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News
秋田県立博物館ニュース

雪の博物館
機械棟屋根の除雪作業。記録的な豪雪により、職員総出で除雪
にあたりました。

目

30th

Anniversary

139

№

次

｢雪の博物館～職員総出での除雪作業～｣・目次…P.1
特集「開館30周年をむかえて」………………P.2～3
企画展紹介
秋田の先覚記念室・菅江真澄資料センター
開設十周年記念展……P.4～5
学芸ノート「中国・甘粛省博物館との交流」……P.6
ミニインタビュー第３回「総務班」……………P.7
わくわくたんけん室レポート第７回……………P.7
平成18年度展示案内………………………………P.8

「秋田県立博物館開館30周年を迎えて」
～30周年記念式典と冬博おもしろゼミ～
秋田県立博物館長事務取扱
秋田県教育庁教育次長
三浦憲一

秋田県立博物館は昭和42年第２次
秋田県総合開発計画に盛り込まれた建
設計画に基づき準備が進められ、昭和
47年３月に、全国的に知られた「秋田
県立綜合博物館設立基本構想」が作成
されました。そこでは、郷土学が当館
の基礎となるべきことを示すとともに
「研究の綜合化と郷土学の体系化」に
向けて活動することが述べられていま
す。このように、基本構想に基づく建
設の方法とともに、建築などのハード
面の設計よりも展示などのソフト面を
優先する方法は秋田方式といわれてい
ます。こうして昭和50年５月には、県
民待望の「郷土秋田を学ぶ施設」、ま
た当時の言葉を借りると「生涯教育実
践の場」として、自然環境に恵まれ、
後に県立小泉潟公園となるこの金足鳰
崎の地に開館しました。

■250万人を超える入館者と
ともに
以来30年、特別展・地域展・東北

展をはじめ各種の企画展・巡回展のほ
か、講演会やさまざまな博物館教室な
ど、多様な機能と活動に裏打ちされた
生涯学習・学校教育に役立つ情報を数
多く発信し、この間、実に251万人を
超える多くの方々に広く利用されてき
たところです。

■「秋田の先覚記念室」「菅江真
澄資料センター」の開設
その後、社会情勢の変化に対応した
見直しが行われ、昭和61年には「秋田
県総合発展計画後期実施計画」の中に
「県立文化施設の整備拡充」「博物館
の展示改善」が盛り込まれました。こ
れは当博物館にとっては機能拡充であ
り、平成８年度に増築設置された「秋
田の先覚記念室」「菅江真澄資料セン
ター」がその具体化でした。この事業
にあたっても菅江真澄研究会の方々を
はじめ県内外の構想委員の方々の御尽
力がありました。改めて感謝申し上げ
ます。

■「ＮＭＰ２１」事業に基づく
リニューアルオープン
次いで平成９年からは「ＮＭＰ
（ニューミュージアムプラン）２１」
事業が始まりました。これは２１世紀
を生きる、新しい博物館を目指した展
示改編事業で、平成14年度から２年間
にわたる改修工事の後に一昨年４月に
リニューアルオープンしました。各展
示室の一新と共に、学習の場を創設す
る参加体験型の「わくわくたんけん
室」の新設や施設のバリアフリー化な
どその機能をより充実させ新たな総合
博物館として生まれ変わりました。お
かげさまで昨年度は、開館時の24万
2624人に次ぐ、16万3266人という多数
の入館者を迎えることができました。
この事業においても県内外の関係者か
らの御指導・御協力を得ることができ
ました。改めて深く感謝申し上げま
す。

開館30周年記念式典と記念講演会

三浦憲一教育次長の式辞

小野寺清教育長の祝辞

記念講演「防御性集落とその時代～前九年・後三年の合戦前夜と
その時代～」に熱心に耳を傾ける聴衆。東北の古代史研究の第一
線で活躍される講師による貴重な講演でした。
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これまで博物館のさまざまな活動を支え
て下さった「友の会」と博物館ボランテ
ィア「アイリスの会」の活動に対して感
謝状を贈りました。

記念講演講師
東北歴史博物館長

工藤雅樹氏

館内ツアー
～普段は見られない
博物館の内部を案内します～

竪穴住居の冬じたく
～展示をしてみませんか～

■「魅力ある博物館」を目指して

■「冬博おもしろゼミ」の開催

当博物館は、県内外の多くの関係者
をはじめ、特に博物館友の会や博物館
ボランティア「アイリスの会」などの
良き理解者の御支援と御協力、また御
利用いただいた県民をはじめとする多
くのみなさまに支えられてこの30年を
歩んで参りました。
今日、激変する環境の変化の中で今
後の博物館の新たな取り組みや問題、
課題も多く、少子高齢化・ＩＴ化・指
定管理者制度・県財政の逼迫等のただ
中を歩むことになり、団塊世代の大量
退職や全国有数の高齢社会をむかえる
中で、これまで以上に、創意・工夫を
凝らすとともに、県民にとって必要不
可欠な施設となるよう、「対話と連
携」のもと、身近で分かりやすい、魅
力ある博物館づくりに館員一同更に努
力を重ねてまいる所存です。

博物館では「対話と連携」を具体的
にする事業の一環として、さらには開
館30周年を記念して、平成17年11月13
日から平成18年２月26日まで、全17回
の「開館30周年記念・冬博おもしろゼ
ミ」を開催いたしました。普段は見ら
れない博物館の内部を紹介する「館内
ツアー」や実際に展示作業を体験する
「竪穴住居の冬じたく」など、学芸職
員が直接来館者と接する機会をより多
くつくることがねらいでした。それに
より職員にとっては新たな課題やアイ
デアの発見につながり、また参加した
皆さんにとっては職員の日ごろの活動
や博物館のしくみなどをより具体的に
知ることができたと思います。おかげ
で、どの講座も好評のようで、冬場の
交通事情の悪い中ご来館いただいた皆
様には感謝申し上げます。

帰化植物について
～オニハマダイコンの果実を数えてみ
ませんか～

チョウとガ～何が違うか～

終わりに、30周年を節目として、更
に県民の期待・ニーズに応えられる生
涯学習施設として、充実発展させてい
きたいと思います。
つきましては、今後とも、関係各位
のなお一層の御指導と御支援を心から
お願い申し上げます。

懐かしの映画上映

近世を歩く
～「足栗毛」に見る羽州街道～

秋田の古銭・乾拓づくり

展示室のモノを見る
～仏像をよく見てみよう～
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企 画 展 紹 介 秋田の先覚記念室・菅江真
<展示の開催にあたって>
秋田の先覚記念室と菅江真澄資料センターは、秋田県立博物館内に増設・設置され、平成８年４月１日にオー
プンしました。この２つの施設が開設十周年を迎えたことを記念し、企画展を開催します。本展では、県内外に
両施設とその活動をあらためて知っていただくとともに、十年間を振り返りながら、これからの両施設のあり方
を考えていく契機にしたいと思います。

菅江真澄資料センター

「真澄の肖像～旅人・うた人・くすし～」
真澄はこれまで、紀行家・遊歴文人・漂泊の文人などと表現されたり、紹介され
たりしてきました。また、柳田国男が「真澄遊覧記」を高く評価したことから、民
俗学の先駆者としても見なされてきました。そのため、真澄が記録した土地、モ
ノ、人物などの追究が、真澄研究の大きな分野として扱われてきています。
一方で、菅江真澄資料センターを訪れる多くの来館者からは、「真澄って何者な
んですか。旅の費用はどうしたんですか」という質問が出されてきました。簡単な
問いですが、答えるには難しすぎる問題です。
今回の展示では、真澄を旅人・うた人・くすし（医者）の三つの面からとらえ
て、旅の生活を支えた知識と職能の広さを紹介します。
真澄自身のことを考えてみることによって、真澄をより身近に感じていただけれ
ば幸いです。

■旅人

■うた人

■くすし（医者）

真澄の記録の特色は、旅の中で多く
のことに着目し、他の地域と比較しな
がら記述したり、彩色図絵を描いたり
したことにあります。ありふれた場景
であっても、真澄の視点から光をあ
て、それらを記録しました。
真澄は、旅先で旅の記録を披露し、
時には書写させたりもしています。真
澄自身が旅の喜怒哀楽を人々に語った
りもしたことでしょう。旅の経験が次
の旅を生み、その連続が47年に及ぶ真
澄の旅になったのです。

真澄の日記には、多くの歌が詠み
込まれています。これはとりもなおさ
ず、真澄の生活の中心が詠歌であった
ことを意味します。
真澄が、地方の文人たちと歌の贈答
をしたり、歌会に参加したりしたとこ
ろから考えても、真澄の旅は、各地の
文人たちとのつながりの中で続けられ
たことが想像されます。
真澄の歌の習練は、人々との歌の交
流や読書などを通じて常に行われてい
ました。真澄は生涯を通じて、学ぶ者
としての姿勢を持ち続けました。

真澄の旅を支えた経済的な一面とし
て、くすしとしての技能を見逃すこと
はできません。
真澄の本草家としての評価は、弘前
藩国日記の記述が示すところですが、
真澄には薬草を採取したり栽培したり
する技能や技術だけではなく、患者を
診察し、病気にあった薬を調合する
「くすし（医者）」としての技能もあ
りました。
（学芸主事

松山

修）
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『奥の冬ごもり』（大館市立中央図書館蔵）
菊池成章が真澄の紀行文５冊を返却するの
に際し、歌を添えてきたことを記していま
す。この中には、未発見本である『牧のな
つくさ』『千引のいし』が含まれていま
す。成章は、真澄が下北半島で交流した盛
岡藩の給人です。

4

千島の磯（二冊）（大館市立中央図書館蔵）
寛政４年(1792)の松前における日記です。
全編にわたって歌会や歌の贈答のことが書
かれており、その中からは700近い真澄の歌
を拾い出すことができます。歌会の中心と
なっていたのが、藩主松前道広の継母で、
蠣崎波響の実母である松前文子です。

『花のいではぢ松藤日記』（個人蔵）
本来表紙裏に使われていた断簡を装幀し直
したものです。真澄が病気を見立て、その
病気に合ったくすりを調合して金銭を得て
いたという事実がわかります。書かれてい
る地名は、現在の大館市内のものです。

澄資料センター開設十周年記念展
平成18年４月22日（土）～６月18日（日）同時開催

秋田の先覚記念室

「明治文学と秋田～後藤宙外の文壇回顧録～」
明治の日本では急激な社会変化のもと、それまでの伝統的な文学とは違う新し
い文学が盛んになりました。明治文壇が形成され、秋田県からも多くの文学者が
輩出されました。その一人である後藤宙外の約四千点に及ぶ資料の中から、明治
の文学者たち文壇の交流に関する貴重な資料を中心に公開・紹介します。そして
明治に生きた後藤宙外と彼を取りまく人々を通して、明治という時代と秋田の文
学について考えてみます。
『明治文壇回顧録』
（岡倉書房発行 昭
和11）と後藤宙外

■『明治文壇回顧録』の人物紹介
後藤宙外は昭和8(1933)年～10(1935)
年にかけて「明治文壇回顧録」を「芸
術殿」に連載し、これが昭和11(1936)
年5月に岡倉書房から刊行されました。
明治時代を生きた宙外のこの記録の大
半が、当時の雑誌や手紙をもとにして
いるために、明治文学史を多彩に証言
した一級資料と評されています。例え
ば流行作家であった尾崎紅葉について
は次のように書いています。
「紅葉氏が何事にせよ、一旦関係したら、
尋常人の及ばざる熱心と執着を持つ人で、
所謂凝性の人であつた」

■展示のポイント

日本近代文学館所蔵
左から尾崎紅葉，巖谷小波，石橋思案

また、
「食物は肉類、その他濃厚なものを好ま
れ、西洋料理を特に嗜食されたかに考え
る。（中略）唯なかなか珍物を好まれ、容
易ならぬ悪食家であつたことは忘れられな
い。極たまにだけゆく私達さへ、支那の友
人から到来したとかいふ、鶏卵の泥溝漬見
たやうなものや、何しろ豆腐を塩辛に漬け
たかとも思はれる「プウニュウ」などとい
ふ変妙な物をお裾分に預つて呑むことも吐
くこともならず、目を白黒した経験がある

位だから、一斑を以て全豹を知るべしで
ある。
衣装その他の色彩の好みに就いて語ら
れた事があつた。単色よりは間色を好
み、間色の中にも茶がかつたものがすき
であると云はれていた。事実からから見
て、特に晩年は、帽子を始め、持物から
衣服まで、茶系統のものを多く用ひられ
たやうに記憶する。」（『明治文壇回顧
録』より抜粋）

宙外の人間味にあふれた紹介文か
らは、「『金色夜叉』の作者で言文一
致に取り組んだ明治の流行作家」と受
験勉強で覚えるような味気ない人物像
とは違い、「凝り性でグルメ、ファッ
ションにも気を使う」人物像が浮きあ
がってきます。また、資料をみると美
しく流れるような文字で、また時には
しゃれっ気のある葉書を宙外に送って
います。活字の文学作品だけでは感じ
取れないものが自筆の資料からは見え
てきます。
今回の展示では、このように文学史
上の人物について少し違った角度から
紹介しています。
近代文学史上の人物をもっと身近に
感じてもらえたら、古くて難しいとい
う印象の明治の文学全集にもちょっと
手がのびるのではないでしょうか。

�拡
よ大
跡み
お人
ふの
月さ
夜く
紅から
葉な
�

後藤宙外に贈られた
尾崎紅葉自筆の扇子
女性の絵は梶田半古筆
（個人蔵）

（学芸主事

中村

美也子）

紅独
葉特
のの
書文
簡字
�が
個美
人し
蔵い
�
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学 芸 ノ ー ト がくげいのーと
中国・甘粛省博物館との交流
「冬博おもしろゼミ」
甘粛省博物館の話
～交流員・葛雅莉さんに聞こう～

■交流事業の経緯

■文化交流員・葛雅莉さんの研修

■交流員の感想

1982年（昭和57年）に秋田県と中国
甘粛省との間で友好提携を結び、2001
年（平成13年）には、秋田県と甘粛省
との間で文化交流を推進していくため
の協議書に調印しました。これを受け
て、双方の間で合同発掘調査の実施や
幅広い視野に立った文化交流事業を積
極的に推進していくことになりまし
た。そして2001年（平成13年）から
は、相互に毎年２名程度の交流員を派
遣しあい、県立博物館や県埋蔵文化財
センターなどを中心に研修や情報交換
等を行うことにしました。

文化交流員として来日した葛雅莉さ
んは甘粛省博物館の文博助理館員で、
同博物館で主に文化財管理（中国全国
の文化財資料等のデータベース化）の
仕事を担当しています。交流期間は、
平成17年７月４日から平成18年２月３
日までの約７ヶ月間でした。
この７か月間に行われた研修につい
て紹介します。研修内容は主に５つに
分かれています。
県立博物館での研修は、展示手法や
展示技術に関すること、来館者の案内
の仕方、資料管理の方法と資料のデー
タ整理の方法などを研修しました。
県民との文化交流として、県内の
小・中・高等学校を訪れ，中国文化の
紹介や書道の指導、料理教室などを行
いました。また、県民講座での講演を
行ったり、県内各伝統行事へも参加し
ました。
甘粛省博物館では行わない遺跡発掘
調査も体験しました。大館市釈迦内遺
跡の発掘調査に同行したり、県埋蔵文
化財センター・払田柵跡調査事務所で
出土資料の整理作業や資料に関する研
修を行いました。
県内各文化財施設、関東・関西方面
の各国立博物館、文化財施設、研究所
等の見学などの視察研修も行いまし
た。
また、日本語の語学研修も行いまし
た。来日当初は、日常会話にも苦労し
たようですが、帰国直前には、通訳無
しで話ができるほどになりました。語
学の習得に向けての努力には頭の下が
る思いがします。

最後に葛雅莉さんの秋田での研修を
終えるにあたっての感想を紹介しま
す。
「秋田は四季の変化がはっきりしてい
ます。甘粛省と違って雨がとても多く
緑が豊かです。美しい景色や、やさし
く親しみやすい人々に深い印象を受け
ました。研修では、博物館の展示作業
や資料の保存方法、調査研究などを行
い、新しい技術や知識を身につけるこ
とができました。具体的には、和綴本
の製作、古文書の修復作業、展示室の
温度や湿度の測定、縄文土器の製作な
どを行いました。また、県内各地の伝
統的な祭りや行事への参加や見学がで
き、私の一生に素晴らしい思い出を残
すことができました。」
葛さんはこのような感想を残してく
れましたが、私たち博物館職員はもち
ろん、多くの県民の皆さまにも、多く
の思い出を残し、中国文化の一端を紹
介してくれたのではないかと考えてい
ます。

「和綴本」の製作に挑戦。

博物館の自然展示室で展示手法の研修。

（主任学芸主事
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直彦）

羽後町の明通小学校で、餃子作り教室を行
いました。小学生も大満足の一日だったよ
うです。

初めての発掘現場。写真左が葛
交流員。

埋蔵文化財センターでの研修で、ちょっ
と一休みしています。写真手前右が埋蔵
文化財センターの張交流員、写真左手前
が葛交流員。

岸野

明徳館高校で行った中国
文化の紹介の一コマ。

潟西中学校での書道の指導。写真中央が葛交流員。

県立博物館ミニインタビュー③

ひとみのひとみ
今総務班長が一番努力していること
は、みんなから愛される博物館作りを
することです。限られた予算の中で、
質を落とさず、県民のみなさまの要望
にできるだけこたえていくことは、博
物館に勤める職員みんなで考えていか
なければいけない一番大切な問題で
す。展示や新たな企画を考えるのは学
芸部門の職員ですが、予算や交渉事な
どは総務で行います。お互いにうまく
かみあいながら、仕事をすすめること
がよりよい博物館作りになることと思
います。

第３回 総務班

総務班の仕事風景

仕事の種類はたくさんありますが、ど
の仕事場にも必ずある部門が総務で
す。会計や人事に関すること、建物の
管理や雪かきの采配まで、総務がなけ
ればどの職場も成りたたないほど、大
切な役目を担っています。
現在の総務班長は今年度から博物館
に来ました。今まで20年以上、県内ほ
ぼ全域の高校で総務の仕事をしてきた
大ベテランです。総務の仕事の内容は
変わりませんが、入学式や卒業式、さ
まざまな行事などが博物館になく、季
節感や躍動感を感じることが少ないこ
とが物足りないそうです。

毎日とても忙しい総務班長ですが、
休日の趣味はゴルフだそうです。しか
し、それはどうも表向きで、実は秘密
の趣味があるということでした。博物
館にいらっしゃったら、館内を巡回し
ている総務班長から秘密の趣味を是非
聞き出してみてください。教えてもら
えるかな？
（学芸主事

総務班の主査です。
この方も身長が182㎝
もあります。
総務班長です。なんと身
長は187㎝もあります。

総務班長の机は，足の長さに合
わせて机の足にゲタをはかせ、
“上げ底”にしています。

丸谷

仁美）

総務班の技能主任で
す。主に博物館の庁
用車の運転などをし
ています。

麻の葉たたみ

⑦「和紙のたたみ染め」
和紙をきれいな模様に染めます。
和紙をたたんで染料に浸して染める
と、面白い模様ができます。いろいろ
な色を組み合わせて染めると、花のよ
うなきれいな模様になります。
先ず和紙を用意します。和紙を使う
のは水をよく吸い込むのと、濡れても
破れにくいからです。しかし、本当の
和紙はとても高価なので、遊びに使う
のは少々もったいないかもしれませ
ん。そこで、ホームセンターなどで
売っている安価な障子紙を利用しま
す。これは、安価で良く染まります。
しかし、中には水の染み込み難いもの
もあるので、要注意です。
次に和紙をたたみますが、たたみ方
が大切です。必ず扇子や屏風のように
折り返しながら折ります。巻き込むよ
うにたたむと、うまく色が染みていき
ません。できるだけ重なるところが少
ないほど、模様がきれいに出ます。ま
た、きちんと丁寧に同じ形になるよう
たたみます。さもないと、模様が大き

くなったり小さくなったりして、そろ
わなくなります。
たたみ方はいろいろあります。直角
二等辺三角形が一番簡単で、次に正三
角形、最も難しいのが日本伝統の麻の
葉模様のたたみ方です。
たたんだ和紙は、板にはさんで輪ゴ
ムで締め付けて染めます。
和紙染めに用いる染料は特別なもの
です。和紙のような植物繊維に対して
は染料が着き難いため、乾くと耐水力
のある特別な糊を加えた染料を使いま
す。色の付け方や組み合わせは、見本
を参考にして工夫するのが便利です。
染めた後、開いて乾かして完成で
す。どんな模様になったかと考えなが
ら開くときは、心臓の鼓動が高くなり
ます。
できあがった染め紙の使い道は多種多
様です。ブックカバーにしたり、紙箱
に貼ったり、折り紙にしても、とても
美麗です。小さな切れ端も捨てないで
貼り混ぜにすると、素敵なしおりがで
きたりします。もったいないからと、
しまい込まないで、どんどん使い方を
工夫して利用しましょう。

正三角形たたみ

直角二等辺三角形たたみ

（主任専門員

宮本

康男）
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平成18年度

企画展
4月22日

展示案内
秋田の先覚記念室
菅江真澄資料センター

開設十周年記念展

「明治文学と秋田～後藤宙外の文壇回顧録～」
明治文学者 後藤宙外の関係資料から、文学者たちの交流
に関する貴重な資料を中心に紹介します。

▼

6月18日

企画展
6月24日
▼

8月27日

特別展
9月23日
▼

11月5日

「真澄の肖像～旅人・うた人・くすし～」
菅江真澄を、旅人・うた人・くすし（医者）の三点から
とらえ、長い旅を支えた知識と技能を紹介します。

なんで？科学のクイズ展
－国立科学博物館巡回展－

「アサガオのつるのまき方は南半球ではちがうのかな？」「雪の結晶は何
角形かな？」など自然科学や数学などのアイテムを使い、発見の喜びを感
じることができます。

熊野信仰と東北
－名宝でたどる祈りの歴史－
熊野信仰の成り立ちや、東北地方の関わりなどについ
て、ゆかりの名宝をとおして紹介します。今なお東北
地方の風土・文化に深く根付いている熊野信仰にあら
ためて注目し、今に受け継がれる先人たちの心を感じ
とっていただきたいと願っています。
熊野観心十界曼荼羅図[寳性寺(秋田市)蔵]

企画展
11月18日
2007年

▼

4月15日

収蔵資料展
各部門共同の展示です。
普段は、展示していない珍しい資料、
貴重な資料などを紹介しています。

菅江真澄資料センター
企画コーナー展

まじないとねがいごとの諸相 7月4日火 ～ 8月20日
真澄の歌枕探訪
10月7日 ～11月26日
2007年 2月6日火 ～ 3月25日
真澄をめぐる出版史
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