
〔開催趣旨〕 

品川区を縦断する中原街道は、江戸と平塚（神奈川県平塚市）を結ぶ街道として、   

時代を通じて重要な役割を果たしてきた。徳川家康の入府前後には、もう一つの   

東海道として歴史に登場する。江戸時代に東海道が整備されてからは脇往還となり、

「相州道」、「御酢街道」など多様な顔を見せた。本特別展では、中原街道の歴史と街

道沿いの史跡を多様な資料により紹介する。 

〔展示概要〕 

Ⅰ．伝説のみち 

Ⅱ．将軍のみち 

Ⅲ．物流のみち 

Ⅳ．品川と中原街道 

Ⅴ．中原街道今昔 

〔記念イベント〕 

特別展を楽しむ会－学芸員による見どころ紹介－

日  時：10 月 24 日（日）午後 2時～午後 4時 

講  師：塚越 理恵子、白石 祐司（品川歴史館学芸員） 

内  容：映像による資料紹介「中原街道の歴史をたどる」 

     学芸員による特別展見どころ紹介  

会  場：講堂 

参加人数：60 名 

記念講演会「道の歴史と役割－東海道と中原街道－」 

日  時：10 月 31 日（日）午後 2時～午後 4時 

講  師：鈴木 章生（目白大学教授） 

会  場：講堂 

参加人数：81 名 

特別展

「中原街道」

期  間  平成 22 年 10 月 10 日（日）～11月 23 日(祝) 38 日間 

  会  場  １階ロビー 第二展示室 小講堂 

  入館者数  4,314 名 



お茶を楽しむ会（協力：品川区華道茶道文化協会） 

日  時：11 月 3 日（祝） ①午前 10時～正午 ②午後 2時～午後 4時 

会  場：書院 

参加人数：114 名 

中原街道史跡探訪バスツアー 

日  時：11 月 14 日（日）午前 9時～午後 5時 

内  容：特別展見学、品川区～川崎市の中原街道沿いの史跡めぐり 

行  先：小杉御殿跡、旧中原街道供養塔群、雉子神社 他 

参加人数：38 名 

[販売物、発行図書] 

特別展図録『中原街道』  販売価格 1,000 円（A4 122 頁） 

特別展記念菓子「中原街道野菜ものがたり」 

（製作：かもめ第一工房、第二しいのき学園） 

             販売価格 200 円  期間中売上 670 個 

[周知] 

広報しながわ 10月１日号、屋外看板、ポスター・ちらし、歴史館ホームページ等



指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程

大八車 一台 品川区立品川歴史館

酢甕 一口

高さ=66.0
口径＝63.4
最大径＝88.6
底部＝20.2

平塚市博物館

こどり桶 江戸時代 一点
33.7×33.7×
35.0

半田市立博物館

樽詰漏斗 江戸時代 一点
41.5×21.5×
35.0

半田市立博物館

酢袋 江戸時代 一点 24.0×112.0 半田市立博物館

指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程

さらしなの日記 菅原孝標女筆 康平2年（1059） 一冊 27.7×19.5 国立公文書館 写本

東海道五十三次　箱根（画像） 歌川芳虎
天保～明治6年
（1830～1873）頃

一点 25.1×37.0 神奈川県立歴史博物館

国重文 後三年合戦絵詞　上巻（画像）
画工 飛騨守惟久
詞書 仲直朝臣

貞和3年（1347）
一巻
（全2巻
中）

45.7×1957.4 東京国立博物館

後三年合戦絵巻　第一巻 安永3年（1774）模写
一巻
（全3巻
中）

41.5×162.3 馬の博物館 模写

川崎市 吉良頼康判物
天文19年（1550）9月
16日

一通 29.2×39.2 泉沢寺

川崎市 吉良頼康判物
天文18年（1549）9月
大吉日

一通 17.9×45.5 泉沢寺

川崎市 吉良頼康判物 （年未詳）2月19日 一通 32.4×47.3 泉沢寺

日蓮聖人註画讃　巻五（複製） 天文5年（1536）
一巻
（全5巻

33.1×1815.6 池上本門寺 原本：本圀寺

指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程

徳川家康画像 江戸時代 一幅 62.1×48.0 東京都江戸東京博物館
10/10～11/4
11/20～11/23

徳川秀忠画像（画像） 江戸時代 一幅 125.1×56.4 奈良・長谷寺

別本慶長江戸図（画像） 慶長7年（1602）頃 一舗 40.4×53.7
東京都立中央図書館　特
別文庫室

弘化2年（1845）写

聞見集 　坤 石川正西著 万治3年（1660）
一冊
（全2冊

22.5×18.8 国立公文書館

参考落穂集　壱 大道寺友山著 享保12年（1727）頃 一冊 27.2×18.3 国立公文書館

校注　天正日記 伝 内藤清成著 天正18年（1590）
一冊
（全5冊

22.7×15.4 国立公文書館 明治16年（1883）活版

家忠日記　冊六 松平家忠著
天正17年（1589）12
月20日～文禄元年
（1592）7月6日

一冊
（全7冊
中）

14.4×20.0 駒澤大学図書館 10/26～11/23

大分県 寛永江戸全図（画像）
寛永19～20年（1642
～1643）頃

一舗 310.0×265.0
臼杵市教育委員会所蔵
臼杵市立臼杵図書館保管

江戸京都絵図屏風　右隻（画像） 江戸時代前期
六曲一
双

160.5×363.0 東京都江戸東京博物館

新板武州江戸之図（画像） 寛文6年（1666） 一舗 54.0×77.5 東京都江戸東京博物館

江戸図屏風（画像） 17世紀
六曲一
双

162.5×365.5 国立歴史民俗博物館

東武実録　二十四・二十五 松平忠冬撰 貞享元年（1684）
一冊（全
21冊中）

26.5×18.8 国立公文書館

明良洪範 七 真田増誉撰 江戸時代
七冊（全
23冊中）

29.4×20.7 国立公文書館

御実紀　大猷院殿御実記　四十 成島司直撰 天保14年（1843）
一冊（全
241冊

26.3×18.8 国立公文書館

相中留恩記略　巻之六
福原高峰撰
長谷川雪堤画

天保10年（1839）
一冊（全
25冊中）

29.6×20.3 国立公文書館

平塚市 中原御宮記
福原高峰撰
長谷川雪堤画

天保14年（1843） 一巻 29.5×91.5 平塚市博物館
絵と詞書の
展示入替あり

寛永十年巡見使国絵図
日本六十余州図　相模国（画像）

寛永10年頃（1633） 一舗 77.5×108.4
池田家文庫
岡山大学附属図書館

責金具及び刀身 16世紀後半～17世紀 一点 1.9×3.6×3.5 平塚市教育委員会

煙管（雁首） 17世紀後半 一点 4.6 平塚市教育委員会

擂鉢　（陶器） 16世紀後半～17世紀 一口 9.8 平塚市教育委員会

灰釉皿　（瀬戸系陶器） 16世紀後半 一口
10.0×5.5×
2.5

平塚市教育委員会

緑釉皿　（瀬戸系陶器） 16世紀後半 一口
11.0×6.2×
2.2

平塚市教育委員会

天保十年八月　万手控覚帳（中原
宿諸事明細覚書）

天保10年（1839）8月 一冊 15.4×21.4 平塚市博物館

書付（元文元年十一月　御林守小
川氏由緒書）

元文元年（1736）11月 一冊 21.0×14.0 小川家

真田村亥歳御成ヶ可納割付事
（慶長十六年十一月　真田村年貢
割付状）

慶長16年（1611） 一通 32.8×69.1
上野家所蔵
平塚市博物館寄託

中原街道に思いをはせる

伝説のみち

将軍のみち

平成22年度品川歴史館特別展「中原街道」展示資料リスト

（会期：平成22年10月10日（日）～11月23日（火・祝））



指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程
請取申金子之事（貞享三年三月代
官手代引負金請取証文）（画像）

貞享3年（1686） 一通 29.4×25.0
笹尾家所蔵
平塚市博物館寄託

武蔵国図（画像） 正保年間（1644～48） 一舗 181.7×169.2 国立公文書館

覚（貞享五年六月　小杉御殿沿革
書上）（画像）

貞享5年（1688） 一通 398.0×542.0
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

小杉御殿図　其の一（画像） 江戸時代 一舗 39.8×54.2
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

小杉御殿図　其ノ三 江戸時代 一舗 30.0×42.5
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

小杉御殿見取絵図　其ノ三 江戸時代 一舗 43.7×30.5
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

宝暦十二年稲毛領小杉絵図（画
像）

宝暦12年（1762）6月 一舗 160.3×131.0
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

新編武蔵風土記　橘樹郡七 間宮士信等編 天保12年（1841）
一冊（全
17冊中）

27.0×18.6 国立公文書館

江戸名所図会　三ノ夏　八
斉藤幸雄・幸孝・月
岑著 長谷川雪旦
画

天保5年（1834）
一冊（全
10冊中）

26.2×18.4 品川区立品川歴史館 天保7年（1836）刊

竹橋余筆　巻三 大田覃撰 寛政12年（1800）
一冊（全
7冊中）

27.3×19.0 国立公文書館

指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程

中原往還人馬継立巨細書上 天保5年（1834） 一冊 17.2×25.2
岩崎家所蔵
神奈川県立公文書館寄託

覚（寛文十一年十二月　佐江戸村・
中山村人馬継立裁許状）

寛文11年（1671）12月4日 一冊 24.5×17.2
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

差入申詫一札之事（中原往還筋御
用人馬御継立之儀ニ付）

文久元年（1861）4月 一通 20.4×40.4
岩崎家所蔵
神奈川県立公文書館寄託

慶応四年辰九月　村差出明細帳
（相模国大住郡中原下宿）

慶応4年（1868） 一冊 27.7×20 東京都江戸東京博物館

文政七年申七月武蔵国荏原郡下
丸子村明細帳（画像）

文政7年（1824） 一冊 25.2×17.8 平川家
平川家文書
影写本より転載

下沼部村書上明細帳 文政7年（1824） 一冊 25.2×17.8
北川家所蔵
大田区立郷土博物館寄託

北川家文書

武蔵国荏原郡馬込村　村方明細書
上帳控

寛政11年（1799）10月 一冊 25.2×17.7
加藤家所蔵
大田区立郷土博物館寄託

加藤家文書

天保十年八月　万手控覚帳（中原
宿諸事明細覚書）（画像）

天保10年（1839）8月 一冊 15.4×21.4 平塚市博物館

新撰庖丁梯 杉野駁華著 享和3年（1803）5月 一冊 26.3×18.5
東京家政学院大学付属図
書館

10/10～11/4

本朝食鑑 人見必大著 元禄8年（1695）
一冊（全
10冊中）

22.7×16.1 国立国会図書館 11/5～11/23

相中留恩記略　巻之六（画像）
福原高峰撰
長谷川雪堤画

天保10年（1839）
一冊（全
25冊中）

29.6×20.3 国立公文書館

新編相模国風土記稿 四十八・四
十九　大住郡四

間宮士信等著 天保12年（1841）
一冊（全
59冊中）

26.4×18.3 国立公文書館 明治8年（1875）写

東海道五拾三次之内　平塚宿　縄
手道

歌川広重
（初代）

天保3～4年（1832～33） 一点 24.8×36.6 神奈川県立歴史博物館
10/10～10/24
11/2～11/7
11/16～11/23

相州大山道田村渡の景 歌川国芳 天保5年（1834）頃 一点 25.9×38.5 神奈川県立歴史博物館
10/10～10/17
11/2～11/23

江戸近郊八景之内　玉川秋月
歌川広重
（初代）

天保6～9年（1835～38） 一点 25.1×36.8 大田区立郷土博物館
10/10～10/31
11/9～11/14
11/23

江戸名所百景  千束の池袈裟掛松
歌川広重
（初代）

安政3年（1856） 一点 35.6×24.3 大田区立郷土博物館
10/19～10/31
11/9～11/23

勧化御願口上書（雪ヶ谷村石川橋
建立勧化依頼状）

享保20年（1735） 一通 24.5×34.2 関家

御触書之写（東海道御付替御達ニ
付用田村・深谷村より廻状）

文久3年（1863）5月3日 一通 24.5×16.5
岩崎家所蔵
神奈川県立公文書館寄託

東海道御道替之図 文久3年（1863）8月か 一通 22.3×29.4 品川区立品川歴史館

指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程

嘉陵記行　三篇　地 村尾正靖（嘉陵）著 天保期（1830～44）
一冊（全
20冊中）

22.6×16.0 国立公文書館 万延元年（1860）写 ページの入替あり

江戸名所図会　三ノ春　七
斉藤幸雄・幸孝・月
岑著 長谷川雪旦
画

天保5年（1834）
一冊
（全10
冊中）

26.2×18.4 品川区立品川歴史館 天保7年（1836）刊

戸越村御屋敷路見覚村絵図 文政10年（1827）閏6月22日 一舗 28.0×39.7
人間文化研究機構　国文
学研究資料館

11/5～11/23

弘化三年九月調　御府内場末往還
其外沿革図書　拾六 三冊之内下

弘化3年（1846）9月 一冊 26.0×19.1 東京都公文書館

在中延　旗岡八幡宮御由緒記録 大正14年8月（写） 一巻 30.1×1021.0 旗岡八幡神社

江戸名所図会　二ノ上　四
斉藤幸雄・幸孝・月
岑著 長谷川雪旦
画

天保5年（1834）
一冊
（全10
冊中）

26.2×18.4 品川区立品川歴史館 天保7年（1836）刊

品川と中原街道

庶民のみち　物流のみち



指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程
絵馬　米俵・酒樽を荷車で運ぶ 大正4～8年（1915～19）頃 一点 36.0×46.0 旗岡八幡神社

固物射兜鉢 一点
最大径21.3
高さ17.2

旗岡八幡神社

弘化二年巳年九月　沿革御調付品
川領宿村書上控

弘化2年（1845）9月 一冊 26.9×20.0
立正大学所蔵
品川区立品川歴史館寄託

利田家文書

乍恐以書付御訴訟申上候事（中原
街道荏原郡内道普請につき訴状）

享保4年（1845） 一通 23.9×34.4 関家

宗門人別帳　（武蔵野国荏原郡上
大崎村宗門人別御改帳）

天保8・弘化4・慶応3
年（1837・47・67）

一冊 25.0×17.3 東京都公文書館

覚（貞享五年六月
　　　　　小杉御殿沿革書上）

貞享5年（1688） 一通 398.0×542.0
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

東海寺想絵図（画像）
万治3年（1660）10月
11日頃

一舗 210.0×226.4
東海寺所蔵
品川区立品川歴史館寄託

東海寺文書

雉子神社を南から撮影（画像） 明治38年（1905） 一点 雉子神社

雉子神社から南側の中原街道を撮
影（画像）

明治38年（1905） 一点 雉子神社

星製薬屋上から中原街道を撮影
（画像）

昭和3年（1928）頃 一点 内田金太郎氏

雉子神社から南の池田山を撮影
（画像）

大正～昭和時代 一点 雉子神社

五反田駅周辺から北を撮影（画像） 大正～昭和時代 一点 雉子神社

指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程

中原街道絵図（複製） 江戸時代 一舗 54.5×167.0
北川家所蔵
大田区立郷土博物館寄託

北川家文書

多摩市 調布玉川惣画図
相沢伴主筆
長谷川雪堤画

弘化2年（1845） 一巻 30.3×1300.0 多摩市教育委員会
10/10～11/4
11/20～11/23

品川区 目黒筋御場絵図（画像） 文化2年（1805） 一舗 192.0×310.0
宇田川家所蔵
当館寄託

10/10～11/4

中原往還図　其ノ一 江戸時代 一舗 47.0×97.9
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

11/5～11/23

武蔵国輿地全図 天保7年（1836） 一舗 99.4×129.4 横浜市歴史博物館

東都近郊図 沖田惟善筆 文政8年（1825） 一舗 61.5×80.5 大田区立郷土博物館

写真　渡し舟を待つ荷車（画像） 大正10年（1921）頃 一点 小池汪氏

取替申議定証文之事（明和二年十
二月　玉川渡船賃米銭につき議
定）（画像）

明和2年（1765）12月 一通 32.2×72.0
安藤家所蔵
川崎市市民ミュージアム寄託

寛政十一年十月　村明細帳（下沼
部村明細帳）

寛政11年（1799） 一冊 24.2×17.3
北川家所蔵
大田区立郷土博物館寄託

北川家文書

相中留恩記略　巻之六（画像）
福原高峰撰
長谷川雪堤画

天保10年（1839）
一冊（全
25冊中）

29.6×20.3 国立公文書館

指定 資料名 作者・編者など 年代 員数 寸法（ｃｍ） 所蔵先 備考 展示日程

国重文
旧江戸城写真帖虎門見附図（画
像）

横山松三郎撮影 明治4年（1871） 一点 23.0×29.8 東京国立博物館

江戸名勝図会　虎の門（画像）
歌川広重
（二代）

文久元年（1861） 一点 34.7×25.6 港区立港郷土資料館

文化八年平塚宿絵図（画像） 文化8年（1811） 一点 79.6×77.1 平塚市博物館

昭和18年ごろの西五反田8丁目付
近（画像）

平俊男画 一点 平俊男氏

品川区内航空写真（画像） 平成20年（2008）11月 一点
しながわWeb写真館（品川
区）

絵図に見る中原街道

中原街道を歩く
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