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秋田県立博物館ニュース

入館者数の回復に向けて
館 長

沢井 範夫

13年前、大英博物館を訪れたことがある。
何を見たかはほとんど忘れたが、今でも鮮明に記憶に残ってい
るのは、入館料が無料だったことである。イギリス衰えたりとい
えども、底力を示された想いがした。
無料といえば、当館も無料である。リニューアル・オープンを
した16年度は、約16万人が入館した。昨年度の入館者数は、その
半分の約８万人であった。それにもかかわらず、今年度の目標を
10万人とした。
当館の最大の特徴は、大英博物館のように入館が無料というこ
とである。入館無料を武器に、また、「サービス・スマイル・ス
ピード」さらに「アイデア」の「３Ｓ＆１Ｉ」を合い言葉に、職
員一同、入館者数の増に取り組んでいる。
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展 示 紹 介
特別展
特別展

熊野信仰と東北
～名宝でたどる祈りの歴史～
平成18年9月23日（土）～11月5日（日）
月曜休館
観覧料

ただし10月9日（月）は開館し、翌10日（火）休館

一般300円（250円）、大学・高校生200円（150円）､
小中学生100円（50円） ※（ ）は20名以上の団体料金

主催：秋田県立博物館､東北歴史博物館､ＮＨＫ秋田放送局､ＮＨＫ仙台放送局
秋田魁新報社

国宝 熊野速玉大社古神宝
室町時代 熊野速玉大社蔵
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桐蒔絵手箱

阿弥陀如来坐像御正躰
大永5年(1525)銘 湯沢市・個人蔵
小野寺氏が居城近辺の熊野社に奉納した懸仏です。

熊野信仰と東北

世界遺産・熊野の名宝

紀伊半島南部に鎮座する熊野本宮大社・熊野速玉
大社・熊野那智大社は、熊野三山として古くから信
仰されてきました。特に平安時代、院政期には京都
から上皇・公家らの参詣があいつぎ、また修験道を
奉ずる山伏の聖地として隆盛をきわめました。本展
では、熊野信仰の成り立ち、東北地方におけるその
受容のありかたなどについて、東北各地の名宝はも
とより、熊野三山ゆかりの国宝・重要文化財を含む
約300点の資料を展示します。

平成16年7月、熊野三山をふくむ「紀伊山地
の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されまし
た。今もなお深い森につつまれた霊場は、各時
代の権力者や貴族の崇敬をうけました。そのた
め三山への奉納品や、熊野信仰にまつわる品々
には、美術的、技巧的にすぐれたものが数多く
あります。本展に出品される、後鳥羽天皇の宸
筆になる熊野懐紙や、室町前期の蒔絵手箱は国
宝に指定されています。豊臣秀頼奉納の神額な
ど豪奢な献納品の数々は、熊野三山への篤い信
仰をうかがわせます。

獅子頭 湯沢市・個人蔵
永和2年(1376)の銘をもつ県内最古の獅子頭です。

聖観音菩薩立像
にかほ市・金峰神社に安置される平安時代の仏像です。
総高360㎝を超えるこの大きな観音像を、霊峰・鳥海山の
麓に祀った人々は、何を祈り、何を想ったのでしょうか。

はるかなる信仰の道
源義経が平泉へ落ちのびるとき、熊野から羽黒山
へ向かう山伏を装ったという逸話があります。山伏
は熊野や各地の霊山を行き来して修行しました。ま
た、熊野へは東北からも参詣者が集まり、東北と熊
野は信仰の道で結ばれていたのです。「蟻の熊野
詣」のことわざの通り、熊野三山は貴族から庶民ま
で広く信仰され、熊野信仰の影響は全国に波及しま
す。特に東北・関東地方は熊野信仰が盛んで、全国
にある約3000社の熊野神社の4分の1近くが、東北六
県に集中しています。本県では県南部に覇をとなえ
た小野寺氏も熊野の檀那となり、居城の周囲に熊野
三山の本地仏をかたどった懸仏を安置しました。

熊野観心十界曼荼羅図 秋田市・寶性寺蔵
かつては熊野比丘尼たちが、こうした図絵を携え
て諸国を巡り、人の一生や地獄の様相を説いてま
わりました。

本展に出品される神仏像、番楽面、獅子頭などは、いず
れも古くからつづく伝統文化の奥深さを物語ってくれま
す。この展示が、世界の遺産・熊野をより良く知る機会と
なり、また東北地域の文化の成り立ちを考えるきっかけと
なれば幸いです。なお、本展は東北歴史博物館との共同企
画で開催します。宮城会場の会期は7月29日(土)～9月10日
(日)です。
(学芸主事 新堀 道生)
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企 画 展 紹 介
なんで？科学のクイズ展
～国立科学博物館巡回展～
平成18年6月24日（土）～８月27日（日）
博物館では６月24日（土曜日）から、８月27日（日曜日）まで企画展「なんで？科学のクイズ展」を開
催します。この企画展は国立科学博物館の巡回展で、今まで全国の数カ所で開催されてきました。理科離
れ、科学離れが叫ばれている今、子どもたちに科学本来の楽しさを知ってもらうために企画された展示で
す。展示物は全部で33ありますが、そのどれにも「トリック」や「意外なおどろき」、「ちょっとしたウ
ソ」などが仕掛けられていて、子どもだけでなく、大人も楽しめる展示となっています。
それでは、いくつかのアイテムを紹介しましょう。

急ぐなら直線
一つ目は「急ぐなら直線」というアイテムです。ボールが転がる斜面
のコースが３つあります。一番目はまっすぐな斜面（写真一番右）、あ
との二つは曲線です。この二つは急角度で落ちるジェットコースターの
コースをイメージして下さい。ゴールまで最も距離が短いのはまっすぐ
なコースです。まずはまっすぐなコースと隣の曲線のコースで同時にボ
ールをスタートさせます。果たしてどちらが先にゴールするのか、そし
てその理由はどうしてかちょっと考えてみて下さい。次に角度が同じ曲
線のコースで実験です。一つは一番上から、もう一つはコースの真ん中
あたりからスタートさせてみましょう。距離が短いのは後の方ですが、
果たして結果はどうでしょうか？

光の三原色
二つ目は「新・光の三原色」です。大人は光の三原色というと「青、緑、
赤」と答えることができます。この三つの光を混ぜると白い光になることを
知っています。テレビがこの原理を利用していろいろな色を再現しているこ
とも知っています。色の三原色というのもあります。「シアン（青緑）、マ
ゼンタ（赤紫）、イエロー（黄色）」が色の三原色ですがこれを絵の具で混
ぜると黒になります。では、この三原色を絵の具ではなく、光で混ぜるとど
うなるでしょう。
どちらも展示をみることで疑問は解決します。このようにこどもだけでなく、大人の知的好奇心を
もくすぐるアイテムがまだこのほかにもたくさんあります。

ラジオメーター
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ボールの正規分布

宇宙からみた地球

夏休みの半日、ただ遊ぶだけでもよし、自由研究のヒントにするもよし、この夏は秋田県立博物館の
「なんで？科学のクイズ展」で親子一緒に楽しんでもらえれば幸いです。
期間中の休館日は毎週月曜日ですが、８月１４日（月）は、お盆期間中なので臨時開館します。時間は
午前９時３０分から午後４時３０分までですが、午後は４時までに入館することをおすすめします。入館
料は無料となっておりますので、御家族で是非おいで下さい。
（主任学芸主事 船木信一）
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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
古くから人々の間では、災いを防いだり
、病気を治すためにさまざまなまじないが
行われてきました。真澄は長い旅の中で各
地の習俗について書きとめていますが、中
でも各地で行われていたまじない習俗につ
いて、多くの記述を残しています。
また、真澄は人の長寿を祝ったり、家の
繁栄を願うまじない歌をいくつか残しまし
た。展示では、真澄が記したまじないの習
俗や、まじない歌について紹介し、あわせ
て近世後期のまじない習俗がどのようなも
のであったのか、考えていきたいと思いま
す。
(学芸主事 丸谷仁美）

７月４日（火）～8月20日（日）

『月の出羽路仙北郡二ノ下』
草人形

『男鹿の春風』伊勢詣での家

資料紹介アオスジカミキリ
自然展示室の展示替えコーナーでは、４月１日か
ら10月１日まで、秋田のカミキリムシを展示してい
ます。今までに秋田県内で見つかっているカミキリ
ムシは220種くらいですが、そのうち100種を展示し
ています。このアオスジカミキリの標本も展示して
いますが、この標本にまつわる話を紹介しましょ
う。
アオスジカミキリは、関東以西では普通に見られ
る種で、自動販売機の灯りに飛んでくることもある
そうです。ところが、分布の北限となる秋田県で
は、なかなか見つけることができないカミキリムシ
でした。1979年、にかほ市金浦町の竹島潟で、灯り
に飛んできた１個体が採集されたのが、秋田県での
初記録。しかし、そのあと追加の報告はなかったの
です。
2004年の夏、にかほ市象潟町で昆虫の調査をして
いた私は、たまたま根元の直径が50cmほどもある大
きなネムノキを見つけました。こんな太いネムノキ
はなかなかないな、と思ってよく見ると、幹につい
た傷から樹液が出ていて、タテハチョウや小さな甲
虫が集まっています。一部の枝は枯れていて、直径
１cmくらいの穴がいくつも開いています。カミキリ
ムシが脱出した跡に違いありません。多くの種のカ
ミキリムシの幼虫は幹にトンネルを掘って木を食べ
ていますが、成虫になると表面に穴を開けて脱出し
ます。ネムノキを食べるカミキリムシといえば何だ
ろう？・・・で、思い出したのがアオスジカミキリ

です。もしかしたらここにいるのかもしれません。
夜行性ですから、暗くなってからまた見に来ること
にしました。真夜中に懐中電灯の明かりを頼りにそ
のネムノキを見てみると、小さなクワガタや何種類
かの蛾が樹液を吸っています。その中に混じって、
アオスジカミキリもいたのです。まさか本当にいる
とは思っていなかったので大喜びで採集してきまし
た。それが今展示している標本です。そのとき撮影
した写真もいっしょに展示しました。
ところが、この写真を見た当館の職員のひとりが
言うのです。「ああ、うちのわきのネムノキに夜い
るやつだ。」県内では実に25年ぶりの発見、と喜ん
でいた私がずっこけたのは言うまでもありません。
探し方が悪かった、というわけですね。その職員も
そのムシが何者で、秋田市内にいるということにど
ういう意味があるのかはわからなかったわけです。
でも秋田市内で見つかれば、数十kmも北限が更新さ
れることになります。この夏はぜひお宅におじゃま
させてもらうことにしましょう。今これを読んでい
るあなた、お宅のまわりにこんな虫はいませんでし
たか？
（学芸主事 梅津一史）
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県立博物館ミニインタビュー④
ひとみのひとみ

第４回 機械室

ようやく機械室です

機械室の内部（特別公開）
博物館の中で、ちょっと見つけ
られない場所にあるのが機械室で
またドアが！
す。別に秘密の部屋というわけで
はありません。そこで勤務をして
いるのが、安田さん、根田さん、 このドアを開けると・・
細部さんの３人です。
機械室での大きな仕事は、博物
館内の温度や湿度の管理です。館
内にある大切な資料を永く保存す
左が根田さん，右が安田さんです。 と，細部さんです。
るためには、温度や湿度を一定に
機械室は窓もない奥まったとこ センスを持っていた強者です。３人
たもっておく必要があります。一
日に何度か博物館内を見回って温 ろにありますが、勤務している３ の趣味は三味線弾き、ドライブ、パ
湿度の状態を見たり、台風などで 人はアウトドア派です。自宅で農 チンコだそうですが、誰がどの趣味
停電した場合や、機械が故障した 業をやったり、土崎湊祭の委員長 なのかはここでは内緒にしておきま
（学芸主事 丸谷仁美）
場合にはすぐに対応できるように を経験していたり、スキーのライ す。
準備をしています。

⑨ 「あねさま人形」
ちょっと昔、頭を日本髪に結って暮
らしていた頃のあねさま人形のあそび
は、どちらかというと結髪の工夫があ
そびの中心になっていたようです。主
に和紙素材を用いて様々な髪型の頭を
つくり、それに千代紙などの衣装を着
せてあそんだようです。自分で作るも
のだけではなく、正月の市などではあ
ねさまの頭（かしら）も売られていた
ようです。これらは頭が白紙で作られ
ていて、衣装はなく、胴の串に赤い紙
をだんだら模様に巻き付けただけのも
のであったようです。
戦後間もない頃に少年期を過ごした
年代では、人形あそびには既に洋風の
人形が用いられていました。駄菓子屋
で売っていた着せ替え人形もありまし
た。これは一枚紙に色刷りされた、身
体や、衣装を切り抜いて、様々に着せ
かえてあそぶものでした。戦後世代の
あそびには、あねさま人形はもう見か
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けることはありませんでした。あねさ
ま人形は、女性の日本髪が一般的でな
くなるとともに、次第になくなってい
ったのでしょう。
わくわくたんけん室のあねさま人形
は、栞型のものです。
和紙であねさま人形の日本髪を結う
ことが出来るためには、日本髪の種類
や結髪の方法をよく知っている必要が
ありますが、これを現代の人に求める
のには無理があります。そこで、髪型
を作るのは省略して、着物の組み合わ
せを工夫してあそぶことに主眼を置い
たあねさまを提案してみたのです。
まず、頭部と身体部分（ボデー）は
画用紙に印刷したものを切り抜いて用
います。鋏が使えない人のためには切
り抜いたものもあります。それぞれ、
切禿、稚児髷（唐輪髷）、娘髪の三つ
のイメージの頭が準備されています。
作る人はまずボデーを選びます。次
に着物にする千代紙を選び、襦袢にす
る千代紙を着物との映りを見ながら選
びます。最後に帯と帯締めにする千代
紙を決めます。映りを考えながら千代
紙を選び始めると、自分や子供の着物
を選ぶような気分になり、夢中になっ
てしまいます。あとはマニュアルに沿
って着せ付けると簡単にできあがりま
す。幾つも作ってみたくなる、かわい
いあねさま人形です。
（主任専門員

宮本康男）

学 芸 ノ ート がくげいのーと
植物標本整理ボランティア活動と植物標本庫の国際登録
当館の友の会は平成６年に設立
され、翌年、友の会活動のひとつ
として植物標本整理ボランティア
が発足しました。
活動は週１回（10:00～12:00）
です。平成17年度の活動日数は42
日、９人で延べ人数244人でした。
当館には、寄贈していただいた
り、収集したりした維管束植物標
本が約９万点あります。ボランテ
ィアの方には、台紙に貼付、カー
ド記入、標本棚に整理して納める
などをしてもらっています。現在
約５万点が整理済みです。
数年前から、カード記入されて
いるデータをデジタル化し始めま
したが、かなり滞っていました。
今年は、人数も10人に増えたので
この部分もボランティアの方にお
願いしました。
植物への理解を深めるために、
月１回、春から秋は野外観察を行
っており、友の会主催の観察会の
お世話もしています。冬季間は標
本を用いた研修会などを行ってい
ます。

活動の様子

植物標本を保持している植物標
本庫は、国際植物分類学連盟に登
録を行い、標本の交換や貸出しを
行っています。
登録された植物標本庫は、目録
『Index Herbariorum』に掲載さ
れます。現在は第８版（1990年）
が出版されています。また登録さ
れた標本庫は、アメリカにあるニ
ューヨーク市立植物園が管理して
いるウェブサイトで公開されてい
ます。世界168ヵ国、3,293の標本
庫（第８版より526館追加）、
10,060の研究者が登録されていま
す。日本では、大学や博物館、研
究所などの植物標本庫61が登録さ
れています。住所や担当者、標本
点数、主なコレクションなどを調
べることができます。

オオアカウキクサAzolla
japonica(アカウキクサ科）も同
様に絶滅種として扱われていま
す。1982年の標本が当館と国立
科学博物館にありますが、以降
生育が確認できないためです。
しかし、2004年秋田県男鹿市で
発見されました。クレソンにつ
いて移入したようです。自生種
か外来種かは、不明です。
さらに、ボランティアの方が
持ってきた不明の植物は、国立
科学博物館より寄贈された参考
標本を調べて、ワタリミヤコグ
サLotus glaber(マメ科）である
ことがわかりました。植物の世
界も国際交流がとても盛んです
外国から入ってくる速度は早く
国内で発行されている図鑑では
わからないことも多いので、実
物の標本はとても参考になりま
す。
これからも、ボランティアの
方の協力を得ながら植物標本庫
を整理し、充実させ、情報を発
当館の標本箱
信していく予定です。
当館の植物標本庫は、2006年３月に
（主任学芸主事 阿部裕紀子）
登録されました。国際略号はＡＫＰＭ
です。当館の植物標本庫には、日本各
地の他、韓国、東南アジア、ロシアな
どの標本があります。秋田県内に生育
している植物については、ほとんどの
種類の標本があり、そのいくつかを紹
介します。
1955年作製のマツムシソウScabiosa
japonica(マツムシソウ科）の標本が
あります。県内では長期間にわたり生
育が確認されていませんので、秋田県 1977年７月
のレッドデータブックでは絶滅種とし 群馬県浅間山で撮影
マツムシソウ
て扱われています。

平成18年度人事異動
転出職員～お世話になりました～
副館長
主査
解説員
解説員
解説員

栗田
久（角館南高校長へ）
児玉 雅彦（五城目高校主査へ）
菅原香寿美（退職）
武田真由美（退職）
三浦由華子（退職）

転入職員～よろしくお願いします～
館長
副館長
副主幹
主任学芸主事
解説員
解説員
解説員

沢井
嶋田
真田
菅原
田畑
斎藤
加藤

範夫（生涯学習課長から）
忠一（主任専門員（兼）教育普及班長から）
郁朗（保健体育課副主幹から）
明雅（大館鳳鳴高校教諭から）
涼子（採用）
希美（採用）
結希（採用）
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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
1 土 ●博物館教室「化石採集」
●博物館教室
2 日
「楽しいしぼり染め研究コース」
3 月 休館日
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」開展
4 火
（８月20日まで）
●博物館教室
「楽しいしぼり染め中級コース③」
●博物館教室
5 水
「楽しいしぼり染め中級コース②」
●博物館教室
6 木
「楽しいしぼり染め中級コース①」
●名誉館長館話
7 金
「秋田の先覚とその周辺」
8 土
9 日

９月の行事案内

８月の行事案内
人文展示室展示替えコーナー
「土崎空襲」開展(９月30日まで)
●博物館教室
2 水 「楽しいしぼり染め中級コース
①～④」
3 木
1 火

11 火
12 水
13 木
14 金
15 土 ●博物館教室「化石採集」
16 日 ●博物館教室「昆虫教室」
17 月 海の日
18 火 休館日
19 水
20 木
●名誉館長館話
「秋田の先覚とその周辺」
22 土 ●博物館教室「化石採集会」
21 金

6 水

7 月 休館日
9 水 ●博物館教室「縄文土器を作ろう」

11 月
12 火

12 土

14 木

13 日

15 金

14 月 臨時開館

16 土

15 火

17 日

16 水

18 月 敬老の日

17 木

19 火 休館日

18 金

20 水

19 土

21 木

菅江真澄資料センター
企画コーナー展
20 日
「まじないとねがいごとの諸相」閉展
●博物館教室「昆虫教室」
21 月 休館日

25 火

24 木

26 水

25 金

29 火

31 月 休館日

30 水

●名誉館長館話
「菅江真澄からの連想」

秋分の日
23 土 特別展 「熊野信仰と東北」開展
（11月５日まで）
25 月 休館日
26 火
27 水

企画展
「なんで？科学のクイズ展」 閉展

28 月 休館日

30 日 ●博物館教室「アイの生葉で染める」

22 金

24 日

26 土
27 日

●博物館教室
「真澄に学ぶ教室・真澄入門教室」

9 土

13 水

23 水 ●博物館教室「縄文土器を作ろう」

29 土

8 金

11 金

22 火

28 金

7 木 全館くんじょう消毒のため休館

10 日

8 火

24 月 休館日

●博物館教室
「銅板打ち出しのレリーフつくり」

4 月 休館日
5 火

23 日 ●博物館教室「竹細工製作教室」

27 木

3 日

5 土
●博物館教室
「楽しいしぼり染め研究コース」
6 日
●博物館教室
「奈良家住宅附属屋特別公開」

●名誉館長館話
「菅江真澄からの連想」

2 土

4 金

10 木 ●博物館教室「縄文土器を作ろう」

10 月 休館日

1 金

28 木
29 金
人文展示室展示替えコーナー
30 土 「土崎空襲」閉展
●博物館教室「里山の植物」

31 木

特別展・企画展などのお知らせ
◎企画展「なんで？科学のクイズ展」（6/24～8/27）
◎特別展「熊野信仰と東北 －名宝でたどる祈りの歴史－」 (9/23～11/5)
◎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」（7/4～8/20）
◎人文展示室展示替えコーナー「土崎空襲」（8/1～9/30）
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