事業紹介

民俗文化財公開交流事業
事業の趣旨
民俗芸能を小学校等で公開するとともに、その果たす役割や地域にとっての意義などについ
て解説することによって、児童生徒の民俗芸能を伝承しようという意識を高め、後継者を育成
しようとするものです。

事業の内容
○保存団体による民俗芸能の公開、児童との交流
○県教育庁文化財保護室職員による民俗芸能の役割、見どころ等についての解説

公開交流事業の紹介
○鹿角市立花輪北小学校
参加者：全校児童、保護者
したかわ ら こまおど

民俗芸能：下川原駒踊り

これまで45年以上活動してきました。10
年ほど前からは、地区の小学生全員が参加
する形になりました。４月19日が祭典で、
他の地区より早くまだ寒いのですが、期日
を変えずに続けています。
（保存会会長：佐藤実 氏）
〈児童からの質問〉
Ｑ：覚えるのにどのくらい時間がかかりま
すか？
Ａ：地区の子どもたちは小さいころから常
に目にしているので、３、４日の練習
でできるようになります。
〈児童の感想〉
○駒踊りはどんなものかと思っていました
が、とてもきれいに舞っていてすごいと
思いました。

○下川原地区の児童が大人と一緒に演じました。
○秋田市立雄和小学校
参加者：全校児童、保護者
かや が さわばんがく

民俗芸能：萱ヶ沢番楽

○創立一周年記念のオープンスクールの中で行
われ、萱ヶ沢地区の児童が演じました。
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この番楽は、1781年に本荘のお寺から伝
わったといわれています。３演目を披露し
ましたが、演じた児童は、２年生ごろから
練習を重ねてきたベテランです。多くの演
目を披露できるように頑張っています。
（保存会会長：工藤健郎 氏）
《児童の感想》
○２年生のころまで番楽を習っていました。
一緒にやっていた友達が上達していたの
で、とても練習をしたのが分かりました。
○初めて見ましたが、どの演目も迫力が
あって、素晴らしいと思いました。これ
からも番楽を大切にしてほしいです。
○地域に番楽があることは、よいことだと
思います。これからも続けていってほし
いです。

かま が だいばんがく

民俗芸能：釜ヶ台番楽

○釜ヶ台地区の児童が大人と一緒に演じました。
○横手市立吉田小学校
参加者：全校児童、地域住民
ふか ま うち かぐら

民俗芸能：深間内神楽

○学校公開日に吉田地区の児童が大人と一緒に
演じました。
○湯沢市立雄勝小学校
参加者：全校児童、地域住民
やくないばんがく

民俗芸能：役内番楽

事業紹介

○にかほ市立院内小学校
参加者：全校児童、保護者

400年ほど前から受けつがれてきた番楽
ですが、様々な苦労があったようです。現
在は年３回の公演のために練習を重ねてい
ます。
（保存会会員：佐藤重雄 氏）
《児童の感想》
○１年生が上手に演じていてびっくりしま
した。
○心の底からすごいと思い夢中になりまし
た。私の地域にもお祭りがありますが、
地域の人々が苦労して伝えてきたのだと
改めて思いました。
○１年生の「三人立」は後半の「崩し」が
上手になっていてすごいと思いました。
僕も負けないように練習します。

この神楽は、今年で417年目になりま
す。これまで継承されてきたのは、地域の
人々の支えがあったからです。興味のある
方、一緒に神楽をやってみませんか。
（保存会会長：小田嶋喜一 氏）
《児童の感想》
○自分の住んでいる地区に伝統文化が残っ
ていることを改めて知りました。自信を
もって演じているのがすごいと思いまし
た。
○神楽があるのは知っていましたが、見た
ことはありませんでした。400年前の動
きや言葉が伝わっているのがすごいと思
いました。

か むろさん

この番楽は、神室山の麓に伝わったもの
です。今日の獅子舞は、子どもたちが元気
に風邪をひかないで勉強ができるようにと
いう祈りをこめて演じます。
（保存会事務局：由利好美 氏）
《児童の感想》
○獅子が会場に下りてきて、頭をかんでく
れたのでとてもいい経験になりました。
約200年前からの文化が続いているのが、
とてもいいと思いました。また機会が
あったら見たいです。

○もちつき会・祖父母交流会の中で行われまし
た。
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事業紹介

道徳教育の充実に係る事業

いのちの教育あったかエリア事業
推 進 地 域 ・推進校の実践の紹介
本県の道徳教育の重点である「生命尊重・思いやりの心」を育てる教育を「いのちの教育」として
本事業に位置付け、県内３地域において、学校と家庭・地域とが連携しながら、地域社会全体で命の
大切さについての認識を高めるモデルづくりを行っています。
上小阿仁村

上小阿仁小、上小阿仁中学校区

○取組の概要
「豊かな心をもち、道徳的実践ができる子どもの育成」
を目指して、小中併設校としての特色を生かしながら、道
徳の時間の充実や様々な体験活動に取り組みました。
○活動名：「いのちの教室」
○参加者：小学校５・６年生、中学生、小・中学校教職員
演題 いのちについて考えよう
○内 容：袴田俊英氏（藤里町月宗寺住職）の講話は、子ど
もを産むために、がんの治療をせずに亡くなっ
た母親のお話でした。もし自分が母親だったら、残された子どもだったらどう思う
かを、縦割りのグループで話し合いました。
八郎潟町

八郎潟小、八郎潟中学校区

○取組の概要
自他を大切にする心の醸成を目指して、①家庭や地域
と連携した道徳の時間の授業の実践、②「生命尊重・思い
やりの心」を育む体験活動の推進、③掲示物の工夫による
環境整備の３点を共通実践の柱として、小・中連携によ
る「いのちの教育」に取り組みました。
ＰＡ体験の様子
○活動名：「自他を大切にする心を育てる道徳教育の実践」
○参加者：小・中学生、小・中学校教職員、保護者、地域住民
○内 容：地域の方々をゲストティーチャーとして招いたり家庭からの手紙を活用したりし
※
ＰＡ体験や特別支援教育の理解を促す出前授業等の体験
た授業を行ったほか、
活動、生命尊重に関する様々な講演会や講座等を行いました。また、校内掲示等を
活用して多くの気付きや思いを共有しました。
※ＰＡ体験…「プロジェクトアドベンチャー体験」の略。いろいろな体験学習を通して子どもたちの心

を育てるとともに、効果的な学習環境を作る手法。

大仙市

神岡小、平和中学校区

○取組の概要
命の大切さ、思いやりの心、ふるさとを思う心等の醸成
を目指して、防災教育（「避難所開設訓練」
「被災地交流活
動」等）と道徳教育を核とし、
「いのちに対する認識を深め
る体験活動」
「いのちの教育の充実を図る小・中連携」
「地
域人材の活用・地域との連携」に取り組みました。
交流活動の様子
○活動名：「被災地交流活動」
○参加者：小・中学生、小・中学校教職員、地域住民
○内 容：岩手県大槌町吉里吉里地区の方々との交流活動を実施し、小・中学校間の連携、学
校と地域の関係機関との連携により、地域を挙げて取り組みました。児童生徒は、
「いのち」
「思いやり」等について実感をもって感じ取るとともに、様々な人たちの
生き方や異なる地域性にふれることにより、今を見つめ、将来を見つめる機会にな
りました。
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うるしがみもんじょ

払田柵跡で発見！千年前の漆紙文書に秘められた謎
払田柵跡とは？
今年度実施した払田柵跡第151次調査で、漆紙文書が

払田柵跡を南西から望む

およそ千年前の地層から発見されました。ここではその

政庁跡

歴史的発見についてご紹介します。

外郭南門

発見の舞台となった払田柵跡（大仙市・美郷町）は、
昭和５年に城柵では全国で初めて発掘調査され、翌６年

儀礼の場

今年度調査区

に県内で初めて国史跡に指定された平安時代の役所（城

(出土地点)

柵）跡です。国内で初めて木簡が発見されたことでも考
古学上著名な遺跡で、総面積約89万㎡と東北の古代城柵
では最大級の規模を誇ります。
払田柵跡以外にも、秋田市には秋田城跡が、宮城県多賀城市に
は多賀城跡がありますが、これらは律令国家による東北支配の拠
点でした。払田柵は、太平洋側の多賀城と日本海側の秋田城を結
ぶ陸路上に位置します。

折られた状態で発見された文書⇒

漆紙文書の発見！
漆紙文書とは、役所で不要となった文書のうち漆工房に払い
下げられて漆液容器の蓋として再利用されたものです。脆弱な
ため発掘調査で見つかることは非常にまれです。

だいさかん

おかもと

今回発見された漆紙文書には、
「秋田城」、
「大目」、
「𦊆本（人
ひょうろう に じゅうしち

こく

ふりょうをくだす

名、岡本の異体字）」、「兵粮貳拾漆（七）斛（石）」、「俘料下」

「大目𦊆本」

「兵粮」

「秋田城」

等の文字が確認されました（右図及び表紙参照）。
「秋田城」という文字が確認されたのは出土資料としては全国初のことです。「大目」は国司四
等官の役職名で、払田柵に岡本という姓をもつ国司が滞在していたことを物語っています。すな
わち、この文書は払田柵から秋田城へ兵糧二十七石を送ったことを示す帳簿の下書きである可能
性が高いと考えられ、払田柵と秋田城との間に直接物資のやり取りがあったことを示す初めての
資料として古代東北史を考える上できわめて重要な資料となりました。いったいなぜ秋田城へ兵
糧を送ったのか、はたして岡本という人物は何者か等々、新発見は新たな謎を生み出します。
ところで、「払田柵跡」という名称は、遺跡がある現在の払田という地名に由来します。じつ
は、払田柵跡が当時どのような名前で呼ばれていたのか、古代の史書にも明確な記述がないこと
から分からず、東北最大規模の城柵であるにもかかわらず「無名不文の遺跡」といわれています。
かわのべのふ

研究者によって「河辺府」説や「第二次雄勝城」説などが唱えられていますが、未だ解明に至っ
ておらず、今回の発見はそうした問題にも一石を投じるかもしれません。
初めてづくし で未だに謎の多い払田柵跡ですが、秋田の古代史を解明するために、今後も学
術調査を進めて成果を積み上げていきます。新たな発見にご期待ください。
（秋田県教育庁払田柵跡調査事務所）
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秋 田 県 立 近 代 美 術 館

出前美術館 in MOJA
（ミュージアム・オブ・神代アート）

「出前美術館」は、どこの地域でも芸術作品の鑑賞ができるようにと、来館の難しい地域に美
術館が出向いて実施している展覧会です。今年度は、仙北市教育委員会の御協力の下、仙北市立
神代中学校を会場に11月７日（火）から11日（土）までの５日間開催しました。20校目の開催となっ
た今回の出前美術館についてご紹介します。

仙北市内の小・中学校の児童生徒が来場！

会場となった神代中学校は勿論、神代小学校など近隣の小・
中学校５校の子どもたちが来場してくれました。約１時間ほど
お だ の なおたけ
ひらふくすいあん ひやくすい
の滞在でしたが小田野直武や平福穗庵・百穗親子など、仙北市
出身の画家の作品も展示されていると知り、どの子どもも真剣
なまなざしで作品に見入っていました。
今回の出前美術館では、来場した学校ごとを対象に、学芸主
事による鑑賞の授業を行いました。自分たちが感じ取ったこと
を伝え合ったり、学芸主事から作品や作家について説明を受け
たりしながら、徐々に見方を深めていることが窺えました。中
には、自分たちで作品のストーリーや題名を考えるなどの鑑賞
活動を行った学校もありました。作品から見付けたことや感じ
取ったことを基に、想像力を膨らませ、作品を味わっている様
子が窺えました。

小田野直武の「不忍池図」
（レプリカ）
に注目！

「わー、
きれい！」貝の装飾に感動

学芸主事の説明に熱心に耳を傾けて

「どうやってつくったんだろう？」

作品のストーリーを考えて

「木の遊具」が大人気！

小さい子どもたちが美術に親しむこ
とができるように、木の遊具（作品）
を設置しました。神代子ども園の年長
クラスが来場し、時間いっぱい木と触
れ合い、楽しんでいきました。中学生
にも大人気で、休み時間にやってきて
は、歓声を上げながら楽しそうに遊ぶ
姿が見られました。

「ころころ、
つるつる。いい気持ち！」

「いいこと思い付いた！」

展覧会最終日は、会場となった神代中学校の創立70周年記念式典が行われ、来校したお客様に
もご覧いただくなど、多くの方々に秋田の美術文化のよさや美しさを伝えることができ、芸術の
秋に相応しい充実した展覧会となりました。
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お知らせ
館☆
☆秋田県立博物21
TEL 018-873-41

真澄資料センター
秋田県立博物館 菅江
若き日の旅」
企画コーナー展「真澄、

3日（日）
３月17日（土）〜５月1
国の周
て旅立つ以前、故郷三河
菅江真澄は北国に向け
した。真澄
を広 め、学問を深 めま
辺や 他国を歩 いて 見聞
拾い出して紹介します。
の若き日の旅を、記述から

☆農業科学館☆
TEL 0187-68-2300

平成30年度 公募企画
展

いずれも観覧無料

エビネ・日本桜草展

４月28日（土）
・29日（日

）
彩り豊かな春咲きエビ
ネと江戸時代から人気
のある
日本桜草を紹介します
。

●県内の教育施設等で開催される
主なイベント等をご紹介します。
※申し込み方法など、詳しくは各施設に
お問い合わせください。

☆県立図書館☆
TEL 018-866-8400

後藤宙外−｢文壇との交

展示）
３月24日（土）〜５月2
8日（月）
※４月４日（水）
・18日（水）、５月２日（水
）
・16日（水）は
休館日
明治の文壇で小説家や
編集者として活躍した後藤
宙外
の生涯を、様々な資料に
より紹介します。

ー☆
☆生涯学習センタ
71
TEL 018-865-11

開 講 記念 講 演
あきたスマートカレッジ
療の知
「秋田から発信する医
ない〜」
〜大腸がんでは死なせ

5:00
４月28日（土）13:00〜1
参加費 無料
の工
腸内科クリニック特別顧問
昭和大学教授／工藤胃
でき
込も
加申
行います。当日の参
藤進英氏が記念講演を
」
ッジ
カレ
ート
講座「あきたスマ
ます。総合 的な 生涯 学習
の開講式も行います。

ギボウシ他山野草展

５月５日（土）
・６日（日

）
春の 山々 を彩 る、ギボ
ウシ や様 々な 山野 草の
清楚 な
佇まいを紹介します。

コアニチドリ・イワチド
リ展

５月26日（土）
・27日（日

）
採取 され た上 小阿 仁村
の名 を持 つ、可憐 なコ
アニ チ
ドリやイワチドリを紹
介します。

流｣と｢生涯｣−

（県立博物館との連携

☆県立近代美術館☆
TEL 0182-33-8855

近代美術館リニューアル
オープン記念
「北斎の富士―冨嶽三
十六景と富嶽百景―」
４月21
日（土）〜６月17日 (日
)
観覧料：一般1000円、
高・大学生500円、
中学生以下無料
近代 美術 館のリニュー
アルオープンを記 念し
、葛飾 北
斎の「冨嶽三十六景」
と
「富嶽百景」
を一堂に紹介します。

☆秋田県教育委員会
伊藤佐知子委員の再任について☆
県教育委員会の伊藤佐知子委員が12月22日に再任（２期目）
され、
引き続き本県の教育行政の推進に携わっていただくこととなりました。
伊 藤 佐知子
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授
任期：平成29年12月22日〜平成33年12月21日
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秋田県特別支援学校文化祭作品紹介
第15回わくわく美術展と平成29年度みんなの写真展が秋田市にぎわい交流館AUで開
催されました。子どもたちが自由な発想で伸びやかに表現した作品の中から、最優秀賞
を受賞した作品をご紹介します。
わくわく美術展 絵画コンクール部門 最優秀賞作品

「The favorite things」
第24回全国特別支援学校文化祭
造形・美術部門 りそなグループ賞（最高賞）
内山健太（聴覚支援学校中学部３年）

「戦国家紋合戦」
第24回全国特別支援学校文化祭
造形・美術部門 全国盲学校長会長賞
伊藤光一（視覚支援学校高等部３年）

わくわく美術展 自由作品部門 最優秀賞作品

「うみの杜のなかまたち」
柏崎勇童、木村結人、小西讃恵
桜庭満琉、土井陽斗、山本涼太
（栗田支援学校小学部６年共同作品）

「じじのお仕事」
鈴木海斗（男鹿市立船川第一小学校５年）

みんなの写真展 最優秀賞作品

「３年２組
写真部門

全員集合！」

第24回全国特別支援学校文化祭
全国特別支援学校知的障害教育校長会長賞

武田紘明（天王みどり学園中学部３年）

「タートル・イン・ワンダーランド」
佐々木廉
（聴覚支援学校高等部専攻科２年）
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