秋田県立博物館ニュース

「開かれた博物館」への問い
館 長

佐々木

義幸

望ましい学校のあり方につ
いては「開かれた学校」といい、
図書館については「開かれた図
書館」といいますから、博物館
については、当然「開かれた博
物館」となるところです。
しかし、誰に対して、どのように開かれているべき
なのか、という問いを通過することなしに「開かれた
○○」というかけ声が交わされるだけであれば、それ
は不毛で滑稽です。
「誰に」という問いの答えは自明です。
県立博物館だ
から県民のためです。しかし、次のように考えれば可
能性が広がります。博物館は「利用者」に対して開かれ
ているべきだということです。立地条件や設置者から
いって本県県民が主たる利用者であることは間違い
ありませんが、他県や外国の人も「潜在的な利用者」で
す。本県に住んでいながらまだ来館したことのない人
も「潜在的利用者」です。
「潜在的利用者」も足を向けた
くなる博物館をめざします。
「どのように」の答えは、無数にあります。実施済み
の答えは、たとえば入館料の無料化です。また、学校の
セカンドスクール的利用の受け入れです。その他、レ
ファレンスサービスの充実、広報・啓発活動の推進、
他機関・施設との連携など、着実に取り組んでいると
ころです。

14６

№

博物館教室「里山の植物観察会」
当館職員が小泉潟公園で里山の植物を観察しなが
ら、どのような特徴があるのかを解説しています。
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特別展紹介

特別展

2008.7.5 ～ 8.24

驚くべき多様性
今日までに人類が発見してきた
地球上の生物は、約 150 万種にも
なるといわれますが、そのうち半
分以上は昆虫で占められます。さ
らに、毎年多くの新種が発見され
続けています。種数の多さから見
れば、地球はまさに「昆虫の惑星」
といえます。地球上に何種の昆虫
が存在するのかを推測するのはき

多様性の中心－熱帯

わめて困難ですが、数千万種と予

昆虫の種数が特に多いのは、熱

想する研究者もいます。

帯、中でも一年中高温多湿な熱帯
雨林です。温帯と比べると、きわ
めて大型の昆虫が生息する、鮮や

秋田の昆虫たち
秋田県内でこれまでに見出され

かな色彩の昆虫が目立つ、などの た昆虫は、約 4500 ～ 5000 種にの
印象があります。しかし実際には ぼります。他県では、約１万種程
ほとんどの昆虫は 1cm より小さく 度という例もありますから、秋田
県の場合は、まだ半分程度しか解
色や形も地味です。
この展示では、熱帯を、アジ

明されていないと思われます。ま

ア熱帯～オーストラリア、中央・ た、最近では、温暖化に伴って分
南アメリカ、アフリカの、３つの 布の北限が北上している昆虫が出
主要な地域に分けて、多くの昆虫 てきましたが、一部の昆虫を除く
を標本で紹介します。いずれも際 とその実態はよくわかっていない
だった特徴を持つ、地域の代表と のが実情です。
この展示では、秋田県の代表的
言える昆虫たちです。
な昆虫の標本を展示するほか、秋
田県で発見された新種や、温暖化
で北上するチョウなどの話題を紹
介します。
（生物部門
展示資料数

秋田の昆虫 約 700 種 2400 個体

クイズコーナー

虫漢字クイズ 標本クイズ

世界の昆虫

梅津一史）

約 400 種 2000 個体

虫雑学クイズ

親子でクイズに挑戦してくれた方には、秋田県立博物館オリジナル昆虫カードを進呈
展示解説

7/5（土）、7/13（日）、7/19（土）、7/27（日）、8/3（日）、8/9（土）、8/16（土）、8/24（日）
解説時間 14:00 ～ 15:00
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申し込み不要

当日開始時刻に企画展示室内においでください。

企画展紹介

「あきた遺産・菅江真澄」
平成20年９月１３日（土）～１１月３日（月・文化の日）

すがえ ますみ

平成 20 年は、菅江真澄が亡くなってから 180 年の節目の年にあたります。
三河生まれの真澄は、約 46 年間異郷を旅し異郷で暮らしながら、数多くの著作を残しま
した。それらは今、江戸時代後期の人々の暮らしを知る記録として、また、歴史的文化的
な拠りどころとなる記録として、たいへん貴重なものとなっています。
真澄の著作は、明治以降広く知られるようになるにつれ、特に秋田では貴重な資料とし
て保存され、
読み続けられてきました。こうした営みは、秋田の誇るべき遺産といえるでしょ
う。
本展示は、これまで大事に保管されてきた真澄の自筆資料を公開するとともに、真澄の
記録が内容的にも「あきた遺産」にふさわしいものであることを県内外に示すものです。
Ⅰ．真澄の旅と記録
菅江真澄の旅の記録と足跡を概観しながら、真澄が記録した有形無形の文化財を紹
介します。
Ⅱ．国と県の文化財
文化財に指定されている「菅江真澄遊覧記」（国重要文化財 89 点、辻兵吉氏蔵）と
「菅江真澄著作」（県指定文化財 46 点、大館市立中央図書館蔵）を、三期に分けて公
開します。二つの資料群が揃って全面的に公開されるのは、当館の没後 170 年遺墨資
料展以来、10 年ぶり二度目となります。
１期／ ９月１３日（土）～ ９月２８日（日）
２期／ ９月３０日（火）～１０月１３日（月・祝日）
３期／１０月１５日（水）～１１月 ３日（月・祝日）

Ⅲ．図絵を読み解く
真澄の描く図絵は、本文を補完的に説
明するなど、著作の大きな特長となって
います。図絵から出題するさまざまなク
イズを通して、真澄が記録した歴史的文
化的な事物や事象を紹介します。

Ⅴ．「あきた遺産」として
明治以降、何種類もの写本が作られた
り、著作が刊行本として出版されたりす
るなど、真澄の記録は多く人々に読まれ
るようになりました。多くの研究者の探
究を通して、秋田のかけがえのない遺産
としての評価がなされてきました。

Ⅳ．生き続ける真澄
真澄の記録の一つに、掛軸や短冊など
といった遺墨資料があります。これらは、
真澄と人々との交流を示すものであり、
旅の実像を知る手がかりにもなっていま
す。書に込められた真澄の思いや願いに
触れます。

Ⅵ．遺産を守り、活かす
真澄の記録は、江戸時代後期における
郷土のありさまを知る記録として、多く
の人に読まれ親しまれてきました。生涯
学習の素材としてばかりではなく、近年
は、地域を活性化させる素材の一つとし
ても取り上げられています。
（菅江真澄資料センター 松山 修）
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秋田の先覚記念室企画コーナー展
ね

もと

つう

めい

根本通明～幕末・維新を駆け抜けた武士学者～
７月１２日（土）～８月２４日（日）

1．
通明の生涯
な問題でした。特に、どう日本語に翻訳
根本通明は易学で知られる漢学者で
するかということです。あらゆる分野
す。文政 5 年（1822）出羽国刈羽野村（大
において、訳語として漢語が頻繁に用
仙市刈和野）に生まれました。藩校明徳
いられました。
「文学」
「哲学」は西周、
館で学び、のち教授する側となり、明徳 「演説」は福沢諭吉、「郵便」は前島密の
館学長までつとめます。武士としても、 造 語と い われ て いま す。科 学・技 術・
戊辰戦争において総軍陣場奉行として
芸術などの重要な語句もこのとき作ら
軍功第一等賞となります。のち上京し、 れています。
その卓越した学問の力で、漢学者として
の地位を確立していきます。そして、明
3．
斯文学会
治 19 年（1886）には、明治天皇御講書始
右大臣岩倉具視は維新後の西洋崇拝
にて御進講という名誉ある役目を果た
の風潮を憂え、明治 13 年
（1880）6 月、谷
します。斯文学会教授、帝国大学文科大
干城・重野安繹らと斯文学会を創設し
学講師、東京学士会院会員、東京帝国大
ます。
この時、通明は斯文学会の文学に
学教授となり、明治 32 年（1899）には、秋
選ばれています。通明はこの斯文学会
田県で初めて博士号を授与されていま
で地位を得ていき、明治 16 年（1883）
、
す。
62 歳で教授となります。
えきがく

でわのくに

ひんぱん

かりわの

はんこう めい とく

にしあまね

まえじまひそか

かん

ぼしん

じんば

ぶぎょう
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しぶん

がっかい
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ごしんこう
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4．
皇族と通明
斯文学会は、有栖川宮熾仁親王を会
長にいただいており、通明は皇族との
関わりも深くなっていきます。これは
「皇統一系」という通明の考え方にもよ
るでしょう。
「華族会館学則取調」や「宮
内省御用掛」
「諸宮様御進講」を務め、
「済寧館講義」となり明治天皇への御講
義を担当することとなりました。そし
て明治 19 年（1886）
1 月 7 日、宮中「講書
始」の儀で『易経』の中から「泰」の卦を
御進講するという栄誉を賜りました。
これは天子と臣下が充分に交流し調和
するさまを示すめでたい卦です。
なお当時は、宮中に参上するときは
洋服というきまりだったのですが、明
治天皇の特別の許しを得て、洋服嫌い
であった通明は羽織袴で通したそうで
す。
ありすがわのみや

通明肖像

たるひと

こうとういっけい

かぞくかいかん

がくそくとりしらべ

ごようがかり

さいねいかん

文学博士の学位記

こうぎ

たい

2．
明治の漢学
幕末の学問といえば漢学でした。武
士道の要である忠義や孝行を説いた儒
学が武士に広まっていました。
明治維新後、漢学・国学・洋学とあっ
た学問が、あっという間に洋学に集中
し、国学や漢学はかなたに追いやられ
てしまったかというと、実はそうでは
ありませんでした。
なぜかというと、全
国から有能の士が集まったとき、方言
が大きな障害となりましたが、漢学の
世界では大きな問題とならなかったか
らです。また、幕末・維新に奔走した全
国諸藩の有為の人々の教養が、漢学に
基礎を置くものであり、いわば共通語
だったからです。
そしてまた、漢語の持つすぐれた造
語力が必要だったからです。外国から
の文化を受け入れるとき、言葉は大き
かなめ

ゆうい

4

か

はかま

5．
通明と東京帝国大学
明治 28 年 (1895) には帝国大学文科
大学講師、翌 29 年
（1896）には文科大学
教授になります。新任式に臨んで、通明
は「東洋の漢学は自分とともに滅ぶ。お
まえ達は私の目の黒いうちに謹んで講
義を聴け」とあいさつしたといいます。
通明は明治 32 年（1899）
、文学博士の
学位を授与されています。秋田県人と
して初めての博士です。なおこの際、論

皇統一系の説

文の提出を求められたのですが、自分
の論文を評価できる者などいないと
断っています。ですから、東京帝国大学
総長の推薦という特別な扱いで学位が
授与されました。
サブタイトルの「武士学者」という言
葉は、単に武士であり学者であったと
いう意味ではありません。武士の精神
を真に持ち続けた学者という意味で
す。刀剣を愛し結髪を通した根本通明
は、その風貌と同様精神的にも終生武
士であり続けました。その生き方を伝
えるのがこの展示のねらいです。
（秋田の先覚記念室 佐々木人美）

菅江真澄資料センター企画コーナー展

錦木雑葉集の世界
６月２７日（金）～８月２０日（水）

展示で取り上げる《錦木雑葉集》は、大館
市立中央図書館が所蔵する真澄自筆本で、
「雑纂」に位置づけられている書冊です。
前半部分は鹿角市にある錦木塚を真澄が訪
ねた際の紀行文で、『菅江真澄全集』（未来
社）では《錦木》として掲載されています。
また、後半部分は青森県津軽半島の図絵が中
心となっており、全集本では《錦木雑葉集》
として掲載されています。そのため、一冊の
書冊としては、全体像をつかみにくくなって
います。
《錦木雑葉集》にある図絵の大部分には説
明書きがないことから、謎解きを要するもの
がたくさんあります。これら、「雑纂」を見
る楽しみ方の一端を紹介します。また、《錦
木雑葉集》（《錦木》を含む）の内容をまる
ごと概観しながら、関係する資料を紹介しま
す。
（菅江真澄資料センター 松山 修）

錦木塚

根雪を売る男たち

文化４年(1807)の錦木塚のようすです。
真澄は、天明５年(1785)の《けふのせば
のの》でも錦木塚周辺を描いています。
違いはあるのでしょうか？

６月１日、青森の湊辺りでは、男
たちが八甲田山の根雪（氷状）を
背負って売り歩いていました。何
に使ったのでしょうか？

資料紹介

石製砲弾～戊辰戦争を伝えるもの～
今から140年前の1868（慶応４・明治元）年、新政府軍と
旧幕府軍とによる戊辰戦争が起こりました。御存知の方も
多いと思いますが、秋田藩は新政府側に与して戊辰戦争に
関わっていきます。その戦争を伝える古文書は県内に多数
存在しますが、戊辰戦争で使用された実物資料の存在はあ
まり多く知られていません。
当館では人文展示室に展示中の資料をはじめとして戊辰
戦争に関わる資料を収蔵していますが、その中に「石製砲
弾」として登録されている資料が２つあります。

写真１「石製弾丸秋田藩代使用」 写真２「戊辰戦争

写真１の大きさは、長径7.3㎝、短径6.0㎝、重さは430gで
す。写真２は、長径7.0㎝、短径6.3㎝、重さは420gです。ま
た、写真１には「石製弾丸秋田藩代使用」、写真２には「戊
辰戦争 秋田藩ノ砲丸」と書かれた貼り紙がつけられていま
す。
どちらも「砲弾」という割には完全な球形ではありません
ので、おそらく自然石でそのまま砲弾として使用できそうな
ものを「砲弾」としたのではないかと考えられます。
伝来の経緯については不明ですが、実戦で使用された砲弾

はほとんど残らないと考えられますし、この２つの
砲弾は使用された痕跡が認められないため、実戦用
に配備したけれども何らかの理由で使用しなかった
ものが残ったのではないかと考えられます。また、
どのような大砲に使用したのかも不明であり、調査
していかなければなりません。今後、県内から戊辰
戦争関連の実物資料が発見されたり、調査が進んだ
りすれば、その実像に迫ることが出来ると考えられ
ます。
いずれにせよ、館蔵の砲弾からは、140年前の秋田
における戊辰戦争を垣間見ることが出来ます。
（歴史部門 石井志徳）
秋田藩ノ砲丸」
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学芸ノート

宿札をめぐる二、三の資料

4月26日から6月22日まで企画展「あ
きたの街道を歩く」を開催しました。
企画展の準備にあたっては、展示のテ
ーマに沿って各地の文化財を調査する
ことになります。その過程で思いもよ
らず、遠く離れた地域の資料が結びつ
くということがよくあります。
企画展では、羽州街道の楢下宿（山
形県上山市）に伝来する宿札７点をお
借りしました。写真１はその一つで、
長さ91㎝、幅24㎝、「九月廿七日 佐
竹右京大夫泊」とあり、秋田藩佐竹氏
が楢下宿に泊まったときの宿札です。
宿札は関札ともいい、大名や貴人が
宿泊・休息するとき、本陣や宿場の入
口に掲げた名札です。
なら

げ

松木家は弘前藩津軽家の参勤交代に
さいして本陣をつとめました。その日
記には、津軽家から宿札を受けとった
記事が、文化８年（1811）以降10件み
られます。それによれば、本隊到着の
5～10日ほど前に「関札役」という役
人が本陣を訪れ、宿泊を予約し、宿札
を交付しています。

やどふだ

せきふだ

◆大名側が作成した
名前の下に「様」などの敬称があり
ません。宿札は、大名側が作成して本
陣に交付するのが通例でした。だから
敬称が無いのです。
写真１の右肩に日付が記されていま
す。よって、使用は一回きり、参勤交
代のたびに毎回作成したと考えられま
す。
では、宿札はいつどのように交付し
たのでしょうか。企画展で展示した横
手市・松木家の本陣日記に記事があり
ました。

◆敬称つきの宿札
同じ楢下宿の宿札の中に「左兵衛様
御宿」と敬称つきのものがあります。
視察にきた幕府の役人、榊原左兵衛の
宿札です。受け入れる藩の側が宿札を
作成したのでしょう。
これには苗字の記載がありません。
この企画展で展示した「駅場方記鑑」
（美郷町学友館蔵）によると、文政４
年（1821）、幕府の国目付丹羽五左衛
門と三浦甚五郎が来秋し、六郷で休息
しました。そこで「五左衛門様御休」
「甚五郎様御休」と書いた宿札を用意
しました。これも苗字がなく、幕府役
人の場合、それが通例だったのかも知
れません。
◆日程が変わったら？
この「駅場方記鑑」の一件では、幕
府の役人が六郷で休息後、川の増水の
ため急遽六郷でそのまま泊まることに
なりました。そのため秋田藩の役人が

写真２
写真1 宿札
（個人蔵）
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花館本陣絵図（当館蔵）

「休」を「宿」に変えた宿札と交換し
ています。
松木家の本陣日記にも、宿泊日程が
変わったため、弘前藩の役人が来て宿
札を修正した事例がみられます。
こうした手間を省くには、日付や「
泊」「休」の表記をしなければよいは
ずです。敢えてそうしなかったのは、
往来の旅人に予定を周知する目的があ
ったからでしょう。実際、某藩と某藩
の家臣が同じ宿場に泊まったとき、争
闘に及んで刃傷沙汰になった事件もあ
ります。そうしたトラブルの回避が、
宿札の一つの役割だったのでしょう。
あらかじめ宿札を掲げておけば、あと
から来た旅人が「敬して遠ざける」こ
とが期待できます。
◆どこに掲げた？
宿札は、本陣と宿場の入口に掲げた
と言われます。じっさい、松木家は津
軽家から毎回２枚の宿札を受けとって
います。
写真２は花館（大仙市）の本陣の絵
図です。門に向かって左側に「御宿札
立」と記されています。
◆近代の宿札
明治に入ると参勤交代は無くなりま
す。当然、宿札も消滅しそうなもので
すが、明治５年（1872）、島義勇が秋
田県権令として赴任するとき、宿所・
休息所へ宿札を掛けるよう、羽州街道
沿いに通達が届いています。文面は「
島権令様御宿」（後発の通達では「秋
田県権令様御宿」）。長さは３尺（約
90㎝）、幅１尺。まるで大名のような
扱いです。もし、この宿札が残ってい
たら、それが県内最後の宿札になるか
も知れません。
（歴史部門 新堀道生）

⑭プチかご作り
今回は、この４月に登場したＮＥＷアイテム、「プチかご
作り」についてご紹介します。
蔓（つる）や籐（とう）などで編むかご作りを、身近な素
材で手軽に楽しめるようにと考えたもので、使用する材料は
新聞紙をしばるときなどに使う紙ひもです。仕上がりは直径
５㎝程の小さなかごですが、全部で約５mの紙ひもが必要と
なります。
作り方は、本格的なかご作りと同様、骨組みとなるタテ芯
に編み材を編み込んでいくもので、底の部分から編み始め、
胴、縁、持ち手と作業を進めていきます。編みやすくするた
めに補助具を使うことや、縁の始末や持ち手の取り付けにボ
ンドを使うことなどで、少しでも簡単にできるよう工夫しま
したが、３m２０㎝の編み材を編み込んでいくには、ある程
度の根気と時間、そしてちょっとした編み方のコツが必要に
なります。したがって、アイテムの中でも上級編ということ
になりますが、それだけに、完成したときの喜びはひとしお
です。
わくわくたんけん室では、作って持ち帰ることのできるア
イテムが人気となっていますが、このアイテムは持ち帰った
後にさらに小物入れなどとして利用することができ、中に入
れるものによって季節感を味わうこともできます。
自分なりにアレンジすることで様々なバリエーションを楽
しむことができる「プチかご作り」、ぜひ一度挑戦してみて
ください。
（わくわくたんけん室 藤原尚彦）

春

夏

秋

冬

平成20年度人事異動
転出者 ～お世話になりました～
・館
長
沢井 範夫（秋田県立図書館館長へ）
・主任専門員
宮本 康男（退職）
・主任学芸主事 古関 直衛（増田高校教頭へ）
・学芸主事
成田 榮樹（大館高校定時制課程教頭へ）
・副 主 幹
真田 郁朗（総務課施設整備室副主幹へ）
・主
査
船木 伸子（畜産試験場主査へ）
・技能主任
安田 良雄（退職）
・非常勤職員
関谷 美子（退職）
・非常勤職員
吉田 文雄（退職）
・解 説 員
吉田 智栄（退職）

転入者 ～よろしくお願いいたします～
・館
長
佐々木義幸（大館工業高校校長より）
・学芸主事
信太 忠夫（男鹿海洋高校教諭より）
・学芸主事
山本 和美（高清水小学校教諭より）
・学芸主事
戸島 毅 （秋田西高校教諭より）
・主
査
伊藤 統子（秋田地域振興局主任より）
・主
任
菊地 尚久（勝平中学校主任より）
・技能主任
高橋 直人（秋田北高校技能主任より）
・非常勤職員 宮本 康男（採用）
・非常勤職員 小玉 麻子（採用）
・解 説 員 佐藤麻衣子（採用）
（平成20年4月1日付）
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平成18年度 展示案内
Information

７月～９月の行事案内

７月の行事予定

８月の行事予定

1 火

1 金

2 水 ●博物館教室「楽しいしぼり染め中級コース４」

2 土

3 木
4 金 ●名誉館長館話「秋田の先覚とその周辺５」

3 日

９月の行事予定
1 月 休館日（9月5日まで全館くん蒸消毒のため）
2 火 休館日

●博物館教室「楽しいしぼり染め研究コース４」

3 水 休館日

◎特別展「昆虫の惑星」展示解説

4 木 休館日

特別展「昆虫の惑星」開展（8月24日まで）

4 月 臨時開館

5 金 休館日

◎特別展「昆虫の惑星」展示解説

5 火

6 土

6 日 ●博物館教室「化石採集会２」

6 水

7 日

7 月 休館日

7 木 ●博物館教室｢縄文土器を作ろう１」

8 月 休館日

8 火

8 金 ●博物館教室｢縄文土器を作ろう２」

9 水

9 土 ◎特別展「昆虫の惑星」展示解説

5 土

10 木

10 日

11 金
12 土
13 日

●博物館教室「ザッコ捕りにいこう」

11 木

●博物館教室「旧奈良家住宅解説会２」

12 金 ●名誉館長館話「菅江真澄からの連想１」

秋田の先覚記念室企画コーナー展

11 月 休館日

「根本通明展」開展（8月24日まで）

12 火

●博物館教室「化石採集会３」

13 水

◎特別展「昆虫の惑星」展示解説

14 木

15 火

16 土 ◎特別展「昆虫の惑星」展示解説
17 日

18 金 ●名誉館長館話「秋田の先覚とその周辺６」

（11月3日まで）
菅江真澄企画コーナー展「真澄の書写本」開展
（11月3日まで）

15 金

17 木

企画展「あきた遺産・菅江真澄」開展

13 土

14 月 休館日
16 水

9 火
10 水

14 日
15 月 敬老の日

●博物館教室「昆虫教室３」

16 火 休館日

●博物館教室「アイの生葉で染める」

17 水

18 月 休館日

18 木

●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会１」

19 火

19 金

◎特別展「昆虫の惑星」展示解説

20 水

20 土

20 日 ●博物館教室「昆虫教室２」

21 木

21 日

21 月 海の日

22 金 ●博物館教室「縄文土器を作ろう３」

22 月 休館日

22 火 休館日

23 土 ●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会２」

23 火 秋分の日

23 水

24 日 ◎特別展「昆虫の惑星」展示解説

24 水

24 木 ●博物館教室「銅板打ち出しのレリーフつくり」

25 月 休館日

25 木

25 金

26 火

26 金 ●名誉館長館話「菅江真澄からの連想２」

26 土

27 水

27 土

19 土

27 日

●博物館教室「竹細工製作教室」

28 木

◎特別展「昆虫の惑星」展示解説

29 金

28 日

●博物館教室「真澄に学ぶ教室」講演会
●博物館教室「里山の植物観察会２」

28 月 休館日

30 土 休館日（9月5日まで全館くん蒸消毒のため）

29 月 休館日

29 火

31 日 休館日

30 火

30 水 ●博物館教室「楽しいしぼり染め中級コース５」

31 水

31 木

●は事前申込が必要です。
○は申込不要です。どなたでも参加できます。

特別展・企画展などのお知らせ
◎特別展「昆虫の惑星」（7/5～8/24）
◎企画展「あきた遺産・菅江真澄」（9/13～11/3)
◎秋田の先覚記念室企画コーナー展「根本通明展」 (7/12～8/24）
◎菅江真澄資料センター企画コーナー展「真澄の書写本」（9/13～11/3）
◎ふるさとまつり広場「楽しいしぼり染め」作品展（7/12～8/10）
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