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「パスファインダー」（Pathfinder)とは、疑問や問題を解決するために図書館の資料や情報を探す際

に参考となる基本資料や情報源、調べ方を紹介する「テーマ別の手引き」のことです。 

 皆様の調べものや本探しにお役立てください。 

新宿駅は、「世界一忙しい駅」（乗降者数世界一）としてギネス世界記録に認定されたこともある駅です。

https://www.guinnessworldrecords.jp/world-records/busiest-station（2021 年 10 月 23 日閲覧。英語） 

その歴史や図解、周辺の開発計画などを調べます。 

わからないことがありましたら、お気軽に図書館職員におたずねください。 

 

調べるためのキーワード 

新宿区立図書館の検索機、もしくは、新宿区立図書館ホームページ「簡単検索」で「キーワード」を 

入力すると、関連資料がどこの館にあるのか確認できます。 

 

新宿駅 

JR 東日本 日本国有鉄道（国鉄） 東京市街鉄道 日本鉄道株式会社 

中央線 甲武鉄道 東京市電 東京都電 

京王電鉄 小田急電鉄 

営団地下鉄 東京都交通局 大江戸線 新宿線 

東京メトロ 東京地下鉄 丸ノ内線  

 

 

直接図書館の棚に行って探す 

図書館の資料は、テーマ（分類）ごとに番号順で並んでいます。本の背表紙には右の図のよう 

なラベルが貼ってあります。上段は別置記号、分類番号、下段は図書記号です。 

図書記号は、原則著者名のよみの頭文字です。 分類番号等について詳しくはこちら 

このパスファインダーでは、（資料番号 別置記号 分類番号 図書記号） 

の順で表記しています。   例（0060123450 R336.8-シ）       

 

社史・周年史 

●『新宿駅１００年のあゆみ』日本国有鉄道新宿駅 1985年 3月（0050161088 C686.5 S ﾆ） 

詳細に歴史が記述されており、図版も豊富にあります。巻末の資料編に刊行当時の新宿駅構内図、新宿

駅配線略図が載っています。 

●『小田急７５年史』小田急電鉄株式会社／編集 小田急電鉄 2003 年 3月（0110881569 B686.0 ｵ） 

●『京王電鉄五十年史』京王電鉄広報部／編 京王電鉄 1998 年 12月（0110707567 B686.0 ｹ） 

●『営団地下鉄五十年史』帝都高速度交通営団／編集 帝都高速度交通営団 1991 年 7 月（0002341894 

C686.0 ﾃ） 

新宿駅について調べるには 

  
 

Ｒ３３６．８ 

シ 

分類番号 

図書記号 

別置記号 

https://www.guinnessworldrecords.jp/world-records/busiest-station
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/selectsearch.do?searchkbn=0&histnum=1
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1641422764.pdf
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0000920920
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0110881569
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0110707567
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0002341894
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●『東京地下鉄道丸ノ内線建設史 上巻』帝都高速度交通営団／編集 帝都高速度交通営団 1960 年 3 月

（0003039132 C516.7 ﾃ 1） 

●『東京地下鉄道丸ノ内線建設史 下巻』帝都高速度交通営団／編集 帝都高速度交通営団 1960 年 3 月

（0003039124 C516.7 ﾃ 2） 

新宿駅を通る鉄道各社の社史です。 

 

過去の新宿駅案内図 

●『新宿駅案内図 １９９９』ターミナル情報 1999 年 4月（0002082182 CM686.5 S ｼ '99） 

●『新宿駅案内図 ２００１』ターミナル情報 2001 年 1月（0001399240 CM686.5 S ｼ '01） 

●『新宿駅案内図 ２００２』ターミナル情報 2002 年 9月（0003443028 CM686.5 S ｼ '02） 

 

過去の時刻表（復刻） 

●『明治大正鐵道省列車時刻表』三宅俊彦／編著 新人物往来社 2000年 11 月【ISBN】4-404-02877-6 

（0300952210 686 ﾒ） 

1903 年（明治 36 年）4月から 1924 年（大正 13年）3月までの時刻表 19冊が復刻されています。 

 

行政資料  

●『第二期新宿区総合戦略』新宿区総合政策部企画政策課/[著] 新宿区総合政策部企画政策課 2021 年 2

月（0130785543 C318-S ｿ）（新宿区のホームページ 新宿区基本構想・総合計画・実行計画 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index07_01.html 

（2021 年 10月 28日閲覧）で電子版が閲覧可能） 

区の政策目標を知ることができます。基本目標１の 39番（p38）に「新宿駅周辺地区の整備推進」の項

目があります。 

●『新宿区第二次実行計画 令和３（２０２１）年１月』新宿区総合政策部企画政策課／編集 新宿区総

合政策部企画政策課 2021 年 2月（0130785013 C318-S ｿ）（新宿区のホームページ 新宿区基本構想・総

合計画・実行計画 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index07_01.html 

（2021 年 10月 28日閲覧）で電子版が閲覧可能） 

上記総合戦略を踏まえた具体的な実行計画案です。「基本政策Ⅲ」の「個別施策１ 回遊性と利便性の

向上による魅力的で歩いて楽しいまちづくり」（p54）が新宿駅周辺のまちづくりに関する計画です。 

 

その他 

●『ステイション新宿』新宿歴史博物館／[著] 東京都新宿区教育委員会  

1993 年（0110572603 C686-S ｽ） 

明治 18 年(1885)～平成 5 年(1993)まで新宿駅と町の変遷を知ることができます。写真と地図が豊富で

分かりやすい資料です。 

●『新宿駅はなぜ 1日 364 万人をさばけるのか』 田村圭介／著 上原大介／著 SBクリエイティブ 

2016 年 3月（0150420143 SS686-ﾀ） 

膨大な乗客数をさばく新宿駅の謎に、その構造から迫ります。著者の一人上原氏は新宿駅を迷宮になぞ

らえたゲームアプリの開発者です。 

 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0003039132
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0003039124
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0002082182
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0001399240
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0003443028
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0300952210
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0130785543
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0130785013
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0110572603
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0150420143
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雑誌・新聞・視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）で調べる 

●雑誌「旅と鉄道」 2020 年 1月号 発行:天夢人（0130741247） 

P40～43ギネスブック認定世界一の駅、新宿駅として紹介されています。 

●雑誌「鉄道ファン」1980 年 4月号 発行：交友社 (0031256353) 

 特集：新宿駅 新宿駅付近配線略図、新宿駅着発線使用状況図、新宿駅年表等が掲載されています。 

●ＤＶＤ「都庁建設予定地・新宿駅南口周辺（空撮）」 新宿区／企画 1986 年（0044035115 DV99） 

現都庁が建設される前の予定地および新宿駅南口周辺を空撮した映像資料です。 

●ＤＶＤ「車両基地 １」 手老善／監修 ポリドール 2013 年（0244014259 DV76） 

車両基地の様子が見られる映像資料です。新宿駅のものも収録されています。 

 

商用データベースで調べる 

●聞蔵 2ビジュアル（朝日新聞） 

●毎索（毎日新聞）  

●ヨミダス歴史館（読売新聞） 

●中日新聞・東京新聞記事データベース （中日新聞・東京新聞） 

●産経新聞データベース（産経新聞） 

 新聞各紙の過去の記事を検索できるデータベースです。各館のインターネット閲覧席でご利用いただ

けます。「新宿駅」だけを検索ワードにするとヒット件数が多くなりすぎるため、「再開発」「歴史」など

の用語と組み合わせて調べるのがおすすめです。 

 

インターネットで調べる 

●新宿ターミナル協議会（東京都都市整備局） 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shinjuku_terminal/index.html 

（2021 年 10月 28日閲覧） 

新宿駅およびその周辺の利便性向上を目的とし、国・都・新宿区・鉄道会社などを構成員として設置さ

れている協議会のホームページです。各種計画の概要や、ターミナルマップが見られます。 

●新宿駅東西自由通路の整備（新宿区） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/toshikei01_002133.html 

（2021 年 10月 28日閲覧） 

ＪＲ新宿駅中央東口と中央西口をつなぐ通路の整備に関するホームページです。事業概要や整備前・整

備後の地図などが見られます。 

●新宿区基本構想・総合計画・実行計画（新宿区） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index07_01.html 

（2021 年 10月 28日閲覧） 

新宿区の総合戦略・実行計画が閲覧できます。「直接図書館の棚に行って探す」の項目で紹介したもの

のうち、電子化されている行政資料はここでも閲覧可能です。 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0130741247
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0031256353
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0044035115
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0244014259
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shinjuku_terminal/index.html
http://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/toshikei01_002133.html
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index07_01.html
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●西口地区開発計画（東京メトロ） 

https://www.tokyometro.jp/news/2020/208401.html 

（2021 年 10月 28日閲覧） 

同社と小田急電鉄が共同で行う開発計画の概要が見られます。 

 

他の図書館、類縁機関等で調べる 

●新宿区立新宿歴史博物館 

 https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/ 

(2021 年 10月 28 日閲覧) 

〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町 12-16  電話 03-3359-2131 FAX 03-3359-5036 

新宿区の歴史に関する展示を行っている施設です。常設展示に「新宿駅前のチンチン電車」などがあり

ます。 

 

 

新宿駅の関連施設を訪ねる 

●新宿観光案内所 https://www.kanko-shinjuku.jp/office/-/index.html 

（2021 年 12月 10日閲覧） 

営業時間. 10:00～19:00 住所. 新宿区新宿 3-37-2 電話 03-3344-3160 FAX 03-3344-3190 

 最寄り駅. JR 新宿駅東南口から徒歩 1分新宿東南口地下歩道 E10 出口からすぐ 

新宿区の魅力や、観光スポット、イベントなどの各種情報を提供しています。 

●駅の情報（新宿駅）：JR東日本 

JR 東日本トップ＞鉄道・キップの予約＞駅を検索＞新宿駅 

https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=866 

（2021 年 12月 10日閲覧） 

●新宿駅／M０８｜路線・駅の情報｜東京メトロ 

東京メトロホーム＞路線・駅の情報＞新宿 駅トップ 

https://www.tokyometro.jp/station/shinjuku/index.html 

（2021 年 12月 10日閲覧） 

●新宿 ｜ 東京都交通局 

東京都交通局ホーム＞都営地下鉄＞各駅情報＞新宿 

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/shinjuku.html 

（2021 年 12月 10日閲覧） 

●新宿駅のご案内 ｜ 小田急電鉄 

トップ＞駅時刻表（路線図から探す）＞新宿駅 

https://www.odakyu.jp/station/shinjuku/ 

（2021 年 12月 10日閲覧） 

●新宿駅 ｜ 各駅情報・時刻表 ｜ 京王グループ 

https://www.keio.co.jp/train/station/ko01_shinjuku/index.html 

（2021 年 12月 10日閲覧） 

https://www.tokyometro.jp/news/2020/208401.html
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/
https://www.kanko-shinjuku.jp/office/-/index.html
https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=866
https://www.tokyometro.jp/station/shinjuku/index.html
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/shinjuku.html
https://www.odakyu.jp/station/shinjuku/
https://www.keio.co.jp/train/station/ko01_shinjuku/index.html
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●新宿観光案内所 内 新宿ターミナルマップ 

https://www.kanko-shinjuku.jp/pamph/-/terminal.html 

（2021 年 12月 10日閲覧） 

 

※掲載情報は 2021 年 10月 31 日現在のものです。 

※新宿区立図書館では、このパスファインダー掲載資料の他にも関連図書を所蔵しています。 

※新宿区立図書館ホームページの所蔵検索結果の見方はこちら 

 ご覧になりたい方は、図書館職員までお問い合わせください。 

担当；新宿区立角筈図書館（指定管理者：株式会社図書館流通センター） 

https://www.kanko-shinjuku.jp/pamph/-/terminal.html
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1640217858.pdf

