大正時代後半から昭和初期にかけて、郷土史家として広範囲に亘る論考を
ふかさわ た いち

発表した人物に深澤多市がいます。多市は、秋田関係の古書公刊を目的とし
た『秋田叢書』の出版、それに、戦国時代に県南地域を領知した小野寺氏
の研究で知られています。それらの多くは横手町助役などの官吏生活の中で
おこなわれました。
彼が出版した『秋田叢書』には、菅江真澄の著作が多数収録されていま
す。真澄研究の進展に寄与した多市の旧蔵資料が、令和２年（2020）６月、菅
左下：菅江真澄肖像画
（戎谷南山摸写）
右下：深澤多市胸像
（樋渡義一作、深澤義博氏蔵）

江真澄資料センターに寄贈されました。これには、優に１万通を超える書簡類
をはじめ、叢書の原稿や刊行会名簿、学問の基礎となった漢詩文に関わる資
料、それに郷土研究の成果を示す刊行物など実に多彩な資料が含まれていま
す。多市の逝去後、夫人から四代に亘って大事に保管されてきた資料です。
菅江真澄資料センターではこれまで、書簡類を中心にしながら、深澤多市
旧蔵資料の整理に当たってきました。当館ではこれまで、多市を秋田の先覚
者の一人として紹介してきました。旧蔵資料等を通して、郷土研究と真澄研究
にかけた多市の半生をあらためて紹介します。

深澤多市

明治７年（1874）～昭和９年（193 4）
■深澤家の床の間
深澤多市の逝去後、深澤家の床の間に菅
江真澄肖像画と多市の胸像があったと、大
山順 造
（昭和18年『草園』）と天 野源一（昭
和27年『恩荷』）の二人が同じことを書き残
しています。
そのうち大山順造は、真澄と多市につい
て、
「二人は苦労も不平も言わない。人は大
きな宿命を背負わされた時、弱音を吐くこと
さえも許されない」
（大意）としています。
胸像は、多市が推進した横手町の地域振
興で広まった中山人形で、多市の郷土研究
の一つの成果でもあります。また、菅江真澄
肖像画は、多市の郷土研究が真澄研究の一
面を持っていたことに拠ります。
深澤家の床の間にあった二つの資料は、
深澤多市の学究生活の象徴と見なすことが
できます。
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第

深 澤 多市の生 涯

昭和９年９月11日付秋田魁新報に、
『秋田叢書』第11巻の刊行を終えて誇らしく微笑
む深澤多市の姿が掲載されました。叢書出版は多市にとって念願の事業でしたが、私
財の限りを投じなければならず、苦難の連続でした。この三ヵ月後に多市は亡くなりま
すので、叢書の出版は結果として研究生活の総決算となりました。多市の郷土研究・
真澄研究は、横手町助役などの官吏生活の中でおこなわれました。旧蔵資料からは、
研究生活の一端を垣間見ることができます。

深澤多市年譜
西

暦

和

暦

事

項

4月18日、仙北郡畑屋村金沢東根（現美郷町）に、深澤周吉・リエ
の長男として生まれる。

1874

明治 7

1881
1887
1892

14
20
25

仙北郡六郷町高橋軍平邸内の中野小学校に入学する。
この頃、仙北郡六郷町の熊谷松蔭について国漢学を学ぶ。
上京して二松学舎に入り、漢文学を学ぶ。

1894

27

帰郷して、飯詰村（現美郷町）江畑新之助の酔経学舎に学ぶ。漢文
学の講師は秋田市の狩野旭峰。

1895
1898
1900
1905

28
31
33
38

徴兵で歩兵第五連隊（青森）に入営。
除隊後また酔経学舎に学ぶ。
仙北郡書記となる。
日露戦争に従軍し、黒溝台会戦・奉天会戦に参加する。

1906

39

戦役の功により勲七等青色桐葉章を受ける。仙北郡書記に復職。
翌年、秋田県属となる。

1913
1917

大正 2
6

1919

8

秋田県史編纂事務嘱託となる。この年の12月宮城県属となる。
京都府属となり、上京区相国寺南門前町に住む。
4月、京都府熊野郡長となる。9月、京都帝大国史研究室で喜田貞
吉博士と会う。

1921
1924
1925

10 両親の希望で帰郷し、秋田県史蹟名勝天然記念物調査員となる。
13 「小野寺氏研究資料」創刊号を出す。
14 11月、横手町有給助役に就任する。

1926

15

1927

昭和9年9月11日付秋田魁新報の紙面に使われた写真

「小野寺氏興亡」
（途中で「小野寺盛衰記」に改題）を羽後新報に
271回連載する。

昭和 2 「蘆名興亡史談」を秋南時事に29回連載する。
『秋田叢書』第1巻を刊行する。以後、昭和9年の第11巻まで刊行
する。

1928

3

1929

4

1930

『秋田叢書別集菅江真澄集』第1巻を刊行する。以後、昭和8年の
5
第6巻まで刊行する。

1931

6

1934

9

10月、横手町名誉助役に就任する。横手町上島崎町に住む。

1月、病気のため名誉助役を辞任する。
12月20日脳溢血で死去。法名「篤学院釈紫水居士」。編集済みの
『秋田叢書』第12巻はキサ夫人により、昭和10年に刊行される。

※『新秋田叢書』第1巻にある年譜を参照した。

万年筆と名刺入

印鑑

表札「秋田叢書刊行会」
宮城県属時代の写真
仙台にあった自宅庭で、
家族・親族と写る。

2

2章

第

『秋田叢書』の出版

深澤多市は自身の論考において文献に基づく実証性を志向したこともあり、古文書
や古文献がいかに大事であるかを知っていました。そこで、ともすると世に出ないまま
に失われていく秋田の古書について公刊することを決意し、個人で秋田叢書刊行会を
組織して出版を始めました。経済的な困難を抱えながらの出版になりましたが、それで
も、東京に住む甥の国本善治の献身的な協力を得ながら、完結目前まで出版を続ける
ことができました。
『秋田叢書』は、秋田の文化史に燦然と輝く出版物となりました。

■『秋田叢書』の出版
『秋田叢書』は、秋田の古書を後世に残したいという深澤多市の強
い願いから生まれました。先行する仙台叢書・南部叢書を意識しての
出版になりました。儲けを出すための出版にはしないという多市の確
固たる思いから、秋田叢書刊行会の会員を募り、会費（1冊の頒布費3
円50銭）を予め決めての刊行となりました。叢書は本巻12冊が、第一
期の6冊、第二期の6冊に分かれますが、その本巻を刊行しながら、
別集である菅江真澄集6冊も本巻と交互に刊行しました。
叢書の刊行順は、各巻の奥付、それに第17号まで発行された会報
で知ることができます。本巻では、編集上の都合から、第8巻・第9巻
の次に第7巻が出版されました。

菅江真澄集会員名簿
開帖頁からは、県外の
公立図書館も購入した
ことがわかる。

■出版事業の実際
秋田叢書刊行会では会費（1冊の頒布費）をはじめ3円50銭としたた
め、印刷の経理上、1冊を500頁前後にする制約がありました。各巻
の内容の組み合わせは、東京で「印刷監督」を務めた甥の国本善治
が主導しましたが、最終的な判断は多市がおこなっています。会員の
募集は、本巻の第一期と第二期、それに別集菅江真澄集のそれぞれ
におこなったために、発送と会費の回収などに事務的な煩雑さが
あったことは想像に難くありません。会員数は秋田県内が多いのは当
然にしても、
「編輯委員」と関わりのある仙北郡と平鹿郡が多いなど
地域による多寡がありました。
叢書の刊行中、当初契約した出版社の経営悪化から出版体制を変
更したほか、会費回収の停滞や会員の減少などから厳しい状況下で
の刊行が続きました。
『秋田叢書』の刊行順と出版社
叢書の発刊当初、編集をおこなう出版社を窓口にして、印刷と製本をそれぞれ別会
社がおこなったが、編集は国本善治がはじめから肩代わりをしていた。そのため、史
誌出版社との契約を解消した第5巻からは印刷所との直接契約で刊行が続けられ
た。奥付にある印刷者（印刷責任者）の住所から第1巻は印刷所が別であったことが
わかるが、第2巻～第4巻はトラブルのために便宜的に出版社社長の名が入っている。

本巻・別集
発行年月日
会 社 名
第1巻
昭和3
9
1 出版社 史誌出版社
第2巻
昭和4
1 23
〃
史誌出版社
第3巻
7 10
〃
史誌出版社
第4巻
12 10
〃
史誌出版社
第5巻
昭和5
4 25 印刷所 東京印刷（株）麹町出張所
別集1巻
7 10
〃
東京印刷（株）麹町出張所
第6巻
10
5
〃
東京印刷（株）麹町出張所
別集2巻
12 25
〃
東京印刷（株）麹町出張所
第8巻
昭和6
4 20
〃
東京印刷（株）麹町出張所
別集3巻
7 31
〃
東京印刷（株）麹町出張所
第9巻
10 31
〃
東京印刷（株）麹町出張所
別集4巻
昭和7
3 20
〃
東京印刷（株）麹町出張所
第7巻
7 31
〃
成武堂印刷所
別集5巻
11 30
〃
東京印刷（株）麹町出張所
第10巻
昭和8
4 15
〃
東京印刷（株）麹町出張所
別集6巻
8 31
〃
東京印刷（株）麹町出張所
第11巻
昭和9
7 27
〃
東京印刷（株）麹町出張所
第12巻 昭和10
8 20
〃
東京印刷（株）麹町出張所

印刷者
林英 一郎
山本 啓三
山本 啓三
山本 啓三
甲田藤太郎
甲田藤太郎
甲田藤太郎
甲田藤太郎
甲田藤太郎
甲田藤太郎
甲田藤太郎
千葉 由蔵
甲田藤太郎
松井 方利
浜野英太郎
浜野英太郎
浜野英太郎
浜野英太郎

※各巻奥付からの作表で、発売元とあるのを出版社に変更した。

■校正のための書簡
叢書は東京にある出版社、のちには印刷会社との契約によって出
版されました。東京で刊行に関わる交渉や原稿校正をおこなったの
が、多市の甥である国本善治でした。国本は、多市宛書簡によると、
東京日日新聞（毎日新聞の前身）に勤めていました。しかし、関東大
震災によって出版社に出向、その後、別の出版社に移りますが、やが
て叢書の出版監督に専念することになります。国本の役割は、出版
監督に留まらず、古書の翻刻も自らおこなっており、特に、当時東京
にあった「菅江真澄遊覧記」の翻刻は、ほとんど国本がおこなって
います。
『秋田叢書』の出版は、国本善治がいたからこそ、苦難を抱えなが
らも順調にできたものです。柳田国男は、
「白井秀雄と其著述」
（昭
和17年『菅江真澄』）の中で、特に国本の名を挙げてその編集能力を
賞賛しています。
出版の最終責任は多市であるため、校正に関する遣り取りの手紙
や葉書は、深澤多市旧蔵資料にたくさん残されています。

昭和6年12月13日付柳田国男書簡
国本善治の編集能力を賞賛し、能力に
見合った仕事に就けるようにと心配し
ている。

校正関連の書簡
印刷は東京でおこなわれ
たため、印刷間近になる
と校 正の 確 認 は書 簡で
頻繁におこなわれた。
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■月の出羽路仙北郡第25巻図絵
叢書第10巻には、菅江真澄の著作である『月の出羽路仙北郡』第
25巻が収められています。仙北郡の地誌のうち第24巻までは、当時、
佐竹侯爵家が所蔵する完成本でした。一方、第25巻だけは草稿のま
ま民間にありました。そのうち、雲然村後藤家にあった写本を大山順
造が写して叢書の原稿としましたが、これは図絵を欠いていたため、
こん り

ざ

え もん

近利左衛門家が所蔵していた元々の草稿の図絵を掲載することにし
ました。しかし、これは門外不出であったことから、大山順造が図絵
を模写しました。そのため、全ての図絵に「順造模」とあります。
大山順造が図絵を写した近家本は、その後焼失したと伝わること
から、第25巻の図絵は『秋田叢書』でしか知ることができませんでし
た。深澤多市旧蔵資料に、その大山順造の模写画が残っていたこと
から、私たちはよりクリアな図絵を見ることができるようになりました。

■底本になった書物
『秋田叢書』の綱領
（要点）には、次の二つの点が記されています。

『柞山峯之嵐』
（大館市立栗盛記念図書館蔵）

き こうぼん

一つは郷土史編纂に欠かせない稀覯本を底本とすること、今一つ
きょうごう

ははそやまみねのあらし

は、異本を校合（照らし合わせ）してよりよい本文にすることです。秋

第1巻 収 録の『柞山 峯 之 嵐』について
は、解題に「沼館町小沢秀靖蔵本を底
本として、旧横手城代戸村旧蔵本と栗
盛文庫本を校合した」とある。このうち
栗盛文庫本とあるのは、現在の大館市
立栗盛記念図書館蔵の真崎文 庫を指
す。同文 庫には、2種の『柞山峯 之嵐』
がある。このうち、請求番号M－210の3
冊本は、秋田藩校明徳館旧蔵本の善書
であることから、校合に使われたものと
考えられる。

田の古書が活字となって多くの人の手に届くまでには、深澤多市をは
じめとする叢書出版に携わった人々の苦労がありました。
叢書の底本の中には、公的機関などで所蔵されて現存するものも
ありますが、私蔵で詳しい情報が明記されていない古書の多くは、現
在所在不明となっています。こうした稀覯本のたどる運命を見越し、
活字にして後世に伝えるというのが多市の出版の目的でした。その目
的は達せられたことになります。

■別刊『由利太平記』
叢書の別刊として『由利太平記』が出版されて

■未刊行の原稿
深澤多市旧蔵資料の中には、
『秋田叢書』の本巻用として準備され

います。
『由利太平記』の判型は他の『秋田叢書』

ながら、出版には至らなかった書物の原稿が残されています。このう

と同じであるものの、並製本（ソフトカバー）で頁数

ち『伊頭園茶話』は、すべての巻が原稿として準備されながら、本

が少なくなっています。また、購読される地域が限

巻への収録はされませんでした。昭和46年になって『新秋田叢書』

い

ず えん さ

わ

定的であることが予想されたためか、発行部数は

（第一期）が発行されることになりますが、これは当時すでに稀覯本

少なかったようです。そのため、秋田叢書刊行会

となっていた『秋田叢書』の復刻（菅江真澄の著作を除く古書が第6

会員の希望者への頒布とされました。このように、

巻までに復刻）であると同時に、未収録であった『伊頭園茶話』が第

別刊は叢書の本巻あるいは別集とは異なる扱いに

7巻～第11巻に亘って収録されました。ただし、本原稿は秘蔵されて

なっています。

いたために、
『新秋田叢書』の原稿として使われてはいません。

■困難を極めた出版
『秋田叢書』は、第一期、第二期、菅江真澄集のそれぞれの会員を
募り、代金支払いを前提にして刊行がおこなわれました。第一期分
（本巻6冊分）発行の収支決算が会報10号（別集第3巻発行時）に掲載
されています。
それによると、2,020円20銭の「立替金」となっています。立替は
すべて深澤多市によるものです。この年（昭和6年）の1月まで多市が
在職した横手町名誉助役は年俸1,000円でしたので、年俸の実に2ヵ
年分を立て替えていたことになります。
会費（代金）の回収が思うようにいかないことに併せ、詐欺に遭うな
どして出版は困難を極めました。そのため、会員宛に何度も支払い請
求書を発行しています。
第二期、真澄集の収支決算を示すものはありませんが、多市の葬
ほそやそくり（のりさと）

儀の時、大山順造と細谷則理がお金を工面したことを、天野源一が
夫人から聞き書きしています（昭和27年『恩荷』）。

4

支払い請求書
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漢詩文の学び

深澤多市の歴史・文化に関わる業績の背景には、漢詩文に関する高い素養があり、
それが古文書や古文献を読みこなす力となりました。多市の漢詩文の学びは、六郷熊
いいづめ
野神社の熊谷松陰、上京しての二松学舎、徴兵による軍務をはさんだ時期に飯詰の酔
経学舎で学んだことに拠ります。漢詩文では年齢の別なく仲間と交流したことが、残さ
れた掛軸や書簡などから知ることができます。その交流は、多市の人生に彩りを添え
たばかりではなく、学問研究の広がりと深化に大いに役立ちました。

酔経学舎碑拓本

すいけいがくしゃ

酔経学舎を主宰した江畑新之助（貴新）から、多市が大正12年8月頃に贈られ
た拓本である。酔経学舎は明治27年～同33年に営まれた江畑家の私塾で、
かめ だ ほうさい

かのうきょくほう

狩野旭峰が塾長として指導にあたった。学舎名は亀田鵬斎（江戸後期の儒学
りくけい

者）の扁額「六経に心酔す」から採られた。酔経学舎跡地に大正6年に建て
あかぼしらんじょう

られた石碑で、碑文は狩野旭峰、書は赤星藍城による。石碑は現存する。

漢詩の下書き（深澤多市書）
かんとくえん

い とうこう よ

江畑新之助邸の庭は涵徳園と名付けられ、伊藤耕餘によって庭の名勝に関する漢詩
が集められた。その呼びかけの印刷物の裏に書かれた多市による七言絶句。

人を介して出会い、たちまち酒を飲み交わす仲になったとしている。

大正十一年秋、焼失した多市自宅の再建を祝う内容である。

赤星藍城書

斎藤万蔵書

大正15年5月10日付高橋軍平絵葉書
多市に松島遊覧の際につくった漢詩を贈っている。

深澤多市周辺の主な漢詩人
狩野旭峰：1832～1925年。本名は良貴、通称は徳蔵。狩野亨吉の父良知の弟。漢学
者として知られ、現在の秋田魁新報の創刊に関わった。
伊藤耕餘：1860～1933年。本名は直純。上京して根本通明の私塾で漢学を学ぶ。県
会議員の後、衆議院議員。金沢保古会の会長。
高橋軍平：1868年～1929年。号は午山。六郷の医師。菅江真澄肖像画の旧蔵者とし
て知られる。
赤星藍城：1857～1937年。本名は敬次郎。宮城県生まれだが、秋田市に医院を開業
した。書家として名高く、南画も嗜んだ。
斎藤万蔵：1871～1928年。号は鴬谷。「斎藤万蔵」の五代目。横手町長を務め、多
市を助役とした。
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4章

第

官 吏 生 活の中で

深澤多市は農家の長男でしたが、仙北郡役所書記から官吏生活に入り、後年は家
業を弟に譲りました。日露戦争出征をはさんで、仙北郡書記から秋田県属（役人）、そ
の後宮城県属となり、大正６年には京都府属となっています。当時は、能力を見込まれ
て、府県知事らの推挙によって職場を移ることがありました。大正８年からの２年間は
京都府熊野郡長、秋田に戻ってからは大正14年からの６年間、横手町助役を務めま
す。多市は広汎な学問研究をする傍ら、地場産業の育成に尽力するなどしました。

■仙北郡書記・秋田県属
深澤多市は、徴兵による軍務を終えた後の明治33年、仙北郡役所
の書記として官吏生活に入ります。その後、今度は日露戦争に出征
し、その帰還後に一時郡役所に復職しますが、明治40年には秋田県
属になりました。
秋田県の役人として、多市は築港書記を命じられますが、程なく県
史編纂事業に携わることになります。多市自身、のちに「県から県史
編纂委員を嘱託され長井金風氏等と県会議事堂に事務所を開いた」
としています。
ながいあきら

きんぷう

長井行（号：金風）を編纂主任とする大正の県史編纂事業は一時頓
挫して、多市自身もその職を離れることになりますが、のちの多市の
歴史研究への傾倒には、資料の収集と分析を重視したとされる長井

明治33年職員録・乙（館蔵）

行の影響があったと考えられます。

履歴書
京都府熊野郡長退官時に作成された履歴書。
明治二十九年とあるのは三十九年の誤記。

■宮城県属
秋田県史編纂事業の一時的な頓挫によって深澤多市は同事業を離
れ、その直後の大正2年12月、宮城県属となります。これは、秋田県
知事であった森正隆が、新潟県知事の後、宮城県知事に転任するに
あたっての推挙によるものでした。
多市は宮城県属として3年間、職責を果たします。大正4年11月に
は、大正天皇の即位礼に際して「紀恩」というパンフレットを作成し
ぎょうけい

て知人に配りました。これには、明治41年の秋田県への行啓
（皇太子
による地方訪問）
に際して事務方として関係したことなどが記され、全
文に亘って天皇家への崇敬の念が溢れています。徴兵による軍務・日
露戦争への出征など併せて6年余りの軍役に就いた多市にとって、そ
れは自然な気持ちでもあったのでしょう。この「紀恩」が京都府知事
の目に留まり、今度は京都府属として京都に赴くことになります。

天皇即位礼に際する地方饗宴の記念写真（大正4年11月
16日、旧仙台藩校養賢堂、前列左から3人目が多市）
大正天皇の即位礼（同年11月10日）を記念して各地で饗宴
会が開かれ、多市は県属として出席した。
「紀恩」には、
この日の喜びが書かれた。

「紀恩」表紙

■京都府属・熊野郡長
深澤多市は、大正6年、京都府の役人になりました。深澤多市旧蔵資料には、道路・水道・琵琶湖疏水に関わる設計図があることから、京都
府属として都市計画に携わることもあったと考えられます。保守的な土地柄の京都で、秋田生まれの多市が役人として働いたこと自体が、多市
きょうたんご

の能力が高く評価されたことを示しています。その後、大正8年には京都府北部に位置する熊野郡（現京丹後市の一部）の郡長を2年間務めま
す。熊野郡は久美浜湾を擁する風光明媚な所で、京都府民に親しまれる土地でした。多市は郡長として地域の産業振興にも努め、製紙業の効
率化を推進したことが特筆されます。この地における公私にわたる交流が後年まで続いていることから、多市がいかに人々から慕われていた
かがわかります。
多市は郡長を2年間務めた後、病気を理由に退官して秋田に帰郷することになります。

多市宛の絵葉書（絵柄面 左：小天橋、右：久美浜神谷神社）
多市の秋田帰郷後も、久美浜（現京丹後市）の発展や個人の近況を伝える書簡が頻繁に届いた。
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多市印の傘紙
熊野郡長時 代、多市は久美谷村製紙
業の効率化に道筋をつけた。郡長退官
後、多市の功績が讃えられて、傘紙は
「多市印」と名付けられた。製品は、大
正12年の名古屋博覧会で銀牌を受け
た。
（『我村の歴史』第6号の記述）

■横手町助役（有給、のち名誉）
京都から実家に戻った深澤多市は、歴史や考古学に強い興味を示
し、飯詰村史編纂会に続き仙北郡志編纂会の編集委員を務めるなど
していました。そのような時に、横手町長斎藤万蔵から優秀な助役を
紹介するよう依頼された高橋軍平が、多市を推薦します。町議会の

横手町役場発行の辞令
右は有給助役である多市に財
務課長兼務を命ずる辞令。左
は多市が名誉助役になり、有
給助役の月俸から名誉助役の
年俸に変わる際の文書。

承認を経て大正14年11月に有給助役となり、財務課長兼任として町
務にあたることになりました。しかし、昭和3年冬、軽い脳溢血で1ヵ
月余り病臥したことなどもあり、昭和4年10月には、内務課長兼任の
名誉助役に就任します。
助役としての多市は、町の産業振興に特に力を入れるとともに、横
手郷土史編纂会などの歴史研究で培った知識とネットワークを活かし
て横手町の名を高めようとしたことがうかがわれます。

平鹿郡官民合同新年祝賀名刺交換会名簿（昭和5年元旦）
深澤多市が横手町助役であった当時の知人らの勤務先がわかる。大正
15年～昭和9年が揃う。多市との交流は認められないが、作家・石坂洋
次郎の名が上表の横手中学校にある。

中山人形
多市は、樋渡義一（瓦山）が作る「横手人形」の販路拡大を、横手町の産業
振興の一環として後押しした。現在では中山人形の名で秋田を代表する民芸
品の一つとなっている。上は、衣冠束帯姿の深澤多市像（深澤義博氏蔵）。

■喜田貞吉との交流
京都府熊野郡の郡長であった大正８年９月、深澤多市は久美浜湾
（現京丹後市）の丸木船のことで、京都帝大国史研究室の喜田貞吉を
訪ねています。これが縁で、多市は喜田が主宰していた『民族と歴
史』に寄稿し、それ以後喜田との交流が始まりました。まもなく多市
は秋田に帰郷しますが、喜田が古代史研究のフィールドを東北に移
すため東北帝大に籍を置くことになったことから、一段と交流が深ま
ることになります。
多市が『我村の歴史』を出すことになったきっかけも、東京・京都・

喜田貞吉からの書簡

仙台を起点にして全国の遺跡などを飛び回る喜田のバイタリティーあ
ふれる学究生活に触れたことでした。のちに多市が関わった仙北郡
志編纂会・秋田考古会・秋田叢書刊行会で喜田は顧問となり、秋田で
何度も講演や調査をおこなうなどしています。
多市の死去を聞いた喜田が、キサ夫人に寄せた書簡の文面から
は、多市を学友として見ていた喜田の気持ちが伝わってきます。
喜田貞吉：1871～ 1939年。帝国大学文科大学国史科を卒業後、文部省で国定教科書の
せいじゅん

編纂を担当した。執筆した歴史教科書に端を発した「南北朝正閏問題」で
文部省を追われ、その後京都帝大教授となるが、研究対象を東北にも広げる
ために、京都帝大講師と東北帝大講師を兼任した。古代史を中心に幅広い
研究をおこなった。明治32年に日本歴史地理研究会を組織して『歴史地理』
を発行したほか、個人雑誌『民族と歴史』や『東北文化研究』を発行した。

喜田貞吉による県内遺跡等視察の案内資料
視察は昭和6年4月10日～ 13日におこなわれ、多市が案内をした。
初日に八森・加賀家にあったアイヌ資料を調査している。同資料
は、現在、北海道別海町に寄贈されている。
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5章

第

地 域 の 研 究

大正11年７月11日、深澤多市の自宅が火事となり、多年に亘って集めた書籍、多市自
身の記録類のほぼすべてが灰燼に帰してしまいました。これを機に、多市は郷土に関
する研究成果ばかりではなく、その基礎となる古書を公刊することにしました。研究の
対象地域は、故郷の畑屋村、酔経学舎のあった飯詰村、さらには仙北郡から横手町
へと移っていきました。研究内容は考古学を中心にして、中世に県南を領知した小野
寺氏、その関わりで蘆名氏・秋田氏などへと広がり、多くの論考を新聞に発表しました。

■蔵書・記録類の焼失
『火災に遭ひし記』
火 災 に 遭った日の 状 況 につい
て、時間を追って記録している。

『追憶の記 死児の齢』
（草稿）
火災で失った蔵書や記録類などについて、書名
や題名を挙げてその内容を書き留めている。

■飯詰村史編纂会
大正11年12月25日、飯詰村史編纂会が組織され、深澤多市は編纂
主任になりました。飯詰村長・江畑新之助は、多市が学んだ酔経学舎
を主宰したことから、歴史に興味を示していた多市に実質的な編纂を
任せたものです。編纂会は歴史資料の収集と実地調査、会報の発行
を主な事業として発足しました。
ながおかやすへい
江畑が山本公園（長岡安平設計）を整備する中で縄文遺跡の発見
があったことから、会報では古文書の探索や縄文遺跡の発掘が話題
に取り上げられました。会報は大正12年7月から大正14年1月まで6号
が発行されています。しかし、大正14年になって仙北郡志編纂会が
立ち上がったことから、飯詰村史編纂会は、そのまま吸収される形と
なりました。
がんこう
山本公園に隣接する西沼は、後三年合戦の「雁行の乱れ」の戦場
かねざわ ほ こ かい
えびすやかめきち
として比定されていたことから、金沢保古会の伊藤耕餘・戎谷亀吉
（号：南山）らとのつながりができた点でも、多市にとっては収獲のあ
る事業になりました。

■『我村の歴史』の発行
深澤多市は、在所である畑屋村の歴史を探るために謄写版の『我
村の歴史』を発行しました。どんなに小さな村でも悠久の歴史を有す
るのであるから、面白い史実をひもときながら郷土に対する誇りを
持ってもらいたいとの願いから、村民をはじめとする同好の士に実費
で配布しました。
『我村の歴史』は、大正12年4月18日（多市50歳の誕生日）の創刊号
から、大正13年10月18日第17号まで毎月のように発行され、畑屋村の
歴史に限らず、近隣町村の歴史や文化に触れるなどの内容となってい
ます。また、
「後から見る歴史」になるとして、文化的事象を含めた村
の現況を書くことも許容しています。多市は「主幹」として多くの記事
を書きました。その中でも「紫水日乗」は多市の歴史探索日記にも
なっているため、好意的な反響があったとしています。同記事から
は、多市の交友関係などを知ることができます。
※翻刻

森本彌吉編『深澤多市作品集』
（イズミヤ出版）

■仙北郡志編纂会
かつての「郡」は、道府県と町村の間にあった行政区でしたが、大
正12年に郡制は廃止されました。しかし、残務処理のために大正15
年7月までは郡役所が置かれています。そのような状況下の大正14年
1月、仙北郡長・中里喜一を会長とする仙北郡志編纂会が組織されま
した。
二三年での郡志編纂を目標に、費用は郡内名士からの寄付によっ
て賄うこととし、主に美術関係の調査と編纂を田口謙蔵
（仙北新報社
長・大曲町長）、その他の分野については深澤多市がおこなうことに
なりました。会報は、大正14年に第1号～第4号が出され、多市も後三
年駅前に居を移すなどして調査にあたっています。しかし、翌年の郡
役所廃止によって、主だった活動はおこなわれなくなります。一方
ぎょうこう
げいらん
で、昭和3年には、明治天皇による明治14年の行幸を記録した『迎鑾
き
記』が上梓されたほか、多市も郡志編纂を目的に個人で資料集（謄写
版）を発行するなどして活動を継続していたことが知られます。

■横手郷土史編纂会
大正15年10月23日、横手町に住む名士らの出資による郷土史出版
を目的に、横手郷土史編纂会が組織されました。編纂委員は深澤多
市・大山順造・細谷則理・沼田平治（のち須田勇助が加わる）で、編纂
委員の調査研究を主とした活動がしばらく続きました。発足まもなく
横手町から財政的な補助を受けることによって、会誌『横手郷土史資
料』は第2号から活字版で発行されます。会誌の発行は、年度によっ
てばらつきがあり、必ずしも順調に進んではいないのですが、編纂委
員の調査や会合に多市は仕事の合間を縫って頻繁に参加しています。
当初は二三年での郷土史の発行を目指していましたが、古代から
明治維新までを内容とする『横手郷土史』が昭和8年8月、明治以降
を内容とする『続横手郷土史』が同年10月になってようやく出版する
ことができました。このうち多市は、
『横手郷土史』で平安時代から
戦国時代までの執筆を担当しました。
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横手郷土史資料
編纂会による資料収集や論考発表、あるいは活動報告として発行された。昭
和2年 に10冊、同3年4冊、同4年2冊、同5年・同6年・同8年・同9年 各1冊で、多
市の生前には第20号まで発行された。

■考古学研究
深澤多市が考古遺物への関心を持つきっかけは、熊野郡長時代の
大正8年9月、京都帝大教授喜田貞吉との出会いにあったと推測され
ます。秋田帰郷後の大正10年7月、多市は秋田県史蹟名勝天然記念
物調査委員となり、来秋する喜田貞吉の指導を受けながら考古遺物
への関心を高めていきます。大正14年6月、多市は同委員であった武
藤一郎とともに秋田考古会を立ち上げました。秋田考古会では、会誌
『秋田考古会々誌』を発行し、研修を兼ねる総会を開いてその活動を
広めていきます。
多市は、飯詰村・仙北郡志・横手郷土史編纂会との関わりなどから
考古学の仲間とともに遺跡の発掘をおこなったり、歴史探索をおこ
なったりしています。また、古碑（板碑）への高い関心も示していま
す。多市と武藤一郎の二人は、研究団体を組織して、県内に散らばる
考古学に興味を持つ人々を糾合した点で、その功績は大きかったと
いえます。

昭和8年5月21日、六郷町で秋田考古会の総会を開き、本
覚寺・照楽寺・県社諏訪神社・台蓮寺の宝物を見物した。

石名館遺跡出土遺物図譜（戎谷南山画）

石名館遺跡出土遺物
いし な だて
石名館遺跡は、現在の美郷町南町石名館にある遺跡で、遺物の多くは
現在、東京国立博物館の所蔵となっている。

■小野寺氏研究
小野寺氏は、現在の県南地域を領知した戦国大名でしたが、関ヶ原の戦いで西軍方に付いたために改易されました。そのため、秋田に残さ
れた資料も少なく、軍記物を中心に語られるだけでした。
深澤多市は郷土の歴史を明らかにするために、小野寺氏に関する資料の探索と収集を始め、新出のものは『小野寺氏研究資料』として大正
13年8月の第1号から昭和9年10月の第13号まで発行しました。その間、大正13年には横手新報に「小野寺氏史話」
（20回）、翌15年から羽後
新報に「小野寺盛衰記」
（271回）を連載して、小野寺氏の事蹟を明らかにしていきます。多市による小野寺氏研究は、資料に基づく実証的な
論を展開したことで現在においても高く評価されています。

「小野寺盛衰記」スクラップ帳
「小野寺氏興亡」の題で始まった連載であったが、スクラップ帳
では第1回のところに「小野寺盛衰記」のタイトルが貼られてい
る。また、見出しが整理されて、序文が準備されていたことなど
から、多市が出版を意識していたことがわかる。しかし、多市生
前に出版されることはなく、刊行本となったのは昭和34年（彦
英堂、2冊本）で、昭和54年になって東洋書院から彦英堂版の
復刻版として出版された。

亀井家家従からの返書（大正10年10月18日付）
小野寺氏は改易された後、津和野藩に預けられた。同藩
さかざき
ははじめ坂崎家、まもなく亀井家が治めて幕末まで続い
た。小野寺氏の末裔に関する多市の問い合わせへの亀井
かじゅう
伯爵家家従からの返書で、小野寺勝を紹介している。

小野寺氏彰徳碑除幕式（昭和11年9月、横手公園）
多市による小野寺氏研究の成果として、多市の逝
去後、彰徳碑が建立された。キサ夫人、小野寺勝
などが来賓として出席した。
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■新聞への寄稿

深澤多市による秋田魁新報への寄稿

深澤多市の論考は、雑誌と新聞への寄稿として書かれたものがほ
とんどでした。中でも新聞への寄稿が際立っています。
大正から昭和初期にかけて、県内には多くの新聞が発行されてい
ました。それらの新聞は、当該地域の話題を取り上げるほか、月数回
の発行であったこともあり、時事面に加え文化面にも紙面を割く編集
方針を採っていました。多市自身は文献に論拠を求める文章は新聞
には向かないとしながらも、多市のような高い教養に裏打ちされた確
実な書き手が新聞には歓迎されたようです。
羽後新報における271回連載の「小野寺盛衰記」をはじめとして、
連載回数の多い寄稿のあったことが特徴です。

新聞スクラップ
昭和2年2月10日から秋南時事に
29回に亘って連載された「蘆名
興亡史談」は、スクラップ 帳に
なっている。

主な連載記事
「北浦史談」
「小野寺氏史話」
「仙北郡史の研究」
「山北文化史論」
「秋南古碑考」

角館時報に 58回連載、大正13年1月開始
横手新報に 20回連載、大正13年3月開始
仙北新報に107回連載、大正15年6月開始
羽後新報に 99回連載、昭和 3 年9月開始
秋南新報に 15回連載、昭和 8 年1月開始

和暦
明治42
大正8
大正8
大正10
大正11
大正11
大正12
大正12
大正13
大正13
大正13
大正13
大正14
昭和2
昭和2
昭和3
昭和3
昭和3
昭和4
昭和4
昭和6
昭和6
昭和7
昭和7
昭和7
昭和7
昭和7
昭和7
昭和7
昭和9
昭和9

西暦
1909
1919
1919
1921
1922
1922
1923
1923
1924
1924
1924
1924
1925
1927
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1931
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1934
1934

月
11
1
8
9
6
10
6
7
1
7
10
12
1
9
11
5
6
7
1
8
6
8
1
2
4
5
6
7
10
2
3

日
8
7
6
29
7
12
14
30
6
6
2
5
1
16
16
22
23
8
2
29
16
14
1
26
5
5
16
28
26
24
7

新聞見だし（カッコ内は署名）
連載数
「石川善兵衛」
「新羅明神と源義光公」
（深澤紫水）
6回
「田村麿は田村麿なり」(紫水生）
4回
「果して前方後円墳か」
（紫水生）
「戊辰役に於ける長崎振遠隊」
（紫水生）
2回
「戸沢氏の発祥地につき」
（紫水生）
「雄勝城址の事に就て（柴田氏に御答）」
「再び雄勝城址に就て（柴田氏に御答）」
3回
「蘇民将来の習俗」
「六郷館を襲撃したる先亡の一揆に就いて」
「増田町新発見の古碑に就て」
2回
「元久紀年の経筒」
「郷土博物館を設くるの議」
「仙北文化史に就ての一考察」
（深澤紫水）
2回
「菅江真澄翁の遺著に就て」
2回
「菅江真澄翁に就て」
「秋田古文献の保存に就て」
5回
「菅江真澄翁の墓に詣てゝ」
2回
「仙北郡千屋村出土の俵壺」
「菅江真澄翁の遺著」
「秋田城趾に就て」
3回
「問題の鉄鉢を探して」
2回
「菅江真澄翁遺著の結集に就て」
「助川駅に就て」
「問題の助川駅」
「県社総社神社小考」
3回
「秋田氏の内訌外難に就て」
5回
「安倍愛季の官位に就て」
「安倍愛季と大宝寺氏との抗争に就て」
2回
「秋田氏研究の一二」
3回
「続秋田氏の研究」

上表の記事についてはマイクロフィルム等で確認できた。このほか、秋田商工新聞（六
郷）、秋南時事・角館時報（角館）、秋南新報・羽後新報・横手新報（横手）、仙北新報（大
曲）に掲載された併せて43件（連載数とは異なる）の寄稿があるとされるが、うち14件に
ついては確認がとれていない。
（寄稿記事のタイトルは展示パネルで紹介）

■秋田氏研究
秋田氏とは、中世の秋田郡から檜山郡（1664年以降の山本郡）を領知して
いた安東氏を指します。県南の中世領主である小野寺氏・戸沢氏などとの関
わりで、深澤多市は秋田氏関係の資料を探索します。
み はる

秋田氏が近世を通じて三春の領主であったことから、多市は、福島県三
春町まで行って資料の影写をおこなったほか、当時県立図書館にあった秋
田藩家蔵文書から安東氏（秋田氏）関係の文書を拾い出すなどして、いくつ
かの論考を新聞に寄稿します。
多市による秋田氏に関する研究は、多市が亡くなる数年前からの取り組み
となったため、資料の探索や論考の執筆は志半ばになった観があります。
影写資料「徳善院玄以増田長盛長束政家連署状」

秋田家資料影写作業の日程
多市は資料影写のため、福島県三春町
に行ったが、準備が整うまでの間に東京
へ行き、柳田国男に会うなどしている。
3日間で50余りの資 料を影 写している
（昭和8年4月18日発行『秋田史壇』第一
輯にある「史癖日記」より）
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6章

第

真澄全集編纂 の 試み

深澤多市が世に送り出した『秋田叢書』では、本巻に菅江真澄の地誌と勝地臨毫、
別集（菅江真澄集）に真澄の日記を収めました。そして、真澄の持ち味である図絵を大
きく印刷し、読者の便を考慮して日記に見出しを付ける点などが工夫されました。これ
らは収録した分量と翻刻の正確さから見ても、昭和初期における「菅江真澄全集」と
呼べるものとなりました。実際、昭和46年から刊行が始まる『菅江真澄全集』
（未来
社）は、
『秋田叢書』の各巻を原稿にしています。

■真澄全集としての『秋田叢書』
叢書の本巻12巻には、秋田の古書が収められていますが、このう
しょうちりんごう

ち菅江真澄の著作である地誌と勝地臨毫が占める割合は、およそ半
分にあたる48.3％になります。ですから、別集の菅江真澄集6巻を加
えた叢書全体が、昭和初期における「菅江真澄全 集」であったと
言っても過言ではありません。
地誌や勝地臨毫を別集菅江真澄集に組み入れなかった理由につい
て、多市はそれらが藩の依頼による執筆であったからとしています。
ただ、叢書の販路を考えた時、内容が秋田県内に限定される地誌や
勝地臨毫に比べ、県内外を題材にした日記は広く販路が期待できる
ことから、収録の判断に差が出た可能性があります。
別集第1巻が発行された時、深澤多市は甥の国本善治の助言を受
けて、真澄が関係する土地の地方紙に広告を出します。販路を県外
にも求めると同時に、真澄の著作を広めたいとの願いのあったことが
うかがえます。

地方紙10紙
菅江真澄集第1巻の出版を告知した昭和5年7月22日～ 26日発行の地方紙。寄稿し
た文章の掲載が基本となっているが、豊橋日日新聞では取材による文章を加えてい
る。他に、秋田魁新報、北海タイムス、弘前新聞、岩手日報、仙台日日新聞、福島民
報、新潟毎日新聞、信濃毎日新聞、新愛知がある。

■多市の真澄研究
秋田県内の郷土研究では、菅江真澄の著作は欠かせないものと
なっています。真澄と同時代の事ばかりではなく、その土地の歴史や
文化、あるいはかつての自然環境まで考えが及ぶ材料を提供してくれ
ているからです。
多市が秋田で郷土研究を始めた大正時代後期
（『我村の歴史』な
ど）
から、真澄の著作からの引用がしばしば見られます。その真澄へ
の興味から一つの結果として生み出されたのが、昭和3年5月、角館で
開催された菅江真澄没後百年祭に際して発行したパンフレットでした。
多市自身、真澄の業績についてまとめるいい機会になったようです。
その後、
『秋田叢書』を発行するに際して、編輯委員や知人らの協
力を得て、真澄の著作の探索と叢書掲載に向けての折衝をおこなっ
ています。真澄研究を進める中で、金沢保古会の戎谷南山からは写
本や肖像画をつくってもらうなどしています。

真澄研究資料第一篇
多市による問合せや要望により、真澄に関する情報が集まった。
遺墨資料や著作に関する知らせなどが一冊にまとめられている。
（注：調査と展示のために原状を変更した。）

史考「真澄翁百年祭記念号」
（両面印刷のうちの表面）
角館の史考会が主催して菅江真澄没後百年祭が昭和3年5月6日におこなわれた。そ
の際に配布されたパンフレットで、多市による執筆。七千字程度にまとめるよう依
頼されたものだった。内容は真澄の評伝で、9月におこなわれることになる秋田考
古会主催の百年祭で発行された村井良八『菅江真澄翁伝』の参考とされた。なお、
多市は、斎藤万蔵横手町長の急逝のために角館の百年祭には出席できなかった。
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言の葉の花こそ匂へ梅が朶は
ちりて色なき屋戸に問れて 真澄

霞中花
真澄
色ふかく外山に霞む高砂の尾上の桜盛ならまし

桜散後客

菅江真澄著『十曲湖』
（戎谷南山による写本）
当時、仙北郡西明寺村にあった自筆本を写した。

菅江真澄著『菅江真澄遺稿』
（戎谷南山による写本）
当時、山本郡能代町にあった自筆本を写した。朱筆
や削除線などをそのまま写している。

菅江真澄自筆短冊
本展第4章で展示の「意匠図
譜」に貼り付けられているた
め、展示では紹介できない。

菅江真澄自筆断簡（軸装）

※4点の資料ともに深澤義博氏蔵。

■未刊行の原稿

■現行全集の底本として

叢書別集としての菅江真澄集は第6巻まで出版されましたが、原
稿としては第7巻分あるいは第8巻分まで準備されていました。
秋田叢書刊行会の会報第16号（昭和8年8月）と会報第17号（昭
和9年7月）では、別集の第7巻以降に刊行する書目として21件の
資料を挙げています。深澤多市旧蔵資料には、そこに挙げられて
いない資料を含めて14件（18冊）の原稿が残されています。
多市は、
「真澄集の大成を期するため出来る丈け遺著を探して
収録したいと努力して居る」と書き、項目に「想華及消息集（蒐
集中）」を挙げています。完成された著作ばかりではなく、短冊
等の断簡や書簡を収録したいとしていることから、多市が出版を
目指したのはまさしく「菅江真澄全集」でした。

菅江真澄の著作はくずし字で書かれ、しかも現代語表記に使
うような句読点が施されていない文章です。このような文章は、
解釈を加えながら翻刻が繰り返されることによって、よりよいテキ
ストになっていきます。
昭和46年から未来社『菅江真澄全集』が刊行され始めます。
真澄の業績を知るには、全集の出版が不可欠だったからです。そ
の時に原稿として使われたのが『秋田叢書』でした。当館内田文
庫（全集を編纂した内田武志の旧蔵資料）にある叢書の各巻に
は、翻刻の訂正や追加などが記されているほか、図絵の通し番号
が付けられています。これは、未来社版では本文に図絵を番号
で示し、実際の図絵を口絵部分にまとめるためです。
テキストとしては未来社版が優れていることになりますが、秋
田叢書版は図絵が大きく、見出しがある利点などから現在でも使
われることがあります。

未刊行で残された菅江真澄著作の翻刻原稿

『秋田叢書』第3巻「ひなの遊び」部分（館蔵・内田文庫）

解説資料

本展開催にあたり、深澤義博氏、秋田県立図書館、大館市立栗盛記念図書館、美郷町教育委員会には、資
料借用等で御協力いただきました。感謝申し上げます。書籍では特に、
『深澤多市作品集』
（既出）、
『郷土史
の先覚 深澤多市』
（小田島道雄・青栁信勝編、私家版）、
『秋田の先覚』
（5冊、秋田県）を参考にしました。
※本解説資料中、資料写真に所蔵者名がない場合は深澤多市旧蔵資料を示します。

企画展 深澤多市 －郷土研究と真澄研究の偉業－
会 期：令和4年4月29日（金・祝）～ 7月3日（日）
発 行：秋田県立博物館 菅江真澄資料センター
※本解説資料は、展示資料の一部を紹介しています。
（無料配布）

