
〔開催趣旨〕 

品川歴史館は平成 18 年度に区政 60 周年記念として、区政 60 年の歴史を写真で紹介

する「写真で綴る品川の 60 年」の巡回展示を開催し、好評を博して再展示の要望を頂

いた。そこで今回は視点を変え、明治時代以降の区内の人々の暮らしやまちの様子など

の写真や資料を展示し、多角的な捉えられ方ができる展示を目指した。 

なお資料については近年区民から寄贈を受けた資料を可能な限り展示し、資料紹介も

あわせて行った。 

〔主な展示資料〕

【導入】 

・東京府品川町全図 大正 13 年（1924）1 月 

・東京府平塚村全図 大正 13 年（1924）10 月 

・区民寄贈写真（学校遠足写真、消防団写真など 明治～昭和初期） 

【幕末・明治 写真との出会い】 

・『東京区分町名一覧』 明治 7年（1874）10月 

・荏原郡戸越村 上蛇窪村 下蛇窪村 戸長役場木札 明治 11～明治 22年（1878～1889） 

・印「戸長 山本重興」 明治 22～40 年（1889～1907）頃 

・品川町長之印 明治 22～40 年（1889～1907）頃 

・品川町収入役印 明治 22～40 年（1889～1907）頃 

・土蔵相模で使用された火鉢 

【都市化から第二次世界大戦へ】 

・品川第一台場公開記念絵葉書 大正 2年（1913） 

・妙華園のアマリリスの写真 大正 8年（1919）頃 

・『東京模範工場百選』 大正 5年（1916） 

・『東京南郊荏原名勝史蹟』 大正 8年（1919） 

・『化粧読本』星製薬 大正 15 年（1926） 

・『関東大災害画報』 大正 12 年（1923）10月 1 日発行 

・『大正大震災写真帖』報知新聞編輯局撮影并編 大正 12年（1923）9月 15 日発行 

品川区政６０周年記念企画展 

「品川おもかげ探し～写真と資料でふり返るなつかしい品川～」

期  間  平成 20 年 2 月 16 日（土）～4月 13 日（日） 48 日間 

  会  場  １階ロビー 第二展示室 小講堂 

    入館者数  3,237 名



・『東京朝日新聞』 大正 12 年（1923）9 月 6日発行 

・『大東京都都市写真帖』 昭和 2年（1927） 

・スイス往還 梵鐘絵葉書 昭和 5年（1930） 

・品川寺洋行帰りの鐘 飯島壽撮影 昭和 5年（1930） 

・『ジュネーヴ 品川』 平成 8年（1996） 

・『婦人倶楽部付録 婦人職業案内』 昭和 6年（1931） 

・『大東京電車早わかり』 昭和 8年（1933） 

・『月刊稲田商報』第 81・86 号  昭和 8 年（1933）7 月 5 日・9 年（1934）1 月 5 日発行

・旧庁舎完成記念絵葉書 昭和 9年（1934） 

・戦時下の学童絵画「凧揚げ」 森津幸一画 

・ポスター『灯火管制』 戦時中 

・隣組回覧板 昭和 19年（1944） 

・伝単（2点） 昭和 20 年（1945）8 月 6 日～15 日頃・昭和 20 年（1945）8 月 11 日～15 日頃 

・灯火管制用電球 戦時中 

・杜松国民学校に落とされた焼夷弾 昭和 20 年（1945）年 5月 25 日 

・空襲で溶けた硬貨 昭和 20 年（1945） 

・空襲で溶けたガラス製品 昭和 20 年（1945）4 月 

・国民服（複製） 戦時中 

・国民帽・ゲートル・水筒 戦時中 

【焼けあとからの出発】 

・平塚 3丁目に設置された英文道路標識 昭和 20 年（1945）以降 

・『毎日新聞』昭和 20年 8 月 16 日号 昭和 20年（1945） 

・墨塗り教科書（複製） 原資料：昭和 17 年（1942）/復刻：昭和 60 年（1985）8 月 10 日 

・KANTO PLAINS SCALE1:250000 SEE REVERSE SIDE FOR CITY MAP TOKYO SCALE1:30000 

                            昭和 33 年（1958） 

・ララ物資スカート 昭和 21 年（1946）年以降 

・東京 22区制ポスター 昭和 22年（1947） 

・ゼンマイのおもちゃ 2点（鉄棒人形・猿：オキュパイドジャパン製） 

昭和 20～26 年（1945～51）頃 

・日本国憲法公布記念メダル 昭和 21 年（1946） 

・第 1回宝くじ 昭和 28 年（1953） 

・焼き芋焼き器 

【さまざまなまちの様子】 

・川崎屋写真 

・川崎屋案内記 

・品川情景 1（紙焼・ガラス乾板） 飯島壽撮影 大正末～昭和初期 



・荏原神社天王際 鳳輦渡御 飯島壽撮影 昭和初期 

・荏原神社天王際 海中渡御 飯島壽撮影 昭和初期 

・品川神社天王際（紙焼・ガラス乾板） 飯島壽撮影 大正末～昭和初期 

・酒屋「升由」和泉家写真 昭和 10 年（1935）頃 

【高度経済成長と変わり行く生活】 

・昭和 30年代頃の家庭の再現 

柱時計・冷蔵庫・洗濯機（ローラー付き）・トランジスタテレビ・ラジオ・電

話器・品川あんか・裁縫箱・針山・鏡台・ちゃぶ台・お櫃・かつおぶしけずり・

子ども用飯茶碗・ガラスコップ・着物・かっぽう着など 

・自転車、紙芝居台 

・大井三つ又商店街紙芝居 昭和 20～30年代初 

・皇太子殿下ご成婚記念品川区扇子 昭和 34 年（1959） 

・『品川町新町名地図および一覧』 昭和 37 年～昭和 42年（1962～1967）頃 

・『サンデー毎日別冊 23号 大相撲夏場所』 昭和 36 年（1961）5 月 2日発行 

・『オリンピック東京大会の競技施設』 昭和 39 年（1964）  

・東京オリンピックポスター 昭和 39 年（1964） 

・3 億円事件ポスター 昭和 43 年（1968） 

・大阪万博資料（万国博記念周遊券・大阪万博パビリオンパンフレット） 

・『学研版小学生のための日本万国博記念特集号』） 昭和 45 年（1970） 

・『週刊世界動物百科 増刊 パンダ』 昭和 47年（1972）12 月 20 日発行 

・大井武蔵野館資料（案内板・禁煙掲示板・上演ちらし・定員掲示板・上演時間表） 

【変化する時代の中で】 

・京浜急行北馬場駅の駅名表示板 

～昭和 50年（1975）8月 26 日もしくは～昭和 51 年（1976）10 月 14 日 

・ウォークマン 昭和 57 年 10 月～同 58 年 11 月（1982～1983） 

・品川甚句レコード 昭和 59 年（1984）4 月 

・品川音頭レコード 昭和 53 年（1978） 

・品川音頭カセットテープ 平成 5年（1993） 

・地域振興券 平成 11年（1999） 

・『GOTENYAMA HILLS』 昭和 63 年（1988）頃 

・ゲートシティ大崎事業概要 平成 11 年（1999） 

・ゲートシティプラザのパンフレット 平成 11年（1999） 

・ゲートシティホールおよびルームのパンフレット 平成 11 年（1999） 

・ゲートシティ大崎特大ポスター 平成 11 年（1999） 

・品川“ふる里”カルタ（小学生向き） 

・品川区民祭り大会手ぬぐい 



・「品川」の文字デザイン手ぬぐい 

・品川甚句エプロン 

・荏原神社かっぱ天王祭絵馬 

・品川天王祭団扇 

・大井どんたく団扇 

・東海七福神法被 

【品川をささえた仕事】 

・ノミ（筍用）・箕・クルリ棒・桿秤・錘・はかり桶・網・浮子・飛行機包丁・ノリ 

 マス・ノリツケワク・バネ付きスノコ・海苔蔶・ハガシイタ 

・クリスマス電球 昭和 30 年（1955）頃 

・「木村屋」使用菓子型 明治～昭和 30年代頃 

・レジスター 昭和 30～40 年代頃か 

・マッチ箱（品川区内の店が宣伝に配ったもの） 



№ 資料名 撮影年代 撮影場所

1 大井町駅前 平成18年(2006) 大井

2 大井町駅前パノラマ 昭和28年(1953)11月20日 大井

3 品川宿入口 大正7年(1918)頃 品川

4 品川宿入口 昭和6・7年(1931･32)頃 品川

5 品川宿入口 昭和44年(1969) 品川

6 品川宿入口 平成19年(2007)12月19日 品川

7 英国公使館から品川湾を望む 明治5年(1872) ―

8 高輪の鉄道の堤 明治4年(1871)頃 ―

9 旧鈴ヶ森刑場付近 明治38年(1905) 大井

10 中延商店街付近の旧状 大正11年(1922) 荏原

11 中延商店街アーケード 昭和43年(1968)12月23日 荏原

12 現在の中延商店街 平成20年(2008)1月25日 荏原

13 東海道　土蔵相模跡 昭和44年(1969)7月 品川

14 現在の土蔵相模跡 平成19年(2007)12月19日 品川

15 妙華園
明治28年～大正10年
　　　　　(1895～1921)頃

荏原

16 ニコン大井工場 大正10年(1921)頃 大井

17 五反田駅 大正14年(1925) 大崎・五反田

18 現在の五反田駅 平成20年(2008)1月25日 大崎・五反田

19 平塚橋付近の風景 大正中期頃 荏原

20 線路を越えて避難する人々 大正12年(1923)9月 ―

21 関東大震災で罹災した東海道の民家 大正12年(1923)9月 ―

22 品川寺洋行帰りの鐘 昭和5年(1930)5月 品川

23
洋行帰りの鐘を見学する
　　　　　　　　ジュネーヴ市長

平成4年(1992)4月20日 品川

24 荏原区役所 昭和7年(1932) 荏原

25 荏原区会記念写真
昭和7年～昭和22年
　　　　　　　(1932～47)頃

荏原

26 戦時期の第二台場 昭和18年(1943)2月 ―

27 防空演習
昭和12～20年
　　　　(1937～45)頃

―

28 朝礼(宮前国民学校) 昭和18年(1943)夏 荏原

29 大井町(上)西口 昭和21年(1946)秋 大井

30 第二京浜国道 昭和21年(1946) ―

展示写真リスト

区政60周年記念　品川歴史館企画展

会期：平成20年2月16日(土)～4月13日（日）

「品川おもかげ探し～写真と資料でふり返るなつかしい品川～」



№ 資料名 撮影年代 撮影場所

31 バラック住まい 昭和23年(1948) ―

32
昭和天皇・皇后両陛下の
　　　　　　　　品川保育園視察

昭和24年(1949) 品川

33 品川区役所荏原支所 昭和28年(1953)11月24日 荏原

34 大陸からの引き上げ 昭和28年(1953)3月 ―

35 宝くじ売り 昭和29年(1954) 大井

36
第二京浜国道 桐ヶ谷坂上より
　　　　　　　　　五反田方面を望む

昭和28年(1953) 荏原

37
東急目蒲線(現：目黒線)目黒駅から
　　　　　　　現在の目黒駅西口方向

昭和28年(1953) 大崎・五反田

38 焼け野原の鈴ヶ森 昭和20年(1945) 大井

39 東急大井町線　戸越公園駅 昭和20年(1945) 荏原

40 大井町駅前広場やみ市　くだもの売り 昭和20年(1945) 大井

41 (やみ市・たべもの売り) 昭和20年(1945) 大井

42 武蔵小山商店街 昭和28年(1953) 荏原

43 中延商店街 昭和29年(1954) 荏原

44 北品川から八ツ山橋方面 昭和31年(1956) 品川

45 大崎広小路 昭和29年(1954) ―

46 五反田駅から御殿山方面 昭和30年代 ―

47 都電が走る目黒駅前 昭和42年(1967) 大崎・五反田

48 だるま船からの荷揚げ作業 昭和31年(1956) 品川

49
アーケードが完成した
　　　　　　　　　　武蔵小山商店街

昭和32年(1957) 荏原

50 現在の武蔵小山商店街 平成20年(2008)1月25日 荏原

51 目黒川大正橋 昭和33年(1958)4月2日 品川

52 結婚祝賀に応える美智子様 昭和34年(1959)4月 大崎・五反田

53 第二京浜国道そばの高層ビル 昭和35年(1960)3月22日 荏原

54 荏原第五出張所 昭和36年(1961)8月5日 荏原

55 新生活運動 昭和37年(1962)1月12日 大崎・五反田

56
大井町駅西口のマーケットの
　　　　　　　　　　　　　　取壊し始まる

昭和38年(1963)2月20日 大井

57 最後の海苔採り 昭和37年(1962) ―

58 大井入江で海苔干し作業 昭和36年(1961)8月5日 ―

59 住居表示の変更 昭和38年(1963) 大井

60 西大井新幹線高架工事 昭和38年(1963) 大井

61
旧庁舎前を走る
　　　東京オリンピック聖火ランナー

昭和39年(1964)10月8日 品川

62 五反田駅 昭和40年代 大崎・五反田

63 国電大崎駅西口(明電舎側) 昭和40年(1965) 大崎・五反田

64 埋立て中の大井埠頭 昭和40年(1965)10月25日 八潮



№ 資料名 撮影年代 撮影場所

65 中原街道旗の台二丁目付近 昭和41年(1966)11月1日 荏原

66 荏原一丁目の町並み 昭和43年(1968)1月1日 大崎・五反田

67 大井第一小学校前 昭和43年(1968)7月4日 大井

68 現在の大井第一小学校前 平成20年(2008)1月27日 大井

69 埋立てられた目黒川(現：八ツ山通り) 昭和40～42年(1965～67) 品川

70 目黒川埋立て工事 昭和42年(1967)4月17日 品川

71 目黒川の大正橋を望む 昭和39年(1964)6月8日 品川

72 大井武蔵野館 昭和46年(1971)4月 大井

73 ミニスカート流行「若い人達」 昭和48年(1973)7月27日 ―

74 二葉町の春雪　Ｃ 昭和44年(1969)3月初旬 荏原

75 北馬場・南馬場駅 昭和51年(1976) 品川

76 京浜急行北馬場駅ホーム 昭和40年(1965)10月11日 品川

77 ランチタイムプロムナード 昭和50年(1975) 大崎・五反田

78 戸越銀座商店街 昭和52年(1977)3月 荏原

79 タコ公園で遊ぶ子どもたち 昭和52年(1977)10月 荏原

80 (タコ公園) 平成5年(1993)頃 荏原

81 中原街道平塚橋交叉点の渋滞 昭和53年(1978)10月 荏原

82 吉田秀雄記念館から品川歴史館へ 昭和53年(1978)10月 大井

83 地下道になる前の杜松踏切 昭和54年(1979)8月 荏原

84 建設中の八潮パークタウン 昭和57年(1982) 八潮

85 大井三ツ又時代屋 昭和57年(1982) 大井

86 西大井広場公園で遊ぶ子供たち 昭和55年(1980)4月 大井

87 三菱重工跡地(現：西大井広場公園) 昭和49年(1974) 大井

88 再開発前の大崎の工場街 昭和56年(1981)1月 大崎・五反田

89 旗の台稲荷通り商店街 昭和56年(1981)11月11日 ―

90
勝島運河の埋め立て工事
　　　　　　　　　　水族館の予定地

昭和56年(1981)3月 大井

91 桜新道 昭和59年(1984)11月16日 大井

92 地下化前の東急池上線荏原中延駅 昭和63年(1988) 荏原

93 現在の荏原中延駅 平成20年(2008)1月25日 荏原

94 品川浦の釣り船 北品川の船だまり 平成3年(1991) 品川

95 天王洲の夕暮れ 平成4年(1992) 品川

96 立体交差前の桐畑踏切 平成5年(1993)2月10日 大井

97 ゲートシティ大崎上棟式 平成9年(1997) 大崎・五反田

98
東京23区で初めて
　　　　　　　地域振興券交付開始

平成11年(1999)2月19日 大井

99
キングレコードＫＫにて
品川甚句の吹き込みする大塚文夫

昭和59年(1984)3月7日 ―



№ 資料名 撮影年代 撮影場所

100 品川シーサイドフォレスト 平成14年(2002) 品川

101 戸越銀座ガイド 平成18年(2006) 荏原

102 上空から見た品川全景 平成18年(2006) ―

103 荏原4丁目での筍掘り 明治38年(1905) ―

104 品川沖での海苔の採集 昭和38年(1963)1月12日 ―

105 区内最後の海苔干し 昭和38年(1963)1月14日 品川

106 豆電球製作風景 昭和56年(1981) ―

107 電球工場 年代不明 ―

108 五反田商店街 昭和30年(1955)3月 大崎・五反田

109 旧東海道北品川商店街付近 昭和40年(1965)10月11日 品川
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