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展示予告

平成23年４月23日（土）〜６月19日（日）
映画は、「時代を映す鏡」だといわれています。この度の企画展「まち
の映画館〜ポスターでたどる銀幕の名作〜」では、アニメ・時代劇・特
撮・主演者別のポスター等を展示します。
アニメでは『鉄腕アトム』や『宇宙戦艦ヤマト』、時代劇では『水戸黄
門』や『忠臣蔵』、特撮では『ゴジラ』や『モスラ』等のポスターを展示
します。
主演者別では、渥美清の『男はつらいよ』を第1作目〜最終作の第48作
目まですべてを展示します。また、吉永小百合の『キューポラのある街』
や『夢千代日記』、石原裕次郎の『銀座の恋の物語』等を展示します。
展示するポスターは、昭和 30 年代以降のものが中心になります。特に
昭和 30 年代は、第二次世界大戦の敗戦から復興をとげ、高度経済成長の
中で人々の娯楽に映画の比重が大きくなった時期にあたります。その当時
見たことのある映画のポスターを通して、おじいさんやおばあさん、お父
さんやお母さん、そして、まだその映画を見たことのないお子さんも、ポ
スターから当時の様子を感じて、家族語らいの話題にしてみてはいかがで
しょうか。

昭和の遊び道具とおもちゃ

今回の展示は、映画のポスターが主になり
ますが、その映画が上映された当時、流行し
ていたおもちゃ等も合わせて展示します。
昭和 30 年代ではホッピング・シャボン玉
象さん、昭和 40 年代ではリカちゃん人形・
仮面ライダーの変身ベルト・ベルサイユのば
らの漫画単行本、昭和 50 年代では東北上越
新幹線開業記念の新幹線のおもちゃ・キン肉
マンの消しゴム等です。
懐かしのおもちゃや遊んだことのあるおも
ちゃを通して、映画のポスターとともに思い
出に浸ってみてはいかがでしょうか。
展示開催は４月下旬からになりますので、
お花見やゴールデンウイークのお出かけに合
わせて、博物館へもご来館ください。
（民俗部門
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深浦真人）

小坂町・康楽館で使用した35ミリ映写機

（小坂町立総合博物館郷土館蔵）

展示報告

平成22年11月20日（土）〜平成23年４月10日（日）

企画展

新着・収蔵資料展
秋田県立博物館の収蔵資料は、昭和50年（1975）の開館時と比較すると、35年を経て約５倍にまで増加し
約15万点となりました。平成16年（2004）にリニューアルされた人文・自然の常設展示では以前にくらべて
数倍の資料が展示されていますが、収蔵資料の増加という土台の上にそれが実現したと言えます。
これまでの資料の充実において、個人などからの寄付が寄与した部分はたいへん大きく、予算面の厳しさ
が増すなか、その比重はますます増しています。博物館への御理解、御協力に対し、深く感謝を申し上げます。
今回の「新着・収蔵資料展」では、最近数年間の新着資料を中心に、展示の機会が少なかった資料などを
紹介しました。すぐにも常設展示に出せるものもあれば、研究目的の性格が強くて展示向きではない資料も
あります。また、企画展のテーマに合わないため展示の機会がなかなか巡ってこない資料もあります。この
展示はこうした資料のお披露目の機会として企画したもので、あわせて当館の資料収集活動そのものについ
ても紹介しました。ここでは、約 800点の展示資料の中から、特に目を引く資料を紹介します。

クマゲラの営巣木

パプア・ニューギニアの民具・装身具

日本最大のキツツキであるクマゲラ（国指定天然
記念物）は、本州ではブナの大木に巣を作ります。
その巣は木が弱って枯れ始めると塒（ねぐら）など
に利用され、やがて朽ちていくのが普通です。この
ため、巣の標本が形をとどめたまま手に入ることは
ほとんどありません。今回展示した巣は風で倒れた
もので、秋田県内で見つかったものです。本州産ク
マゲラの巣としては唯一の貴重な資料です。二つの
穴がありますが、小さい方の穴（写真では左側）は
古い巣で、天然記念物のヤマネが冬眠用に使用して
いました。
倒木は自然の状態では虫に食われ菌類に分解され
ていく運命にあるものですが、こうした虫や菌は博
物館の他の資料に悪影響を与えるおそれがありま
す。この資料は２年以上かけて、殺虫・殺菌をくり
返して十分に乾燥させ、ようやく展示室に持ち込め
る状態になりました。

パプア・ニューギニアは、南太平洋にあるニュー
ギニア島の東半分とその周辺の島々からなる国で
「パプア・ニューギニア独立国」が正式名称です。
この島では石や樹木、骨角を用いた道具が作ら
れ、大胆に造形された仮面や神像からは人々の伝統
的な精神生活をよみとることができます。
展示している資料は全て、 10 年前に秋田市の聖
霊女子短期大学附属高等学校から寄贈されたもので
す。この資料は、同校の創設の頃、協力した神父
が、秋田に来る前に巡察したニューギニアの民具を
持ってきたものと伝えられています。当館では秋田
県にかかわる資料を主に収集していますが、貴重な
資料が散逸あるいは失われてしまうのを防ぐため、
このような民族学的な資料を受け入れることもあり
ます。
（展示・資料班

梅津一史）
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展示報告

平成22年10月２日（土）〜11月７日（日）
企画コーナー展（秋田の先覚記念室）

洋画家・小西正太郎の生涯
秋田洋画壇の草分けのひとり、小西正太郎（1876〜1956）が画家とし
て活躍するまでには、多くの寄り道ともいえる人生を歩みました。その中
には常に新しいものへ興味を示し、自分のものとしていく姿や、年齢や立
場にとらわれない生き方を見ることができます。その生涯をたどり、小西
正太郎を取り巻く環境や交友関係、そして作品を、小西家からの寄付資料
などを中心に紹介しました。なお、秋田県
立近代美術館と連携し、同時開催の企画展
「秋田の近代に輝く美術家たち」では、近
代秋田を代表する日本画家たちの作品とと
もに小西正太郎の洋画を展示しました。
企画展見学後にじっくりコーナー展を見
学される方もありましたが、より多くの来
館者に展示室へ足を向けてもらえるよう、
様々な年齢層により親しみやすい工夫を重

パリ留学後は私財を投じて、東京の神田錦町に「自由
研究所」を創設し、画家を志す後進の育成に携わっ
た。モデルの後ろに立っているのが小西（写真右端）。

ねる必要性を感じました。
（秋田の先覚記念室

中村美也子）

展示報告

平成23年２月５日（土）〜３月21日（月）
企画コーナー展（菅江真澄資料センター）

真澄引用の軍記物
菅江真澄が土地にまつわる故事や歴史を記録する際、書物で
見たり土地の人から聞いたりした合戦を取り上げることがあり
ます。それは、近世以前に起きた合戦から、その土地の状況や
人物、さらには時代背景などを引き出し、生き生きと記録する
ためです。
展示では、日記・随筆・地誌に引用されている軍記物（展示
では広義にとらえ、戦記や史書を含みました）から、秋田と関
わりのある軍記物を中心に紹介しました。
日記に引用されたものでは、四種類の『秋田軍記』を展示紹

館収蔵分の記述によると、奥州藤原氏三代

介しました。また、底本が不明であった「上編義経蝦夷軍談」

秀衡の遺命によって、泰衡は源頼朝を欺き、

（《かすむ駒形》に引用）が、版本としても流布した『通俗義

義経を蝦夷島に逃がす。それは、韃靼と蒙古

経蝦夷軍談』であったことがわかるなどの成果がありました。

に脅かされていた蝦夷島を守り、日本との交

地誌では、《月の出羽路仙北郡十八》と、そこに転写されて

易を盛んにするためであった。本書は、10

いる『奥州後三年記』
（冊子）と『後三年合戦絵詞』
（絵巻）とを
それぞれに比較・考察することによって、真澄が秋田の地誌を
著す上での特徴を明らかにすることができました。
（菅江真澄資料センター
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通俗義経蝦夷軍談（写本、館蔵は巻之一から
巻之三を内容とする一冊のみ）
ひでひら

やすひら

たつたん

もうこ

巻首１巻10冊本として明和５年（1768）に版
行された。巻之十末に、続編に続くことが書
かれていることから（実際は版行されなかっ
たようだ）、本書が「上編」として書き写さ

松山 修）

れたものと考えられる。

学芸ノート

秋田県の帰化植物について
植物担当の私は、秋田県や隣県にはどんな種類
の維管束植物が野生状態で生育し、どんな分布を
しているかを調べています。
帰化植物は、秋田県においても身近な住宅地の
周辺や耕作地、造成地、低地の河原、海辺はもと
より、道路沿いを中心に奥山深く亜高山帯まで侵
入しています。そのため帰化植物の情報は、地域
の植生や環境を理解する上で、重要な要素になっ
ています。
日本における帰化植物の種類数は、久内清孝著
の『帰化植物』（1950 年）によると約 500 です
が、清水健美編集による『日本の帰化植物』
（2003年）では、1,200あまりと推定されていま
す。秋田県に関する文献や野外調査を元に帰化植
物の種類数の変化をグラフにしました。
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※文献と野外調査を含む

ひとつとして参考にされています。ただし、他地
域と比較や検討する際、帰化植物の定義が異なっ
ている場合があるので、注意が必要です。
秋田県での帰化率の高い地域は、種類数の多い
地域とほぼ一致する傾向を示しており、市街地、
八郎潟干拓地とその周辺、雄物川などの大河川の
中・下流域、主要国道沿い、沿岸部です。
秋田県全体における帰化率は、 2005 年末は
13.5%、2010年末は、14.4%です。今後、帰化
率もますます上昇することが予測されます。
環境省は、日本の生物を駆逐したり近縁の在来
種と交雑したりして生態系に与える影響が大きい
生物を、特定外来生物として指定しました。植物
では、オオキンケイギク、ミズヒマワリ、オオハ
ンゴンソウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、
ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ア
レチウリ、オオフサモ、スパルティナ・アングリ
カ、ボタンウキクサ、アゾラ・クリスタータの12
種類です。秋田県には、オオキンケイギクとオオ
ハンゴンソウ、アレチウリの３種類が分布してい
ます。特にオオキンケイギクは、花がきれいなた
め、特定外来植物に指定されていることを知らず
に栽培している人もいるかもしれません。許可な
しに栽培や譲渡をすることはできませんので気を
つけましょう。
（生物部門 阿部裕紀子）

1965年以降、45年間で約350種類の増加がみ

オオキンケイギク

オオハンゴンソウ

アレチウリ

学芸ノート

られます。これは、海外からの穀物、飼料、牧
草、園芸、薬草植物や緑化植物などの種子導入後
の野外への逸出、および土地改変に伴う裸地化、
道路建設と交通網の発達等による分布の拡大と考
えられ、今後も増加が予想されます。
野外調査では、維管束植物の種類とその水平的
および垂直的位置を記録しています。2010 年末
の秋田県における自生植物や帰化植物などを含め
た種類数は2,792です。そのうち帰化植物は 401
で、科別では、イネ科、キク科が圧倒的に多く、
次にマメ科、アブラナ科、ナデシコ科の順です。
帰化植物の定義は様々ありますが、野生状態で
生育している国外原産とされる植物を、史前帰化
植物を除き、由来等に関わらず一括して帰化植物
として扱っています。
一定地域の植物全種類のうち帰化植物の割合を
示す帰化率は、帰化植物／（在来植物＋帰化植物）
×100の式で算出され、数値は自然撹乱の指標の
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学芸ノート

甘粛省での文化交流を終えて
昨年の日本の夏は記録的な
暑さだったようですね。中国
の西北部、ゴビ砂漠の入り
口、甘粛省もたいへん暑かっ
たです。私は平成22 年７月１
日から 10 月１日まで甘粛省に
交流員として県から派遣され
ました。
昭和57年（1982）、秋田県
は甘粛省と友好提携を結びま
した。そして、国際性豊かな
人材育成を目的として、平成

13 年（ 2001 ）から 10 年間、
県と省の職員を交流員として
相互派遣する文化交流事業が
スタートしました。実はこの
交流事業が始まって２年目の

趙主任に撮影の指導を受ける（被写体は漢代の壺）

平成 14 年にも一度、私は交流員として派遣され

年。平成 24 年度には文化交流事業記念展が計画

たことがあります。その時は８か月半という、中

されています。その目玉は県省合同で発掘調査し

国初体験の身にとっては、とてつもなく長く感じ

た武威市磨嘴子遺跡の出土品展示です。

ぶ

る期間の滞在となりました。

い

ま

し

し

今回のミッションは、展示品の選定と写真撮

中国とはどんな国なのか。中国人と同じような

影、甘粛省の文物や展示に係る情報収集でした。

日常生活を過ごすうちに、日本にはいかに限られ

写真撮影は甘粛省博物館の広報資料センター主任

た情報しか入ってきていないかがよく分かりまし

である趙広田氏の指導のもと、行いました。趙さ

た。そして、中国人の熱い友情に何とか応えてい

んは、とても気さくで楽しい方です。お酒も大好

きたい気持ちを胸に帰国の途についたことを懐か

きで、歓迎会を開いてもくれ、愉快な時を過ごさ

しく思い出します。

せていただきました。

さて、今回は相互派遣を伴う交流事業の最終

ちょう こう でん

ところが、仕事となったら表情が一変して、
ファインダーを見つめる目は真剣そのもの。甘粛
省ではお昼休みが12 時〜 14 時半と長く、いつ仕
事をしているのか分からない感じでした。その間
にお酒を飲むこともあります。しかし、今回、省
博物館の方々の仕事ぶりを見て分かりました。こ
ちらの人は、やる時は徹夜してでもやる、仕事の
仕方が日本では考えにくいぐらいメリハリがある
のです。写真撮影も昼休み、休憩時間を返上して
ぶっ通し。予定では10日間で100カットだったの
ました。さすがに疲れましたが、中国の方と真剣

帰国間際に白塔山公園で蘭州市を一望する
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に仕事できたのはいい経験になりました。
（考古部門

吉川耕太郎）

学芸ノート

ですが、結果的には５日間で200カットも撮影し

博物館歳時記

秋田県立博物館公式ホームページでは、「歳時記」として、博物館や小泉潟公園の出来事やようすを随時
紹介しています。詳しい内容とコメントはホームページを御覧ください。本頁の日付は実施日、（ ）内の
日付は掲載した日を表しています。
自然展示室
クニマス標本［複製］
（12月18日）

展

菅江真澄資料センター
「没後30年、内田武志の真澄研究」
（10月23日）

自然展示室可変コーナー
「マツボックリ」（10月14日）

企画展「秋田の近代に輝く
美術家たち」（10月６日）

ふるさとまつり広場
「ナマハゲ」（1月4日）

示

ふるさとまつり広場
「春彼岸」（２月3日）

博物館教室 小泉潟公園
カメラスケッチ
９月25日
「真澄に学ぶ教室」講演会

９月25日
里山の植物観察会・秋編

9月26日

エゴノキの実を集めるヤマガラ
（10月23日）

秋田の美術講座②

「博物館の周辺は
紅葉でいっぱいです」

「今日はとても
いい天気でした！」

昔のかりうど
弓矢を使って獲物をGET！
（２月５日）

イベントなど

男鹿海洋高校生徒
インターンシップ
（11月17日）

※上風景写真２点は、生徒の撮影・HP掲載

２月11日
みゅーじあむ こんさーと

１月26日

文化財防火デー

10月15日〜17日
秋田県特別支援学校「学校展」

甘粛省交流員との交流会
大館・雪沢小（11月９日）

表紙写真説明
「わくわくたんけん室」に、冬季限定（１月）の新アイテムとして「木の実でアート」が
登場しました。秋までに採集し、くん蒸処理した30〜40種類の木の実などを使い、さま
ざまな造形を楽しむアイテムです。見本の一つに、「武田信玄と上杉謙信」が登場。歴史
部門の職員が作ったのは言うまでもありません。来冬に、乞うご期待！
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扇形初音蒔絵香箱
ポーラ文化研究所 蔵

武家に伝わった化粧道具から庶民の道具など、
江戸期から昭和までのよそおいの道具を紹介します。
山水蒔絵阿古陀香炉
ポーラ文化研究所 蔵

なつかしい映画のポスタ−がいっぱい！
当時の人々の暮らし、流行、世相も紹介します。

県内各地に残る絵画資料や写真などから秋田の鉱山
の繁栄と鉱山町の暮らしぶりを振り返ります。

日本や世界の貝の美しい形態や知られざる
特異な生態などについて、幅広く紹介します。

