


 



 大仙市「明治１５０年」 
 企画展開催にあたり 

 
今年、平成３０（２０１８）年は、戊⾠戦争の動乱を経て、江⼾幕藩体制から

明治新政府へ移⾏した明治元（１８６８）年から、満１５０年を迎える年にあた
ります。 

大仙市では、近代のあゆみをテーマに、市⺠と共に近代化による地域の変貌を
振り返るため、シンポジウム、ヘリテージ（文化的遺産）ツアー、企画展を開催
いたします。これらの活動をとおして、未来を担う若者に先祖の事跡を伝え、これ
からの大仙市のあり方について、勇気と希望を持った将来像を描いてもらう機会
となれば幸いです。 

さて、企画展では、ふるさと大仙の近代のあゆみを、歴史資料などをとおして
振り返ります。現代社会の基礎・根底には、明治維新後の様々な形での近代化が
深く影響を及ぼしています。 

しかし、明治維新から現代までの１５０年という歳月は、決して平坦な道では
なく、昭和２０（１９４５）年のアジア太平洋戦争での敗戦・終戦というボーダ
ーラインがあることも事実です。このボーダーライン以後、私達の社会の成り⽴
ちは大きく変化しています。⼤⽇本帝国⾂⺠から⽇本国⺠へ、そして、富国強兵
から国⺠主権による⺠主化と非軍事化への転換が⾏われました。 

企画展をとおして、私たちの先祖が歩んだ１５０年の歴史の道を振り返り、現
代に生きる私たちが、先祖から何を受け継ぎ、そして何を受け継がなかったのか、
市⺠の皆さんと共に考えて参りたいと思います。 
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〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館

                

 

〇大仙市アーカイブズ
前期：戦争

（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争

            （２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争

 後期：ふるさと
      （１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道

            （２）写真（２）写真（２）写真（２）写真

 
〇旧池田氏庭園

前期：池田家
      （１）池田家（１）池田家（１）池田家（１）池田家

            （２）池田家（２）池田家（２）池田家（２）池田家

 後期：池田家の地域貢献
            （１）名望家（１）名望家（１）名望家（１）名望家

                （２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育

    

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４

                花火花火花火花火

〇大仙市アーカイブズ 期
前期：戦争と人びと 

（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争（１）戊辰戦争とととと

（２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争（２）対外戦争とととと

後期：ふるさとの近代化
（１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道（１）鉄道とととと人びと人びと人びと人びと

（２）写真（２）写真（２）写真（２）写真とととと人びと人びと人びと人びと

〇旧池田氏庭園 期間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
前期：池田家の近代 

（１）池田家（１）池田家（１）池田家（１）池田家のののの成成成成

（２）池田家（２）池田家（２）池田家（２）池田家のののの戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争

後期：池田家の地域貢献
（１）名望家（１）名望家（１）名望家（１）名望家としてのとしてのとしてのとしての

（２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育（２）青年教育とととと

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４

花火花火花火花火とととと人人人人びとのびとのびとのびとの暮暮暮暮

⼤仙市「明治１５０年」
企画展

企画展は、３

期間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
 ５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）
とととと人びと人びと人びと人びと―ふるさと―ふるさと―ふるさと―ふるさと

とととと人びと人びと人びと人びと―日清・日露―日清・日露―日清・日露―日清・日露

近代化と人びと 
人びと人びと人びと人びと―盛曲線―盛曲線―盛曲線―盛曲線からからからから

人びと人びと人びと人びと―切―切―切―切りりりり取取取取られたられたられたられた

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
 ６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇）

成成成成りりりり立立立立ちとちとちとちと近代近代近代近代

戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍

後期：池田家の地域貢献 ９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

としてのとしてのとしてのとしての池田家池田家池田家池田家―村翁、我―村翁、我―村翁、我―村翁、我

とととと池田家池田家池田家池田家―地域―地域―地域―地域

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４

暮暮暮暮らし―花火好らし―花火好らし―花火好らし―花火好

⼤仙市「明治１５０年」
企画展のスケージュール

企画展は、３つの会場でそれぞれ開催されます。

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）

―ふるさと―ふるさと―ふるさと―ふるさとがががが戦場戦場戦場戦場となったとなったとなったとなった

―日清・日露―日清・日露―日清・日露―日清・日露そしてそしてそしてそして

 ９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）
からからからから秋田新幹線秋田新幹線秋田新幹線秋田新幹線へへへへ

られたられたられたられた近代―近代―近代―近代―    

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇）

近代近代近代近代―仕途―仕途―仕途―仕途をををを絶絶絶絶ちちちち

―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍―断然敵軍のののの要求要求要求要求をををを

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

―村翁、我―村翁、我―村翁、我―村翁、我をををを顧顧顧顧

―地域―地域―地域―地域のののの図書館図書館図書館図書館としてのとしてのとしてのとしての

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館 
期間：８⽉５⽇（⽇）〜１０⽉１４日（日） 

らし―花火好らし―花火好らし―花火好らし―花火好きのきのきのきの多多多多いこともまちのいこともまちのいこともまちのいこともまちの

⼤仙市「明治１５０年」
スケージュール
つの会場でそれぞれ開催されます。

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）

となったとなったとなったとなった日―日―日―日―    

そしてそしてそしてそしてアジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）
へへへへ――――    

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇） 

ちちちち農農農農をををを以以以以てててて業業業業となすとなすとなすとなす

をををを退退退退くくくく――――    

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

顧顧顧顧みてみてみてみて豊年豊年豊年豊年をををを報報報報ずずずず

としてのとしてのとしてのとしての洋館建設―洋館建設―洋館建設―洋館建設―

いこともまちのいこともまちのいこともまちのいこともまちの名物―名物―名物―名物―

⼤仙市「明治１５０年」 
スケージュール 
つの会場でそれぞれ開催されます。 

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕） 
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟） 

アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争アジア太平洋戦争へへへへ――――    

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇） 

となすとなすとなすとなす――――    

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇） 
ずずずず――――    

洋館建設―洋館建設―洋館建設―洋館建設―    

名物―名物―名物―名物―    

 

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟） 



テーマ 展示史料番号 展　示　史　料　名 所　蔵・年　代 展示室鉄道と人びと １－１ 自明治四十三年　盛曲線鉄道関係書類 大仙市所蔵（１９１０年） 展示室２１－２ 自昭和三十五年至昭和三十八年　国鉄生保内線デーゼル化資料　 大仙市所蔵（１９６０年）１－３ 田宮利雄鉄道資料 大仙市所蔵１－４ 運行図表（ダイヤグラム） 個人蔵（１９８６年）１－５ ＳＬ公園想像図 大仙市所蔵写真と人びと ２－１ 池田甚之助写真　平服図 寄託資料（１８７６年）２－２ 池田甚之助写真　旅行図 寄託資料（１８７６年）２－３ 池田甚之助写真　大型写真像 寄託資料（１８７６年）２－４ 仙北郡高梨村 池田文太郎 厩 大仙市所蔵（１９１４年）２－５ 仙北郡高梨村 池田文太郎 木材庫 大仙市所蔵（１９１４年）２－６ 仙北郡大沢郷村正手沢山震源地全景 大仙市所蔵（１９１４年）２－７ 仙北郡大沢郷村字円行寺布又震源地 其四 大仙市所蔵（１９１４年）２－８ 仙北郡強首村 赤十字秋田支部 大仙市所蔵（１９１４年）２－９ 仙北郡大曲町 佐々木 大仙市所蔵（１９１４年）

２０１８．０９．０４展示史料目録

２－１０ 仙北郡強首村 小山田治右衛門 大仙市所蔵（１９１４年）２－１１ 仙北郡淀川村字小種新田 佐々木清治宅 倒宅火災後 一家八人死 大仙市所蔵（１９１４年）２－１２ 仙北郡大沢郷村円行寺布又震源地 大仙市所蔵（１９１４年）２－１３ （震災　住宅倒壊） 大仙市所蔵（１９１４年）２－１４ 仙北郡図書館書籍庫 大仙市所蔵（１９１４年）２－１５ （仙北郡強⾸村⼩⼭⽥治右衛門家ヵ） 大仙市所蔵（１９１４年）２－１６ 仙北郡大曲町米町 大仙市所蔵（１９１４年）２－１７ 仙北郡刈和野町 嵯峨俊親宅 大仙市所蔵（１９１４年）２－１８ 仙北郡強首村 赤十字秋田支部 大仙市所蔵（１９１４年）２－１９ 嶽見橋（木橋） 大仙市所蔵２－２０ 嶽見橋（木橋） 大仙市所蔵（１９２７年）２－２１ 第四回全県少年野球大会神宮寺小学校Bチーム連続優勝 大仙市所蔵（１９２４年）２－２２ 神宮寺倶楽部メンバー　 大仙市所蔵（１９１９年）２－２３ 「大渕かき」　魚獲り（羽後信用金庫神岡支店裏） 大仙市所蔵２－２４ 玉川橋（大正二年九月改修） 大仙市所蔵（１９１３年）２－２５ 仙台第二師団、弘前第八師団大演習　北楢岡向堀野飛行場 大仙市所蔵（１９２０年）２－２６ 仙台第二師団、弘前第八師団大演習　北楢岡向堀野飛行場 大仙市所蔵（１９２０年）２－２７ 県社八幡神社（神宮寺） 大仙市所蔵（１９２４年）２－２８ 置人形（天孫降臨）　八幡神社祭典（神宮寺） 大仙市所蔵展示室２　配置図 展示史料１－４展示史料１－４展示史料１－４展示史料１－４展示史料１－２～３展示史料１－２～３展示史料１－２～３展示史料１－２～３展示史料展示史料展示史料展示史料２２２２

―１１１１～～～～３３３３
展示史料展示史料展示史料展示史料２２２２

―４４４４～～～～８８８８

展示史料展示史料展示史料展示史料２２２２

―９９９９～～～～１３１３１３１３
展示史料展示史料展示史料展示史料２２２２

―１４１４１４１４～～～～１１１１
８８８８

展示史料２－１９～２３展示史料２－１９～２３展示史料２－１９～２３展示史料２－１９～２３展示史料２－２４～２８展示史料２－２４～２８展示史料２－２４～２８展示史料２－２４～２８

展示史料１－５展示史料１－５展示史料１－５展示史料１－５
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鉄道資料 
〜鉄道に生きと文学を夢⾒た男の記録〜 

 
⽥宮利雄は、１９２７（昭和２）年１⽉８⽇、神宮寺の商家（伝農家）
に生まれ、２０１５（平成２７）年８⽉２⽇、８８歳で亡くなります。
１９４３（昭和１８）年１２⽉に秋⽥県⽴⼤曲農業学校を繰り上げ卒
業し、１９４４年１⽉６⽇、⽇本国有鉄道（国鉄）に入社します。 
田宮は文才に優れ、そのため国鉄入社後も文学を志しますが、仕事と
家族を優先し文学の道をあきらめます。しかし、田宮の文才は、秋田
の鉄道文化を後世に伝えることに大いに活かされます。 
若き日の田宮は、神宮寺駅⻑になることを夢⾒ていましたが、秋田鉄
道管理局総務部で活躍します。その中で「秋⽥鉄道管理局史」の編
さん、機関紙「秋鉄」や広報誌「秋鉄ニュース」の編集に携わりま
す。この経験と田宮の文才により、後に鉄道史研究家として秋田の鉄
道の歴史と文化を伝える数々の著作が誕生することになります。 
さて、企画展開催にあたり、田宮家の御厚意により、田宮が収集した
鉄道資料、執筆原稿などを、田宮の生まれ故郷の地に設置された、 

 
当館へ御寄贈いただくことになりました。当館では、田宮の鉄道への
情熱と故郷への思いを⼤切に、⽥宮利雄鉄道資料として後世に伝え
てまいります。 
 
経 歴 
１９４４年 日本国有鉄道入社 試雇・秋⽥⾞掌区 ⾞掌⾒習い 
１９４６年 秋⽥管理部総務課労働係 
１９５６年 結核治療のため、宮城県の船岡鉄道病院へ入院 
１９６０年代後半 秋⽥鉄道管理局総務部⽂書課 
１９６９年 昭和天皇・皇后が秋田農業大博覧会に来秋、山

岸秋鉄局⻑の随⾏としてお召し列⾞に同乗 
１９７０年代後半 秋⽥鉄道学園⻑ 
１９８２年 秋⽥鉄道管理局経理部調度課⻑で退職 
１９９３年以降 秋田県生涯学習センター講師 
１９９７年 第１４回秋田市文化選奨受賞 

著 作 
『秋田ローカル線今昔』、『秋田鉄道１００話』、『雪国 SL 物語』 
『発⾞線春秋』、『あきた⽂学風⼟記』、『あきた鉄道史ノート』 
『「こまち」出発進⾏』ほか著作多数。 



沿線案内 秋⽥鉄道管理局 
１９６９（昭和４４）年８⽉、昭和天皇・皇后が秋田農業大博覧会
のため秋田県を訪れます。その際、秋⽥鉄道管理局が天皇への案内の
ため、作成したのが展⽰史料（未使用品を含む）になります。天然秋田
杉の板を表紙に使い、現在も杉の香りを発しています。 
この時、田宮は、お召し列⾞に同乗します。その際いただいたお弁当
とお菓子は家族に持ち帰ったことが、御子息の手記からうかがえます。 

 
 
 

⼤仙市「明治１５０年」シンポジウム開催のお知らせ 
    

◆◆◆◆第３回シンポジウム第３回シンポジウム第３回シンポジウム第３回シンポジウム    変貌するふるさと―教育・交通・産業―変貌するふるさと―教育・交通・産業―変貌するふるさと―教育・交通・産業―変貌するふるさと―教育・交通・産業―    

「近代化は社会をどう変えたのか！」参加者の皆さんと次のようなことを一「近代化は社会をどう変えたのか！」参加者の皆さんと次のようなことを一「近代化は社会をどう変えたのか！」参加者の皆さんと次のようなことを一「近代化は社会をどう変えたのか！」参加者の皆さんと次のようなことを一

緒に考えてみたいと思います。緒に考えてみたいと思います。緒に考えてみたいと思います。緒に考えてみたいと思います。    

・開催日・開催日・開催日・開催日            平成３０年９月３０日（日）平成３０年９月３０日（日）平成３０年９月３０日（日）平成３０年９月３０日（日）    

午後１時３０分～午後３時３０分午後１時３０分～午後３時３０分午後１時３０分～午後３時３０分午後１時３０分～午後３時３０分    

・場・場・場・場        所所所所            はなび・アムはなび・アムはなび・アムはなび・アム    ２階大研修室２階大研修室２階大研修室２階大研修室    

・パネリスト・パネリスト・パネリスト・パネリスト        畑 中 康畑 中 康畑 中 康畑 中 康 博博博博    氏氏氏氏（秋田県立博物館（秋田県立博物館（秋田県立博物館（秋田県立博物館））））    

佐 藤 隆佐 藤 隆佐 藤 隆佐 藤 隆 造造造造    氏（仙北史談会）氏（仙北史談会）氏（仙北史談会）氏（仙北史談会）    

榎榎榎榎     良良良良 昭昭昭昭    氏（秋田市立佐竹史料館氏（秋田市立佐竹史料館氏（秋田市立佐竹史料館氏（秋田市立佐竹史料館））））    

・司・司・司・司        会会会会            茶 谷 十茶 谷 十茶 谷 十茶 谷 十 六六六六    氏（民族芸術研究所）氏（民族芸術研究所）氏（民族芸術研究所）氏（民族芸術研究所）    

    

◆◆◆◆第４回シンポジウム第４回シンポジウム第４回シンポジウム第４回シンポジウム    １９４５年―大日本帝国臣民から日本国民へ―１９４５年―大日本帝国臣民から日本国民へ―１９４５年―大日本帝国臣民から日本国民へ―１９４５年―大日本帝国臣民から日本国民へ―    

「大日本帝国の崩壊！」参加者の皆さんと次のようなことを一緒に考えてみ「大日本帝国の崩壊！」参加者の皆さんと次のようなことを一緒に考えてみ「大日本帝国の崩壊！」参加者の皆さんと次のようなことを一緒に考えてみ「大日本帝国の崩壊！」参加者の皆さんと次のようなことを一緒に考えてみ

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。    

・開催日・開催日・開催日・開催日                平成３０年１０月２０日（土）平成３０年１０月２０日（土）平成３０年１０月２０日（土）平成３０年１０月２０日（土）    

午後１時３０分～午後３時３０分午後１時３０分～午後３時３０分午後１時３０分～午後３時３０分午後１時３０分～午後３時３０分    

・場・場・場・場        所所所所            はなび・アムはなび・アムはなび・アムはなび・アム    ２階大研修室２階大研修室２階大研修室２階大研修室    

・パネリスト・パネリスト・パネリスト・パネリスト        加 藤 聖加 藤 聖加 藤 聖加 藤 聖 文文文文    氏（国文学研究資料館准教授）氏（国文学研究資料館准教授）氏（国文学研究資料館准教授）氏（国文学研究資料館准教授）    

荒 川荒 川荒 川荒 川     肇肇肇肇    氏（秋田近代史研究会）氏（秋田近代史研究会）氏（秋田近代史研究会）氏（秋田近代史研究会）    

伊 藤 寛伊 藤 寛伊 藤 寛伊 藤 寛 崇崇崇崇    氏（秋田工業高等専門学校）氏（秋田工業高等専門学校）氏（秋田工業高等専門学校）氏（秋田工業高等専門学校）    

・司・司・司・司            会会会会        茶 谷 十茶 谷 十茶 谷 十茶 谷 十 六六六六    氏（民族芸術研究所）氏（民族芸術研究所）氏（民族芸術研究所）氏（民族芸術研究所）    



運⾏図表（ダイヤグラム） 
 展⽰史料１－４は、昭和６１（１９８６）年１１⽉１⽇に改正
された運⾏図表です。翌年４⽉に⽇本国有鉄道（国鉄）の分割⺠営
化を控え、国鉄としては最後のダイヤ改正でした。 
 運⾏図表はダイヤグラムとも呼ばれ、よくダイヤの乱れなどと使わ
れます。展示している運⾏図表は、陸⽻線、⽥沢湖線、北上線、奥
羽本線のダイヤが記されています。 
 さて、鉄道の運⾏図表の⾒⽅については、一般に次のとおり説明さ
れます。 
・図表において、時間を横軸、距離を縦軸にとり、停⾞場名を縦軸

上に配置したグラフ状のもの。 
・図表の一番上の駅名は、下りの起点駅が配置され、ここを原点とし
て距離は下向きに、時間は右向きに増加する。そして一つの列⾞は
一本の線（スジ）で表現する。始発駅を出発した列⾞、すなわち下
り列⾞は右肩下がり、反対に上り列⾞は右肩上がりの折れ線を描
く。できるだけスジが直線となるよう、駅は通常駅間の距離ではな
く所要時間に基づいて配置される。 

・ 線の傾きは列⾞の速度を表し、速い列⾞ほど線の傾きは大きくなり、
水平線（傾き 0）は停⾞を表す。 
ちなみに、運⾏図表は「スジ屋」と呼ばれる専門職員によって作成
されます。 



 ガラス乾板とは 
 

乾板は１８７１年にリチャード・リーチ・マドックス（１８
１６〜１９０２）によって発表された近代的感光材料で、⾼感度
臭化銀ゼラチン乳剤をガラス板に塗布したものである。１８８
０年頃から工業的に⼤量⽣産が⾏われた。手作りのコロジオン
湿板のような濡れた状態で使用するのでなく、乾燥した状態で使
用できることから乾板と呼ばれている。初期の乾板には卵⽩やコ
ロジオンをバインダーとしてガラスに塗布したものもあるが、一
般的にはゼラチン乳剤を塗布したものである。（図１） 
 日本には明治１０年代に導入され、明治２０年代にはそれま
での湿板と交代した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

なお、展⽰史料２－１、２、３は、湿板である可能性があり、秋
田における写真史を語る上で貴重な資料です。 

    

【抜粋引用】【抜粋引用】【抜粋引用】【抜粋引用】    

竹内涼子「史料編纂所所蔵ガラス乾板の劣化と保存方法の考察」『東京大学史料編纂竹内涼子「史料編纂所所蔵ガラス乾板の劣化と保存方法の考察」『東京大学史料編纂竹内涼子「史料編纂所所蔵ガラス乾板の劣化と保存方法の考察」『東京大学史料編纂竹内涼子「史料編纂所所蔵ガラス乾板の劣化と保存方法の考察」『東京大学史料編纂

所研究紀要第２５号』所研究紀要第２５号』所研究紀要第２５号』所研究紀要第２５号』2015.32015.32015.32015.3    



   
記録と記憶の交差点 

大仙市アーカイブズ
今後ともよろしくお   
   
 

発 ⾏

発⾏⽇

 

大仙市アーカイブズは⼀周年を迎えました！
お願いいたします。  

大仙市大仙市大仙市大仙市 マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターまるびちゃんまるびちゃんまるびちゃんまるびちゃん（（（（ ア ー カ イ ブ ズア ー カ イ ブ ズア ー カ イ ブ ズア ー カ イ ブ ズ

⾏  大仙市アーカイブズ 

発⾏⽇  平成３０（2018）年９⽉４日

！ 

マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター     まるびちゃんまるびちゃんまるびちゃんまるびちゃん     ア ー カ イ ブ ズア ー カ イ ブ ズア ー カ イ ブ ズア ー カ イ ブ ズ 仕様仕様仕様仕様     奴 雁型奴 雁型奴 雁型奴 雁型 ））））     

日 




	表紙
	表紙裏
	企画展開催にあたり
	企画展示スケジュールチラシ
	展示史料案内
	ふるさとの近代化と人びと
	田宮利雄鉄道資料
	沿線案内
	ダイヤグラム
	ガラス乾板とは
	奥付き
	裏表紙

