅 昭和37年（1962）頃

21 新宿駅東口駅前 昭和27年（1952）
22 昭和20年代後半
23 靖国通りと明治通りの交差点付近 昭和20年代後半～30年代前半

24 昭和36年（1961）
25 昭和20年代後半～30年代前半

26 昭和46年（1971）
27 新宿伊勢丹前 昭和27年（1952）
28 昭和27年（1952）
29 昭和27年（1952）
30 昭和27年（1952）
31 祝大東京祭 昭和31年（1956）
32 祝大東京祭 昭和31年（1956）
33 祝大東京祭 昭和31年（1956）
34 祝大東京祭 昭和31年（1956）

◆ 昭和30年代の商店風景　「新宿の商店」をテーマに公募されたコンテストと写真から
35 クラブトーキョー 昭和38年（1963）頃
36 クラブトーキョー 昭和38年（1963）頃
37 甘粕酒店 昭和38年（1963）頃
38 みんげい茶房　すヾや 昭和38年（1963）頃
39 船寿 昭和38年（1963）頃
40 新宿追分食堂 昭和38年（1963）頃
41 しゅうまい　早川亭 昭和38年（1963）頃
42 しゅうまい　早川亭 昭和38年（1963）頃
43 追分だんご 昭和38年（1963）頃
44 追分だんご 昭和38年（1963）頃
45 中村屋 昭和38年（1963）頃
46 どらやき時屋 昭和38年（1963）頃
47 どらやき時屋 昭和38年（1963）頃
48 紳士洋品　和田屋 昭和30年代
49 清水カバン店 昭和38年（1963）頃
50 百貨店　新宿丸物 昭和35年（1960）頃

住宅地図 昭和36年（1961）
◆　 昭和30年代の映画館・映画街風景
51 新宿ミラノ座 歌舞伎町界隈 昭和33年（1958）頃
52 オデヲン座・地球座・新宿名画座 歌舞伎町界隈 昭和31年（1956）頃
53 オデヲン座 歌舞伎町界隈 昭和32年（1957）頃
54 新宿ミラノ座 歌舞伎町界隈 昭和33年（1958）頃
55 夜の歌舞伎町映画街 歌舞伎町界隈 昭和33年（1958）頃

昭和30年ごろの新宿駅西口全景

Ⅰ　都市の情景・駅と交通の記憶

Ⅱ　商業のまち新宿・にぎわいの記憶

新宿駅東口夜景
国鉄（現ＪＲ）新宿駅

建て替え直前の新宿駅周辺
新宿ステーションビル

丸ノ内線新宿駅とメトロプロムナード

丸ノ内線荻窪まで開通

新宿区連合商店会まつり

新宿伊勢丹前
歩行者天国で賑わう新宿通り

新宿駅前を行き交う人々
食品デパート二幸（現アルタ）前

三光町駅前交差点付近
新宿通り

新宿まつり
新宿まつり
新宿区連合商店会まつり



No. タイトル 撮影場所 撮影時期

56 新宿コマ・スタジアム（新宿コマ劇場） 歌舞伎町界隈 昭和32年（1957）頃
57 新宿ミラノ座・グランドオデヲン座・新宿劇場 歌舞伎町界隈 昭和30年代前半
58 歌舞伎町映画街をゆく女性たち 歌舞伎町界隈 昭和33年（1958）頃
59 コマ東宝・コマシネマ 歌舞伎町界隈 昭和32年（1957）頃
60 新宿東宝、新宿大映、新宿文化劇場 新宿三丁目の映画街 昭和37年（1962）頃
61 新宿東宝、新宿大映、新宿文化劇場 新宿三丁目の映画街 昭和30年代前半
62 新宿京王、新宿東映 新宿三丁目の映画街 昭和37年（1962）頃
63 新宿東映前をゆく人々 新宿三丁目の映画街 昭和36年（1961）頃

64 落合　聖母病院 中落合 昭和30年(1955)

65 落合　妙正寺川風物 昭和36年(1961)

66 西新宿　十二社弁天池 昭和42年(1967)

67 西新宿　十二社弁天池 昭和42年(1967)

68 西新宿　熊野神社 昭和42年(1967)

69 西新宿　開発が進む新宿副都心 昭和43年(1968)

70 西新宿　淀橋浄水場の夕景 昭和37年(1962)頃

71 北新宿　淀橋市場 昭和30年代

72 百人町　問題化する交通渋滞 昭和36年(1961)

73 歌舞伎町　雪の新宿 新宿区役所付近 昭和38年(1963)頃

74 新宿　花園神社 大酉祭のにぎわい 花園神社 昭和35年(1960)頃

75 百人町　戸山アパート(戸山団地) 昭和38年(1963)頃

76 大久保　新築中の新宿区立体育館 昭和34年(1959)

77 戸山　箱根山からの眺め 昭和30年代

78 戸山  戸山ヶ原の人工岩壁 昭和43年(1968)

79 戸山　戸山ハイツ 昭和43年(1968)

80 高田馬場　早稲田通り 早稲田通り 昭和27年(1952)

81 高田馬場　早稲田通り 早稲田通り 昭和27年(1952)

82 早稲田　解体される都電早稲田車庫 昭和44年(1969)

83 早稲田　廃止された車庫引込線 昭和44年(1969)

84 牛込　神楽坂 昭和20年代後半

85 牛込　神楽坂 昭和30年代後半

86 牛込　進む地下鉄工事 大久保通り 昭和30年代後半

87 牛込　筑土八幡町 筑土八幡神社 昭和40年代前半

88 信濃町　オリンピック道路 昭和39年(1964) 
89 四谷　四谷三丁目 四谷三丁目交差点付近 昭和41年(1966)
90 四谷　四谷見附小売市場 昭和43年(1968)
91 牛込　外堀風景・牛込濠 昭和30年代前半
92 牛込　外堀風景 昭和30年代前半

93 都電7番系統 四谷三丁目 8003形 昭和42年(1967)

94 都電32番系統 早稲田 171形 昭和41年(1966)

95 都電11番系統 大久保車庫への専用線を走る5004形 昭和42年(1967)

96 都電15番系統 高田馬場駅前 840形 昭和42年(1967)

97 都電11番系統 新宿角筈車内 昭和42年(1967)

98 都電11番12番系統 新宿駅前 5005形 8127形 昭和42年(1967)

99 市谷小前を走る都電 昭和43～45年(1968～70)

100 染物工房 作業風景 昭和8年(1933)

101 染物工房 作業風景 昭和8年(1933)

102 染物工房 作業風景 昭和8年(1933)頃

103 落合大正橋　染色洗い風景 昭和8年(1933)

104 妙正寺川の洪水 昭和13年(1938)

105 妙正寺川の公害 昭和45年(1970)頃

106 おとめ山で遊ぶ子どもたち 昭和45年(1970)頃

Ⅳ　私の記憶の中の新宿

Ⅲ　くらしの情景・昔ながらの界隈の記憶



No. タイトル 撮影場所 撮影時期

107 ハイツの子供 昭和20年末頃
108 立秋 昭和20年末頃
109 曙橋開通式 昭和32年(1957)
110 曙橋開通式 昭和32年(1957)
111 祝 新宿駅中央口開設 昭和33年(1958)
112 祝 新宿駅中央口開設 昭和33年(1958)
113 神楽坂　相馬屋源四郎商店 昭和4年(1929)
114 四谷　甲州街道風景 昭和35年(1960)頃
115 落合第四小学校遠足 羽田穴守 昭和12年(1937)
116 落合 氷川神社 昭和14、15年(1939、40)頃

117 大東京祭 提灯行列 昭和31年（1956）

118 小学校でのプール授業 昭和30年代前半

119 大東京祭 提灯行列 昭和31年（1956）

120 風船に集まる子ども達 昭和30年代前半

121 賑わう神宮絵画館プール 昭和34年（1959）～36年（1961）頃

122 腹話術に集まる子どもたち 昭和30年代

123 腹話術に集まる子どもたち 昭和30年代

124 新宿御苑遊園地 昭和25年（1950）

125 新宿伊勢丹屋上の遊園地 昭和38年（1963）頃

126 ダッコちゃんと子どもたち 昭和36年（1961）

127 フラフープで遊ぶ子どもたち 昭和36年（1961）
128 白銀公園 石の山 昭和30年代後半
129 白銀公園 遊具で遊ぶ子どもたち 昭和30年代後半
130 荒木町 策の池で遊ぶ子ども 昭和43年（1968）

Ⅴ　やすらぎの情景・子どもと遊び場の記憶


