
所蔵資料展  「路面電車と新宿風景」

出　品　目　録

 

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靖国通り　新宿駅前停留場　  昭和20年代

 新宿区立新宿歴史博物館

会期：令和４年１月１５日(土)～４月３日(日)



番号 タイトル・資料名 撮影年・制作年代 出典・提供

1-1 馬車鉄道汽車尽 明治29年(1896) 発行者：松野米次郎

1-2
第三回内国勧業博覧会場略図『風俗画報 第十五号』(

東陽堂 明治23年(1903))　復刻版
明治23年(1890) 明治文献　昭和48年(1973)

1-3 第三回内国勧業博覧会 明治23年(1890) 東京電力株式会社　電気の史料館

1-4 新版鐡道馬車往復 明治15年(1882)

1-5 旧新橋(後の汐留)駅前の東京馬車鉄道と人力車 明治中期 『都電60年の生涯』東京都交通局 昭和46年(1971)

1-6 『風俗画報　第十五号』( 東陽堂 明治23年(1890))復刻版 明治文献　昭和48年(1973)

1-7 『風俗画報　第二百七十六号』( 東陽堂 明治36年(1903))復刻版 明治文献　昭和50年(1975)

2-1
都会交通機関　東京市街新設鉄道敷設線路図全(先進堂

明治37年(1904))　複製
人文社　昭和53年(1978)

2-2 最新電車案内図(忠誠堂 明治45年(1912))　複製 人文社　昭和53年(1978)

2-3 新宿凱旋門 明治38年(1905)

2-4 祝四谷新宿合併 大正9年(1920) 『四谷新宿合併祝賀記念』個人

2-5 四谷区全景 明治40年(1907) 「四谷広報」第7号付録　個人

2-6 東京市四谷区　縮尺(1/5,000) 明治44年(1911) 逓信協会

2-7 四谷見附橋開橋記念図 大正2年(1913) 万国製図協会

2-8 高力松 年代不詳

2-9 市谷八幡町 年代不詳

3-1 東京電気鉄道1形(市電821形ヨソ八)  模型 昭和36年(1961) 個人

3-2 東京電気鉄道1形　木造四輪単車(花電車)  模型

3-3 東京市電気局4200形 模型

3-4 東京市電気局5000形 模型

3-5 東京市電車運転系統図 大正9年(1920) 読売新聞社

3-6 市電乗車券 大正13年(1924) 個人

3-7 東京市電　電車乗換券 昭和17年(1942) 個人

3-8 社線連絡乗車券　金拾銭 年代不詳 個人

3-9 割引往復乗車券 年代不詳 個人

3-10 電車回数乗車券(六拾銭券１枚・壱円券２枚) 年代不詳 個人

3-11 都電電車回数券 年代不詳 個人

3-12 都電電車乗換券 年代不詳 個人

3-13 都電電車乗換券 年代不詳 個人

3-14 電車定期乗車券　甲 昭和18年(1943) 個人

3-15 空から見た新宿駅東口付近 昭和3年(1928) 個人

3-16 電車の混雑　新宿車庫前 大正12年(1923)9月12日 『東京震災録』東京市役所 大正15年(1926)

3-17 四谷見附 大正12年(1923)9月8日 『東京震災録』東京市役所大正15年(1926)

3-18 新宿大通り 『大東京都市写真帖忠誠堂 昭和7年(1932)

3-19 三越新宿分店 昭和4年(1929) 株式会社三越伊勢丹

3-20 東京市電　新宿車庫 昭和12年(1937) 個人

3-21 三越呉服店包装紙　東京及附近電車案内図 昭和2～3年(1927～1928)

3-22 四谷大木戸(四谷四丁目) 『東京市政読本』東京市役所　昭和11年(1936)

3-23 御大禮記念往復乗車券 昭和3年(1928)11月10日 個人

3-24 御大禮奉祝記念往復乗車券 昭和3年(1928)12月13日 個人

3-25 帝都復興記念往復乗車券 昭和5年(1930)3月24日 個人

3-26 明治神宮鎮座拾年祭記念往復乗車券 昭和5年(1930)11月 個人

第1章　東京の路面電車の歴史

第1節　黎明期　明治2年(1869)～明治44年(1911)　馬車鉄道～東京市電気局誕生前

第2節　黄金期　明治44年(1911)～大正12年(1923)　東京市電気局誕生～関東大震災

第3節　激動期　大正12年(1923)～昭和20年(1945)　関東大震災～第二次世界大戦終戦

『臨時増刊風俗画報 第三百四十五号 牛込区之

部 下 新撰東京名所図会 第四十三編』東陽堂

(明治39年(1906)) 復刻版

 明治文献 昭和50年(1975)
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3-27 皇太子殿下御降誕記念電車乗車券 昭和9年(1934)1月1日 個人

3-28
第十二回国際オリムピック大会開催東京市決定記念電

車往復乗車券
昭和11年(1936)8月3日 個人

3-29 市電廿五周年記念電車往復乗車券 昭和11年(1936)10月1日 個人

3-30 市電創業三十年記念電車往復乗車券 昭和15年(1940)10月8日 個人

3-31 日本国憲法公布記念電車往復乗車券 昭和21年(1946)11月3日 個人

3-32 日本国憲法施行記念電車往復乗車券 昭和22年(1947)5月3日 個人

3-33 創業四十周年記念電車普通乗車券 昭和26年(1951)8月1日 個人

3-34 日本開国100年記念東京港まつり記念電車普通乗車券 昭和28年(1953)7月20日 個人

3-35 開都五百年大東京祭記念往復乗車券 昭和31年(1956)10月1日 個人

3-36 開都五百年大東京祭記念無軌条電車片道乗車券 昭和31年(1956)10月1日 個人

3-37 皇太子殿下御結婚奉祝記念電車往復乗車券
昭和34年(1959)4月10日から

16日(発売期間)
個人

3-38 皇太子殿下御結婚奉祝記念無軌条電車片道乗車券
昭和34年(1959)4月10日から

16日(発売期間)
個人

3-39 四谷見附
『改訂版　日本地理風俗体系』誠文堂新光社

昭和12年(1937)

3-40 四谷区防護団・信濃町分団 昭和11年(1936) 個人

3-41 飯田橋駅へ向かう津久戸小学校の児童と見送りの父母　 昭和19年(1944)
『写された学童疎開』新宿区教育委員会　平

成8年(1996)3月

4-1 新宿駅東口大通り 昭和20年(1945) 撮影：影山光洋・所蔵：影山智洋

4-2 廃墟と化した新宿 昭和20年(1945)
『新宿高野100年史　創業90年の歩み　戦前

編』新宿高野　昭和50年(1975)

4-3 新宿通りの露店と都電 昭和21年(1946) 朝日新聞社

4-4 新宿駅前停留場 昭和23年(1948) 個人

4-5 新宿車庫前停留場 昭和24年(1949) 個人

4-6 新宿駅前路線撤去 昭和23年(1948)

4-7 新宿大通り 昭和30～31年(1955～1956)頃

4-8 地下鉄工事始まる 昭和32～34年(1957～1959)頃 『新宿区15年のあゆみ』新宿区役所 昭和37年(1962)

4-9 靖国通り(都電用道路拡張、軌道設置工事) 昭和23年(1948)

4-10 靖国通りの都電新宿駅前停留場 昭和25～30年(1950～1955)頃 個人

4-11 新宿駅東口から新宿三丁目方向を望む 昭和27～28年(1952～1953)頃 個人

4-12 東京厚生年金病院前　進む地下鉄工事 昭和30年代後半

5-1 日暮れのラッシュ 新宿五丁目交差点付近 『新修新宿区史』新宿区役所　昭和42年(1967)

5-2 杉並線廃止　鍋屋横丁 昭和38年(1963) 撮影：花上嘉成

5-3 都電廃止最終電車 高田馬場駅 昭和44年(1969) 個人

5-4 さよなら都電＜12系統＞ 昭和45年(1970)

5-5 さよなら都電＜13系統＞ 昭和45年(1970)

5-6 都電廃止案内　2月25日から 昭和43年(1968)

5-7 都電系統短縮とトロリーバス廃止案内　3月31日から 昭和45年(1970)

5-8 都電とトロリーバス廃止案内　9月29日から 昭和43年(1968)

5-9 都電廃止案内　3月26日かぎり 昭和43年(1968)

5-10 歌舞伎町一丁目の都電専用軌道 昭和48年(1973)

5-11 13系統廃線跡 大久保車庫前から東大久保区間 (抜弁天付近) 年代不詳

5-12 解体前の都電大久保車庫 年代不詳

5-13 解体される都電早稲田車庫 昭和44年(1969)

5-14 都電大久保車庫 昭和45年(1970) 個人

5-15 都電大久保車庫 昭和45年(1970) 個人

5-16 大久保車庫跡地　空き地で基地づくり 昭和50年(1975)

第4節　暗黒期　昭和20年(1945)～昭和40年(1965)　終戦～高度経済成長期前半

第5節　終焉期　昭和40年(1965)～昭和47年(1972)　 高度経済成長期後半～廃止撤去
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5-17 『都電往来』 昭和58年(1983) 社会教育を考える会　豊島区立中央図書館

5-18 『交通局報』11月号　No.125　表紙 昭和47年(1972) 東京都交通局

5-19 『交通局報』11月号　No.125 昭和47年(1972) 東京都交通局

5-20 『とえいこうつう』No.49 都営交通創業70周年記念特集 昭和56年(1981) 東京都交通局

5-21 都電よさようなら 昭和47年(1972) 個人

5-22 昭和47年度都電廃止記念券 昭和47年(1972) 個人

5-23 東京都電ご愛顧感謝乗車券 昭和42年(1967) 個人

5-24 さよなら都電廃止記念乗車券　都電乗車券　20円 昭和47年(1972) 個人

5-25 東京都交通局開局80周年記念　58キロ溝型ガードレール 平成3年(1991) 個人

6-1 『坊っちゃん』 夏目漱石(1876-1916) 新潮文庫　昭和25年(1950)

6-2 お茶の水橋 明治39年(1906) 東京都交通局

6-3 「電車の混雑について」 寺田寅彦(1878-1935) 『寺田寅彦随筆集 第二巻』岩波文庫 平成26年(2014)

6-4 銀座通りを走る街鉄線 年代不詳 東京都交通局

6-5 「新宿停車場の移転」 田辺茂一(1905-1981) 『わが町・新宿』紀伊國屋書店 平成26年(2014)

6-6 紀伊國屋書店前を通る市電 昭和11年(1936) 撮影：西尾克三郎

6-7 『放浪記』 林芙美子(1903-1951) 改造社 昭和5年(1930)

6-8 東京市電に乗る林芙美子 戦前 個人

6-9 『東京焼尽』 内田百閒(1889-1971) 中公文庫 昭和53年(1978)

6-10 四谷信濃町 昭和20年(1945)
撮影:影山光洋　所蔵:影山智洋

『東京大空襲秘録写真集』雄鶏社 昭和28年(1953)

6-11 「挽歌」 佐多稲子(1904-1998) 『私の東京地図』新日本文学会 昭和24年(1949)

6-12 都電荻窪線新宿終点付近 昭和36年(1961)12月

6-13 「都電」 高田敏子(1914-1989) 『月曜日の詩集』河出書房新社 昭和38年(1963)

6-14 不忍池畔　山下停留場付近 昭和8年(1933)頃 『大東京写真案内』博文館 昭和8年(1933)

6-15 「都電・牛込見附-赤羽橋」 安藤鶴夫(1908-1969) 『雨の日』読売新聞社 昭和43年(1968)

6-16 四谷見附から赤坂離宮をのぞむ 昭和42年(1967) 個人

6-17 「さようなら都電」 サトウハチロー(1903-1973) 『都電60年の生涯』東京都交通局 昭和46年(1971)

6-18 靖国通り　都電新宿駅前 昭和45年(1970)

6-19 『鶉籠』春陽堂　明治40年(1907)　復刻版 昭和56年(1981) 日本近代文学館

6-20 林芙美子直筆草稿 年代不詳

6-21 『わが町・新宿』 田辺茂一 紀伊國屋書店 平成26年(2014)

6-22 『私の東京地図』 佐多稲子 新日本文学会 昭和24年(1949)

6-23 『月曜日の詩集』 高田敏子 河出書房新社  昭和38年(1963)

6-24 『雨の日』 安藤鶴夫 読売新聞社 昭和43年(1968)

7-1 廃線都電路線案内図 人文社　平成19年(2007)

7-2 電車案内図 昭和42年(1967)

7-3 危険物持込禁止案内板 年代不詳

7-4 割引時間表示板 年代不詳

7-5 側面板 年代不詳 個人

7-6 若葉一丁目停留場付近〈3系統〉 昭和42年(1967) 個人

7-7 四谷見附交差点付近〈3系統〉 昭和42年(1967) 個人

7-8 神楽坂一丁目から市谷田町方面をのぞむ〈3系統〉 昭和42年(1967) 個人

7-9 飯田橋交差点付近〈3系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-10 四谷三丁目〈7系統〉 昭和42年(1967) 撮影：松井一彦

7-11 信濃町〈７系統〉 昭和42年(1967) 撮影：松井一彦

7-12 四谷三丁目〈33系統〉 昭和36年(1961) 個人

7-13 信濃町〈33系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-14 四谷見附、都電四谷見附停留場〈10系統〉 昭和41年(1966)

7-15 四谷三丁目停留場付近〈10系統〉 昭和41年(1966)

第３章　路面電車廃線の旅

第２章　路面電車と文学
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7-16 新宿大通り〈11系統〉 『大東京都市写真帖併合記念』忠誠堂 昭和7年(1932)

7-17 (東京名勝) 繁華なる新宿通り〈11系統〉 昭和8年(1933)

7-18 新宿駅前停留場の雑踏〈11系統〉
『改訂版　日本地理風俗体系　大東京』誠文

堂新光社 昭和12年(1937)

7-19 新宿駅前停留場（靖国通り)〈11・12・13系統〉 年代不詳

7-20 大久保車庫からの専用軌道〈11系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-21 角筈停留場〈11系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-22 三光町交差点をのぞむ〈11系統〉 昭和36年(1961)

7-23 四谷三光町停留場〈11系統〉 年代不詳

7-24 新宿駅前停留場遠景〈11・12系統〉 年代不詳

7-25 新宿駅前停留場から四谷三光町方向遠景〈11系統〉 年代不詳

7-26 新宿通り追分付近〈11系統〉 昭和40年(1965)頃

7-27
新宿区商業観光まつり自動車パレード（新宿二丁目か

ら三丁目方向をのぞむ）〈11系統〉
昭和35年(1960)

7-28 四谷四丁目交差点〈11系統〉 年代不詳

7-29 皇太子御成婚花自動車パレード〈11系統〉 昭和34年(1959)

7-30 四谷三丁目〈11系統〉 年代不詳

7-31 四谷見附橋新宿方向をのぞむ〈11系統〉 昭和25年(1950)頃

7-32 都電大久保車庫〈12・13系統〉 昭和45年(1970)

7-33 都電大久保車庫から専用軌道を使って新宿駅前へ向かう〈12系統〉 昭和42年(1967) 撮影：松井一彦

7-34 靖国通りに入る専用軌道〈12系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-35 靖国通りに入る専用軌道〈12系統〉 年代不詳

7-36 雪の新宿駅前停留場付近〈12系統〉 年代不詳

7-37 靖国通り新宿駅前停留場付近〈12系統〉 昭和40年(1965)

7-38 新宿三丁目停留場〈12系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-39
四ツ谷駅前付近から麹町方向および四谷見附等をのぞ

む（新宿通り）〈12系統〉
昭和39年(1964)

7-40 新宿一丁目停留場〈12系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-41 四谷見附交差点〈12系統〉 年代不詳

7-42 本塩町方向をのぞむ〈12系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-43 市谷本村町方向をのぞむ〈12系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-44 系統板12 年代不詳

7-45 系統板32 年代不詳

7-46 側面板 年代不詳 個人

7-47 都電〈11系統〉7019号車 模型 年代不詳

7-48 新宿駅前停留場〈13系統〉 年代不詳

7-49 四谷三光町方向をのぞむ〈13系統〉 昭和36年(1961)

7-50 四谷三光町停留場付近〈13系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-51 大久保車庫前〈13系統〉 昭和42年(1967) 撮影：松井一彦

7-52 新田裏停留場付近〈13系統〉 昭和42年(1967) 撮影：松井一彦

7-53 東大久保から大久保車庫前方向をのぞむ〈13系統〉 年代不詳

7-54 牛込柳町交差点付近〈13系統〉 年代不詳

7-55 若松町付近〈13系統〉 昭和44年(1969) 個人

7-56 箪笥町付近〈13系統〉 年代不詳

7-57 神楽坂六丁目方向をのぞむ〈13系統〉 年代不詳 個人

7-58 東京厚生年金病院前〈13系統〉 年代不詳

7-59 飯田橋停留場付近〈13系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-60 新宿駅前停留場付近　西新宿一丁目方向をのぞむ〈14系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-61 新宿駅前停留場付近　歌舞伎町一丁目方向をのぞむ〈14系統〉 昭和37年(1962) 個人
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7-62 現在の青梅街道成子天神下付近〈14系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-63 淀橋から中野坂上方向をのぞむ〈14系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-64 高田馬場駅前〈15系統〉 昭和35年(1960)

7-65 早稲田松竹前〈15系統〉 年代不詳

7-66 戸塚二丁目停留場付近〈15系統〉 昭和31年(1956) 個人

7-67 高戸橋付近〈15系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-68 早稲田停留場付近〈15系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-69 早稲田車庫前停留場〈15系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-70 鶴巻町停留場付近〈15系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-71 石切橋付近〈15系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-72 大曲停留場付近〈15系統〉 昭和39年(1964) 個人

7-73 飯田橋交差点〈15系統〉 昭和37年(1962) 個人

7-74 文京区関口水道町から矢来町方向をのぞむ〈20系統〉 昭和39年(1964) 個人

7-75 高戸橋付近〈32系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-76 高戸橋から面影橋停留場方向をのぞむ〈32系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-77 面影橋停留場〈32系統〉 昭和47年(1972)

7-78 早稲田停留場方向から面影橋停留場方向をのぞむ〈32系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-79 早稲田停留場から早稲田車庫方向をのぞむ〈32系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-80 早稲田停留場から面影橋停留場方向をのぞむ〈32系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-81 鶴巻町停留場から早稲田車庫方向をのぞむ〈39系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-82 大曲交差点〈39系統〉 昭和43年(1968) 個人

7-83 早稲田停留場付近 昭和49年(1974)

7-84 面影橋駅近くの街角風景 昭和53年(1978)

7-85 面影橋停留場 昭和49年(1974)

7-86 『都電荒川線に乗って』

7-87 「王子電車沿線案内」『都電荒川線に乗って』付録

7-88 『ひとりぼっち　荒川線』

7-89 『ひとりぼっち　荒川線』

7-90 側面版 年代不詳

7-91 『路面電車と乗客輸送』 東京都交通局協力会 昭和29年(1954)

7-92 スタ－フ（棒ダイヤ） 年代不詳

7-93 ブレーキ弁レバー 年代不詳

7-94 運転士免許証 年代不詳 個人

7-95 運転士名札 年代不詳 個人

7-96 帽章 年代不詳 個人

7-97 都電運転手制服　乗務員用　鞄 年代不詳 東京都交通局

7-98 乗車券用　パンチ 年代不詳 東京都交通局

7-99 乗車券　日付器 年代不詳 東京都交通局

7-100 切符発売箱 年代不詳 東京都交通局

新宿駅前　停留場表示板 年代不詳

新宿駅前停留場をのぞむ 年代不詳

新宿駅前停留場遠景 年代不詳

若葉一丁目　停留場表示板 年代不詳 個人

四谷見附から若葉一丁目停留場方向をのぞむ 年代不詳

若葉一丁目停留場から専用軌道を走る705号車 年代不詳

ホワイエ展示ケース

荒川区立荒川ふるさと文化館企画展『都電荒

川線に乗って』荒川区教育委員会

東京都交通局

平成23年(2011)

昭和53年(1978)
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次       回　　　　所蔵資料展　「岩田ガラス新収蔵品展」

会期：令和4年4月16日(土)～5月29日(日)
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