
 

 

 

 

 

 

 

 

４万人目セレモニー     プライム企画展展示解説会    

 

「ホンモノ」に迫る･･･ 
 

館長：岸 善一 

 

上地区のあるグループが本館収蔵の

シャルロット＝ペリアン指導の｢寝椅子｣

の複製に取組んでいます。昨年７月の実

物の採寸、Ｘ線・内視鏡調査を経て、そ

れぞれ担当ごとに作業を進めてきました

が、事業計画を変更せざるを得ない状況

とのこと。 

その過程で、明らかになった課題は、

①全く同じ素材の鑑定とその確保、②著

作権交渉でした。 

 社会貢献基金を活用する事業としてス

タートしましたが、本来の目的「地域貢

献」までの道のりは、まだまだ遠いと言

わざるを得ません。 

見通しの甘さをいうのは、簡単ですが、

私はその意欲と努力に敬意を表したいと

思っています。 

何事においても、アイディアを実現す

るには困難がともないます。まして、戦

中（75年前）の民芸作品に迫ろうとして

いるのですから。 

 

海外との著作権交渉における言語の壁

は、大きいに違いありません。そうした

中、本館学芸員始め、東北芸術工科大学

や地元製材所、さらに弁理士や弁護士等

のご指導やご教示を得ながら、課題克服

をめざしているようです。 

事務局の方は、地域に伝わっていた当

時の技術力の高さと素材選択の知識に対

する驚嘆と賛辞を述べていました。 

一方、その過程に横たわる課題は、関

わる一人ひとりに「ホンモノ」の持つ素

晴らしさを実感できる、確かな機会を提

供しています。 

博物館でも、収蔵資料を良好な状態で

保存するという課題を、容易に克服でき

ないでいます。ただ手を拱いているだけ

ではいけないと思いつつ、今ある｢モノ」

を県民の皆さんに、永く「山形の宝」と

して認識していただくために、どのよう

に保存していくかを考えると、常に正念

場にいるのではと思わされます。
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文化の日無料開館（めがみちゃん登場）



 

 

平成 28 年 7 月 9 日（土）～平成 28 年 9 月 4 日（日）

 

今回の特別展は、災害が少ないといわ

れている山形県で過去に起こった自然災

害について古文書や気象台のデータや新

聞報道から振り返り、県内の震災、火山

災害、気象災害、土砂災害の特徴を明ら

かにし、今後の防災につなげることを目

標に展示を企画しました。東日本大震災

から 5 年がたち、4 月には熊本地震が発

生し、県内の都市圏活断層図や活断層の

長期評価を見ると、地震はいつどこで起

きるかわからないことをあらためて実感

させられ、その備えがどの地域も欠かせ

ないことがわかりました。記念講演会で

は山形大学の伴雅雄氏、村山良之氏、山

形地方気象台の板谷宏之氏からそれぞれ

の専門分野のお話をいただき、山形の自

然災害を理解し防災について考えるよい

機会になりました。期間中6,899名（１

日平均138名）のご来館があり好評の内

本展を終了することができました。 

 

展示解説会の様子 

 

 

 

平成 28 年 9 月 24 日（土）～平成 28 年 12 月 4 日（日） 

  

今回のプライム企画展では、山形の代

表的寺院であった寳幢寺（跡地は山形市

もみじ公園清風荘（山形市東原町））と、

関連する同時代資料を、信仰と寺社とい

う視点から展示しました。 

大きな展示替えを3回実施し、小さな

資料の交換も数回行いました。ほとんど

の資料は初公開であり、国文学研究資料

館（東京都立川市）所蔵の「出羽国山形

寳幢寺文書」からも史料の貸し出しを受

け、寳幢寺と 上家の関係や、寳幢寺資

料の渡来品などについて新発見もありま

した。寳幢寺に関わる内容を3人の先生

方からご講演をいただきました。 

文化の香り高い秋を通し初冬までの

62 日間の開催期間中11,195 名（１日平

均180名）の方から入館いただきました。

お寄せいた 

だきました 

アンケート 

も、多くの 

方から御満 

足をいただ 

くことがで 

きたという 

結果をいた 

だきました。 

 

 企画展の展示報告 

 特別展「山形の災害」 

 プライム企画展「よみがえる 古
いにしえ

の大寺院『寳幢寺
ほうどうじ

』至宝展」 

 



 

 

平成 28 年 12 月 17 日（土）～平成 29 年 3 月 12 日（日） 
  

平成28年4月25日に山形県が申請し

た「自然と信仰が息づく『生まれ変わり

の旅』～樹齢300年を超える杉並木につ

つまれた2,446段の石段から始まる出羽

三山～」が日本遺産に認定されました。

これを記念し、出羽三山信仰に関する歴

史や伝統行事を紹介し、古来から多くの

人々の心を引きつけてやまない「生まれ

かわりの旅」の由来やその魅力を伝え、

地域の宝として語り伝えていくための導

入展示として開催しています。年末年始

休みを挟み、県内外問わず多くのみなさ

まにご覧いただいているところです。 

 展示資料のなかには、今回初公開にな 

る甑嶽山観音寺所蔵資料をはじめ、慈光

明院や羽黒山正善院の所蔵資料など常時

個人での拝観が難しいものや、文化財に

指定されている貴重な資料も含まれてい

ます。それらは出羽三山の魅力を物語る

ほんの一部分ですので、この展示を契機

にみなさんが考える「生まれかわりの旅」

を体験し、さらに山形県が誇る日本遺産

として発信してくださること期待してい

ます。 

 

 

 

平成 28 年 12 月 17 日（土）～平成 29 年 2 月 19 日（日） 

 

博物館と同友の会の共同企画展「私た

ちのたからもの」は今回で8回目をむか

えました。友の会会員で構成された講

座・展示委員会の皆さんとともに準備を

しました。 

 今回の共同企画展は大きく二つの内容

に分かれます。一つはみんなのたからで

ある、当館所蔵の石沢慈鳥鳥類コレクシ

ョンです。石沢慈鳥氏（中山町出身）が

戦前戦後にかけて国内外で収集した鳥類

の貴重な標本のコレクションは、普段は

収蔵庫で大切に保管していますが、この

展示会で特別に公開しています。 

 もう一つはわたしのたからである「モ 

ノから振り返る昭和のくらし 終戦から

昭和の終わりまで」の展示です。昭和の

暮らしや文化をモノから振り返ろうとい

う試みです。懐かしく思い出される方も

初めてご覧になる方もいるかと思います。

是非ご見学下さい。 

 

 

 

 

 

第 8 回山形県立博物館・同友の会共同企画展 

「私たちのたからもの」－モノから振り返る昭和のくらし  

終戦から昭和の終わりまで－ 

 

 日本遺産認定記念企画展「出羽三山～生まれ変わりの旅～」 

伝木喰行者光海上人所用結袈裟 
（甑嶽山観音寺所蔵） 

 企画展のご案内 

展示解説会のようす 

こしきだけ 



 

平成 29 年 3 月 4 日（土）～平成 29 年 5 月 14 日（日） 
 

近代教育がはじまった明治期は、男女 

ともに小学校への就学が奨励され、やが

て義務となりました。当初、女子の就学

状況は十分とはいえず、本県にとって、

学校に通えない女子児童の解消は急務と

され、「子守学級」などの手立てにより、

女子の就学率は明治の後期には、急速に

向上しました。また、近代化の進展にと

もない女子の中等教育の充実が必要とな

るなか、本県では全国に先駆けて公立高

等女学校の設立に力を入れました。 

開発途上国などでは、女子教育を巡る 

問題が大きく採りあげられることが多い

今日、本展示会は、本県がたどった女子 

 

教育のあゆみを振り返り、女子教育の意

義を歴史的視座から考える手がかりとす

るものです。 

展示解説会(13:30～14:00) 

① ３月４日（土） ② ４月８日（土） 

③ ５月６日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内学校関連 

 大石田町：大石田北小学校  河北町：西里小学校  上山市：上山小学校、南小学校、宮川小学校   

寒河江市：西根小学校  鶴岡市：大泉小学校、鶴岡工業高等学校    

 天童市：蔵増小学校、天童南部小学校、津山小学校、成生小学校、干布小学校、山口小学校 

 中山町：長崎小学校  南陽市：梨郷小学校  村山市：袖崎小学校 

 上町：赤倉小学校、月楯小学校、東法田小学校 

山形市：大郷小学校、大曽根小学校、金井小学校、鈴川小学校、第三小学校、第七小学校、第十小学校、第二小学校、第六小 

学校、楯山小学校、千歳小学校、西小学校、東小学校、南小学校、南沼原小学校、南山形小学校、山寺小学校、山形養護学校、 

霞城学園高等学校、明徳福祉専門学校、東北文教大学、山形大学  山辺町：相模小学校  米沢市：関小学校 

県内幼稚園 

 あおぞら幼稚園、大谷幼稚園、出羽大谷幼稚園、南光幼稚園、山形聖マリア幼稚園 

その他 

 山形県：いちょう子どもクラブ、大江町老人クラブ、おもてなしタクシードライバー、楽聖クラブ、河北町教育委員会、河北町農

村環境改善センター、上山市上十日町地区会、上山市民生児童委員、県青年の家ＹＹ社会見学、寒河江市柴橋地区公民館、障害者

デイサービス、全国埋蔵文化財法人連絡協議会、第五地区食生活改善推進協議会、デイドリームセンター笑顔の里、ボーイスカウ

ト鶴岡第１団、南山形地区蔵王第二団地、宮内民生児童委員、風の旅行社企画ツアー（ 上総合支庁）、山形市民自連常任理事会、

山形市南部公民館   

北海道：ＣＢツアーズ「縄文ツアー」（北海道埋文）  宮城県：里浜貝塚ファンクラブ   

福島県：須賀川身体障害者福祉会  

 

江戸時代の 

女子用往来物 

（当館蔵） 

 企画展「女子教育のあゆみ－寺子屋の時代から戦後まで－」 

ご来館団体（平成 28 年 8 月～平成 29 年 1 月） 

山形県立博物館 〒990-0826 山形市霞城町 1番 8 号  

TEL:023-645-1111   FAX:023-645-1112  URL:http://www.yamagata-museum.jp/ 

山形県立博物館 教育資料館（分館）〒990-0041 山形市緑町 2丁目 2 番 8号  

 TEL:023-642-4397   FAX:023-642-4403  URL:http://www.yamagata-museum.jp/education-museum/ 


