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News
秋田県立博物館ニュース

山吹の花束をつくる
博物館ボランティア「アイリスの会」の皆さん

「軒の山吹」とは
文化８年（1811）の春から夏にかけて現在の秋田市
の北部、金足岩瀬の小野家に留まっていた菅江真澄が､
『軒の山吹』という日記を書き残しています。
この序文の最後に「山吹を折り葺くことのあやしけ
れば（山吹を手折って軒に葺くことは珍しく不思議な
ことなので）」とあり、当時の金足地区の家々の軒に
山吹が葺かれていたこと、それが美しい景色であった
ことが伝えられています。軒に山吹の花をさすのは、
＜精進事＞＜キキツケ＞とよばれる占いに関する民俗
行事です。昨年度に引き続き、今年も当館の分館・旧
奈良家住宅に再現してみました。
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展 示 紹 介

秋田ゆかりの「博物画家」牧野四子吉が
図鑑などのために描いた動植物の原画な
ど1,170点あまりを展示します。
ノコギリクワガタ

特別展

展示紹介展

いきもの図鑑
〜牧野四子吉の世界〜

平成17年７月16日(土) 〜８月28日（日）

ワオキツネザル

秋田県由利本荘市出身の宮大工を父に持つ牧野四子吉(まきの よねき
ち 1900〜1987)は、私たちの多くが子供の頃に一度は目にする『ファー
ブル昆虫記』をはじめ、生物図鑑、百科事典、教科書、専門書などに生
涯を通じて３万点を超える挿絵を描き、生物学会や出版界では広く名前
を知られる存在です。写真ではなく絵だからこそ可能な生物の特徴や細
部の表現は、現在でも大切なものと評価されていますが、牧野は深く詳
細な観察と精密な筆致で学術的な要求にも見事に応えています。また、
辞典の挿絵に使うような小さな絵には大胆でありながら特徴を失わない
簡略化を、子供向けには分かりやすい表現をするなど、常に独自の工夫
を創作活動に注ぎ込んでいます。
この特別展では、牧野四子吉が描いた挿絵の原画を多数展示します。
実物の標本も一部展示しますので、見比べていただきたいと思います。
また、仕事を離れて描いたデッサンなどとともに、その生涯を紹介しま
す｡牧野四子吉の画業をとおして、いきものを見つめる視点、あるいはい
きものと向きあう姿勢を感じ取っていただければ幸いです。
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『広辞苑』の挿絵原画
挿絵には、原画をあまりに縮小すると細部がつぶれてしまうため、実際に本に
掲載される大きさよりも少し大きい程度で描かなくてはならないという、独特の
制約がありました。『広辞苑』のために描いた原画は、ごく限られた面積に描く
ために大胆に省略し、なおかつ特徴を表すために工夫を凝らしたものです。

タマオシコガネ

生態を描く
挿絵の仕事を離れて牧野が描いた動物の絵は、
生きて活動する姿を愛情込めて描いています。
「生態画」とも呼ぶべきこの表現は、子ども
向けの本の挿絵にも生きています。
チゴハヤブサ

イワウチワ

オーストラリアンテリア
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展示紹介

に賛同するようになります。彰考館をや
めた井坂は東京への遊学を決意します｡そ
の際相談に乗り、生涯を通じてつながり
を持つようになるのが、当時の茨城県師
範学校長の松木直巳です。松木は「時事
７月２０日（水）〜９月４日（日）
新報」の新聞記者となるべき文才のある
青年を集めていた福沢諭吉に井坂を紹介
します。明治14年(1881)慶應義塾へ入学
することになり、井坂は福沢諭吉の家に
寄食します。この出会いが井坂の生涯に
及ぼした影響は非常に大きいものとなる
のです。
慶應義塾を卒業後、様々な出会いを経
て木材産業界へ関わり、能代へ赴任する
ことになります。近代秋田の木材産業を
牽引するまでとなった井坂の企業経営に
おける姿勢やその人格の原点は、この水
戸における生い立ちと福沢諭吉との出会
いにあります。のちの自伝においても、
井坂直幹肖像
「もし自分の性格が多少世のいわゆる紳
一人の人物の生涯を紹介するとなると､ 士、紳商なるものとその撰を異にすると
企画コーナー展のスペースでは非常に手 ころもあらば、これひとえに少時水戸に
狭です。ましてその人物が明治という時 おいて武士的の教育を受けたること、そ
代でも傑出した企業家であり、秋田のみ の後福沢先生に従遊してその偉大なる人
ならず「東洋一」とまで評された会社を 格の感化を蒙りたるによるものならん」
創設したとなれば、どこを切り取るべき と述べています。井坂の木材産業におけ
か迷ってしまう程、その生涯は興味深い る成功は「士族の商人が実業社会に生き
のですが、ここではあえて青年期までを る価値は、創意工夫であり機械の利用で
紹介します。
あり、その士魂である」とした福沢諭吉
井坂直幹は万延元年（1860）茨城県水 の教えを確実に実践したからであると言
戸市の武士の家に生まれました。当然そ えるのです。
の風土のもとで水戸学を学び、明治12年
井坂が大正8年、59才の時にうたった和
(1879）には彰考館で『大日本史』の編纂 歌があります。
に従事し、夜は私塾の自彊舎へと通いま 「二言を いはぬむかしの もののふの
した。学友と自宅で講義会を開く程熱心
こころにならへ 今の商人」
でしたが、英学に触れて次第に欧化主義
企業家として成功をおさめた井坂の青

秋田の先覚記念室企画コーナー展

井坂直幹と木都能代

年期を知ることによって、この和歌がよ
り深く感じられるのは私だけではないで
しょう。
さて、井坂直幹が秋田に来てからの活
躍についてが本題となるわけですが、こ
の続きについては是非企画コーナー展を
見に来て下さい。
（学芸主事

中村美也子）

明治16年 慶應義塾卒業写真帖
二列目左端が井坂、四人目が福沢諭吉
（慶應義塾大学三田メディアセンター所蔵）

漆塗硯箱
（能代市井坂記念館所蔵）

菅江真澄資料センター企画コーナー展

『勝地臨毫』の世界
７月２日（土）〜８月２１日（日）
『勝地臨毫』は、菅江真澄の著作として
は珍しく、図絵だけで構成された図絵集で
す。
「勝地臨毫」とは、勝地(景色の良い所)
を毫（筆）をもって臨む（かき記す）こと
を表現した言葉で、当時の秋田藩領六郡の
うち､雄勝郡・秋田郡・河辺郡の三郡を計
184図に描いています。これらは、各郡の一
部に限られていますが、地域の景観や文物
などを描くほか、図絵の中に地域の伝承や
歴史的事実なども書き記しています。
真澄が描いた「勝地」には独自の視点が
感じられ、それらを読み解くことは、真澄
が秋田の地にどのような良さを認めたかを
考えることにつながります。また、真澄が
描く景観からは、歴史的・文化的事象を読
み解く多くの素材を引き出すこともできま
す。
今回の展示では、『勝地臨毫』全12冊の
内容と図絵としての特色を明らかにしなが
ら、真澄の著作における『勝地臨毫』の持
つ意味を考えてみます。
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『勝地臨毫雄勝郡六』
泥湯温泉
（湯沢市高松）

『勝地臨毫雄勝郡五』から真澄
自身が削除したとされる図絵の
うち、８枚が「秋田八景画讃」
（当館蔵）として残されていま
す。
院内銀山
（湯沢市院内銀山町）

景観を描くほとんどの図絵で、鳥瞰図の図法を用いています。実際の視点からで
は見るものが限られるため、視点場を上空へと引き上げて、真澄の表現したかった
景観を描いています。その中では、当然のことながら、描写に省略や誇張が起こり
ます。真澄が何を描き､何を描かなかったかを考えることは、真澄がとらえた秋田
の「勝地」を考えることにつながるでしょう。
（学芸主事 松山 修）

学芸ノート がくげいのーと

資料整理の現場から
■資料整理の現場から
資料の整理は、博物館の大事な仕事の一
つです。その資料が、江戸時代の古文書で
あれば、どうしても「くずし字」を解読し
なくてはなりません。"ミミズが這ったよ
うな"とも評される、曲がりくねった書体
を解読するのは、骨の折れる作業です。し
かし、解読しなければ、整理の作業は終わ
りません。
長文の書簡などは、つい飛ばして読みた
くなります。そういうものに限って、最後
まで読まないと趣旨が分からなかったりし
ます。借金証文などは、趣旨は分かり切っ
ていますし、文章も短いですから、わりと
簡単に解読できます。
では、短い文章なら楽かといえば、そう
とも限りません。資料を整理していると、
文字は読めるが、性質が分からない、言語
明瞭、意味不明瞭というような資料に、出
くわすことがあります。

■27字の資料
このあいだ収蔵庫で、写真１のような資
料を見かけました。29.5㎝の正方形の和紙
に、十文字の線を引き、「東西南北」の方
位を書いています。さらに、十文字の交点
に交わる斜線が引かれています。斜線の両
端には、北の方は「出羽国山本郡母体村ノ
内／母体山」、南の方は「出羽国秋田郡／
大平山」と書かれています。母体村は今の
能代市母体、大平山は秋田市の太平山のこ
とでしょう。
書かれた文字は、たったの27字。これだ
けでは、誰が何のために作成したのか、さ
っぱり分かりません。最初に見たときは、
メモ書き程度のものだろうと思いました。
落書きではなさそうです。あるいは何かの
おまじないでしょうか。珍しい資料である
ことは確かです。
こうなると、どうにかして突き止めたい
というのが人情です。このような時は、ま
ず周囲にある関係ありそうな古文書を、手
当たりしだい広げてみます。すると、藩の
役人の往復書簡（写真３）が出てきました｡
それを読むと、次のような事が分かりまし
た。

■定規１本をたまわる
享保４年（1719）11月24日、秋田藩の
役人が幕府勘定奉行の大久保下野守宅に
呼ばれ、十文字を書いた「東西南北筋」
のある紙数枚と、「丈木」（定規）１本
を手渡されました。

ついで、翌年１月１３日には、
山本郡母体山から秋田郡太平山・
藤琴村物見山・津軽領岩木山を見
た方角を、それぞれ上記の紙に記
し、提出するよう命じられました｡
その際、この紙を板に張り付けて､
母体山の頂上で上記３山の方角を
見定めて、「丈木」をあてがって
山の方角に線を引くよう指図があ
りました。この指示に従い、秋田
藩の役人は、享保５年４月、母体
山に登って役目を果たしています｡
写真１の資料は、このとき作成
されたものに違いありません。

写真１

■日本全図のプロジェクト
しかし、まだ分からないのは､
幕府が何のために山の方角を調
査したのかということです。そ
こで、川村博忠著『江戸幕府撰
国絵図の研究』（1984刊、古今
書院）を読んでみると、当時こ
のような調査を命じられたのは
秋田藩だけではありませんでし
写真２．写真１の下部
た。享保３年から５年にかけて､
幕府は全国の大名に、山岳の方
角調査を命じ、同じ規格の十文
字を書いた用紙を配布していた
のです。その目的は、正確な日
本全図をつくることでした。
享保日本図と呼ばれるもので､
徳川吉宗が将軍に就任した翌年､
享保２年から編集がはじまりま
した。以前に諸大名が提出した
国絵図をもとにして、21万6000
分の１の日本図をつくる計画で
した。そのさい、各絵図を無批
判に接合すれば、形がゆがんで
しまいます。ゆがみを補正する
ため、全国の山岳の位置関係を
調査することになったのです。
全国各地の山々に、諸藩の役
写真３．役人の書簡
人が、この紙を持って登る光景
を想像すると、何か滑稽にも思
えますが、このような国家的プロジェク
トが背景にあったのです。
見た目はシンプルな資料ですが、メモ
書きどころか、れっきとした公文書（の
控え）だったことが分かります。まった
く、２７文字だからといっておろそかに
できません。
（学芸主事

新堀 道生）

資料紹介

藁大蛇
由利本荘市のシメナワブチ

写真１．藁大蛇（秋田県立博物館蔵）

写真は、由利本荘市（旧東由利町）土
場沢集落のシメナワブチ（〆縄打ち）に
使われる藁製の大蛇です。この行事は盆
の終わり、毎年８月17日か18日におこな
われてきたもので、集落の出入口にあた
る境の道端三カ所に〆縄を掛け、外から
災難が入り込まないようにとの呪いを目
的としています。この時〆縄は各箇所に
１本ずつ掛けられるのですが、藁大蛇は
三カ所のうち北方の入口にのみ掛け渡さ
れてきました。ほか、二カ所は間道です。
こうした行事は、道切りなどと称され、
道を遮り悪疫などから村を守るため、村
境に設けられ、蛇体を表すのが特徴です。
秋田県内では、由利本荘市域に見られます。
通常、集落への出入り口は同等に扱わ
れるのですが、土場沢では一カ所をとく
に重要に考えているように見えます。こ
れは隣接する高野集落とあわせて、土場

野（どばこや）と呼ばれるように、一つ
の地域結合を表わしていることによるも
のと思われます。すなわち、氏神祭祀を
見ると、高野では山の神を産土神とする
のに対し、土場沢では集落の保呂羽山に
波宇志別神社を祀るとともに、高野の山
の神にも詣るなど、二重の氏子となって
いることなどから高野が本村としての位
置にあることが知れるのです。これにより、
本村との境には藁大蛇を避け、土場高野
の境である、土場沢側の北口のみに掛け
渡されるようになったと考えられるのです。
この藁大蛇の材料は、稲藁がほとんど
であり、他には眼（丸棒の先端を黒塗り
したもの）や舌（ヘラ状に赤く色塗りし
たもの）、尻尾（板を剣先状に削り黒塗
りしたもの）となる板や棒、それに大蛇
の角に見立てた山椒の枝です。
ところで、藁の大蛇には別の視点もあ
ります。それは綱引きです。大仙市刈和
野の大綱引といえば、親綱と子綱（西南
日本では横引綱となる）、雄綱・雌綱の
結合、綱引と勝負が勇壮に行なわれるこ
とで有名です。綱引の分布から見ると秋
田県は、中部九州（熊本県）から東北地
方にかけて認められている小正月綱引の
圏内にあります。これに対し、西南日本
は八月十五夜綱引きの圏内ということに
なります。両者の間には、いくつかのタ
イプ分けがあり、その一つには盆綱引（北
九州・四国・茨城・北陸・山陰等）圏が
あります。なお、朝鮮半島の綱引は南部
の韓国に多く、ジュタルキ（索戦）といい、
正月十五日の行事となっています。農業、
特に水稲耕作と関係深いといわれていて
その内容も刈和野の大綱引などとよく似
ています。韓国では、また旧暦八月十五
日をチュソク（秋夕）とかカウイ（嘉俳）
といって祝うともいい、日本同様、両圏
重なりあうとも言われています。

中国では、旧暦一月十五日が「抜河」（河
の水霊の化身としての綱を抜き取って引
く意という）と称し、綱引が行われてい
ます。
小正月行事がなぜ蛇体なのか、道切り
の蛇体とどう関わるのか、まさに考えて
みたいところです。
十五夜綱引の研究によれば、「月のみ
ちかけと蛇の脱皮は人間ができない再生
現象であり、十五夜綱をこの蛇と見たて
て満月に祈るという延命長寿を目的とす
る健康祈願の祭りの由緒はずいぶん古い
といわねばならない」とし、さらに「・・・
さつま芋・萩などを供えて月を祝うのは、
月が夜霧を打たせ作物をはぐくむ水霊を
管理する力があることへの感謝であり、
採集民、栽培民と月との深い関係をかい
まみさせてくれる」といい、竜蛇出現の
意味を述べています。
（主任専門員 嶋田 忠一）

参考・引用文献
・小野重朗『十五夜綱引の研究』
（1972・慶友社）
・下野敏見『東シナ海文化圏の民俗』
（1989・未来社）

写真２．黒淵地内の峠に
かかるワラのヘビ

昨年度は当館のリニューアルオープンに際しまして多方面から多くのご指導・ご支援を賜り、さらに多くの来館者に恵まれました
ことにこの場を借りまして、厚くお礼申し上げます。
リニューアルオープン２年目の今年度は、多くの方にとってより親しみやすく利用しやすい博物館をめざし、職員一丸となって取
り組む所存でございますので、今後ともご指導・ご支援くださいますようお願い申し上げます。

平成17年度 人事異動
転出職員 〜お世話になりました〜
転入職員 〜よろしくお願いします〜
副館長
北林 強（鷹巣農林高校長へ）
副館長
栗田 久（横手高校教頭から）
総務班長
丹後谷幸一（生涯学習課主幹兼調整・企画班長へ） 総務班長
遠藤茂磨（大館高校事務長から）
主事
飯坂 諭（聾学校主事へ）
主任
船木伸子（秋田地域振興局総務部総務企画課主任から）
技能技師
長澤健三（男鹿海洋高校技能技師へ）
技能主任
夏井順一（男鹿海洋高校技能主任から）
学芸主事
渡部 均（秋田中央高校教諭へ）
主任学芸主事 岸野直彦（秋田県教育センター指導主事から）
学芸主事
糸田和樹（生涯学習課学芸振興班学芸主事へ）
学芸主事
梅津一史（新屋高校教諭から）
非常勤職員
斎藤秀男（退職）
非常勤職員
船木義勝（文化財保護室長から）
非常勤職員
鈴木秀一（退職）
非常勤職員
細部久一（採用）
非常勤職員
柳原 猛（退職）
守衛
島倉順一（採用）
解説員
原田千紘（退職）
解説員
趙 成玉（採用）
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ひとみのひとみ

第１回 工作室

小野謙治さん

例えば「展示室にこんな台が欲しい」と
か、「作業室にこんなものがあれば便利
だな」というとき、どんなものでも作っ
てくれるのが小野謙治さんです。もとも
と金足地区で建具屋を40年以上も営んで
いましたが、第二の人生を歩むために博
物館に勤務し、今年で８年目になります。

ものを作ったり修理するのが小野さん
の仕事ですが、マツクイムシにやられ
た木を伐ったり、館内に生えている山
菜をとって料理方法を教えてくれたり、
稲藁のシベ取りなども手伝ってくれる、
オールマイティな一面も持っています。
子どもの頃から木をつかった物作りを
しているので、自分の生活の中で、「も
う木から離れられない」と小野さんは
言います。「だども、木は嫌だろうな。
木だば俺たち伐られるもんな」と笑っ
ていましたが、使われなくなった木々に、
新しい命をふきこんでもくれる素敵な
仕事です。
「職人のヒヤメコキ一番おっかねえ」
という言葉を教えてもらいました。ヒヤ
メコキは「なまけもの」という意味だそ
うです。常に働いていないと腕がなまっ
てしまうということですが、どんな仕事
にもあてはまる、意味の深い言葉だと思
いました。
（学芸主事 丸谷 仁美）

⑤ 「ユニット折り紙」
折り紙といえば、折り鶴や紙飛行機
などを連想する人が多いと思いますが、
ここで紹介するのは、複数の折り紙を
組み合わせて作るユニット折り紙と呼
ばれているものです。
これは折り紙を折ってユニットを作り、
複数のユニットを組み合わせて１つの
立体的な作品を作ります。数個のユニ
ットで完成するものもあれば、30個以
上のユニットで作り上げる高度な作品
もあります。
ユニットの折り方はそれほど難しく
ありませんが、組み合わせるのに時間
と根気が必要となります。それだけに、
複雑な作品を作り上げた時の喜びはひ
としおで、ユニット折り紙の醍醐味と
言えるでしょう。
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折り紙のユニットを
つくります

ユニットを拡大した
ものです

作業をお願いするときに出す書類です。
総務など各部署で承認された後、作業
にかかります。

この図面が・・・

・・・こうなります。
どこに置いてあるかな？

博物館は予算が限られているので、廃物利用をどんどんして
います。

こんなものも使います
（ソファの肘かけでした）

ここで使用する折り紙は、通常のも
のよりも小さい千羽鶴用の折り紙を使
っています。折り方と組み方が理解で
きたら、いろいろな大きさの紙で作品
を作ってみましょう。小さい作品を作
るときには、ピンセットや爪楊枝があ
ると便利です。新聞紙などで大きい作
品を作るのも楽しいと思います。
また、いろいろなユニット折り紙を
作り、インテリアやアクセサリーに活
用したり、学校などの共同製作の参考
にしてみたらいかがでしょうか？
なお、当館でこのアイテムを使って
みたいと思われる方は、時間に余裕を
持って来館されることをおすすめします。
さもなければ作っている途中で閉館時
間になってしまう可能性があるからです。
（学芸主事 鈴木 秀一）

立て看板。今度は何に生まれか
わるのかな？

Information

７月〜９月の行事案内
７月〜９月の行事案内

７月の行事案内

８月の行事案内

1金
2土

3日
4月
5火
6水
7木
8金

●博物館教室
「真澄に学ぶ教室・昔の本づくり」
●博物館教室
「楽しいしぼり染め」（研究コース）
●博物館教室
「昆虫教室」
休館日
●博物館教室
「楽しいしぼり染め」（中級コース３）
●博物館教室
「楽しいしぼり染め」（中級コース２）
●博物館教室
「楽しいしぼり染め」（中級コース１）
●名誉館長講話
「秋田の先覚とその周辺⑤」

9土
休館日

12 火

18 月
19 火

22 金
23 土
24 日
25 月

7水

休館日

8木

休館日

9金

休館日

10 土

休館日

11 日

休館日
休館日
※教室「真澄購読会」
参加受付開始
（実施日は11/12〜)

7日

15 月

休館日

19 金

●博物館教室
「初歩の鍛金」

29 金

29 月

●博物館教室
「真澄に学ぶ教室・講演会②」
休館日
※教室「初歩の篆刻」
参加受付開始（実施日は11/20)

21 水
22 木

休館日

23 金
24 土

24 水

28 日
●博物館教室
「化石採集①②」
●博物館教室
「竹細工製作教室」
●博物館教室
「アイの生葉で染める」

20 火

23 火

27 土

●名誉館長講話
「菅江真澄からの連想②」
（ジョイナス）

19 月
●博物館教室
「縄文土器を作ろう」

21 日

26 金

16 金

18 日

20 土
22 月

15 木

17 土

17 水

27 水

31 日

●博物館教室
「真澄に学ぶ教室・著作を読む」

16 火

25 木

30 土

14 水

18 木
●名誉館長講話
「秋田の先覚とその周辺⑥」
●博物館教室
「化石採集②」
●博物館教室
「昔のくらし探検隊」
休館日

12 月
13 火

14 日

26 火

28 木

●博物館教室
「楽しいしぼり染め」（研究コース）
休館日
※教室「古文書修復」
参加受付開始
（実施日は10/8・15）

5月

9火

※教室「真澄・講演会②」
参加受付開始(実施日は9/18）
休館日

21 木

4日

6土

13 土

20 水

3土

6火

●博物館教室
「真澄に学ぶ教室・昔の本づくり」

17 日

●名誉館長講話
「菅江真澄からの連想①」
（ジョイナス）

5金

12 金

15 金

2金

4木

11 木

14 木

1木

全館燻蒸消毒のため閉館
（〜9/12）
休館日
休館日

3水

10 水

13 水

16 土

2火

8月

10 日
11 月

1月

９月の行事案内

休館日
※教室「実りの秋植物観察会」
参加受付開始（実施日は10/1）
●博物館教室
「縄文土器を作ろう」
●博物館教室
「楽しいしぼり染め」
（中級コース１，２，３，４）
●博物館教室
「縄文土器を作ろう」

25 日
26 月
●博物館教室
「真澄に学ぶ教室・著作を読む」
●博物館教室
「昆虫教室」
休館日

休館日

27 火
28 水
29 木
30 金

30 火
31 水

特別展・企画展などのお知らせ
◎特別展「いきもの図鑑〜牧野四子吉の世界〜」開展（7/18〜8/28）
◎真澄資料センター企画コーナー展「『勝地臨毫』の世界」（7/2〜8/21）
◎先覚記念室企画コーナー展「井坂直幹と木都能代」（7/20〜9/4）
◎人文展示室展示替えコーナー「土崎空襲関係資料公開」（8/2〜9/30）
◎企画展「石・火山・ひと〜秋田の大地とくらし」（9/17〜11/27）
◎巡回展「菅江真澄展」（美郷町学友館共同展）（9/17〜10/30）
（場所：美郷町学友館）
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