
05-9 楽しいガーデン給食 昭和56年(1981)10月6日
西新宿八丁目、旧 区立淀橋第一小

学校

05-10 楽しいガーデン給食 昭和56年(1981)10月6日
西新宿八丁目、旧 区立淀橋第一小

学校

05-11 楽しいガーデン給食 昭和56年(1981)10月6日
西新宿八丁目、旧 区立淀橋第一小

学校

05-12 区報子ども記者 昭和57年(1982)6月5日
霞ヶ丘町、旧 秩父宮記念スポーツ博

物館

05-13 音楽の集い 昭和58年(1983)10月15日 新宿六丁目、区立新宿文化センター

05-14 余丁町小学校 旧校舎 昭和58年(1983)12月17日 余丁町、旧 区立余丁町小学校

参考資料
映像作品｢定点撮影 躍動する超高

層都市、激変記録45年」

参考資料
シアターアプル公演ポスター

ミュージカル「アニーよ銃をとれ！」ほか

６
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■ギャラリートーク（学芸員による展示解説）

会 場 :新宿歴史博物館 地下1 階 企画展示室

日 時：会期中の毎週土曜日 午後1 時～(約30 分)

料 金：無 料 申込み：不 要
〒160-0008東京都新宿区三栄町22

TEL03-3359-2131 FAX03-3359-5036



ゾーン 写真番号 タイトル  (●は『新宿風景』掲載写真） 撮影時期 撮影場所 (住所は現在のもの） 備考

00-1 昭和天皇崩御を伝えるアルタビジョン 昭和64年(1989)1月7日 新宿三丁目、新宿駅東口アルタ前

00-2 号外が配られる新宿駅東口広場 昭和64年(1989)1月7日 新宿三丁目、新宿駅東口広場

00-3 号外が配られる新宿駅東口広場 昭和64年(1989)1月7日 新宿三丁目、新宿駅東口広場

00-4 号外に見入る人びと 昭和64年(1989)1月7日 新宿三丁目、新宿駅東口広場

00-5 号外に見入る人びと 昭和64年(1989)1月7日 新宿三丁目、新宿駅東口広場

00-6 号外に見入る人びと 昭和64年(1989)1月7日 新宿三丁目、新宿駅東口広場

00-7 崩御の日の街風景･歌舞伎町 昭和64年(1989)1月7日 歌舞伎町一丁目、歌舞伎町交差点

00-8 街を行く大喪の礼の葬列 平成元年(1989)2月24日 大京町、外苑西通り

00-9 街を行く大喪の礼の葬列 平成元年(1989)2月24日 四谷四丁目、四谷区民ホール前

01-1 ビル建設が始まった新宿副都心 昭和48年(1973)6月頃
西新宿三丁目、東京ガスガスタンク付

近

01-2 新宿副都心 昭和40年代末 昭和49年(1974)5月頃 西新宿上空（空撮写真）

01-3 新宿副都心 昭和50年代中頃 昭和56年(1981)8月頃 西新宿四丁目

01-4 新宿副都心 平成元年 平成元年(1989)3月18日 西新宿上空(空撮写真）

01-5-① 超高層ビル建設　新宿センタービル 昭和51年(1976)8月
西新宿一丁目、朝日生命ビルからの

眺望

01-5-②
西新宿一丁目、朝日生命ビルからの

眺望

01-5-③ 昭和52年(1977)4月
西新宿一丁目、朝日生命ビルからの

眺望

01-5-④
西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

01-5-⑤ 昭和54年(1979)12月
西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

01-6-①
超高層ビル建設　ホテルセンチュリーハ

イアット
昭和53年(1978)4月26日

西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

01-6-② 昭和53年(1978)9月14日
西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

01-6-③ 昭和54年(1979)3月14日
西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

01-6-④ 昭和54年(1979)8月1日
西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

01-6-⑤ 昭和55年(1980)2月15日　
西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

01-6-⑥ 昭和55年(1980)8月12日
西新宿二丁目、京王プラザホテルから

の眺望

1

●印は、写真集『新宿風景-明治・大正・昭和の記憶』収録　　○印は、展示写真の別カットを収録
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01-7
新宿中央公園から見た超高層ビル

昭和50年
昭和50年(1975)9月25日 西新宿二丁目、新宿中央公園

01-8
新宿中央公園から見た超高層ビル

平成元年
平成元年(1989)6月29日 西新宿二丁目、新宿中央公園

01-9 建設中の東京都庁第一本庁舎 平成元年(1989)6月29日
西新宿二丁目、新宿中央公園歩道

橋付近

01-10 都庁舎建設現場 平成元年(1989)8月2日 西新宿二丁目、都庁第一本庁舎前

01-11 建設中の都庁舎 平成元年(1989)8月2日
西新宿二丁目、新宿中央公園歩道

橋

02-1 超高層ビルの見える風景 昭和50年(1975)9月28日
西新宿七丁目、常圓寺西側の通り付

近

02-2 超高層ビルの見える風景 昭和50年(1975)9月25日 西新宿

02-3 超高層ビルの見える風景 昭和50年(1975)9月25日
西新宿七丁目　（西新宿7-23、西

鉄イン新宿付近）

02-4 超高層ビルの見える風景 昭和50年(1975)9月25日 西新宿六丁目、区立産業会館付近

02-5 通勤ラッシュの新宿駅　● 昭和55年(1980)10月27日
新宿三丁目、新宿駅中央線・総武

線ホーム
新宿風景216

02-6 通勤ラッシュの新宿駅　● 昭和55年(1980)10月27日
新宿三丁目、新宿駅山手線内回り・

中央線総武線ホーム
新宿風景215

02-7 新宿貨物駅　● 昭和55年(1980)12月16日 千駄ヶ谷五丁目(渋谷区) 新宿風景227

02-8 再開発前の新宿駅東南口 昭和62年(1987)10月28日 新宿三丁目

02-9 新宿駅東南口広場　● 昭和62年(1987)10月28日 新宿三丁目 新宿風景232

02-10 新宿駅東南口広場 昭和62年(1987)10月28日 新宿三丁目

02-11 新宿駅東口 線路脇看板 昭和58年(1983)9月12日 新宿三丁目

02-12 新宿駅東口 線路脇看板 昭和58年(1983)9月12日 新宿三丁目

02-13 角筈ガードを行く少年たち 昭和52年(1977)3月 新宿三丁目、角筈ガード・東口側

02-14 歩行者天国の少女たち 昭和50年(1975)9月25日
新宿三丁目、紀伊國屋書店前交差

点

02-15
コマ劇場前でイベントに見入る人びと

●
昭和50年(1975)9月4日 歌舞伎町一丁目・広場ヤングスポット 新宿風景203

02-16 歌舞伎町風景 昭和52年(1977)3月
歌舞伎町一丁目・モナミビル（ディスコ

MUGEN）前

02-17 新宿コマ劇場 昭和52年(1977)3月 歌舞伎町一丁目・旧新宿コマ劇場横

02-18 新宿末廣亭 昭和50年(1975)　 新宿三丁目、末廣亭前

02-19 新宿三丁目 末広通り　● 昭和51年(1976)12月1日　 新宿三丁目、末廣亭前 新宿風景207

02-20 新宿二幸 昭和20年代 昭和20年代後半 新宿三丁目、現 新宿アルタ前

02-21 新宿二幸 昭和40年代 昭和46年(1971)9月14日 新宿三丁目、新宿駅東口広場

02-22 新宿二幸 昭和50年代 昭和53年(1978)2月28日 新宿三丁目、新宿駅東口広場

02-23 解体工事中の新宿二幸 昭和53年(1978)12月9日 新宿三丁目、新宿アルタ前

02-24 開業当時の新宿アルタ 昭和55年(1980)4月18日 新宿三丁目、新宿アルタ前

02-25 開業当時の新宿アルタ 昭和55年(1980)11月19日 新宿三丁目、新宿アルタ前

02-26
新宿アルタ前「笑っていいとも！」最終

回の日
平成26年(2014)3月31日 新宿三丁目、新宿アルタ前
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04-フ-17 僕たちの広場－新宿－ 新宿フォトコンテスト1980

04-フ-18 ゲートボール 新宿フォトコンテスト1981

04-フ-19 子供達と都庁 新宿フォトコンテスト1990

04-フ-20 マイホーム 新宿フォトコンテスト1986

04-フ-21 夕映と満月(2枚組） 新宿フォトコンテスト2006

04-寄-1 新宿駅西口前 昭和44年(1969)10月 西新宿一丁目

04-寄-2 街角風景 昭和44年(1969)10月

04-寄-3 新宿駅西口地下 反戦フォーク集会 昭和43年(1968)12月7日 西新宿一丁目

04-寄-4 反戦フォーク集会に集う若者たち 昭和43年(1968)12月7日 西新宿一丁目

04-寄-5 駅前整備が始まった高田馬場 昭和44年(1969)3月 高田馬場一丁目

04-寄-6 駅前整備が始まった高田馬場 昭和44年(1969)3月 高田馬場一丁目

04-寄-7 鍵屋跡 昭和40年代 馬場下町

04-寄-8 若山牧水居住跡 昭和40年代 新宿二丁目付近

04-寄-9 大観堂書店 昭和40年代 西早稲田三丁目

04-寄-10 浄瑠璃坂 昭和40年代 市谷砂土原町

04-寄-11 デモで混乱する新宿駅東口 昭和27年(1952)頃 新宿三丁目

04-寄-12 デモで混乱する新宿駅東口 昭和27年(1952)頃 新宿三丁目

04-寄-13 ほてい屋 新築一周年記念写真 昭和2年(1927)10月1日 新宿三丁目

04-寄-14 橋角堂（きょうかくどう）時計店 昭和10年(1935)頃 市谷本村町付近

04-寄-15 神楽坂地域での神輿の様子 大正10年(1921)8月15日 神楽坂

04-寄-16 神楽坂の西洋料理店・震災前 大正12年(1923)以前 神楽坂

04-寄-17 神楽坂の西洋料理店・震災後 大正12年(1923)以後 神楽坂

04-寄-18 大正時代の結納の様子 大正時代 四谷

04-寄-19 通りを行く葬列 大正～昭和初期 四谷

04-寄-20 須賀神社の祭礼 大正～昭和初期 四谷一丁目、外堀通り

04-寄-21 須賀神社の祭礼 大正～昭和初期 四谷

04-寄-22 四谷地域での祭礼の様子 大正12年(1923)6月頃 四谷

04-寄-23 四谷地域での祭礼の様子 大正12年(1923)6月頃 四谷

04-寄-24 四谷地域での祭礼の様子 大正12年(1923)6月頃 四谷

04-寄-25 四谷地域での祭礼の様子 大正12年(1923)6月頃 四谷

05-1 箱根山で凧揚げ 昭和51年(1976)12月10日 戸山二丁目、箱根山

05-2 空き地で基地づくり 昭和50年(1975)7月4日 新宿六丁目、大久保車庫跡地

05-3 みんなで遊ぼう 昭和54年(1979)7月10日 戸山二丁目、戸山ハイツ

05-4 自転車少年 昭和55年(1980) 大久保一丁目

05-5 文化祭に集まった子どもたち 昭和54年(1979)10月20日
戸山二丁目、旧 区立戸山町区民福

祉会館

05-6 文化祭の模擬店 昭和54年(1979)10月20日
戸山二丁目、旧 区立戸山町区民福

祉会館

05-7 保育園で遊ぶ 昭和54年(1979)11月9日 下落合二丁目、旧 区立落合保育園

05-8 保育園で遊ぶ 昭和54年(1979)11月9日 下落合二丁目、旧 区立落合保育園
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02-27 新宿アルタ前に集まった人びと 平成26年(2014)3月31日 新宿三丁目、新宿アルタ前

02-28 新宿アルタ前に集まった人びと 平成26年(2014)3月31日 新宿三丁目、新宿アルタ前

02-29 地下鉄東西線高田馬場駅 昭和53年(1978)頃
高田馬場二丁目、東西線高田馬場

駅西船橋方面行きホーム

＊階段壁面に

大伸ばし展示

02-30 増水する神田川 昭和51年(1976)9月9日 高田馬場三丁目、田島橋

02-31 水害の後片付け 昭和54年(1979)5月16日 高田馬場三丁目

02-32
都電早稲田駅近くの木造下宿

（永泉館）
昭和49年(1974)11月 西早稲田一丁目、甘泉園公園の東

02-33 街角の石仏 都電早稲田駅近く 昭和49年(1974)11月　 西早稲田一丁目

02-34 街角の石仏 都電早稲田駅近く 昭和49年(1974)11月 西早稲田一丁目

02-35 面影橋駅近くの街角風景 昭和53年(1978)4月10日
西早稲田三丁目、都電荒川線 面影

橋駅付近

02-36 都電を待つ　● 昭和50年(1975)12月10日
西早稲田三丁目、都電荒川線 面影

橋駅（三ノ輪橋行き)
新宿風景198

02-37 西大久保地区市街地再開発 昭和53年(1978)頃 大久保三丁目

02-38 開発中の大久保地区　○ 昭和55年(1980)2月5日 大久保三丁目

02-39 交差点に残された商店 昭和51年(1976)7月18日 四谷三丁目、四谷三丁目交差点

02-40 交差点に残された商店(後ろ側） 昭和51年(1976)7月18日 四谷三丁目、四谷三丁目交差点

02-41 外苑東通り　信濃町 昭和49年(1974)3月 信濃町、四谷郵便局付近

02-42 路地裏の夕景 昭和49年(1974)3月 若葉三丁目

02-43 神楽坂 昭和51年(1976)8月26日　 神楽坂一丁目、神楽坂下交差点

02-44 神楽坂  外堀通り歩道 昭和54年(1979)1月17日 神楽坂一丁目

02-45
再開発前の神楽河岸

（3枚画像合成）
昭和51年(1976)8月26日

飯田橋四丁目、飯田橋交差点から

神楽坂下方向

02-46 飯田橋駅前　（2枚画像合成） 昭和51年(1976)8月26日 飯田橋四丁目、飯田橋交差点

02-47 西武新宿線 下落合駅 昭和49年(1974)7月　 下落合一丁目、下落合駅北口

02-48 西武新宿線 中井駅 昭和48年(1973)10月2日 中落合一丁目

02-49 オリエンタル写真工業 昭和56年(1981)12月28日 西落合二丁目・中野区松が丘

02-50 オリエンタル写真工業　○ 昭和58年(1983)3月29日 西落合二丁目・中野区松が丘

02-51 開館当時の新宿歴史博物館 平成元年(1989)1月28日 三栄町

02-52 開館当時の新宿歴史博物館 平成元年(1989)1月28日 三栄町

02-53 開館当時の新宿歴史博物館 平成元年(1989)1月28日 三栄町

02-54 旧 区立新宿高等商工学校 三栄町

02-55
旧 区立新宿高等商工学校 授業風

景
昭和50年(1975)1月16日 三栄町

03-1 クリーン新宿「ステナイデー」 昭和53年(1978)12月8日 新宿三丁目、新宿駅ビル内

03-2 新宿駅構内を掃除する人びと 昭和55年(1980)2月8日 新宿三丁目、新宿駅ホーム

03-3 新宿駅構内を掃除する人びと 昭和55年(1980)2月8日 新宿三丁目、新宿駅ホーム

03-4
放置自転車のある風景　高田馬場駅

前
昭和63年(1988)5月11日 高田馬場二丁目
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03-5 駅前の放置自転車　新大久保駅前 昭和57年(1982)5月24日 百人町一丁目

03-6 裏道の放置自転車 昭和59年(1984)7月18日 高田馬場二丁目

03-7 集められた放置自転車 昭和57年(1982)11月16日 西早稲田三丁目、戸塚警察署前

03-8 運ばれる放置自転車 昭和59年(1984)7月18日
高田馬場一丁目、高田馬場駅前広

場

03-9 新宿を明るくきれいにする運動 昭和55年(1980)11月10日
新宿三丁目、新宿駅東口ステーション

スクエア

03-10 オープニングパレード 昭和55年(1980)11月10日
西新宿一丁目、西口会館と思い出横

丁の間の通り

03-11 オープニングパレード 昭和55年(1980)11月10日 新宿三丁目、角筈ガード・東口側

03-12 殺到する報道関係者 昭和55年(1980)11月10日 新宿駅西口地下街

03-13 殺到する報道関係者 昭和55年(1980)11月14日 新宿駅西口地下街

03-14 出張相談所 昭和60年(1985)12月21日 新宿駅西口地下街

03-15 出張相談所 昭和60年(1985)12月21日 新宿駅西口地下街

03-16 地下街を行く 昭和60年(1985)12月21日 新宿駅西口地下、京王モール

03-17 歌舞伎町　街風景 昭和57年(1982)4月23日 歌舞伎町一丁目

03-18 歌舞伎町　街風景 昭和57年(1982)4月23日 歌舞伎町一丁目

03-19 歌舞伎町　街風景 昭和59年(1984)2月20日 歌舞伎町一丁目

03-20 歌舞伎町　街風景 昭和59年(1984)2月20日 歌舞伎町一丁目

03-21 歌舞伎町　街風景　● 昭和60年(1985)2月8日 歌舞伎町一丁目 新宿風景210

03-22 路上看板巡回パトロール 昭和57年(1982)5月28日 歌舞伎町

03-23 撤去される不法看板 昭和60年(1985)2月21日
歌舞伎町一丁目、新宿プリンスホテル

付近

03-24 撤去される不法看板 昭和60年(1985)2月21日
歌舞伎町一丁目、新宿プリンスホテル

付近

04-フ-1 都庁舎の完成を祝って 新宿フォトコンテスト1991

04-フ-2 見上げる 新宿フォトコンテスト1992

04-フ-3 ビルの谷間の大名行列 新宿フォトコンテスト1980

04-フ-4 町を行く鉄砲百人隊 新宿フォトコンテスト1977

04-フ-5 新宿を楽しむ人々 新宿フォトコンテスト1985

04-フ-6 若者たち 新宿フォトコンテスト1978

04-フ-7 白昼の土人たち 新宿フォトコンテスト1981

04-フ-8 歩行者天国 新宿フォトコンテスト1980

04-フ-9 路上芸術家 新宿フォトコンテスト1989

04-フ-10 歩行者天国 新宿フォトコンテスト1990

04-フ-11 花園神社の祭りの日 新宿フォトコンテスト1988

04-フ-12 宮入り 新宿フォトコンテスト1987

04-フ-13 もちつき大会 新宿フォトコンテスト1993

04-フ-14 伝統を守る 新宿フォトコンテスト1998

04-フ-15 裏町 新宿フォトコンテスト1977

04-フ-16 想い出横丁 新宿フォトコンテスト2003
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