
番号 資料名 年代 所蔵［識別番号］ 備考

1 「名所江戸百景」　玉川堤の花　歌川広重画 安政4年 新宿歴史博物館

2 内藤新宿千駄ヶ谷辺図　尾張屋清七板 文久2年 新宿歴史博物館

3 江戸藩邸図（「長坂煕資料」より） 伊那市立高遠町図書館 写真

4 「御下屋敷諸説記聞」（「山田一文庫」より） 新宿歴史博物館

5 御下賜記念杯（「野口家資料」より） 明治元年 新宿歴史博物館

6
天盃頂戴為御礼諸民欽楽　東京府四谷之風景　歌川広重（三代）画（「野口
家資料」より）

明治元年 新宿歴史博物館

7 四谷大木戸（『江戸名所図会』より） 新宿歴史博物館

8 家譜（「華族系譜161　内藤家高遠・村上」より） 宮内公文書館［79061］

9 内藤町全図 （「内藤家資料」より） 明治26年頃 伊那市立高遠町図書館 写真

10
内藤新宿南町天龍寺付近絵図（「上〈私共持地一反歩につき金35円にて買
上につき願書〉「高松家文書」2283」より）

東京都公文書館

11 内藤新宿裏町地主の願書（「高松家文書1974」より） 東京都公文書館 写真

12
地所買上につき請書　（「記〈上り地上知の内三百坪の地所大蔵省試験場御
囲込のため御買上につき請書〉「高松家文書」1984」より）

明治6年 東京都公文書館 写真

13
英照皇太后（「英照皇太后御肖像・姉小路公知肖像・明治天皇宸筆御短
冊」より）

宮内公文書館［32391］ 写真

14
英照皇太后の養蚕に関わる思召（「英照皇太后御養蚕御教養思食之事」よ
り）

宮内公文書館［82836］

15 勧農局試験場の図（「幸啓録一」より） 明治11年 宮内公文書館［9・1］

16 製糸場および水車の図（「植物御苑建物図録明治年間 」より） 明治年間 宮内公文書館［10760］

17 伊地知正治（明治12年明治天皇御下命「人物写真帖」より） 三の丸尚蔵館 写真

18 勧農再言（「伊地知正治建言書」より） 宮内公文書館［73857］

19 西郷隆盛 写真

20 植物御苑の御殿（「新宿御苑写真 自一号至一三号」より） 明治・大正・昭和 宮内公文書館［65087］ 写真

21 勧農局試験場を禁園に属する達書（「土地建物録二」より） 明治12年 宮内公文書館［458・2］

22 宮内省への移管上申書（「土地建物録二」より） 明治12年 宮内公文書館［458・2］

23 伊地知正治建言書（「例規録一」より） 明治12年 宮内公文書館［370・1］

24 佐々木長淳（明治十二年明治天皇御下命「人物写真帖」より） 三の丸尚蔵館 写真

25 植物御苑掛の活動（「進退録二」より） 明治12年 宮内公文書館［20812・2］

26 植物御苑の運営（「進退録一」より） 明治13年 宮内公文書館［20813・1］

27 宮内省中の植物御苑掛（「例規録二」より） 明治12年 宮内公文書館［370・2］

28 植物御苑掛の決裁文書　（「例規録二」より） 明治12年 宮内公文書館［370・2］

29 英照皇太后の植物御苑への行啓の決裁文書（「幸啓録三」より） 明治13年 宮内公文書館［11・3］

30 昭憲皇太后（「明治天皇御真影〈御軍服〉・昭憲皇太后御真影」より） 宮内公文書館［32240］ 写真

31 行啓の手続書類（「幸啓録一」より） 明治12年 宮内公文書館［10・1］

32 明治天皇（「明治天皇御真影〈御軍服〉・昭憲皇太后御真影」より） 明治6年 宮内公文書館［32240］ 写真

33 明治13年10月の行幸（「幸啓録三」より） 明治13年 宮内公文書館［11・3］

34
華族養蚕社設立の願書　（「内藤新宿御苑拝借願書〈「岩倉具視関係文
書」〉」より）

明治13年 国立公文書館［265・286］

35 五辻安仲（明治十二年明治天皇御下命「人物写真帖」より） 明治12年 三の丸尚蔵館 写真

36 明治27年、植物御苑に住居する華族（「土地経営録一」より） 明治27年 宮内公文書館［5692・1］

37 御苑のなかの華族養蚕社（「土地経営録」より） 明治20～22年 宮内公文書館［5687］
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番号 資料名 年代 所蔵［識別番号］ 備考

38 御料局と華族養蚕社（「土地経営録」より） 明治20～22年 宮内公文書館［5687］

39 福羽逸人の建議（「土地経営録一」より） 明治27年 宮内公文書館［5692・1］

40 綾小路有良（明治12年明治天皇御下命「人物写真帖」より） 三の丸尚蔵館 写真

41 華族たちの退去（「土地経営録」より） 明治40年 宮内公文書館［5704］ 写真

42 新宿御料地総図（「新宿御料地総図」より） 明治 宮内公文書館［38714］

43 新宿植物御苑記（「新宿植物御苑記」より） 明治28年 宮内公文書館［38786］

44 小園芸事業開設之儀伺（「例規録一」より） 明治24年 宮内公文書館［5784・1］

45 植物温室之図　（「事業録一」より） 明治25年 宮内公文書館［5726・1］

46 温室新築位置図（「事業録一」より） 明治26年 宮内公文書館［5727・1］

47 新宿植物御苑温室（立面図）（「工事録二」より） 明治34年 宮内公文書館［3987・2］

48 植物御苑近傍銃猟禁制区域図（「例規録三」より） 明治14年 宮内公文書館［372・3］

49 植物御苑内鴨堀図（「工事録七〈概算伺〉」より） 明治14年 宮内公文書館［3967・7］

50 鴨場小覗之図（「工事録一」より） 明治28年 宮内公文書館［3981・1］

51 新宿御料地鴨場之図　第一　（「各種写真〈第五号〉」より） 明治20年代 図書寮文庫［B9・32］ 写真

52 植物御苑への行幸記事（「幸啓録五」より） 明治14年 宮内公文書館［12・5］

53 東宮職日誌（「日誌」より） 明治30年 宮内公文書館［24654］

54
皇太子嘉仁親王（大正天皇）（「公刊明治天皇御紀第二稿本挿図ニ関スル
案 附 挿図見本 」より）

宮内公文書館［48443］ 写真

55 公爵島津忠義の鴨猟の件につき御礼状（「特殊狩猟録」より） 明治22年 宮内公文書館［1547］

56 新宿御料地鴨場之図　第二（「各種写真〈第五号〉」より） 図書寮文庫［B9・32］ 写真

57 新宿御料地鴨場之図　第三（「各種写真〈第五号〉」より） 図書寮文庫［B9・32］ 写真

58 新宿御料地鴨場之図　第四（「各種写真〈第五号〉」より） 図書寮文庫［B9・32］ 写真

59 新宿御料地鴨場之図　第五（「各種写真〈第五号〉」より） 図書寮文庫［B9・32］ 写真

60 鴨焼きなべ・鴨焼き用火鉢 新宿歴史博物館

61 新宿御料地鴨場現在之図（「工事録一」より） 明治35年 宮内公文書館［3988・1］

62 新宿御料地鴨場模様替之図（「工事録一」より） 明治35年 宮内公文書館［3988・1］

63
第一図　新宿植物御苑改修平面図（写）（「第一図 新宿植物御苑改修平面
図〈写〉」より）

東京都公文書館［MA・024］

64 福羽逸人（「明治37～43年 外賓接待写真帳〈二〉」より） 昭和29年 宮内公文書館［65153］ 写真

65 福羽逸人（「明治12～36年 外賓接待写真帳〈一〉」より） 昭和29年 宮内公文書館［65152］ 写真

66 『果樹栽培全書』福羽逸人著 明治29年 新宿歴史博物館

67 明治12年　宮内省雇兼勤の件（「進退録一」より） 明治12年 宮内公文書館［20812・1］

68
明治23年　フランス共和国農務卿から農事有功記章を贈与する件（「叙勲
録」より）

明治23年 宮内公文書館［324］

69 明治24年　御料局技師任用の件（「進退録一」より） 明治24年 宮内公文書館［20828・1］

70 明治31年　新宿植物御苑掛長を命じる件（「上奏録四」より） 明治31年 宮内公文書館［8549・4］

71 大正6年　辞職願（「進退録二」より） 大正6年 宮内公文書館［20858・2］

72 大正6年　勲一等瑞宝章授与の件（「叙勲録」より） 大正6年 宮内公文書館［341］

73 福羽苺（「『実際園芸』二巻一号」より） 昭和2年
環境省新宿御苑管理事務
所

写真

74 生産物台帳 明治37年
環境省新宿御苑管理事務
所

75 新宿御苑日誌 明治39年
環境省新宿御苑管理事務
所

76 新宿御料地元鴨場模様替之図（「工事録一」より） 明治35年 宮内公文書館［3988・1］

77 新宿植物御苑整築ノ件ニ付上請（「恩賜録二」より） 明治33年 宮内公文書館［211・2］

78 新宿御苑改造工事竣功図（「土地建物録」より） 明治39年 宮内公文書館［472］

79 内事課日録（「日録」より） 明治39年 宮内公文書館［23011］

80
御苑内御道筋ノ図（「明治三十七、八年戦役陸軍凱旋観兵式後饗宴録」よ
り）

明治39年 宮内公文書館［579］

81 新宿御苑宴会招待状（ひな形）（「日露戦役録」より） 明治39年 宮内公文書館［24689］

82
明治37、8年戦役宮内省応召者歓迎会式辞（「明治三十七、八年戦役宮内
省応召者歓迎会式辞 宮内大臣田中光顕」より）

明治 宮内公文書館［55239］

83 明治37、8年戦役宮内省応召者歓迎会紀念絵葉書 明治39年 個人
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番号 資料名 年代 所蔵［識別番号］ 備考

84 新宿御料地一円を新宿御苑と称する件（「例規録四」より） 明治39年 宮内公文書館［5799・4］

85 新宿御苑賜宴場（「新宿御苑賜宴場写真」より） 明治39年 図書寮文庫［B9・15］ 写真5点

86 新宿動物苑御庭図（「工事録七」より） 明治23年 宮内公文書館［3976・7］

87 新宿御猟場動物園（「各種写真〈第五号〉」より） 図書寮文庫［B9・32］ 写真

88 新宿動物園の動物受入れ記録（「動物録」より） 明治25年 宮内公文書館［1561］

89 新宿動物園内に駱駝舎並番人部屋新設　（「工事録二」より） 明治28年 宮内公文書館［3981・2］

90 新宿動物園の鳥獣上野動物園へ下附（「重要雑録」より） 明治35年 宮内公文書館［24611］

91 新宿御料地の鴨場御庭及動物園御庭図　（「工事録七」より） 明治36年 宮内公文書館［3989・7］

92 新宿御料地動物園内土橋修繕個所の図（「工事録五」より） 明治36年 宮内公文書館［3989・5］

93 例規録二（「例規録二」より） 明治14年 宮内公文書館［372・2］

94 植物標本（新嘗祭用精米、新嘗祭供御用精米） 新宿歴史博物館

95 植物標本（三等煎茶、一等玉露、玉露茎茶、一等煎茶、三等煎茶） 新宿歴史博物館

96 植物標本（メロン　プレミア） 大正10年 新宿歴史博物館

97 植物標本（イチゴ　ブリティシュクイーン、他一種） 大正時代 新宿歴史博物館

98 植物標本（カキ？） 新宿歴史博物館

99 植物標本（モモ） 大正11年 新宿歴史博物館

100 植物標本（蕃椒） 大正9年 新宿歴史博物館

101 昆虫標本（ハムシ） 大正6年 新宿歴史博物館

102 昆虫標本（クリイロコガネ） 大正10年 新宿歴史博物館

103 昆虫標本（梅薫蛾） 大正11年 新宿歴史博物館

104 昆虫標本（ハダムシ） 大正11年 新宿歴史博物館

105 昆虫標本（瓜守） 大正11年 新宿歴史博物館

106 昆虫標本（夜盗虫） 大正12年 新宿歴史博物館

107 採集箱（大、小） 新宿歴史博物館

108 岡持 新宿歴史博物館

109 新宿駅駅舎 明治44年 新宿歴史博物館 写真

110 植物御苑拝観規則（「例規録一」より） 明治28年 宮内公文書館［5788・1］

111 植物御苑拝観規則増補（「例規録二」より） 明治18年 宮内公文書館［376・2］

112 新宿植物御苑拝観の許可（「例規録三」より） 明治25年 宮内公文書館［5785・3］

113 新宿植物御苑拝観人心得（「例規録一」より） 明治28年 宮内公文書館［5788・1］

114 新宿植物御苑拝観之証（「例規録一」より） 明治28年 宮内公文書館［5788・1］

115 新宿御苑庭苑総図（「例規録」より） 大正10年 宮内公文書館［4142］

116 新宿御苑拝観心得内規（「例規録」より） 明治39年 宮内公文書館［3568］

117 新宿御苑拝観案内（「例規録」より） 大正10年 宮内公文書館［4142］

118 甲武鉄道四ツ谷見付ヨリ陸軍幼年学校遠望の景 明治末頃 新宿歴史博物館

119 甲武鉄道延長略図（「御料地図録」より） 明治27年 宮内公文書館［10814］

120 拝借証書（「地籍録一」より） 明治26年 宮内公文書館［5609・1］

121 新宿植物御苑使用地替え（「土地経営録一」より） 明治27年 宮内公文書館［5692・1］

122 東京府への土地の貸し渡し（「告示録」より） 大正10年 宮内公文書館［1171］

123 府立第六中学校の校舎配置図（「土地経営録」より） 昭和6年 宮内公文書館［8690］

124 府立第六中学校および新宿御苑（遠景） 昭和8～10年頃 新宿歴史博物館 写真

125 御大典記念碑と伊勢丹（遠景） 新宿歴史博物館 写真

126 「新宿御苑内御休憩所建築図」 年度不明 宮内公文書館［4326］

127 旧洋館御休所（「新宿御苑写真 自一号至十三号 」より） 大正・昭和 宮内公文書館［65087］ 写真

128 ゴルフ大会記念カード（「行幸録三〈府内外ノ部三〉」より） 昭和3年 宮内公文書館［45204］

129 旧洋館御休所平面図（「新宿御苑御殿其他平面圖」より） 大正10年 宮内公文書館［98316］

130 御凉亭と池（「新宿御苑写真」より） 大正・昭和 宮内公文書館［65088］ 写真

131 献上された御凉亭の工事設計図（「土地建物録一」より） 昭和3年 宮内公文書館［9348・1］

132 観菊会（赤坂離宮）（「明治天皇御紀附図稿本 巻二」より） 昭和8年 宮内公文書館［74209］ 写真

133 新宿御苑園遊会之図（『風俗画報』390号より） 明治41年 新宿歴史博物館 写真

134 新宿御苑内の吉野桜（「新宿御苑桜調査事業功程附図」より） 大正10年
環境省新宿御苑管理事務
所

135 菊花（中菊大作雲雀床）（『宮内省御認可新宿御苑写真』より）
環境省新宿御苑管理事務
所

写真

136 観桜会開催・日程の伺文書（「観桜会録一」より） 大正6年 宮内公文書館［1831・1］

137 観菊会の招待状 昭和11年 新宿歴史博物館

第5章　新宿御苑をめぐる人・モノ・街



番号 資料名 年代 所蔵［識別番号］ 備考

138 観桜会会場の案内図 昭和12年 新宿歴史博物館

139 貞明皇后、皇太子裕仁親王の観桜会行啓（「外賓接待録六」より） 大正11年 宮内公文書館［13086・6］ 写真

140 貞明皇后、皇太子裕仁親王の観桜会行啓（「外賓接待録六」より） 大正11年 宮内公文書館［13086・6］ 写真

141 新宿御苑観桜会立食所布設図（「布設録八」より） 大正6年 宮内公文書館［3619・8］

142
観桜会仮御茶屋（「内匠寮雑 五 振天府、旧病院工事、観桜会〈写真帳〉」よ
り）

昭和 宮内公文書館［46874］ 写真

143
昭和天皇・香淳皇后の観桜会行幸啓（「内匠寮雑 五 振天府、旧病院工
事、観桜会〈写真帳〉」より）

昭和 宮内公文書館［46874］ 写真

144
各国外交団の諸員と握手を交わされる昭和天皇（「内匠寮雑 五 振天府、旧
病院工事、観桜会〈写真帳〉」より）

昭和 宮内公文書館［46874］ 写真

145 籐椅子（布団付）　2脚 新宿歴史博物館

146 磁器　17点 東京都教育委員会

147 新宿植物御苑温室図按百分之壱 明治
環境省新宿御苑管理事務
所

148 新宿植物御苑温室図按断面百分之壱 明治
環境省新宿御苑管理事務
所

149 皇后陛下及両殿下新宿御苑行啓（絵葉書） 大正11年 個人

150 観桜会の招待状 昭和12年 新宿歴史博物館

151 絵画「ラン」　伊藤綾子画 新宿歴史博物館

152 新宿御苑総図（「新宿御苑〈新宿御苑總圖他〉」より） 大正10年 宮内公文書館［98331］ 写真

153 御殿と玉藻池（「新宿御苑写真」より） 大正・昭和 宮内公文書館［65088］ 写真

154 正門から見たフランス式整形庭園（「新宿御苑写真」より） 大正・昭和 宮内公文書館［65088］ 写真

155 日本庭園・上の池（「新宿御苑写真」より） 大正・昭和 宮内公文書館［65088］ 写真

156 擬木橋と下の池（「新宿御苑写真」より） 大正・昭和 宮内公文書館［65088］ 写真

157 『現代庭園図説』 大正13年 新宿歴史博物館

158 幻の「明治三十九年の新宿御苑」鳥瞰図復元　池上典画 写真

159 新宿御料地平面図 明治19年頃
環境省新宿御苑管理事務
所

160 新宿御苑平面図 明治41年
環境省新宿御苑管理事務
所

161 『鳳闕』 大正13年 新宿歴史博物館

162 『宮内省御貸下　宮城写真帖　附明治神宮・新宿御苑』 5冊 大正～昭和 新宿歴史博物館

163 実測東京図 明治11年 新宿歴史博物館

164 実測東京図 明治18年 新宿歴史博物館

165 四谷区全図（「一瀬文庫」より） 大正元年 新宿歴史博物館

166 「東京名園」夕月の新宿御苑　　笠松紫浪画 昭和28年 新宿歴史博物館

167 新宿御苑にできた遊園地 昭和27年 新宿歴史博物館 写真

168 新宿御苑入苑券　3枚 昭和39年 新宿歴史博物館

169 新宿御苑児童遊園地地図 昭和28年頃 新宿歴史博物館

170 鑑札　33点 新宿歴史博物館
171 ふいご 新宿歴史博物館

172 掛時計 新宿歴史博物館

173 看板 新宿歴史博物館

※諸事情により展示期間の変更や写真パネルによる展示、もしくは展示を見送る場合があります。

エピローグ

第6章　図面と写真から見る新宿御苑


