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展 示 紹 介
企画展

石・火山・ひと
～秋田の大地とくらし～

石臼
男鹿石と呼ばれる安山岩でできています。

平成１７年９月１７日（土）～１１月２７日（日）
旧石器時代から、人々は石を使って様々な道具を作り出してきました。
割れ口が鋭い物は獲物を倒すための石器、綺麗な石は磨いて飾り物、大
きな塊は手水鉢や石臼、さらには家の土台、土木工事・・・
石は私たちの暮らしに大切な役割を果たしてきました。
この企画展では、人間の暮らしに関わる石などの地質資料を、それら
を利用した加工品とともに展示します。また、多くの地質資料を生み出
した火山活動などについては、
写真パネルと実資料を交え、
その脅威とめぐみについて紹介します。

北投石
温泉水から沈殿したものです。
ラジウムを含んでおり、放射性があります。

火打ち石
石の部分はめのうという硬い鉱物です。

七輪
ケイソウという生き物の殻が堆積した
珪藻土でできています。

（学芸主事
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展 示 紹 介
企画展

くらしといのり
平成１７年１２月１０日（土）
～平成１８年４月９日（日）
人々はくらしの様々な場面で、神や仏にいのりをささげていま
した。
かつては節目というものを大切にしていたため、季節の移り変
わりや事の始まりや終わりというものを今以上に大切なものと考
えていました。現在でも節供と呼ばれる行事が行われたり、仕事
始めや御用納めという言葉が年末年始には聞かれます。これらは、
神仏を拝むことが日常生活の一部として定着していたことを示し
ていますが、その中には現在も続く行事もあればいまでは行われ
なくなったものもあります。
この展示では、いのりの中で信仰の対象となった神仏の画像を
とおして、そこに人々のどのようないのりの姿があったのかをご
紹介します。

写真は明治6年の暦の表紙です。この年の前年改
暦の勅書が出され、旧暦の明治５年12月３日を
新暦明治６年１月１日とすることが定められま
した。暦の中央に使用者が記したと思われる「太
陽改暦 大小季候毎年無変事」という朱書きが
あります。

テーマ１ 暦と１年のくらし
幕末から昭和までの暦から、旧暦と新暦との違い
や、人々のくらしに与えた影響を考えてみます。
また、１年の風俗屏風に描かれたくらしの様子を
概観します。
＜主な展示資料＞
秋田風俗十二景屏風（前期：12/10～2/2）
風俗図屏風（後期：2/14～4/9）

テーマ２ 初春から夏へ
桃や端午の節供では子供たちの成長を願い、雛人
形や鯉のぼりが飾られました。秋田県内では天神信
仰の盛んな地域も多く、天神様のお祭りの前には天
神人形を買い求める多くの人でにぎわいました。
＜主な展示資料＞
端午節供飾り、鍾馗図、立天神

写真の天神人形は明治29年に製作された人形です。天神様の
人形といえば、八橋人形などの土人形がよく知られています
が、以前は木彫の天神人形も製作されていました。

テーマ３ お盆から冬へ
お盆には先祖の霊を迎えそして送る行事が行われ
ました。お盆が終わると収穫の秋を迎え、田の神に
収穫を感謝し、その年の収穫物を奉納しました。収
穫に感謝する行事のひとつに大黒様のお祭りがあり
ます。この日は床の間に大黒様の掛け軸をかけ、豆
を使った料理や「マッカ大根」と呼ばれる二又に
なった大根を供える行事が行われました。
＜主な展示資料＞
恵比須・大黒図、金神図、注連飾と盆燈籠
この他にも、「いのりと奉納物」というトピック
の展示があります。美術品として絵画を鑑賞すると
ともに、その絵の背後にあった人々のいのりの心に
も思いを寄せていただければ幸いです。
（学芸主事

髙橋

写真の大黒様の掛け軸は
明治４５年土屋秀禾（つち
やしゅうか）によって描か
れました。土屋秀禾は秋田
市の生まれで明治後期から
昭和初期に活躍しました。
小槌を右手に持って二俵の
米俵に乗った大黒様と、米
俵の回りに２匹のネズミが
描かれています。

正）
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展示紹介
菅江真澄資料センター企画コーナー展

真崎文庫にみる真澄

県指定文化財以外の真澄自筆本
『乙随筆』
項目題の「湯 ノ 庄司」の上にある
「筆 ニ 入」と文章の横に引かれた線
（いずれも朱筆）は、随筆『筆のま
にまに』に改写したことを示してい
る。そのことが自筆本である一つの
理由ともなる。

平成17年10月15日（土）～11月27日（日）
大館市立中央図書館が保管する真崎文庫は、明
治から大正にかけての郷土史家・真崎勇助(天保12
年〈1841〉～大正6年〈1917〉)が収集した古文書類
約2,100点、考古資料約6,500点からなる膨大な資料
群です。
真崎勇助は、菅江真澄の遊覧記に刺激されて石
器・器・土器・古文書等を収集するようになった
と、後年になって人に語ったといわれます。それを
物語るかのように、文庫内には真澄関係の資料や、
真澄著作の写文がたくさんあります。
中でも、大館本と通称される「菅江真澄著作」
（県指定文化財46点）は、真澄自筆資料としては大
きな資料群です。これには真澄の初期の紀行文や図
絵集のほか、雑纂や草稿類が含まれていることか
ら、真澄の著作の成り立ちを考える上では貴重なも
のとして評価されています。
真崎文庫には、県指定文化財以外にも真澄の自筆
本や断簡などがあるほか、真崎勇助の写文とはい
え、研究史上重要な記述も少なくありません。
展示では、真澄研究史上における真崎文庫資料の
位置づけなどを踏まえながら、真澄に関連する資料
を紹介します。

錦
木
塚
（
鹿
角
市
）

『錦木』（県指定文化財「菅江真澄著作」のうちの一冊）
資料はいずれも大館市立中央図書館蔵

菅江真澄資料センター企画コーナー展

美郷町資料の紹介
平成18年2月4日（土）～3月12日（日）
美郷町は、六郷町・千畑町・仙南村が合併して
平成16年11月1日に誕生した町です。菅江真澄は、
地誌『月の出羽路仙北郡』の第10巻から第21巻に
かけて美郷町の歴史と文化を記録し、その記録は
後の郷土史研究の大きな拠りどころとなりまし
た。
真澄に惹かれ、真澄の記録に寄り添いながら自
らも郷土史研究に打ち込んだ人物に栗林治郎作
（明治25年〈1892〉～昭和42年〈1967〉）がいま
す。治郎作は、多くの真澄の資料をかき写しまし
た。また、秋田にいた真澄研究の内田武志との交
流を通して、ますます真澄研究に打ち込んでいき
ました。治郎作が所蔵した資料には、真澄自筆の
掛軸のほか、真澄の記録や地域の古文書を写した
貴重な資料が含まれています。
展示では、平成16年秋に美郷町学友館に一括寄
贈された栗林治郎作旧蔵資料を中心として、当館
の所蔵資料などを併せて紹介します。

軸装「花の松嶋」
松島（宮城県）の桜の盛りに、漁舟が島々の間を漕ぎ
めぐるようすを、松島を折句にした歌とともに書いている。
本資料と『さくらがり下』にある「松嶋桜」の記述が、
未発見本『花の松島』の存在理由となっている。同書は、
天明８年(1788)春の紀行文とみられている。
（歌部分）
影ひちて霞のそこにうらうらと波の花さく千松しま山

栗林治郎作による写本
『十曲湖（とわだのうみ）』
書写の昭和３年当時、横手にあった原本を借りて写し
たもの。本文一丁目に捺された３つの印（右から）、真
澄所用印・「明徳館図書章」・「齋藤蔵書」まで精確に
写している。
『十曲湖』の原本は、現在、神戸市立博物館蔵。
資料はいずれも美郷町学友館蔵。

（学芸主事
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松山

修）

学 芸 ノ ー ト がくげいのーと
調査研究の現場から
秋田県の帰化植物の現状とオニハマダイコン
■調査研究の現場から

■秋田県におけるオニハマダイコン

博物館の仕事のひとつとして調査研究があります。自然分
野の植物担当者として、主に秋田県のフロラ（植物相）を解
明するために時間があれば野外へ出かけてデータを集めてい
ます。最近、新しい帰化植物に出会う機会が多くなってきて
います。今年度も調査やいろいろな方に情報を提供していた
だき、キクバスミレやオオカナダモ、ヨモギギクなどが秋田
県に帰化していることがわかりました。

秋田県では1991年、由利本荘市の海岸で初めて確認されて
います。日本への帰化が確認されてから20数年が経過してい
ますが、秋田県の分布状況は2005年10月までの調査によると、
すでに秋田県南端のにかほ市から北端の八森町まで広くみら
れます。

■秋田県の帰化植物の現状
『秋田県植物目録第11版』（藤原陸夫・松田義徳・阿部裕
紀子、2005年４月）によると、帰化植物や植栽植物を含めた
2,748種類が記録されています。帰化植物は、野生の状態で
生育している国外原産とされる植物を、史前帰化植物を除き、
由来等に関わらず一括して扱うと、370種類が確認されてい
ます。帰化植物の情報はフロラの把握だけではなく地域の植
物的自然や環境を理解する上で重要な要素になってきていま
す。
帰化植物が占める割合は、帰化率といわれ、自然撹乱の指
標のひとつとして参考にされています。秋田県全体の帰化率
は、約13%です。秋田県内で帰化率が高い地域は、秋田市な
どの都市部や八郎潟干拓地およびその周辺、雄物川流域など
の大河川や中・小河川流域、主要国道沿い、そして沿岸部で
す。このように、秋田県でも特に身近なところの植物の世界
に国際化の波が急速に押し寄せており、変わってきているの
が現状です。

■日本における
オニハマダイコンの帰化の確認
最近、沿岸部でよく見かけるようになった帰化植物のひと
つにアブラナ科のオニハマダイコンがあります。
浅井康宏氏著書の『緑の侵入者たち～帰化植物のはなし』に
よれば、この植物の侵入がはじめて発見されたのは、1982年
（昭和57年）、新潟県中条町の荒井浜付近です。和名は、「鬼
浜大根」の意味で、同じように海岸に見られる地中海沿岸生
まれの古い帰化植物ハマダイコンよりも多肉質で、怪物然と
した草姿にちなんで名づけられたものです。原産地はヨーロッ
パや北アメリカですが、今回日本へ侵入したものは、おそら
く北アメリカからと考えています、とのことです。
新しい帰化植物の発見は太平洋側で多く、日本海側でとい
うのは珍しいことです。現在では、太平洋側の各地で生育が
確認されています。今年、岩手県三陸町吉浜海岸で見つけま
した。また、『日本の帰化植物』（平凡社）には、1996年北
海道長万部町で撮影された写真が掲載されていますので、短
期間で分布が拡大したことが分かります。

■オニハマダイコンの特徴
オニハマダイコンは１年生の海岸植物です。草丈約50cmで、
根元より数多く枝分れをして大きな株になります。花は夏に
咲きます。秋田で見られる花は記載されているものより小さ
いようです。
オニハマダイコンの成長過程

2005年5月上旬

2005年5月下旬

2005年10月
秋田県男鹿市

果実

この植物の大きな特徴は、写真のように上下２個からなる
果実にあります。果実の上部はほぼ球形で先端部がやや尖っ
ており、下部は円柱形です。内部はコルク質で、中に緑色（乾
燥すると茶褐色になる）の種子が１個ずつ入っています。下
部は上部とは異なり、未発達のままで中に種子がないものも
あります。直径１mほどに枝を広げた株の果実の数は、約
1,100個もありました。この軽いたくさんの果実が風や海流
によって運ばれて、分布するようになったのでしょう。

果実の内部

海水に浮かべた果実

（主任学芸主事

阿部

裕紀子）
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県立博物館ミニインタビュー②

ひとみのひとみ

第２回 解説員
「ねえ、ムシキングって知ってる？」
「知らない」
「ダッセー」
ある日の解説員と小学生との会話です。
この後解説員は家に帰ってムシキングを
調べましたので、もう聞かれても大丈夫
です。
主に展示室の解説を行うことが文字通
り解説員の仕事ですが、博物館に来たお
客様に気持ちよく過ごしていただけるよ
うな環境づくりをすることも大切な仕事
のひとつです。色々な印刷物を整理したり、
展示物に関係する資料を集めて保管したり、

そして当然解説のための勉強もし、お
客様から質問のあったことは情報カー
ドにまとめておきます。
小学生から年配の方まで、博物館に
は毎日さまざまな方がいらっしゃいま
すが、お客様のニーズに応じて解説の
仕方がかわります。そのあたり、解説
員の腕のみせどころです。
博物館にいらっしゃったら、ぜひ解
説員に声をかけてみてください。展示
解説はもちろん、博物館のことは何で
もお答えいたします。
（学芸主事 丸谷 仁美）

解説員のお仕事

受付での案内

解説業務

新聞記事の切り抜き
他館のポスター掲示
解説のために勉強した結果です

その中身

⑥ 「昆虫の目」
昆虫の目は複眼と単眼に分けられ、
多くの昆虫は複眼を持っています。複
眼は数千から数万ほどの個眼からでき
ています。この複眼で昆虫がどのよう
なものの見方をしているのかはまだはっ
きりわかっていません。しかし、人間
の眼が１秒間に30回しか光の点滅をと
らえられないのに対して、例えばハエ
などは１秒間に300回もとらえることが
できます。言いかえると、ハエは私た
ち人間の動きを10倍のスローモーショ
ンで見ていることになります。ハエを
手で捕まえようとしても無理なのはそ
のせいです。また、トンボなどは、個
眼をぐるりと配置することによって、
自分のまわりほぼすべてを一度で見る
ことができます。さらに、個眼の利点
は常にピントが合っていて、私たちの
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ように近くや遠くを見る時にレンズの
厚さを調節する必要がないことです。
私たち人間は、ともするとヒトが最も
優れた生物のように思いがちですが、
眼の機能一つとっても昆虫に勝てない
ことが分かります。地球にいる動物が
約110万種と言われるうち約80万種が昆
虫で、これほど地球の環境に適応して
いる動物はいないといえます。いわば、
地球は「昆虫の惑星」なのです。今回
紹介するアイテム＜昆虫の目＞は複眼
での見え方のモデルの一つを簡単な装
置を使って体験できるようにしたもの
です。あなたもわくわくたんけん室で
昆虫になった気分を味わってみませんか？

わくわくアイテム＜昆虫の目＞

（主任学芸主事 船木 信一）
＜昆虫の目＞での見え方

資料紹介

ア オバハゴロモ

写真１.アオバハゴロモ標本

この写真の虫を見たことがあるでしょ
うか？頭の先から羽の先まで1cm程度、薄
緑色の羽にピンクの縁取りがあります。
セミやウンカなどと同じグループ（半翅目：
同翅亜目）に属し、セミと同様にさまざ
まな樹木の枝に針のような口を刺して木
の汁を吸って暮らしています。おとなし
い虫で、木の枝にじっと止まっています。
等間隔に何匹か並んでいることが多いの
ですが、植物のトゲや葉と紛らわしく見
える効果があるのかもしれません。人が
近づくと、じわじわと横歩きして枝の裏
側に回り込もうとします。植物の一

国 際 博物館の日と行事

『軒の山吹 』 の再現
日本博物館協会が、＜２００５年国際博
物館の日＞の目標として「地域住民の幅
広い参加を得、博物館の存在理由を地域
社会へアピールする機会としたい」を掲
げていたことから、当館も地方博物館と
して何か地域に貢献できる試みがないか
と考えていました。
ところで当館は自然公園の一角にあっ
て２ｋｍ内に日本庭園やリクリエーショ
ン施設、さらに分館としての旧奈良家が
ある環境に立地しており、入館者数も公
園の利用者と関連して増減する傾向があ
ります。そこで当館が地域との連携を高
める上では、こうした環境に目を向けた
展開が大切ではないかという考えにいた
りました。

部に見せかけるからには動くわけにはい
かず、といって危険が迫っているのにじっ
としているわけにもいかない、そんなジ
レンマに悩んだあげく、間をとってじわ
じわ動くことにしたように見えて、つい
同情してしまいます。
さて、秋田県内でこの虫を見たことが
ある人はあまりいないはずです。実は私も、
昨年、県内では初めて見ました。アオバ
ハゴロモは関東以西では庭にもいる普通
の虫ということで、子供向けの図鑑など
にもよく載っています。図鑑には、「本州、
四国、九州、沖縄に分布し、各種の広葉
樹に普通」と書いてありますが、この「本
州」が問題で、必ずしも本州全体にいる
という意味ではありません。図鑑でおな
じみなのに秋田にはいない虫は結構多い
のです。カナブンやタマムシもそうです。
色鮮やかなタマムシは見間違えることは
ないでしょうが、「カナブン」は紛らわ
しいことがあります。明かりに飛んでく
るやや大型で茶色いコガネムシはドウガ
ネブイブイという名で、カナブンとは別
物ですが、これを「カナブン」と呼んで
いることが秋田では多いようです。これ
らの虫について、北限がどこなのか明記
している資料はありません。北限になる

当館は秋田市の金足地区にあります。江戸
時代の紀行家菅江真澄は文化八年（1811）
にこの金足地区を訪れ、『軒の山吹』とい
う紀行文にまとめています。金足の地名の
由来とともに、この地区では旧暦三月二四
日に各家々の軒先に山吹の花と葦に餅をさ
したものを飾る奇習があって、その景色が
不思議で、きれいであったと書いていま
す。江戸時代の豪農の住宅であった奈良家
の北側の丘陵地では、春、八重桜とともに
山吹の花が一面に咲きます。二百年の時を
経てこの金足地区に『軒の山吹』の景色を
再現しようというのが、地域連携として提
示した課題でした。
まずはＪＲ追分駅や追分地区商店街へ花の
飾りつけの依頼をし、花の採集や輸送はボ
ランテイアの人たちの手て紹介させてをか
りて、去る５月６日に実施しました。初め
ての試みでしたが、報道機関に取り上げて
もらうなど、金足地区の人に民俗行事とし

はずの東北地方での分布情報が少なすぎ
るためでしょう。
今年アオバハゴロモを探してみたところ、
にかほ市の数カ所で見つけることができ
ました。このあたりが北限なのかもしれ
ませんが、県内でどのくらいの範囲にい
るものなのかはまだよく分かりません。
昔からいたものなのか、最近北上してき
たのかも分かりません。温暖化にともなっ
て北上する生物が出てきていますが、従
来の分布がよくわからないのではお話し
になりません。北上の実態をつかむため
にも、秋田県付近を北限とする昆虫の分
布調査の必要性を感じます。
（学芸主事 梅津 一史）

写真２．アオバハゴロモ

て紹介させて頂いた意義はあったと思っ
ています。その後は分館の旧奈良家に山
吹を植樹したり、小泉潟自然公園の中に
山吹を移植する活動を行っています。
二百年前菅江真澄がみた景色を再現
し、華やぐ季節の行事として地域に定着
させていきたいものだと思っています。
（主任専門員 庄内 昭男）

＜お知らせ＞
当館の佐々田亨三館長が６月30日付で由利本荘市教育委員会教育長に就任いたしました。それにともない、秋田県教育庁三浦憲一
教育次長が館長事務取扱となっております。前号の印刷に間に合わず、このような時期のお知らせとなりましたことをお詫びいたし
ます。佐々田前館長のますますのご活躍をお祈りいたしております。
秋田県と中国甘粛省との文化交流事業の一環として甘粛省博物館の文博館員・葛雅莉（ぐ
２月３日まで当館で研修しております。

やり）さんが７月４日から平成18年の
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Information

11月～1月の行事案内
１月の行事案内

１２月の行事案内

１１月の行事案内
1火

1木

1 日 休館日

2水

2金

2 月 休館日

3木

3土

3 火 休館日

4日

4水

4金

●名誉館長講話「菅江真澄からの連想⑤」

5 月 休館日

5土

6金

7水

7 月 休館日

7土

8木

8火

8日

9金

9水

●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」
◎企画展「くらしといのり」開展（～4/9）
11 日 ●博物館教室「冬鳥探鳥会」
10 土

10 木
11 金
12 土 ●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」

12 月 休館日
13 火

13 日

14 水

14 月 休館日

15 木

15 火

16 金

16 水

17 土

17 木
18 金

5木

6火

6日

●名誉館長講話「菅江真澄からの連想⑥」

18 日 創立30周年記念式典
19 月 休館日

19 土

20 火

20 日 ●博物館教室「初歩の篆刻(てんこく)」

21 水

21 月 休館日

22 木

22 火

23 金

23 水

24 土

24 木

25 日

25 金

26 月 休館日

26 土

27 火

27 日

28 水 臨時開館日

28 月 休館日

29 木 休館日

29 火

30 金 休館日

30 水

31 土 休館日

◎人文展示室展示替えコーナー
「近代教育史関係資料」（～3/3）

9月
10 火 休館日
11 水
12 木
13 金
14 土
15 日
16 月 休館日
17 火
18 水
19 木
20 金
21 土 ●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」
22 日
23 月 休館日
24 火
25 水
26 木
27 金
28 土
29 日
30 月 休館日
31 火

◎印は申込不要です。どなたでも参加できます。
●印は事前の申込が必要です。

特別展・企画展などのお知らせ
◎企画展「石・火山・ひと～秋田の大地とくらし」（9/17～11/27）
◎企画展「くらしといのり」（12/10～H18/4/9）
◎菅江真澄資料センター企画コーナー展「真崎文庫に見る真澄」（10/15～11/27）
◎菅江真澄資料センター企画コーナー展「美郷町資料の紹介」（H18/2/4～3/12）
◎人文展示室展示替えコーナー「鉄道関係資料公開」（10/1～12/28）
◎自然展示室展示替えコーナー「地衣類ってなあに？」（10/1～H18/3/31)
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