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品川歴史館について 

１ 品川区の歴史と歴史館の設立目的 

  品川区の歴史は、国指定史跡「大森貝塚」や歴史館所在地に存在する「大井鹿島

遺跡」が示すように、古くは原始・古代にさかのぼることができる。中世において

は太平洋海運の隆盛により港湾都市として発展し、江戸時代になるとその発展を背

景に品川宿が設置され、東海道の第一の宿場町として繁栄した。今なお東海道沿い

に残る古い社寺や町並みからは、往時を偲ぶことができる。そして明治時代になる

と、物流が便利であったことから近代的な工場が数多く設立され、日本の近代化に

おいて先駆的な役割を果たすとともに、それを原動力として品川の街は大いに発展

していった。 

このように、品川区には誇るべき歴史的資産が数多く存在するが、品川歴史館が

設立されるより前の社会状況は、急激な社会構造の変化に伴い、永く保存されてい

た文化財や歴史資料等が散逸しかねないという危機的状況にあった。こうした中に

あって、先人の残した文化遺産を継承し、新しい文化を創造することは、時代の要

請であり、行政の責務であった。 

そのような状況で、昭和 42年（1967）に品川区制 20周年記念として区史編纂が

始まった。その際、編纂に関わる調査で発見された資料等の保存・活用ができる資

料館建設についての要望が編纂委員より出され、昭和 51 年（1976）には「郷土資

料館建設のための請願」が議会に提出され、採択された。その後、昭和 53 年に品

川区長期計画に資料館構想が組み込まれた。 

  こうした経過から昭和 60 年（1985）に、郷土資料の保存と区民文化の向上を目的

として、品川歴史館が設立された。 

２ 観覧者数の推移 

年度 展示開館日数 観覧者数 

24 281 日 15,311 人 

25 278 日 12,637 人 

26 282 日 14,103 人 

27 284 日 13,829 人 

28 272 日 12,022 人 
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３ 展示の概要 

(1)常設展示 

原始・古代から近代までの品川の歴史を実物資料、模型や映像で紹介 

・第 1展示室：原始古代から近世の品川 

・第 2展示室：近現代の品川、コーナー展示 

・2F コーナー展示：モース博士と大森貝塚 

 (2)特別展・企画展・コーナー展示 

   品川歴史館の常設展示を補完し、品川の歴史・文化の理解を深化させることで

区民文化の向上を図るとともに、それらの魅力を広く発信する。 

  ①特別展「大崎・五反田―徳川幕府直轄領の村々―」 

    平成 29 年 10 月 8日（日）～12月 3日（日） 49 日間 

 ※うち 15名は外国人（国際友好協会協力） 

  ②企画展「災害と品川」 

平成 30年 2月 10 日（土）～3月 25 日（日） 38 日間 

  ③コーナー展示 

   ・子ども歴史展示コーナー 

     夏休み期間中、主に小学生を対象とし、体験型の展示やワークシートを取

り入れた、楽しみながら歴史を学習する機会を提供 

    「はっけん！！むかしの本 ～いまとはちがう？和本の世界～」 

     平成 29 年 7 月 22 日（土）～9月 24 日（日） 53 日間 

   ・「大政奉還 150 年記念 大政奉還の立役者・山内容堂」展 

     平成 29 年 1 月 22 日（日）から継続中 

   ・「茶室『松滴庵』と江戸時代大井の桜」展 

     平成 29 年 4 月 1日（土）～7月 13 日（木） 85 日間 

 (3)近年作製した展示品 

  ・東海道品川宿の石垣石：住宅工事に伴い寄贈を受けた石垣の隅角部を展示 

  ・桜のアクリル標本：樹齢 300 年といわれる児
ちご

桜
ざくら

など 3種類の標本を作成 

記念イベント名 日にち 参加人数 前年度比

まち歩き「大崎・五反田の村と武家

屋敷を歩く」 
10 月 29 日（日） 雨天中止 -

記念茶会「お茶を楽しむ会」 11 月 3 日（金・祝） 125※ +47

展示解説「学芸員のひとりごと」 11 月 3 日（金・祝） 50
△27

（全 4回）

記念講演会「文献と考古で語る江戸

時代の大崎・五反田」 
11 月 18 日（土） 50 △19
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４ 事業の概要 

（1）平成 29年度 実施講座一覧 

講座名 目的・内容 日にち 
参加人数

（累計）

古文書入門講座 

（初級編） 

活字に起こした古文書

と内容が平易な古文書

を用い、基本的な読み方

を教授する。 

6 月 16 日～7月 7日 

（毎週金曜日、全4回）
143

古文書入門講座 

（中級編） 

歴史館収蔵資料を解読

することで、更なる能力

向上の一助とする。 

10月 19日～11月 9日

（毎週木曜日、全4回）
106

歴史講座 
歴史をテーマに、多角的

な視点から学習する。 

2 月 17 日・2月 24 日

（土曜日、全 2回） 
-

区史 2014 関連講座 

①荏原の歴史をふりかえる 

②品川にｸｼﾞﾗがやって来た

区史 2014 に関連した講

座を開講し、区史の内容

を周知する。 

7 月 29 日・1月 20 日

（土曜日、全 2回） 

60

（7/29 分）

親子歴史講座 

「和本づくりにﾁｬﾚﾝｼﾞ!!」

夏休みに親子で歴史を

体験学習し、親子の対話

の機会とする。 

7 月 30 日、8月 6日 

（日曜日、全 2回） 
61

折り紙教室 

折り紙に親しむ機会を

提供し、孫と祖父母とい

った世代間交流を育む

素地を形成する。 

5 月 5日（金・祝） 50

（2）その他事業 

①展示解説ボランティア 

利用者へのサービス向上と生涯学習ボランティア活動の推進 

登録人数：18人 活動日数：184 日（10 月末時点） 

②図書資料室の運営 

品川に関わる歴史図書資料を公開し、郷土史研究に備える。 

③図書の刊行等 

品川歴史館紀要などの図書の刊行やオリジナルグッズの作成 

５ その他 

 ・茶室「松滴庵」の公開（年数回） 

 ・歴史館ホームページによる展示・事業のお知らせ（随時） 

 ・各種スタンプラリーへの協力(大政奉還・東急・シナモロール等) 

 ・団体見学者への展示解説（事前予約可） 

・平成 29年 10 月 18 日からのｼｪｱｻｲｸﾙ開始に伴うｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ設置(3 台)。 


