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いろいろなタネ
写真上段左からクロマツ・ツクバネ・ブナ
写真下段左からハマダイコン・ヒシ・ミズナラ
写真のタネは、自然展示室の可変展示コーナー
「タネ」(展示期間:平成19年10月２日～平成20年
３月30日)でご覧いただけます。
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企画展紹介

秋田の手しごと その弐
平成 19 年 12 月 8 日（土）～平成 20 年 4 月 13 日（日）
開催にあたって
この展示は、本館が収蔵する秋田の
工芸技術資料を紹介するために開催さ
せて頂きます。
このシリーズの１回目は企画展「秋
田の手しごと－針の仕事、ろくろの仕
事、編み組みの仕事－」と題して 2005
年１月 29 日（土）から４月 10 日（日）ま
での期間で開催しました。
ここでは、秋田の手仕事の中から三
つのテーマを選んで紹介しました。一
つめは、だれもが関わった”縫う”とい
う「針」の仕事をとりあげました。二つ
めは、職人たちによる手仕事の中から、
まわして形作る「ロクロ」の仕事をとり
あげました。ロクロの仕事の中には焼
き物作りや木地椀作りがあります。
三つめとして、編み組みの仕事を取
り上げました。自家用に作られる日用
品から、地域特産となって農林業との
兼業で作り出されてきたもの、専門の
職人が作り出した精緻な細工物まで、
編み組みの仕事には、様々な人々が関
わってきました。
今回の企画展「秋田の手しごと そ
の弐－漆工と金工－」では、秋田の塗り
物の技術や金属加工の技術を製品を中
心に紹介します。

秋田の漆工～潤いの漆塗師の技～
漆工では川連塗、能代春慶、角館春
慶、本荘塗、秋田塗、紫塗、生駒塗の他、
村々で木具や片木物、曲げわっぱ等を
塗った名も知らぬ塗師たちの仕事も
紹介したいと考えています。

能代春慶塗（館蔵）
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湯沢市稲川町川連は昔から漆器産
業が盛んで塗り物の産地を形成して
います。
能代春慶も古くからの塗で、能代
市で生産されています。淡黄色で透
明な塗は黄春慶と呼ばれ、すっきり
とした意匠と木肌を生かした美しい
塗が特徴です。
仙北市の角館でも春慶塗が作られ
ました。こちらは春慶塗の中でも赤
みの勝った色調のもので紅春慶と呼
ばれます。角館春慶は、木具膳、片木
膳、三宝、重箱、貝風呂台等のへぎ物
や箱物に透漆を施し春慶塗に仕立て
たものです。
本荘塗は比較的新しい漆器で、特
徴である菊花紋様の沈金彫りは昭和
10 年頃から始まっています。もとも
とこの地域では藩政期から漆の栽培
が奨励されており、家具等が塗られ
ていました。
秋田塗は昭和初期から生産されま
したが、戦後まもなく生産されなく
なりました。色漆を用い、上塗りの漆
が乾かないうちにヘラで模様を描く
という独創的手法で制作されまし
た。銀粉や、細筆を用いたボカシの手
法なども用いられ、油彩画の様な感
触、レリーフの様な立体感を感じさ
せる塗です。
紫塗は大仙市太田出身の漆工家が
大正年代に創始した塗り物です。透
明な紫味を感じさせる暗色の塗りが
特徴です。一代で技法が絶えたため、
製品はあまり遺っていません。
生駒塗は戦後は
じめられた、秋田に
とって新しい漆工
芸 で す。技 術 的 に
は、沖縄を含め国内
の色々な漆器産地
の特性をふまえて、
朱塗の美しさが映
える独自の新しい
感覚の製品を作出
しています。

秋田の金工
金工では、秋田の鍛冶や鋳造、鎚起、
彫金、細金細工などの仕事を紹介しま
す。
金属加工技術の内でも刀剣関係は特
殊な世界なので、刀鍛冶、刀装金工をひ
と括りにして紹介します。羽州住兼広、
正忠、藤原高真、忠秀、柴田果など秋田
の刀工が鍛えた刀、脇差し、短刀を展示
する予定です。秋田の刀装金工では正
阿弥伝兵衛、正阿弥伝内、正阿弥伝七他
の秋田正阿弥派の鍔を中心に紹介しま
す。

鍔（あやめ図透彫）
正阿弥二代伝内作
（館蔵）

刀鍛冶以外の鍛冶は暮らしと、生産
のための鍛冶製品という観点で章立て
して紹介します。百姓が用いた農具や
様々な職人たちが用いた工具、暮らし
の中の切れ刃物類を中心に展示しま
す。
秋田の鋳物はあまり取り上げられる
ことがありませんが、阿部太郎七、石川
龍眠の鉄瓶を紹介したいと思います。
鎚起は金属を打ち出したり打ちしぼ
めたりして形を作る技です。進藤鉄治
は木目銅の素地を打ち出して様々な器
物を作っています。彫金は鏨（たがね）
などの工具を用いて金属浮き彫りにし
たり象嵌（ぞうがん）を施したり毛彫り
を施したりする仕事です。細金細工は
金属の薄板や細線を用いて作る飾りの
仕事で、簪（かんざし）のようなものが
作られましたが、後の時代になると銀
線細工の技術が入り、こちらの方が良
く知られるようになりました。
今回はこれらの一寸昔の秋田の職人
たちの仕事を中心に紹介したいと考え
ています。
秋田の工芸・手しごとに係わる資料
は、常設展示スペースが無いことから、
数年に一度期間限定でしか公開するこ
とが出来ません。興味をお持ちの方は
ぜひお見逃しの無いように博物館まで
足をお運び下さい。
（工芸部門

宮本康男）

「菅江真澄資料センター」企画コーナー展

真澄の旅、岩手と宮城
１０月１３日（土）～１１月２５日（日）

菅江真澄が現在の岩手・宮城の両県を旅
したのは、天明５年(1785)から同８年にか
けてでした。出羽（山形・秋田両県）を
通って青森から蝦夷島（北海道）に向かお
うとした真澄でしたが、善知鳥神社（うと
うじんじゃ・青森市）の御神託に従って、
三年間蝦夷島渡航を待つことになりました
（『外が浜風』の記述）。その間に旅した
ところが当時の盛岡藩領と仙台藩領で、現
在の岩手・宮城両県になります。
三年間の内、天明７年の日記は残ってい
ませんが、天明６年の日記についてはほぼ
一年間を通しての記録が残されており、真
澄自筆本の『かすむ駒形』『はしわの若
葉』『雪の胆沢辺』は、大館市立中央図書
館蔵本として知られています。
展示では、岩手・宮城両県に関わる日記
と図絵集を紹介した上で、各著作の特徴的
な記述にスポットを当てて、関連資料とと
もに紹介します。
（菅江真澄資料センター

松山

一丁表（部分）
雪の胆沢辺（真澄自筆本、大館市立中央図書館蔵）
真澄が胆沢郡で過ごした天明６年冬の日記です。真崎勇助が収集
したこの冊子は、
「明徳館図書章」が捺印されていることから、藩校
明徳館に納められた冊子であることがわかります。しかし、献納の
ために清書されたような跡はなく、歌句に空白が目立ちます。また、
北国の冬のようすが「きのふにひとし」
「きのふのごとし」などの修
飾のない文章で綴られています。

三丁表（部分）

勝地臨毫秋田郡三 （館蔵写本）
『はしわの若葉』では、曹洞宗の古刹・正法寺
（しょうぼうじ・奥州市水沢区）の開祖である無
底良韶（むていりょうしょう）和尚の高弟に無等
良雄（むとうりょうゆう）和尚がいて、その人が、
後醍醐天皇への諫言が聞き入られずに出家した
万里小路藤房（までのこうじふじふさ）卿であっ
たことを記しています。無等良雄和尚のことは、
真澄が秋田に来てから著した『勝地臨毫秋田郡
三』において、補陀寺（ほだじ・秋田市）に関わる
記述としても紹介しています。

修）

菅江真澄資料センター企画コーナー展

随筆と引用書
平成２０年２月２日（土）～３月１６日（日）
菅江真澄には、『筆のまにまに』『久保田
の落ち穂』等の随筆があります。
随筆の項目の多くでは、和漢の書を引用し
たり、真澄自身の旅の経験に基づいたりしな
がら、述べようとする内容の検討やその語源
を探ったりしています。これは、「考証随
筆」と呼ばれるものに類します。
真澄は、『群書一覧』を自ら写して書物に
関する情報を持ち歩いたり（「真隅雑
抄」）、知友から書物を借りたりするなど多
くの書物に触れています。また、秋田に落ち
着くようになってからは、秋田藩校明徳館の
助教・那珂通博らとつながりを持つことに
よって、藩校の蔵書を閲覧したであろうとも
考えられています。こうした書物を参考にし
ながら、真澄は考証をすすめたことになりま
す。
展示では、引用された書物を紹介しなが
ら、真澄がどのように随筆に取り入れている
かを紹介します。

（菅江真澄資料センター

松山

修）

久保田の落ち穂（館蔵）

真隅雑抄（館蔵）
わが国の総合的国書解題の初めといわれる
『群書一覧』（尾崎雅嘉編）から、書名と解題
を抜き書きしたものです。ところどころにその
書に対する真澄自身の覚え書きも見られます。

高階貞房宛書簡（十月九日付、館蔵）
真澄が、知友の秋田藩士・高階貞房（たかはし
さだふさ）に送った書簡で、平鹿郡の地誌編纂中
の文政８年(1825)のものと考えられています。こ
の中で真澄は、『好古小録』『新猿楽記』『古今
著聞集』の借用延長を申し出ています。書物が入
手しにくい時代にあって、知友に書物を借りて、
参考にしたり引用したりしたものと考えられま
す。
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明治天皇の秋田県巡幸について
明治天皇は在位45年の間に92回にわ
たり全国を巡幸しました。その目的は
民情の視察、見学、教育・産業の奨
励、軍事演習の統監等多岐にわたりま
した。
秋田県立博物館分館である旧奈良家住
宅の敷地内にも、明治14年に天皇が巡
幸した際の小休所が移築されていま
す。「小休所」は昭和13年に史跡に指
定されたときの名称である「御小休
所」に基づく表記です。ただし当時の
記録には「御野立所」と書かれている
ものもありますが、ここでは「小休
所」で統一して表記します。この建物
は元は南秋田郡金足村北野（潟上市昭
和大久保）にあり、羽州街道に面して
いました。それが後に奈良家の敷地内
に移築され現在に至っています。来館
されたお客様から「明治天皇はこの建
物にどのくらいの時間いたんです
か？」と質問されることが何度かあり
ます。このページでは明治天皇の秋田
県における巡幸と、北野小休所を訪れ
た9月15日の動向について現在知りうる
ところをご紹介します。
明治14年の明治天皇の巡幸は北海道
に始まり、青森県を通って秋田県に入
りました。県境を越え、秋田県最初の
休憩地である矢立峠御野立所に到着し
たのが9月11日午前10時30分といわれて

北野小休所現状

います。この野立所は北秋田郡扇田村
（大館市比内町扇田）有志によって設
けられたといわれ、当時天皇を本県に
迎えることが県民にとっていかに誉れ
であったのかをうかがわせます。これ
以降の巡幸ルートや宿泊地等は地図で
示しましたのでご覧ください。
さて、明治天皇が北野小休所に立ち
寄った９月15日の行程を概観すると、
宿泊地である一日市村（八郎潟町一日
市）の曹洞宗清源寺を午前７時30分に
出発しました。その後浜井川村（井川
町）下虻川村（潟上市飯田川下虻川）
を経て、大久保村（潟上市昭和大久
保）にはいり、午前８時に大久保村小
休所である臨済宗円福寺に到着し、８
時30分同所を出発しました。ここから
１時間馬車を走らせた後９時30分に北
野小休所に到着したと伝えられていま
長走 矢立峠
白沢
す。大正元年８月に秋田市の升谷勝藏
釈迦内
氏が秋田魁新聞に寄せた明治天皇の巡
川口
長坂
9/11 大舘
幸に関する記録には、北野小休所につ
鷹巣
綴子
荷上場小繋
いて次のように記されています。
鶴形
前山
飛根
9/13 能代
北野■御野立所の■玉座は結構美
9/12
二ッ井
外岡 機織 切石
豊岡金田
を極め、九尺四方の天井を銀の延
森岳
鹿渡
金を用いて張り付けたる等、其の
真坂
一なり。小泉村奈良茂が一手にて
9/14 一日市
新築せし所なり（後略－欠字<■
大久保
で表記>は原文ママ）
大久保北野
9/15 土崎
この天井の銀の延金はのちにアルミ
寺内
八橋
箔張りに変更し現在の状態に到ってい
愛宕町
9/16 ～17 秋田 御所野
ますが、天皇の玉座の畳が一段高くな
大張野
和田
船沢
っている点や、金箔を施した襖の後ろ
9/18 境
峰吉川
大曲
に侍控えの空間があるなど、同時の状
刈和野
神宮寺
六郷
況をよく伺うことができます。
金沢
明治天皇がここを出発した時間につ
9/19 角間川
横手
醍醐
いては記録がありませんが、午前11時
巡幸路
岩崎
にはこの日の宿泊所である土崎の菅家
宿泊地
9/20 湯沢
に到着していることを考えると、30分
昼食場所
相川
9/21
下院内
ほどの滞在の後、再び１時間馬車を走
小休所
矢込沢
らせ土崎に到着したものと推定されま
野立所
す。この後明治天皇は土崎で日本海の
参考文献「明治天皇巡幸記念録」 かなたに遠望する鳥海山を眺めなが
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ら、競舟を展覧したと伝えられていま
す。
明治天皇の巡幸から50年たった昭和
８年、秋田県師範学校長和田喜八郎
は、交通路が未発達で困難な状況の中
での巡幸に対して「誠に恐懼の至りで
あり、まことに感激に堪へぬ次第であ
ります」と秋田放送局の番組の中で述
べ、それゆえ「尚ほ聖蹟の存する各町
村に於ては大切に保存せらるることを
希望いたします」とこれらの史跡保存
の重要性にふれています。和田喜八郎
の放送から、さらに75年を経た平成18
年明治天皇小休所を含む旧奈良家住宅
附属屋は登録有形文化財に指定されま
した。昭和13年史跡に指定されたもの
の、戦後指定解除となったこの建物
は、新たな形で文化財として保存管理
されることとなりました。
（民俗部門

北野小休所跡地

髙橋

正）

学芸ノート

八幡平山頂部の蛾類調査から
「高山植物」という言葉は誰しも知っ
ていますが、高山に生息する生きもの
が存在するのは植物に限ったことでは
ありません。昆虫にも高山特有の種が
あり、例えばチョウならば「高山チョ
ウ」という言い方があります。「高山
蛾」という言葉は普通にはまず聞かな
い言葉ですが、蛾に関心を持つ人には
受け入れられています。
秋田とその周辺の山は、氷期に分布
を広げてきたと思われる高山の生物が
住み着くには、条件がよくありませ
ん。あまり標高が高くないため、気温
が現在より平均で３℃ほども高かった
と言われる縄文時代中期の最温暖期に
は、山頂付近で生き延びていた生物の
なかで絶滅したものも多いと思われま 写真１．矢印で示した場所が調査地点。右は畚岳（もっこだけ 1578.8ｍ）
す。さらに、鳥海山、栗駒山、秋田
しかしながら、八幡平の南にそびえ
山頂部で採集されるのは、その場所
駒ヶ岳、八幡平、森吉山などの高い山
る畚岳（もっこだけ
1578.8ｍ）は粘
で育ったものとは限りません。今回
はいずれも新しい火山で、約１万年前
りけの強い溶岩でできた溶岩ドーム
も、現地には幼虫が食べる植物がな
に終わった最後の氷期にも活発に噴火
で
、
そ
の
急
斜
面
に
は
崩
壊
地
も
あ
り
ま
く、低い場所から上がってきたと思わ
していた山が多くあります。従って、
す。また、畚岳の北側の鞍部は、風衝
れる蛾が多数見られました。また、東
秋田の「高山」にいる蛾は、亜高山の
地となっています。この場所をねらっ
北地方では越冬できず、より温暖な地
上部の崩壊地や、風当たりの強い場所
て
、
筆
者
と
高
橋
雅
彌
氏
（
博
物
館
旧
職
域から長距離を移動してきたと思われ
（＝風衝地）などの森林ではない植物
員、秋田県環境と文化のむら嘱託）の
る蛾も見られました。低地より高所の
群落に生息する種に限られているよう
共同で、一昨年と昨年に調査を行いま
方が長距離移動する蛾が見つかること
です。
した。八幡平山頂部は国立公園の特別
が多いようで、これはまた別の興味深
八幡平山頂の標高1613.3ｍは、秋田
保護地区であり、環境省の許可を得て
い研究課題です。
駒ヶ岳の最高点女目岳の1637.4ｍと大
行った調査です。
山頂部は強風や低温など厳しい気象
した差はないのですが、山頂までアオ
そ
の
結
果
、
東
北
で
は
蔵
王
山
と
秋
田
条件に見舞われることが多く、なかな
モリトドマツの森林に覆われており、
駒ヶ岳でしか知られていなかったクモ
か調査の効率が上がりません。また、
いかにも高山的な秋田駒ヶ岳の山頂部
マウスグロヤガ（写真２
写真は秋田
キボシミスジトガリバのような早春に
とはまったく異なった景観となってい
駒ヶ岳産の個体）が見つかりました。
出現する種は、積雪が障害となって、
ます。秋田駒ヶ岳は、気温の条件から
また、亜高山のダケカンバ林に生息す
これまで発見されなかったと考えられ
見ればアオモリトドマツ林になって然
るキボシミスジトガリバ（写真３）な
ます。
るべきなのですが、急峻な地形と強い
どが秋田県内からは初めて採集された
今回は、日中活動する小さな蛾類ま
風当たりのために森林になれないと考
ほか、県内で３例しか記録のなかった
でははあまり調査が行き届かなかった
えられます。八幡平はなだらかな地形
ヒメシロテンアオヨトウ（写真４）が
ため、まだまだ調査すべき課題が残さ
のため、山頂まで森林が成立できるの
多数飛来するなど、いくつもの新しい
れています。
でしょうが、「高山蛾」の生息には適
発見がありました。
（生物部門 梅津一史）
さないのです。

写真２．クモマウスグロヤガ

写真３．キボシミスジトガリバ

写真４．ヒメシロテンアオヨトウ
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イソバナ

－温暖化の使者？－
－温暖化の使者？－

地球温暖化への警鐘が鳴らされてか
ら久しいのですが、日本に住む私達はそ
の恵まれた自然故に切迫した危機感を
持ち得ないでいます。自然災害の少ない
秋田に住む人々にとってはなおさらで
す。
「琉球列島の珊瑚礁の白化が進行」
「和
歌山沖でテーブル珊瑚が大繁栄」「最近
百年で日本近海の水温が急上昇－秋田
沖を含む日本海中部沖が最大の上げ幅」
これら今年の新聞紙上に載った記事は、
異常な速度で海水温が上昇しているこ
とを示しています。秋田の海はもともと
対馬暖流の影響を受けて、緯度の割に暖
かいので、冷たい海しかない岩手県から
海水浴客が訪れたり、魚種が豊富なこと
から釣り人が全国からやって来たりし
ます。また、その影響は陸地にも及び、寒
冷な気候を和らげてくれています。温暖
化が進めば今より暖かく快適な生活を
送ることができると思っている県民も
多いことでしょう。
今夏、八森海岸等で赤潮の大発生があ
りました。赤潮の正体は、珪藻類、渦鞭毛
藻類などのプランクトンです。渦鞭毛藻
類の一つである夜光虫は、秋田港などで
も砕ける波頭がボウッと光るほど異常

発生していました。原因は、海水温の上
昇と、中国の河川から日本海に流入す
る工業排水等であると考えられていま
す。地図を見ると一目瞭然ですが、太平
洋と比べた日本海は、湖の脇の水溜ま
りのようなものです。入口も出口も狭
い水溜まりの日本海は、外部の環境の
影響を即座に受けてしまいます。
男鹿半島で十数年前に初めて生息が
確認されたイソバナの群生地は、その
もの珍しさ故にニュースが流れた後、
荒らされてしまいました。資料として
紹介している標本は、残骸として海底
に落ちていたものです。今夏、再調査さ
れた群生地は、当時の無惨な姿からの
復興を果たしつつありました。イソバ
ナの自生が、温暖化によるものなのか
否かの判断はできません。博物館の職
員として復活を喜ぶ反面、そんな生き
物が雪国にいていいのかとも思いま
す。温暖化が進んで、ハタハタの代わり
に派手な色の魚が食卓に並ぶのにはや
はり抵抗があります。
県外の友人に「秋田の人は自分の国
の悪口は言うくせに、こっちが秋田の
悪口を言うと、相手にしてくれなくな
る。」と言われたことがあります。全国

を仕事で回る彼は、地元への愛情度で
は、秋田は沖縄に次いで全国二位だと
言い切ります。その「愛」の対象になっ
ている「秋田」は温暖化や都市化が進ん
だ住みよい「秋田」なのでしょうか。必
要なのは「村興し」か「村寝かせ」か、物
言わぬ生き物達は私たちに選択を迫っ
ています。
（生物部門

船木

信一）

イソバナ Melithaea flabellifera
ヤギ目イソバナ科に属する枝状珊瑚
（自然展示室で常設展示）

資料紹介

「概括的唐宋時代観」
～内藤史学ことはじめ～
当博物館の先覚記念室の常設展示に
『東洋文化史研究』
（昭和 11 年、弘文堂）と
いう書物が展示されています。この本の
中に「概括的唐宋時代観」
（大正 11 年、
「歴
史と地理」）という 10 ページ程の論文が
収められています。約 90 年前に発表され
たこの論文が、後の中国史研究に大きな
影響を与えるものとなるのです。
著者は中国史学の泰斗、内藤湖南（虎次

郎）博士です。博士は秋田県鹿角市毛馬
内の出身で、秋田師範学校を卒業後、教
員生活を経て、東京に出て、ジャーナリ
ストとして活躍しました。その後、狩野
亨吉博士（大館市出身）の推薦で、京都大
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学東洋史学講座を担当し京都大学教授
となります。大正 11 年、博士 57 歳の時
に発表された上記の論文は、中国史の時
代区分を考える上で大きな方向性を示
し、内藤史学の大きな特徴を形成するも
のとなります。
博士は従来、あまり注目されてこな
かった唐宋間の変化に注目し、中国の近
世は宋代から始まるとします。その考え
を示したのがこの論文です。要点は次の
ようになります。①貴族制から独裁君主
制への政治体制の変化。②上層庶民（新
興地主）が科挙をとおして政治に直接関
与するようになる。③貨幣の流通が活発
化し経済が発達。④学術や絵画等の文化
面で新傾向が顕著に現れる。
こうした観点から博士は唐王朝と宋
王朝の間には大きな社会的変化がある
とし、それをふまえて時代区分論を展開
します。その概略は、中国の開闢（歴史の
始まり）から後漢までを古代、魏晋南北
朝から唐までを中世、宋代以降を近世と
するもので、内藤史学の中心理論となり
ます。
戦後、唯物史観隆盛の中で時代区分論
が盛んとなり、東京大学の前田直典氏は
唐宋の変化に注目しながらも、宋代以降
を中世とし、また中国の郭末若氏は周王
朝以降を中世とする説を唱えました。

こうした激しい時代区分論争を経た現
在においても、この内藤説はその学術
的意義を失っていないのです。
当博物館では、先覚記念室で内藤湖
南博士の業績を顕彰しています。上記
の論文は、常設展示されている他に、記
念室内の情報資料コーナーにある『内
藤湖南全集』の第八巻にも収められて
おり、いつでもご覧になれます。
「内藤
史学ことはじめ」として湖南博士を知
る手がかりとして利用していただけれ
ば幸いです。
（秋田の先覚記念室

古関

直衛）

作り方はいたってシンプルで、４本の
紙テープをボンドでつなぎ長い１本に
して、あとはひたすら根気強く巻き、端
をボンドで止めてできあがりです。多
くのコマの場合、中心に軸を付ける作
業で苦労することがありますが、この
コマは、軸をスタートにまわりを作っ
ていくので、おのずと軸が中心となり
古くから人々に親しまれてきた玩具
の一つに、みなさんお馴染みの「コマ」 ます。
があります。
「コマ」は、日本のみならず世界の各
地で独特なものが生まれ、実に様々な
形があります。その回し方も指や手の
ひらで回すもの、紐や鞭を使って回す
もの、空中で回すものなど色々です。
コマの材料の紙テープ
時代や国、年齢を問わず楽しまれて
いる「コマ」には、人を夢中にさせる奥
ちなみに、巻き方がゆるいとコマを
深い魅力があるようです。
回したときにほどけてしまうので、最
わくわくたんけん室でも「コマづく
後にきつく締め直すことや、ぶれずに
り」は気軽に取り組めるアイテムとし
きれいに回るために軸が垂直になるよ
て子どもから大人まで幅広く人気があ
うに巻いていくことがコツです。細い
ります。
軸を回しながら巻くには、指先にある
使用する材料は、色画用紙を１㎝幅
程度の力が必要なので、巻きやすいよ
に切った紙テープ４本（うち１本はつ
まようじの軸を付けたもの）です。４本 うに専用の巻き道具も準備してありま
す。
の配色をどのようにするかはおまかせ
です。

⑫コマをつくってあそぶ

専用の巻き道具でテープを巻いていきます

ものづくりの入門編としておすすめ
の「コマづくり」ですが、工夫の仕方に
よっては色々なバリエーションを楽し
むこともできます。ぜひ体験してみてく
ださい。
（わくわくたんけん室

藤原

尚彦）

コマの完成品

甘粛省だより～第３回～
～蘭州市での生活と甘粛省文物考古研究所
での研修の一コマ～
筆者はいま秋田県・甘粛省文化交流事
業の交流員として、同省蘭州市に滞在し
ております。5月18日に到着して以来、甘
粛省文物考古研究所で研修を受けていま
す。
甘粛省の省都・蘭州市は、秋田市から
西へ約3000km、黄河に面する人口約300万
人の都市です。
現地の生活を体験して、まず驚いたの
は食べ物の安さです。牛肉麺が１杯2.5元
（約38円）。桃が５個で3元。かと思う
と、コーヒー１杯30元、ステーキが130元
という店もあり、あまりの格差に再び驚
かされました。住居や人々の服装を見て
も、多様な生活水準の人たちが、ひとつ
の都市に集まって住んでいる印象です。
街は活気にあふれ、景気が良いのか、あ
ちこちで高層マンションやデパートが建
設中です。
甘粛省は、シルクロードと並んで、彩
陶と呼ばれる新石器時代の土器の出土地
として有名です。彩陶は骨董店でも人気
の品で、公園のオブジェにも採用され
る、甘粛省のシンボル的な存在です。

蘭州市中心街
写真後方の川は黄河

研修では、土器の修復作業に参加さ
せてもらうことができました。欠損し
た部分を石膏で埋め、形を整えていき
ます。私にとっては初めての経験でし
た。完成すると所員にチェックしても
らうのですが、最初は何度も直され
て、はじめからやり直すこともしばし
ばでした。
今後、遺跡や博物館の見学、発掘な
どの研修を終えて帰国する予定です。
（秋田県交流員

新堀 道生）

土器修復の研修
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Information

11月～１月の行事案内
11月～１月の行事案内

11月の行事案内

１月の行事案内

12月の行事案内

1 木

1 土

1 火 休館日

2 金 ●名誉館長館話「菅江真澄からの連想」

2 日

2 水 休館日

3 土 文化の日

3 月 休館日

3 木 休館日

4 日

4 火

4 金

5 月 休館日

5 水

5 土

6 火

6 木

6 日

7 水

7 金

7 月 休館日

8 木

企画展「秋田の手しごと その弐」 開展
8 土
（４月13日まで）
●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」

8 火

9 金
10 土 ●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」

9 水 ●博物館教室「ゼロから始めるワラ仕事」第３回
10 木

9 日

11 日 ●博物館教室「石のはんこを彫る」

10 月 休館日

11 金

12 月 休館日

11 火

12 土

13 火

12 水 ●博物館教室「ゼロから始めるワラ仕事」第１回

13 日

14 水

13 木

14 月 成人の日

15 木

14 金

15 火 休館日

16 金 ●名誉館長館話「菅江真澄からの連想」

15 土

16 水 ●博物館教室「ゼロから始めるワラ仕事」第４回

17 土

16 日

17 木

18 日

17 月 休館日

18 金

19 月 休館日

18 火

19 土 ●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」

20 火

19 水 ●博物館教室「ゼロから始めるワラ仕事」第２回

20 日

21 水

20 木

21 月 休館日

22 木

21 金

22 火

23 金 勤労感謝の日

22 土

23 水 ●博物館教室「ゼロから始めるワラ仕事」第５回

24 土

23 日 天皇誕生日

24 木

24 月 振替休日

25 金

25 火 休館日

26 土

26 水

27 日 ●館内ツアー

26 月 休館日

27 木

28 月 休館日

27 火

28 金 臨時開館

29 火

28 水

29 土 休館日

30 水

29 木

30 日 休館日

31 木

30 金 ●名誉館長館話「菅江真澄からの連想」

31 月 休館日

企画展「秋田美・人」 「秋田国体の軌跡」
25 日

閉展
菅江真澄資料センター企画コーナー展
「真澄の旅、岩手と宮城」 閉展

◎冬休み
博物館
いろいろ玉手箱

企画展などのお知らせ
◎企画展「秋田美・人」「秋田国体の軌跡」 (9/8～11/25)
◎企画展「秋田の手しごと その弐」 (12/8～4/13)
◎菅江真澄資料センター企画コーナー展「真澄の旅、岩手と宮城」（10/13～11/25）
〃
「随筆と引用書」 (2/2～3/16)

特別展をのぞいて
入館無料だよ！
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