
写真展  「新宿風景  一枚の写真　そして未来へ」

 

                                      新宿通り 昭和20年代後半(1950〜1954)

 新宿区立新宿歴史博物館

出　品　写　真　目　録

会期：令和元年６月１日（土）～８月２５日（日）
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番号 タイトル 風景番号 撮影年 出典・提供

記念写真 1 明治時代 提供：個人

1-1 四谷門(第五十九図） 2 明治4年(1871)
出典：『旧江戸城写真帖』横山松三郎、高
橋由一 明治4 年　東京国立博物館

1-2 牛込門(第六十一図） 3 明治4年(1871)
出典：『旧江戸城写真帖』横山松三郎、高
橋由一 明治4 年　東京国立博物館

1-3 四谷大木戸 5 明治39年(1906)頃 出典：『東京市政読本』昭和11 年(1936）

1-4 甲武鉄道四ツ谷見付ヨリ陸軍幼年学校遠望の景 8 明治末期 絵葉書

1-5 釘萬店頭 6 明治37年(1904) 提供：個人

1-6 赤城神社祭礼山車 矢来町交番付近 7 明治末期

1-7 東京専門学校(現早稲田大学）全景 10 明治23年(1890)頃 提供：早稲田大学大学史資料センター

1-8 新宿凱旋門 13 明治38年(1905) 絵葉書

1-9 新宿駅駅舎 14 明治44年(1911)

1-10 淀橋浄水場起工式 16 明治26年(1893) 提供：東京都水道歴史館

1-11 淀橋浄水場 17 提供：東京都水道歴史館

1-12 淀橋 19 明治末期 提供：個人

記念写真 20 大正10年(1921)頃 提供：個人

2-1 四谷大通り 23
出典：『東京市四谷見附橋開橋紀念図』大
正2 年(1913）

2-2 四谷軒　牛乳搾取所 25 大正末期〜昭和初年頃 提供：個人

2-3 瀬戸物屋 武蔵屋 31 大正14年(1925) 提供：個人

2-4 四谷地域での祭礼 43 大正12年(1923) 提供：個人

2-5 関東大震災前の神楽坂の西洋料理店・豊来亭 26 大正12年(1923)頃 提供：個人

2-6 神楽坂地域でのお祭り 44 大正10年(1921)頃 提供：個人

2-7 三越新宿マーケット 33
出典：『株式会社 三越85年の記録』平成2
年(1990) 　提供：三越伊勢丹

2-8 葬儀風景 45 大正15年(1926) 提供：個人

2-9 新宿園入口 34
出典：『建築写真類聚 遊園地の建物』大
正15年(1926) 　提供：国立国会図書館

2-10 白鳥座 35
出典：『建築写真類聚 遊園地の建物』大
正15年(1926)　 提供：国立国会図書館

2-11 武蔵野館 36 大正14年(1925)頃 提供：個人

2-12 新宿松竹館 37
出典：『建築写真類聚 活動写真館』大正
15年(1926)

2-13 凶暴なる大暴風牛込矢来町付近倒壊ノ惨状 40 大正6年(1917)
出典：絵葉書『凶暴なる大暴風』大正6年
(1917）

2-14 慄然たる大地烈(大曲付近） 47 大正12年(1923) 出典：『東京大震災絵葉書(牛込）』

2-15 新宿御苑の避難所 49 大正12年(1923) 出典：『東京震災録』大正15年(1926)

2-16 新宿配給所 48 大正12年(1923) 出典：『東京震災録』大正15年(1926)

記念写真 50 昭和10年(1935)頃 提供：個人

3-1 四谷見附橋 51
出典：『日本地理風俗大系』第2巻 昭和6
年(1931)

3-2 四谷大木戸 53 出典：『東京市政読本』昭和11年(1936)

3-3 慶應義塾大学病院 52
出典：『日本地理風俗大系』第2巻 昭和6
年(1931)

3-4 小学校の連合運動会 57 昭和12年(1937) 提供：個人

3-5 牛込山吹町の寿司店 61 昭和3年(1928) 提供：個人

3-6 神楽坂 58
出典：『日本地理風俗大系』第2巻 昭和6
年(1931)

3-7 市ケ谷刑務所 63
出典：『日本地理大系』第3巻大東京篇 昭
和5年(1930)

3-8 空から見た新宿三丁目周辺 78 昭和8年(1933)頃 提供：三越伊勢丹

3-9 伊勢丹アイススケート場 79 昭和8年(1933)頃 提供：三越伊勢丹

3-10 新宿通り 80 出典：『大東京写真帖』昭和5年(1930)

昭和の新宿風景(戦前）

明治の新宿風景

大正の新宿風景
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番号 タイトル 風景番号 撮影年 出典・提供

3-11 東京市電　角筈停留場付近 71 昭和12年(1937) 撮影：師岡宏次

3-12 三越新宿分店 81
出典：『大三越歴史写真帳』昭和7年(1932)
提供：三越伊勢丹

3-13 東京地方専売局淀橋工場 93 出典：『東京市政読本』昭和11年(1936)

3-14 西新宿　現小田急ハルク裏通り 92 昭和14・15年(1939・1940)頃 提供：個人

3-15 集中豪雨による水害 97 昭和13年(1938) 提供：個人

3-16 新宿大通り 74 出典：『大東京都市写真帖』昭和7年(1932)

3-17 窓越しの新宿駅東口 73 昭和11年(1936) 撮影：師岡宏次

3-18 開店当初の紀伊國屋書店 75
出典：『建築写真類聚 商店建築』昭和２年
(1927)

3-19 高野果実店 77 昭和12年(1937) 提供：新宿高野

3-20 中村屋 76 昭和10年(1935) 撮影：師岡宏次

3-21 新宿武蔵野館 82 昭和3年(1928)頃 提供：個人

3-22 新宿松竹館 83 昭和6年(1931)頃 提供：個人

3-23 新歌舞伎座 84 出典：『東京淀橋誌考』昭和6年(1931)

3-24 帝都座と伊勢丹 86 昭和12年(1937)頃 提供：個人

3-25 ムーラン・ルージュ新宿座 87 昭和17年(1942) 提供：個人

3-26 明治通り 映画館街 85 昭和12年(1937)頃 提供：個人

3-27 伊勢丹前 防火演習か 99 昭和15～20年(1940〜1945) 提供：個人

3-28 四谷区防護団・信濃町分団 101 昭和11年(1936) 提供：個人

3-29 医王寺にて 境内での授業 103 昭和19年(1944) 出典：『写された学童疎開』平成8年(1996）

3-30 牛込上空のB29爆撃機と市街 107 昭和20年(1945) 提供：個人

記念写真 108 昭和20年代(1945～1954)

4-1 新宿通りの露店と都電 112 昭和21年(1946) 提供：朝日新聞社

4-2 新宿通り 144 昭和20年代後半(1950〜1954)

4-3 新宿サービスセンター前 153 昭和29年(1954)

4-4 曙橋付近(靖国通り） 117 昭和28年(1953)

4-5 飯田橋交差点 120 昭和28年(1953)

4-6 靖国通り 137 昭和23年(1948)

4-7 新宿区フォークダンス大会 159 昭和20年代(1945～1954)

4-8 淀橋 170 昭和28年(1935)

4-9 妙正寺川流域の工場地帯 173 昭和28年(1935)

4-10 新宿駅東口駅舎 178 昭和37年(1962)頃

4-11 新宿駅構内七夕飾り 177 昭和30年代(1955〜1964) 提供：個人

4-12 歌舞伎町映画館街　ミラノ座(夜景） 184 昭和33年(1958)頃

4-13 コマ スタジアム 185 昭和32年(1957)

4-14 明治通り　新宿東宝・新宿大映・新宿文化劇場 186 昭和37年(1962)頃

4-15 神楽坂入口から坂上方向 203 昭和35年(1960)頃

4-16 歌舞伎町　名曲喫茶スカラ座と珈琲王城 188 昭和39年(1964)

4-17 伊勢丹屋上遊園地 194 昭和38年(1963)頃

4-18 ダッコちゃんと子どもたち 205 昭和36年(1961)

4-19 フラフープで遊ぶ子どもたち 206 昭和36年(1961)

4-20 東京オリンピック聖火リレー 210 昭和39年(1964)

4-21 第18回オリンピック東京大会　国立競技場 212 昭和39年(1964)

4-22 都電廃止最終電車(高田馬場駅） 234 昭和43年(1968) 提供：個人

4-23 建設中の新宿駅西口広場 216 昭和41年(1966)

4-24 新宿駅上空から建設中の京王プラザホテルを望む 218 昭和45年(1970) 提供：個人

4-25 歩行者天国が始まった日 テープカット 220 昭和45年(1970)

4-26 町名変更推進大会　デモ行進 232 昭和43年(1968)

4-27 10.21国際反戦デー　線路を行くデモ隊 237 昭和44年(1969)

4-28 メーキャップ講習会 241 昭和45年(1970)

4-29 副都心地区での野球大会 243 昭和45年(1970)

4-30 市谷柳町　外苑東通りの商店街 256 昭和51年(1976)

昭和の新宿風景(戦後）
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番号 タイトル 風景番号 撮影年 出典・提供

4-31 神楽河岸から飯田橋駅西口、牛込橋方向を望む 254 昭和51年(1976)

4-32 箱根山で凧揚げ 257 昭和51年(1976)

4-33 増水する神田川 259 昭和51年(1976)

4-34 歌舞伎町　若者たち 247 昭和53年(1978)頃 提供：個人

4-35 撤去される不法看板 263 昭和60年(1985)

4-36 新宿駅西口地下街出張相談所 264 昭和60年(1985)

4-37 昭和天皇崩御を伝えるアルタビジョン 265 昭和64年(1989)

高田馬場公園の七夕 266 平成22年(2010) 提供：新宿区

5-1 神楽坂まつり 274 平成24年(2012) 提供：新宿区

5-2 建設中の都庁舎 267 平成元年(1989)

5-3 建設中の新国立競技場 279 平成29年(2017) 提供：東京都

5-4 染の小道 277 平成27年(2015) 提供：新宿区

6-1 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 281 平成31年(2019)
提供：新宿シティハーフマラソン・区民健康
マラソン実行委員会

そして未来へ

平成の新宿風景
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