
章 作品タイトル 撮影年 写真家

１ 丸の内オフィス街 昭和12年 濱谷浩

２ 煙草屋 昭和10-11年 木村伊兵衛

３ 夏の舗道　銀座 昭和10年 濱谷浩

４ 東京茶房　銀座6丁目 不詳 濱谷浩

５ ボールルーム・フロリダ　赤坂 昭和11年 土門拳

６ 浅草六区 昭和11年 土門拳

７ 大衆食堂　浅草 昭和11年 土門拳

８ 日本髪と洋髪の芸者さん　銀座 昭和11年 濱谷浩

９ 地下鉄銀座駅入口 昭和12年頃 土門拳

１０ 東京駅 昭和12年 濱谷浩

１１ 映画「トト」の広告　銀座 昭和10年 濱谷浩

１２ 清洲橋 昭和12年 土門拳

１３ 那覇・東町 昭和10年夏 木村伊兵衛

１４ 崇元寺正廟　那覇 昭和15年 土門拳

１５ おんな　那覇 昭和15年 土門拳

１６ 那覇の市場　本通り 昭和11年夏 木村伊兵衛

１７ 伊豆　帆かけ船 昭和11年 土門拳

１８ 伊豆　漁師 昭和11年 土門拳

１９ 青森県戸来村の多角的経営　乳缶を運ぶ人々 昭和16年 土門拳

２０ 青森県戸来村の多角的経営　稲刈 昭和16年 土門拳

２１ 青森県戸来村の多角的経営　乳牛 昭和16年 土門拳

２２ 南京陥落　銀座4丁目 昭和12年 土門拳

２３ 子どもの隣組　牛込区（現新宿区）矢来町 昭和15-16年 木村伊兵衛

２４ 国民精神総動員の正月　皇居前のたこあげ大会 昭和13年 土門拳

２５ 満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所の日輪兵舎　茨城・中妻村 昭和15年 濱谷浩

２６ 千人針　銀座 昭和12年 土門拳

２７ 監視哨に動員される婦人会 昭和17年 林忠彦

２８ 隣組整列 昭和16年頃 林忠彦

２９ 看護婦の防空演習　大阪・日本赤十字社大阪支社 昭和18年 濱谷浩

３０ 横須賀海兵団の横隊行進 昭和16年 濱谷浩

３１ 材木搬出　秋田・米代川ニッ井ふたつい 昭和18年 林忠彦

３２ 材木搬出の夜　秋田・米代川ニッ井ふたつい 昭和18年 林忠彦

３３ 増産案山子　甲府 昭和17頃 林忠彦

３４ 疎開学童の世話をする女子教諭　宮城・鳴子温泉 昭和20年 濱谷浩

３５ 勤労動員 昭和19年 木村伊兵衛

３６ 疎開学童の炭運び　宮城・鳴子温泉 昭和20年 濱谷浩

３７ シンガポール陥落旗行列 昭和17年 林忠彦

３８ 東銀座 昭和20年秋 木村伊兵衛

３９ 靖国神社 昭和20年秋 木村伊兵衛

４０ 占領軍のジープ　銀座4丁目 昭和21年 長野重一

４１ 焼け跡の駅前闇市　大森 昭和20年 濱谷浩

４２ 東京駅 昭和20年秋 木村伊兵衛

４３ 復員　品川駅 昭和21年 林忠彦

４４ 配給を受ける長い列　銀座 昭和21年 林忠彦

４５ 英語の標識のある有楽町駅 昭和21年 林忠彦

４６ 憲法公布を祝う日の丸が掲げられる銀座通り 昭和21年 林忠彦

４７ 煙草をくゆらす戦災孤児　上野 昭和21年 林忠彦

４８ ペコちゃん人形のもつミルキーの箱を狙う戦災孤児　銀座 昭和25年 田沼武能

４９ 魚屋（市場）の子ども　築地 昭和24年 長野重一

５０ 焼け跡と踊り子　浅草 昭和24年 田沼武能
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５１ 紙芝居を見る子どもたちと米兵　長崎・佐世保 昭和28年 長野重一

５２ 戦争の傷跡　横浜・山下町 昭和30年 長野重一

５３ 日本女性と東京見物をする進駐軍兵士　皇居前広場 昭和29年 林忠彦

５４ 銀座通り 昭和26年 田沼武能

５５ 銀ブラの復活　銀座 昭和25年 林忠彦

５６ 東京の休日　渋谷ハチ公前 昭和29年 林忠彦

５７ 近藤勇と鞍馬天狗　江東 昭和30年 土門拳

５８ ゴム跳び　築地明石町 昭和29年 土門拳

５９ ベーゴマ　江東 昭和28年 土門拳

６０ 紙芝居　月島 昭和29年 木村伊兵衛

６１ しんこ細工　浅草・雷門 昭和29年 土門拳

６２ 賑わう丼池どぶいけ　大阪 昭和27-29年 緑川洋一

６３ 心斎橋情景　大阪 昭和27-29年 緑川洋一

６４ まさに食の町　大阪 昭和27-29年 緑川洋一

６５ 一日の仕事を終えて　大阪 昭和27-29年 緑川洋一

６６ 都電の時代　銀座 不詳 林忠彦

６７ 上野駅の混雑 昭和26年 林忠彦

６８ 御池通　京都 昭和30年頃 浅野喜市

６９ 白川女　京都 昭和34年 濱谷浩

７０ 銭湯へ向かう舞妓　祇園 昭和32年 浅野喜市

７１ 堀川下長者町付近　京都 昭和33年頃 浅野喜市

７２ 観覧客のそばを巡行する船鉾　京都 昭和30年 浅野喜市

７３ 東大寺南大門前交差点 昭和30年代前半 入江泰吉

７４ 石舞台　奈良・明日香村 昭和26年5月 入江泰吉

７５ 法隆寺東大門 昭和20年代前半 入江泰吉

７６ 帰港　長崎・稲佐港 昭和32年 木村伊兵衛

７７ 小樽 昭和31年 林忠彦

７８ 石灰工場の人々　愛媛・明浜町 昭和29年 緑川洋一

７９ 島の精錬所　香川・直島 昭和26年 緑川洋一

８０ 石炭層に切り込む若い鉱夫たち　福島・常磐炭坑 昭和28年 濱谷浩

８１ 内灘闘争　座り込み 昭和28年6月 土門拳

８２ 内灘闘争　団結小屋 昭和28年6月 土門拳

８３ 内灘闘争　むしろ旗 昭和28年6月 土門拳

８４ メーデーの日　神宮外苑 昭和32年 田沼武能

８５ 原水爆反対デモ　有楽町 昭和32年 木村伊兵衛

８６ 働くものの祭典メーデー　日比谷 昭和29年 濱谷浩

８７ 原爆ドーム 昭和32年 土門拳

８８ ボタ山　福岡 昭和33年 長野重一

８９ るみえちゃんとさゆりちゃん　福岡 昭和34年 土門拳

９０ 失業した若い炭坑労働者　福岡 昭和34年 長野重一

９１ ボタ拾いする子　福岡 昭和34年 土門拳

９２ 子沢山の炭住街　福岡 昭和34年 土門拳

９３ 弁当を持ってこない子　福岡 昭和34年 土門拳

９４ 安保反対闘争　国会議事堂南通用門 昭和35年 濱谷浩

９５ 警視庁機動隊　国会議事堂前 昭和35年 長野重一

９６ デモで死亡した女子学生を弔う花束　安保反対闘争　国会議事堂前 昭和35年 長野重一

９７ 凶漁にあえぐ北海道積丹半島入舸 昭和32年 濱谷浩

９８ 列車内　秋田・横手 昭和28年2月 木村伊兵衛

９９ 秋田おばこ　秋田・大曲おおまがり 昭和28年8月 木村伊兵衛

１００ 秋田・六郷町（現三郷町）　　［代掻き］ 昭和32年6月 木村伊兵衛
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１０１ 秋田・六郷町 昭和32年6月 木村伊兵衛

１０２ 秋田市仁井田にいた 昭和28年2月 木村伊兵衛

１０３ 昼食の間に授乳する母　秋田・大曲市内小友うちおとも 昭和34年6月 木村伊兵衛

１０４ 秋田・大曲市内小友 昭和29年7月 木村伊兵衛

１０５ アワラの田植　富山・中新川白萩 昭和30年 濱谷浩

１０６ 山の湯治和気藹藹あいあい　青森・谷地温泉 昭和32年 濱谷浩

１０７ ふかし湯　青森・酸ヶ湯温泉 昭和32年 濱谷浩

１０８ 湯滝に打たれる女たち　青森・酸ヶ湯温泉 昭和32年 濱谷浩

１０９ 炭焼小屋　岩手・下閉伊郡 昭和33年 林忠彦

１１０ 信州・上田 昭和24年11月 木村伊兵衛

１１１ 分教場　岩手・久慈市山根 昭和33年 林忠彦

１１２ ホンヤラ洞にゆく子どもたち　新潟・十日町 昭和31年 濱谷浩

１１３ 津軽の男　青森・中里町 昭和30年 濱谷浩

１１４ 氷の下の地曳き網　秋田・八郎潟三倉鼻沖 昭和30年 濱谷浩

１１５ 千葉・千倉 昭和32年7月 木村伊兵衛

１１６ 千葉・千倉 昭和32年7月 木村伊兵衛

１１７ 浜に立つ母子　千葉・片貝 昭和28年 林忠彦

１１８ 大漁　千葉・片貝 昭和28年 林忠彦

１１９ 漁夫三代　岡山・下津井港 昭和24年頃 緑川洋一

１２０ 頭上運搬　鹿児島・沖永良部島 昭和31年 芳賀日出男

１２１ 地下の泉からの水運び　鹿児島・沖永良部島 昭和31年 芳賀日出男

１２２ 荒起こし　沖永良部島 昭和31年 芳賀日出男

１２３ 初盆　沖永良部島 昭和30-32年 芳賀日出男

１２４ 高倉　鹿児島・奄美大島 昭和30年 芳賀日出男

１２５ 泉　鹿児島・沖永良部島 昭和30-32年 芳賀日出男

１２６ 三越ファッションショー満員盛況　日本橋 昭和30年 濱谷浩

１２７ 街頭テレビでプロレス観戦をする人々　新橋駅前広場 昭和30年 田沼武能

１２８ テレビのプロレスを見る人たち 昭和32年 長野重一

１２９ 羽田空港ビル 昭和30年 林忠彦

１３０ 脚線美コンクール　銀座 昭和30年 林忠彦

１３１ サブリナスタイルの八頭身美人 昭和30年 林忠彦

１３２ 皇太子のご成婚式の日の街の光景　銀座
昭和34年4月10
日

田沼武能

１３３ 皇太子ご成婚にあやかり、結婚ラッシュ　東京駅 昭和34年 田沼武能

１３４ 歌声喫茶「灯」　新宿 昭和32年 田沼武能

１３５ 銀座の路地裏 昭和32年 田沼武能

１３６ 浅草カジノ座 昭和31年 田沼武能

１３７ 『週刊新潮』創刊　有楽町 昭和31 林忠彦

１３８ 5時のサラリーマン　丸の内 昭和34年 長野重一

１３９ ラッシュアワーで混雑する国鉄中央線 昭和35年 長野重一

１４０ 地盤沈下　大阪・港区 昭和34年 長野重一

１４１ かさあげ工事　大阪・港区 昭和34年 長野重一

１４２ 海抜ゼロメートル地帯　江東区大島 昭和34年 長野重一

１４３ 最新式国産車に乗る若いカップル　墨田区菊川町付近 昭和37年 田沼武能

１４４ 銀座 昭和37年 田沼武能

１４５ 証券会社の管理職研修を終えたサラリーマン　池袋 昭和36年 長野重一

１４６ 電力会社の“企業学校”の生徒たち　兵庫 昭和39年 長野重一

１４７ マンモス旅館のホステス　静岡・熱海 昭和38年 濱谷浩

１４８ トランジスタ工場の休み時間 昭和39年 長野重一

１４９ 川崎の埋め立て地で遊ぶ少年　神奈川 昭和36年 長野重一

１５０ マイホーム　多摩丘陵 昭和38年 長野重一
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１５１ 隅田川 昭和39年 熊切圭介

１５２ 隅田川 昭和38年 田沼武能

１５３ 川を埋めて造った高速道路　築地 昭和37年 田沼武能

１５４ 工事中の甲州街道　新宿 昭和38年 熊切圭介

１５５ オリンピック選手団到着　羽田空港 昭和39年 熊切圭介

１５６ 東京オリンピック　千駄ヶ谷付近 昭和39年 熊切圭介

１５７ 百貨店の売上げ計算　池袋西武本店 昭和43年 田沼武能

１５８ 夜業の窓　有楽町 昭和43年 濱谷浩

１５９ 証券取引所　兜町 昭和43年 田沼武能

１６０ 上京する若者　上野駅 昭和44年 熊切圭介

１６１ クラブ「ミカド」　赤坂 昭和42年 田沼武能

１６２ 敦賀発電所の建設　福井 昭和43年 熊切圭介

１６３ 国産旅客機YS11の生産　愛知・小牧 昭和44年 田沼武能

１６４ 建設中の30万トンタンカー　石川島播磨重工横浜第2工場 昭和43年 田沼武能

１６５ 上空からの東京 昭和43年 田沼武能

１６６ 高速道路からの東京 昭和43年 長野重一

１６７ 反戦フォークソング集会　新宿駅西口広場 昭和44年 田沼武能

１６８ フーテン族　新宿 昭和43年 熊切圭介

１６９ 沖縄デー　東京駅 昭和44年 熊切圭介

１７０ 東大 安田講堂 昭和44年 熊切圭介

１７１ 日本万国博覧会　カナダ館　大阪 昭和45年 長野重一

１７２ 日本万国博覧会　太陽の塔　大阪 昭和45年 熊切圭介

１７３ 東京競馬場 昭和43年 熊切圭介

１７４ 安田講堂前の機動隊 昭和44年 熊切圭介
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