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企 画 展 紹 介

結婚・出産・お葬式
結婚・出産・お葬式
～道具がかたる人生儀礼のこころ～
平成１９年４月２８日（土）～７月１６日（月）
「人生儀礼」という言葉を、聞き慣れない方も多いでしょう。冠婚葬祭や年祝いなど、生まれて
から死ぬまでの間に経験する節目のことを総称した呼び方で、それらを経験することにより、人は
段階的に成長し、社会に認められるようになっていきます。
社会の価値観の変化や、地域のちがいによって儀礼の行われ方は大きく変化します。人生儀礼は、
地域や、その時代の人々の価値観を映し出す鏡にもなるのです。
展示では、「結婚」「出産」「お葬式」という代表的な３つの儀礼を取り上げ、秋田県内での習
俗をご紹介します。あわせて、それらの儀礼が近代以降どのように変化したか、人々の生き方や意
識がどう変わったのかを考えていきたいと思います。
（民俗部門 丸谷 仁美）

結婚

「嫁さん」

八橋人形

結婚は男性と女性の結びつきであると同時に、家同士の結びつきを意味し、嫁や婿が
今までとは違った社会に迎えられることを意味します。結納で金銭や物品を送ったり、
結婚式で何度もお色直しをするのは、家の力や財力を社会に示す目的も含まれています。
しかし最近では、家同士の結びつきよりも、個人同士の結びつきが重視されるように
なりました。それによって結納が簡素化されたり、仲人を立てずに、２人だけで式を挙
げたりするなど、結婚式の形も変化しています。

つのだる

黒留袖

角樽

打掛
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嫁入り下駄

出産
乳のませ山姥

中山人形

現在のように医療機関が発達していなかった頃は、お産は母子ともに死の危険をとも
なう命がけのものでした。そのため、安産や子育てに関するまじないが儀礼の中には多
く含まれます。無事に産まれても「七歳までは神のうち」と言われ、子どもが独り立ち
するまでは社会全体があたたかく見守り、そして育てていました。
現在ではお産で命を落とすことは少なくなりましたが、命を産み出し、子どもを一人
前に成長させることの難しさはなんら変わることはありません。時代によって儀礼の形
は変化していますが、その中にこめられた親や社会の子どもへの愛情はいつの時代も同
じものなのです。

えなつぼ

胞衣壺
後産を納める壺です。後産も胎児の
一部とされ、大切に扱われました。
昭和２０年頃まで、比較的裕福な家
ではこの壺に後産を入れて人の踏ま
ないところに埋めました。

お葬式

助産・往診用具一式
昭和20～40年頃、助産婦が使用
した道具です。

子どもの着物
子どもの成長にあわせて、着物の
裁ち方が異なります。

背中から魔物が入るとい
う信仰から、子どもの着
物には、背縫いの部分に
お守りをつけるなどの信
仰がありました。

お葬式は、亡くなった人を死後の世界へ送るために行われるものですが、残された人
が死者と決別するための区切りの儀式としても大切な意味を持ちます。秋田県内ではお
葬式のことを「ダミ」と呼び、以前は集落総出でお葬式を作り上げていましたが、最近
では葬祭業者にお葬式の準備を委ねることが多くなりました。もともと死は恐ろしいも
のという考えがある上に、葬祭業者に準備を任せることになると、私たちはますますお
葬式から遠ざかっていきます。しかし亡くなった人への供養の気持ちは、昔も今もかわ
ることはありません。

よこづち

横槌
本来はワラをたたいて柔らかくする道具です。
秋田県内には、１年に２回葬式が続いた家では、
３人目の死者が出ないように、棺の中に横槌を
入れるという風習がありました。これは、横槌
を人の頭に見立てて供養し、３人目があの世に
引き込まれないことを願った習俗と考えられて
います。

こうでんちょう

香奠帳
明治35年11月２日に亡くなられた方の香奠帳です。現在では「香典」という
文字を使いますが、元来は仏教用語で死者の霊前に供える香に代わる金銭のこ
とを「香奠」と呼んでいました。
この資料にはお葬式に参列した人々の名簿や席順、初七日に参列した人の名
簿などが記されています。中でも興味深いのが明治期に香典として人々が持ち
寄ったものが記されている点です。ローソクや線香、金銭等は香典として現在
も使われていますが、煮染め、酢の物、油揚げ、まんじゅう、白玉、うどん、
そうめん、赤飯などいろいろなものを香典として供えていたことがわかります。

香典の中に「そうめん」「せん古」
「まん重」などの文字が見えます。
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資料紹介

見つけよう、

猪

の土製品

今年は十二支の亥年です。その亥年であることを象徴するような出来事が取り上げられ、この正月には兵庫県で
亥、つまり猪にお尻を突かれて怪我をした人の事が話題となりました。
秋田県では現在、猪を見ることはありませんが、縄文時代の貝塚や低湿地遺跡から猪の身体の一部の骨が出土し
ています。今から5500年前の大館市池内遺跡では猪の下顎骨が、今から3500年前の秋田市戸平川遺跡では、猪の歯
や中節骨などが出土し、人と猪が共存していたことが分かっています。
ところで縄文時代には猪が土の造形としても現れ、隣の青森県では、前に突き出す豚鼻や、丸い背を見事に表現
した、縄文時代晩期の一品が出土しています。
秋田県で猪を表現したものがないかと探してみたところ、 秋田市新屋浜貝塚 (3500年前）から出土した土製品
（当館収蔵の鑓野目久米蔵コレクション）に豚鼻を表現したものがありました。また北秋田市伊勢堂岱遺跡（4000
年前）では、丸みをもった背にうり坊の縞を線を引いて表現した、長さ４ｃｍの土製品が出土しています。ただし
二つとも抽象的に表現されていますので、猪である可能性があるだけで、そうだとははっきり言えないものです。
(考古部門 庄内 昭男）

北秋田市伊勢堂岱遺跡出土
かんしゅくしょう

甘粛省だより
第２回
2006年12月26日、甘粛省博物館が
リニューアルオープンしました。新
しい甘粛省博物館は「重厚・優美・
美観・人間性」 の四原則の下に設
計・建設されています。甘粛省の歴
史・自然・文化財の特徴と館蔵資料
の特徴に基づいて構成された「甘粛
シルクロード文明展」、「甘粛彩陶
展」、「甘粛古生物化石展」の３つ
の常設展示室を中心に、各種の企画
展示が行える大小19の展示室があり
ます。総面積13,731.5㎡という広大
な展示面積は、 秋田県立博物館の
展示面積3,620㎡の約3.8倍となりま
す。
展示室には、国宝や国家一級文物
（日本の重要文化財に相当）などが
多数展示されており、甘粛省を代表
する資料であることはもちろんです
が、歴史上重要な意味を持つ中国を
代表する豊富な資料が展示されてい
ます。

人文展示室に展示している動物形土製品

秋田県と甘粛省は、双方の友好交流を促進するために、平成13(2001)年度から双方
とも毎年２名の交流員を派遣することになりました。平成18(2006)年度は博物館から
石井志徳学芸主事が派遣され、甘粛省博物館を中心に７ヶ月間の交流・研修を行いま
した。

そして、それらの重要かつ貴重な
資料の展示効果を高めるために、
音・光・映像などの最新の展示技術
を用いて展示されています。また、
館内各所にタッチパネルの情報検索
コーナーがあり、来館者の利便性を
高める工夫がされています。このよ
うに、リニューアルされた甘粛省博
物館の展示室には、専門的な学術研
究を公開する場としての機能と、来
館者に「楽しみながら学ぶ」場を提
供するという目的を達成するための
さまざまな工夫が施されています。
（歴史部門 石井 志徳）

甘粛シルクロード展示室
（銅車馬儀仗隊）
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秋田市新屋浜貝塚出土

銅奔馬(国宝）

甘粛古生物化石展示室
（マメンチサウルス）

学芸ノート
かのうこうきち

狩野亨吉の葉書
先般、狩野良徳氏より２葉のハガ
キが寄贈されました。良徳氏は狩野
旭峰の直系の曾孫にあたります。い
ずれも旭峰宛で、差出人は１葉が石
川理紀之助であり、もう１葉がこの
狩野亨吉です。
残念ながら消印の年と日が判明し
ませんが、「東京小石川雑司ヶ谷」
という差出人住所から、亨吉が居を
構えていた明治44年から大正８年ま
での間の４月□日のものと考えられ
ます。
先輩諸氏のご協力で、翻刻しこの
ように読み下してみました。内容は
叔父旭峰から贈られた５枚の書に対
する返礼です。資質の上で共通する
ところが多かったといわれる叔父旭
峰と甥亨吉との、交流を窺い知るこ
とができて興味深いものです。秋田
に住む八十の旭峰への、五十前の亨
吉からの便りです。何とも力強く豪
快な筆跡です。

さて、その中で赤い枠の漢字二字
①がどうしても読めませんでした。
はじめは「紹花」と考えました。
「御書五枚慥ニ到着 内弐枚①へ贈
り申候」という文脈から、①には人
物名が入ることになります。そこで
「紹花」という人物を探しましたが
どうしても見つかりません。
そうこうしているうちに、①は
「服蔵」ではないかとの指摘を受け
ました。そういわれると旭峰は「徳
藏」であり、旭峰の兄であり吉田松
陰の松下村塾で版行されたといわれ
る『三策』を著した良知は「深蔵」
です。そこで「服蔵」という人物を
捜しましたが、分かりません。資料
提供者である良徳氏にお願いし探し
てもらいましたが、結局そういう人
物は狩野家関係者にはいないという
ことであり、振り出しに戻ってしま
いました。
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その後、①は亨吉と同時代を生き
た徳富蘆花の「蘆花」ではないかと
の指摘も受けましたが、②を「蘆」
と読むのは無理があると思いますし、
資料の中から亨吉と蘆花との接点を
見つけることはできませんでした。
さらに人名ではなく 地名ではない
かと考え、地名を探ってみましたが
これまた適当なものを見つけられま
せんでした。
ですから、①は今なお謎のままで
す。もう少し丁寧に分かりやすく書
いてくれていれば、というのが正直
な今の感想です。
（秋田の先覚記念室 菅原 明雅）
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狩野亨吉
出身地：大館市
1865（慶応元）年～1942（昭和17）年
日本の科学思想史の開拓者。江戸時代の思
想家・安藤昌益や物理学者・志筑忠雄を発
掘し紹介。第一高等学校長、京都帝国大学
文科大学初代学長を歴任。内藤湖南（鹿角
出身）、幸田露伴ら正規の学歴のない民間
学者を京大に招く。
漱石の朋友であり、夏目漱石作『我輩は猫
である』の苦沙弥先生のモデルと言われる
孤高独自の生き方をした碩学。

①
②
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⑩ 梱包テープを使った籠（かご）作り
東北地方の農閑期に作られていた
籠細工は、秋田県内では「コダシ」
「コダス」「カッコベ」などと呼ばれ
ていました。アケビやヤマブドウ、
マタタビ、竹などで作られるのが一
般的で、こうした自然素材を用いた
籠などは農家が自分たちで使うため
に作ることもありましたが、副業と
して作られることもありました。

できあがり

籠の種類は数多くあり、運搬用と
して背に負う、腰に付ける、天秤で
担ぐなどのほか、馬や牛に負わせる
など運び方や運ぶ物に合わせて形や
大きさもいろいろありました。また
保存の容器として、衣類などを収納
する行李や書類を入れる文箱、蚕を
飼う蚕籠、虫籠や鳥籠などもあり、
地域独特の籠も少なくありませんで
した。

近年は合成樹脂を用いたプラスチ
ック製品の急速な普及や、生活様式
の変化によって実用品としての需要
が少なくなり、民芸品として高価な
ものが売られています。
最近は、そうした民芸品に代わっ
て新たな材料を使用した籠が登場し
ています。梱包テープやクラフトテ
ープを使用したものです。テープの
種類によっていろいろな色合いやさ
まざまな模様を作る楽しみもありま
す。
古くて新しい、今風だけどノスタ
ルジックな籠。あなたも作ってみま
せんか？
（生物部門 鈴木 秀一）

作業風景
こんな道具を使います

県立博物館ミニインタビュー⑥

ひとみのひとみ

第６回 学芸補助
その名のとおり、学芸職員の仕事
のお手伝いをしてくれる人達です。
普段はそれぞれ、「秋田の先覚記念
室」、「菅江真澄資料センター」、
「わくわくたんけん室」にいて、展
示室内を見回ったり、さまざまな仕
事を行ったりします。
学芸補助の仕事は、新聞の整理か
らテープ起こし、博物館教室や展示
の手伝いなど、多岐にわたります。
いつも忙しく動き回っているので、
つかまえるのが大変です。
頼めばなんでもやってくれるので
ついつい仕事を頼みすぎることもし
ばしばあります。いつも学芸職員の
ワガママに振り回されている３人で
すが、いやな顔ひとつせず、手早く
仕事を片づけてくれるので、とても
助けられています。
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展示室前のパネルなども作成します。

美味しいお店を教えてくれたり、
手作りケーキを持ってきてくれたり
学芸補助のみなさんには公私共にお
世話になっている人も多いはず。今
後も博物館の屋台骨をしっかり支え
ていってください。そして私事です
が、また美味しいお店を教えてくだ
さいね。
（民俗部門 丸谷 仁美）

それぞれの仕事風景

イベントダイジェスト
～一年間、こんなことがありました～
～一年間、こんなことがありました～
展示オープニングセレモニー
講演会

名誉館長館話

展示にまつわるお話を講師の先生に 当館名誉館長、新野直吉が秋田の先
していただきました。
覚者や菅江真澄について講演を行います。

ん・・？

ノブく
特別展「熊野信仰と東北」

ハチ公最後の里帰り

博物館教室
冬博おもしろゼミ

開館以来多くの方に参加いただいています。
里山の植物

開
分館附属屋公

冬の間、学芸職員が趣向をこらした教室を開きました。
ハチワークショップ

学芸員の仕事体験

真澄入門教室

昆虫教室
竹細工製作教室

ゼロから始めるワラ細工

たのしいしぼり染め

その他・・今年も
いろいろありました
軒の山吹
熱烈歓迎！

ふるさ
と
遊びに 村からノブ
く
来てく
れたよ んが
！
中国甘粛省からの交流員として、盧燕玲
さんをお迎えしました。

金足地区に伝わっていた
古い風習を再現しました。

文化財防火デーにちなんで、旧奈良家住宅で
防災訓練が行われました。
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展示案内

平成18年度 平成19年度
展示案内

企画展
4月 28日

結婚・出産・お葬式

土

～道具がかたる人生儀礼のこころ～

▼

人生の節目に行われるさまざまな儀礼を
秋田の習俗を中心に紹介します。

7月 16日

特別展

第２回北東北三県共同展

北東北自然史博物館

7月 27日 金

～大地といきものふしぎ旅行～

▼

ニホンオオカミ剥製
北東北三県の博物館が協力して開催します。北東北の
東京大学大学院農学生命
地質と生物の過去から現在まで豊富な資料で紹介します。科学研究科蔵

9月 2日

企画展
9月▼ 8日
11月 25日

秋
田美・人
秋田の風土に育まれた美と人といった観点から、絵画

土

や彫刻・写真などに表現された女性像を紹介します。
同時開催

秋田国体の軌跡

※10 月 22 日 ( 月 ) ～ 26 日 ( 金 ) は全館くん蒸消毒のため休館します。

企画展
12月 8日

秋田の手しごと

土

勝平得之創作版画
秋田県立近代美術館蔵

その弐

今は、あまり見られなくなった秋田の手しごとに
ついてなつかしい資料を展示します。

2008年 ▼

4月 13日

鐔（あやめ図透彫）

菅江真澄資料センター
企画コーナー展

7月14日 ～ 8月26日
地誌拾い読み雄勝郡
10月13日 ～11月25日
真澄の旅、岩手と宮城
2008年 2月 2日 ～ 3月16日
随筆と引用書

秋田の先覚記念室
企画コーナー展

歌人 後藤逸女
～和歌に生きた生涯～

6月23日 ～ 8月 5日

ふるさとまつり広場
鹿島信仰
「楽しい絞り染め」作品展
秋田の小正月
ひな人形・押絵

特別展をのぞいて
入館無料だよ！

5月
7月
12月
2008年 2月

1日 ～ 6月30日
7日 ～ 8月 6日
1日 ～ 1月31日
1日 ～ 4月30日
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