
〔開催趣旨〕 

明治５年(1872)５月、品川～横浜間で鉄道が仮開業、その後９月に新橋～横浜間の

鉄道が開通した。平成 24 年は鉄道が開通して 140 周年にあたることから、本展は鉄

道開通 140 周年記念とし、日本人と鉄道の出会いから開通までの歴史、鉄道網の拡充、

人々の移動や物資の輸送の変化を多種多様な資料から紹介した。 

〔展示概要〕 

第一章 日本人と鉄道との出会い 

第二章 幕末、佐賀藩を始めとする蒸気機関研究 

第三章 鉄道開通夜明け前 

第四章 明治五年新橋～横浜駅間開業 

第五章 鉄道の拡大 鉄道の旅 

第六章 品川鉄道今昔物語、そして未来へ 

〔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 20 日（土）午後２時～４時 

講  師：中野 光将（品川歴史館学芸員） 

冨川 武史（品川歴史館学芸員） 

会  場：講堂 

参加人数：37 名 

特別展

「品川鉄道事始―陸蒸気が品川を走る―」

期  間  平成 24 年 10 月 14 日（日）～11月 25 日(日) 37 日間 

  会  場  １階ロビー 第二展示室 小講堂 

  入館者数  3,558 名 



記念講演会「発掘された鉄道―新橋駅～横浜駅の 

発掘調査から明治・大正の鉄道を考える―」 

日  時：11 月 11 日（日）午後２時～４時 

講  師：「新橋停車場の発掘調査」 

福田 敏一（東京都埋蔵文化財センター調査研究員） 

「汐留遺跡火力発電所跡から出土した品川白煉瓦」 

        中野 光将（品川歴史館学芸員） 

      「汽車土瓶の発生と展開～茶容器の変遷～」 

國見  徹 (大磯町郷土資料館館長） 

      「二代目横浜駅遺構調査と近代遺跡」 

       青木 祐介（横浜都市発展記念館主任調査員） 

会  場：講堂 

参加人数：51 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：57 名 

鉄道遺産探訪バスツアー 

日  時：11 月 17 日（土）午前 9時～午後 3時 30 分 

内  容：特別展見学、鉄道遺産の探訪 

行  先：鉄道博物館、鉄道歴史展示室 他 

参加人数：27 名 

 〔販売物、発行図書〕 

特別展図録『品川鉄道事始―陸蒸気が品川を走る―』 

販売価格 1,000 円（A4 150 頁） 

特別展記念菓子「鉄道事始クッキーとマドレーヌ」 

（協力：社会福祉法人福栄会・かもめ第二工房） 

販売価格 200 円  期間中売上 180 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



番号指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

1 西洋見聞図解　上巻 瓜生政和 明治6（1873）年 1 立正大学情報メディアセンター

2 地球説界　下巻　亜非理加大洲之部 元治元（1864）年 1 品川区立品川歴史館

3 五大洲誌略　巻一 中村一翆訳 明治5（1872）年 1 品川区立品川歴史館

4 ロコモーション号（模型） 1 鉄道博物館 パネル展示

5 ロケット号（模型） 1 鉄道博物館 パネル展示

6
Het Boek der Vitvindingen Ambachten en
Fabrieken（商工業雑誌）

1844～1846年 1 武雄市 パネル展示

7
宇佐浦伝蔵同人二弟五右衛門
中ノ浜浦万次郎等漂流始末聞書

嘉永4（1851）年 1 早稲田大学図書館

8 嘉永四年　別段風説書 司天台訳 嘉永4（1851）年 1 神奈川県立歴史博物館

9 嘉永五年　別段風説書 司天台訳 嘉永5（1852）年 1 神奈川県立歴史博物館

10 遠西奇器述
川本幸民訳
田中綱紀筆

嘉永4（1851）年 1 鉄道博物館 パネル展示

11 鍋島直正肖像写真 川崎道民撮影 江戸時代後期 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

12 佐野常民肖像 明治期 1
赤十字社（写真提供　佐賀市
佐野常民記念館）

パネル展示

13
石黒寛次肖像（「柴田剛中旧蔵写真コレク
ション」のうち）

P.Biegner&C
o.撮影

文久2（1862）年 1
個人蔵（写真提供　東京大学
史料編纂所）

パネル展示

14 田中久重夫婦肖像（湿板写真） 1 久留米市教育委員会 レプリカ

15 蒸気機関雛形(縦型） 幕末期 1 東芝科学館

16 蒸気機関雛形(横型） 幕末期 1 東芝科学館

17 佐賀藩精錬方絵図 陣内松齢筆 昭和2（1927）年 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

18 □ 蒸気車雛形 江戸時代末期 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

19 北亜墨利加合衆国帝王ヨリ献上貢物品々 安政元（1854）年 1 品川区立品川歴史館

20 献品ノ内小蒸気車運転ノ図（複製） 榊令綽作 安政元（1854）年 1 鉄道博物館 パネル展示

21
ペリー持参の蒸気機関車を復元した蒸気
機関車模型

昭和42（1967）年 1 神奈川県立歴史博物館

22 亜墨利加船渡来横浜之真図 安政2（1855）年 1 神奈川県立歴史博物館

23 横浜日記 嘉永7（1854）年 1 神奈川県立公文書館

24 ペリー提督日本遠征記　３冊の内の１冊　

フランシス・
L・ホークス筆
（W・L・ピー
ター画）

1857年 1 品川区立品川歴史館

25 蒸気車模型ナポレオン号 1860年代 1 山口県立山口博物館

26 蒸気車模型興丸号 万延元（1860）年 1 萩博物館

27 毛利敬親肖像写真 1 萩博物館 パネル展示

28 毛利元昭（興丸）肖像写真 1 萩博物館 パネル展示

29 小野友五郎肖像写真 1867年 1 広島県立文書館

30 ◎ 鉄道製造之議建言 明治3（1870）年 1 鉄道博物館 パネル展示

31 履歴書 明治時代 1 広島県立文書館

32 〔民部省准十等出仕辞令〕 明治3（1870）年4月 1 広島県立文書館

33 〔測量御用ニ付出張申付書〕 明治3（1870）年10月 1 広島県立文書館

34 御用書留帳 明治4（1871）年11月 1 大田区立郷土博物館

35 ○ 御用触留帳 明治3（1870）年 1 平川家

36 〔埋立地図面〕 明治3（1870）年 1 横浜開港資料館

37
横浜石崎より神奈川宿宮之河岸迄鉄道
幷拝領地拝借地海面埋立入用凡積帳

明治3（1870）年6月11日 1 横浜開港資料館

38 鉄道敷地の埋立地図 明治5（1872）年 1 横浜開港資料館

39 新鐫横浜全図　―随時改刻― 明治3（1870）年10月 1 立正大学情報メディアセンター

第二章　幕末、佐賀藩を始めとする蒸気機関研究
幕末、佐賀藩精煉方の蒸気機関研究

展示期間内
入れ替え

第一章　日本人と鉄道との出会い
蒸気機関車誕生

鉄道知識の導入

品川鉄道事始―陸蒸気が品川を走る―
会期：平成24年10月14日～11月25日

展示資料目録
凡例：◎　国指定重要文化財　○　東京都指定文化財　□　佐賀県指定重要文化財

第三章　鉄道開通夜明け前
新橋・横浜間の測量と線路敷設工事

ペリーの蒸気機関車模型と各藩の模型



40 〔北品川宿鉄道用地買上代金請取書〕 明治3（1870）年6月 1 品川区立品川歴史館

41 鉄道御用地左右増御用地小前帳　妙国寺 明治3（1870）年3月 1
立正大学
品川区立品川歴史館寄託

42 鉄道御用地左右増御用地小前帳　南品川宿 明治3（1870）年3月 1
立正大学
品川区立品川歴史館寄託

43 〔東海道品川三宿区別略絵図〕 明治初期 1 品川区立品川歴史館

44 諸事御用書留帳 明治5（1872）年1月14日 1 大田区立郷土資料館

45
高輪築堤の写真
　『The Far East』　1872年10月16日号

1872年10月16日 1 横浜開港資料館 パネル展示

46 東京名所之内高輪海岸鉄道の図 歌川広重 明治12（1879）年 1 品川区立品川歴史館

47 高輪牛町朧月景 小林清親 明治14（1881）年 1 品川区立品川歴史館

48 八ツ山下人力車図皿 明治初期 1 皿多一郎コレクション

49 公聴記録附山中事故 明治3（1870）年4月17日 1
東海寺所蔵
品川区立品川歴史館寄託

50 鉄道御築造ニ付積り書 明治3（1870）年6月3日 1
東海寺所蔵
品川区立品川歴史館寄託

51 鉄道略則 明治5（1872）年2月28日 1 横浜都市発展記念館

52 (鉄道)仮開業通知 明治5（1872）年5月3日 1 品川区立品川歴史館

53 仮開業中の運賃・時刻表　 明治5（1872）年5月以降 1 品川区立品川歴史館

54 (鉄道寮)御幸臨鉄道開業縦観券 明治5（1872）年9月9日 1 神奈川県立歴史博物館
展示期間内
入れ替え

55 開業時の切符（複製） 1 川崎市市民ミュージアム

56 ベアド社製時刻表
明治9（1876）年6
月12日～明治10
（1877）年

1 川崎市市民ミュージアム
展示期間内
入れ替え

57 鉄道開業の触書 明治5（1872）年9月17日 1 神奈川県立歴史博物館

58 汐留ヨリ横浜迄鉄道開業御乗初諸人拝礼之図　歌川広重 明治5（1872）年9月 1 品川区立品川歴史館

59 幸臨鉄道開行式（開業式式次第） 明治5（1872）年9月 1 渋沢史料館

60 〔鉄道開業式出席催促状〕 明治5（1872）年9月11日 1 個人蔵

61
イラストレイテッド・ロンドンニュース
1872年12月7日号

1872年12月7日 1 品川区立品川歴史館

62
イラストレイテッド・ロンドンニュース
1872年12月21日号

1872年12月21日 1 品川区立品川歴史館

63 ル・モンド・イリュストレ1872年12月7日 1872年12月7日 1 品川区立品川歴史館

64 ジャパン・パンチ 1872・1873年 2 川崎市市民ミュージアム
展示期間内
入れ替え

65 汐留遺跡発掘出土品 20
東京都教育委員会
東京都埋蔵文化財センター

66 品川白煉瓦 10 品川区立品川歴史館

67 双頭レール 2
大田区立郷土資料館
品川区立品川歴史館

68 火力発電所跡 1
東京都教育委員会
東京都埋蔵文化財センター

パネル展示

69 発掘されたプラットホーム 1
東京都教育委員会
東京都埋蔵文化財センター

パネル展示

70
新橋停車場の正面外観
『The Far East』　1872年10月16日号

1872年10月16日 1 横浜開港資料館 パネル展示

71 東京汐留鉄道館全図皿 明治5（1872）年以降 1 皿多一郎コレクション

72 高輪鉄道図皿 明治5（1872）年以降 1 皿多一郎コレクション

73 東京名所之内新橋ステイション蒸気車鉄道図 歌川広重 明治8（1875）年 1 品川区立品川歴史館

74 蒸気車出発 歌川広重 明治5（1872）年10月 1 品川区立品川歴史館

75 改正品川宿村三里間図会 明治5（1872）年 1 品川区立品川歴史館

76 品川駅 明治5（1872）年 1 鉄道博物館 パネル展示

77 品川駅 明治10（1877）年 1 鉄道博物館 パネル展示

78 東京品川海岸蒸気車鉄道之図  歌川芳虎 明治5（1872）年 1 品川区立品川歴史館

79 東京八ッ山下蒸気車往返鉄道之全図 歌川芳虎 明治5（1872）年 1 品川区立品川歴史館

東海寺と鉄道敷設工事

展示期間内入
れ替え

展示期間内
入れ替え

外国人から見た鉄道開業

明治五年九月十二日　鉄道開業

展示期間内
入れ替え

開業駅の様相

地中から現れた新橋駅

第四章　明治五年新橋～横浜駅開業

展示期間内
入れ替え

品川宿周辺の敷設工事



80 川崎駅全体之図（部分） 明治4（1871）年 1 川崎市市民ミュージアム パネル展示

81
六郷橋
『The　Far East』　1872年10月16日号

1872年10月16日 1 横浜開港資料館 パネル展示

82 東京横浜名所一覧図会六郷わたし　 歌川広重 明治4（1871）年 1 品川区立品川歴史館

83 鉄道独案内（川崎） 歌川芳虎 明治5（1872）年 1 神奈川県立歴史博物館

84 当所玉川最初鉄道橋之全図 明治5（1872）年 1 川崎市市民ミュージアム

85 当所玉川最初鉄道橋架設普請場絵図面 明治4（1871）年 1 川崎市市民ミュージアム

86 鶴見駅 明治初期 1 鉄道博物館 パネル展示

87 神奈川駅 明治初期 1 鉄道博物館 パネル展示

88 鉄道独案内（鶴見）　 歌川芳虎 明治5（1872）年 1 神奈川県立歴史博物館

89 東京横浜名所一覧図会神奈川入川の鉄道歌川広重 明治5（1872）年 1 三和テッキ株式会社

90 東京横浜名所一覧図会鶴見川の景 歌川広重 明治5（1872）年 1 三和テッキ株式会社

91 鉄道ステーション御用地見取絵図 明治4（1871）年 1 横浜開港資料館

92 麁絵図面 明治5（1872）年 1 横浜開港資料館

93 川崎より神奈川迄鉄道敷潰地田畑其外調書控 明治5（1872）年 1 横浜開港資料館

94 神奈川町絵図（鉄道・水路等計画カ） 明治初期 1 神奈川県立公文書館

95 鉄道并水道筋両脇田畑成願小前書上帳 明治5（1872）年 1 神奈川県立公文書館

96 改正横浜分見地図
錦誠堂
尾崎富五郎

明治11（1878）年 1 立正大学情報メディアセンター

97 鉄道独案内（横浜） 歌川芳虎 明治5（1872）年 1 神奈川県立歴史博物館

98 東京横浜名所一覧図会横浜ひらぬま新地 歌川広重 明治4（1871）年 1 三和テッキ株式会社

99 窓絵横浜駅図皿 明治20（1887）年頃 1 皿多一郎コレクション

100 高島台から見た神奈川停車場と東海道 明治20（1887）年頃 1 横浜都市発展記念館 パネル展示

101 横浜駅付近のパノラマ写真 明治7（1874）年 1 横浜都市発展記念館 パネル展示

102 横浜駅 明治初期 1 鉄道博物館 パネル展示

103 井上勝肖像画（子爵井上勝君小傳） 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

104 長州ファイブ集合写真 文久3（1863）年 1 萩博物館 パネル展示

105 井上伯傳 中原邦平 明治40（1907）年 1 品川区立品川歴史館

106 井上勝書簡 明治4（1871）年3月12日 1 早稲田大学図書館

107 井上勝書簡 明治4（1871）年3月27日 1 早稲田大学図書館

108 井上勝書簡 明治4（1871）年3月27日 1 早稲田大学図書館

109 井上勝書簡 明治4（1871）年9月19日 1 早稲田大学図書館

110 武上信三勢濃江尾城摂越之前後巡回日誌 明治17（1887）年 1 鉄道博物館

111
汽車製造合資会社全景（青淵渋沢先生七
十周祝賀会記念帖より抜粋）

明治44（1911）年 1 渋沢史料館

112 第23回営業報告 大正2（1913）年 1 渋沢史料館

113 井上勝墓所 1 東海寺 パネル展示

114 ２代目井上勝像 昭和36（1961）～42（1697）年頃 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

115 日本鉄道会社定款 明治14（1881）年 1 神奈川県立歴史博物館

116 日本鉄道会社第１回報告 明治15（1882）年8月 1 渋沢史料館

117 日本鉄道会社第１８回報告 明治23（1890）年 1 渋沢史料館

118 日本鉄道株式会社鉄道線路略図 明治28（1895）年8月頃 1 渋沢史料館

119 日本鉄道線路平面図及縦断面図 明治27・28（1894・1895）年頃 1 鉄道博物館

120 早達便の旗 1 物流博物館 パネル展示

121 日本鉄道案内記 松岡広之 明治32（1899）年 1 立正大学情報メディアセンター

122 鉄道汽車発車時刻表(付鉄道路線略図・運賃）
編纂兼出版
人改正舎正
田治兵

明治20（1887）年11月1日 1 川崎市市民ミュージアム

123 新橋神戸間汽車発着時間及賃金表
発行所神谷
錦光堂

明治31（1898）年7月28日 1 品川区立品川歴史館

124 全国鉄道汽車便覧 明治30（1897）年 1 品川区立品川歴史館

125 汽車汽船旅行案内第47号 庚寅新誌社 明治31（1898）年8月1日 1 個人蔵

126 鉄道道中記
横井佐太郎・
今枝新三郎
編

明治28（1895）年 1 品川区立品川歴史館

127 東海道線旅行図会

田山花袋・加
藤磯夫・沼波
武夫・小杉国
太郎著

明治40（1907）年 1 横浜都市発展記念館

展示期間内
入れ替え

鉄道の旅

日本鉄道品川線

第五章　鉄道の拡大鉄道の旅

鉄道の父井上勝

展示期間内
入れ替え

展示期間内
入れ替え

展示期間内
入れ替え

展示期間内
入れ替え



128 Ｊａｐａｎ　Ｄｙ　ｂｙ　Ｄａｙ E.S.モース 1917年 1 品川区立品川歴史館

129 大森介墟古物編　 矢田部良吉編 明治12（1879）年 1 品川区立品川歴史館

130 大森貝塚発掘出土遺物 1 品川区立品川歴史館

131 大森貝塚貝層 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

132
大森駅（『東京横浜間電気工事記念写真
帖』）より転載

大正4（1915）年 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

133
新版東京市中鉄道馬車線路通行明細図
並ニ賃金表

高橋年隆 明治15（1882）年9月11日 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

134 品川馬車鉄道株式会社客車図面 明治29（1896）年 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

135 五反田駅付近の都電 昭和40年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

136 目黒駅付近の都電 昭和42（1967）年4月 1 しながわＷeb写真館提供 パネル展示

137 国鉄（現在のＪＲ東日本）目黒駅　 昭和40（1965）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

138 国鉄（現在のＪＲ東日本）五反田駅 昭和33（1958）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

139 国鉄（現在のＪＲ東日本）五反田駅 昭和58（1983）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

140 ＪＲ五反田駅 平成20（2008）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

141 国鉄（現在のＪＲ東日本）大崎駅 昭和40（1965）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

142 ＪＲ大崎駅 平成20（2008）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

143 国鉄（現在のＪＲ東日本）大井町駅 昭和28（1953）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

144 鉄道省大井工場全景及事務所 昭和9（1934）～12（1937）年 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

145 雪景色の大井工場 昭和40年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

146 再整備が行われ始める前の大井工場 昭和40年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

147 東京モノレール羽田空港線大井競馬場駅 平成20（2008）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

148 りんかい線天王洲アイル駅開業 平成13（2001）年3月31日 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

149 五反田駅に都営地下鉄1号線が入る 昭和43（1968）年11月14日 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

150 北品川駅 平成20（2008）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

151 八ッ山橋を通る京急　 昭和50年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

152 北品川駅付近の風景 昭和50年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

153 品川神社から見る京急が通る風景　 昭和40年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

154 高架工事中の青物横丁駅周辺 昭和60年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

155 新馬場駅 昭和50年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

156 南馬場駅　 昭和40年代 1 品川区立品川歴史館 パネル展示

157 大井町線大井町駅　 昭和3（1928）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

158
大井町線大井町駅付近の高架橋に電車
が走る

昭和3（1928）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

159 大井町線戸越公園駅 平成20（2008）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

160 大井町線中延駅 昭和54（1979）年10月 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

161 東洗足駅付近を走る3500形 昭和39（1964）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

162 目蒲線（現在の目黒線）目黒駅 昭和40（1965）年10月２２日 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

163 開業直後の池上線五反田駅　 昭和3（1928）年 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

164 池上線荏原中延駅 昭和55（1980）年3月 1 しながわＷeb写真館 パネル展示

165 桐ケ谷駅 1 - パネル展示

166 ＭＬＸ０１ 1 ＪＲ東海 パネル展示

167 MLX01―901A　 1 ＪＲ東海 パネル展示

リニアが走る品川区の未来

品川区内の駅あれこれ

馬車鉄道から路面電車まで

第六章　品川鉄道今昔物語、そして未来へ

モースと鉄道
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