


 



 大仙市「明治１５０年」 
 企画展開催にあたり 

 
今年、平成３０（２０１８）年は、戊⾠戦争の動乱を経て、江⼾幕藩体制から

明治新政府へ移⾏した明治元（１８６８）年から、満１５０年を迎える年にあた
ります。 

大仙市では、近代のあゆみをテーマに、市⺠と共に近代化による地域の変貌を
振り返るため、シンポジウム、ヘリテージ（文化的遺産）ツアー、企画展を開催
いたします。これらの活動をとおして、未来を担う若者に先祖の事跡を伝え、これ
からの大仙市のあり方について、勇気と希望を持った将来像を描いてもらう機会
となれば幸いです。 

さて、企画展では、ふるさと大仙の近代のあゆみを、歴史資料などをとおして
振り返ります。現代社会の基礎・根底には、明治維新後の様々な形での近代化が
深く影響を及ぼしています。 

しかし、明治維新から現代までの１５０年という歳月は、決して平坦な道では
なく、昭和２０（１９４５）年のアジア太平洋戦争での敗戦・終戦というボーダ
ーラインがあることも事実です。このボーダーライン以後、私達の社会の成り⽴
ちは大きく変化しています。⼤⽇本帝国⾂⺠から⽇本国⺠へ、そして、富国強兵
から国⺠主権による⺠主化と非軍事化への転換が⾏われました。 

企画展をとおして、私たちの先祖が歩んだ１５０年の歴史の道を振り返り、現
代に生きる私たちが、先祖から何を受け継ぎ、そして何を受け継がなかったのか、
市⺠の皆さんと共に考えて参りたいと思います。 

平成 30 年 5 月    
大仙市アーカイブズ 



企画展は、４つの会場でそれぞれ開催されます。
 
〇大仙市アーカイブズ

   
 
   
   
 

〇旧池田氏庭園

   
   
 
   

    
 

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館

    
 

〇くらしの歴史館

    

企画展は、４つの会場でそれぞれ開催されます。

〇大仙市アーカイブズ
前期：戦争

（１）戊⾠戦争
   （２）対外戦争
 後期：ふるさと
   （１）鉄道
   （２）写真
 

〇旧池田氏庭園
前期：池田家

   （１）池田家
   （２）池田家
 後期：池田家の地域貢献
   （１）名望家

    （２）⻘年教育
 

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜９⽉９⽇（⽇）

    花火
 

〇くらしの歴史館
期間：１０⽉２０⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

    モノ

企画展
企画展は、４つの会場でそれぞれ開催されます。

〇大仙市アーカイブズ 期
前期：戦争と人びと 

（１）戊⾠戦争と
（２）対外戦争と

後期：ふるさとの近代化
（１）鉄道と人びと
（２）写真と人びと

〇旧池田氏庭園 期間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
前期：池田家の近代 

（１）池田家の成
（２）池田家の戊⾠戦争

後期：池田家の地域貢献
（１）名望家としての
（２）⻘年教育と

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜９⽉９⽇（⽇）

花火と人びとの暮

〇くらしの歴史館 
期間：１０⽉２０⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

モノから⾒る近代

企画展のスケージュール
企画展は、４つの会場でそれぞれ開催されます。

期間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
 ５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）
と人びと―ふるさと
と人びと―⽇清・⽇露

近代化と人びと 
人びと―盛曲線から

人びと―切り取られた

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
 ６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇）
成り⽴ちと近代
戊⾠戦争―断然敵軍

後期：池田家の地域貢献 ９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）
としての池田家―村翁、我
と池田家―地域

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館
期間：８⽉５⽇（⽇）〜９⽉９⽇（⽇）

暮らし―花火好

期間：１０⽉２０⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）
近代―酒造・鉄道・近代教育

スケージュール
企画展は、４つの会場でそれぞれ開催されます。 

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）

―ふるさとが戦場となった

―⽇清・⽇露そしてアジア太平洋戦争
 ９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）
から秋田新幹線へ

られた近代― 

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇）

近代―仕途を絶ち

―断然敵軍の要求を

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）
―村翁、我を顧

―地域の図書館としての

〇花⽕伝統⽂化継承資料館「はなび・アム」別館 
期間：８⽉５⽇（⽇）〜９⽉９⽇（⽇） 

―花火好きの多いこともまちの

期間：１０⽉２０⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）
―酒造・鉄道・近代教育を

スケージュール 

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕）
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟）

となった日― 
アジア太平洋戦争

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）
へ― 

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇）
６⽉１９⽇（⽕）〜８⽉２６⽇（⽇） 

ち農を以て業となす

を退く― 
９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇）

顧みて豊年を報ず

としての洋館建設―

いこともまちの名物―

期間：１０⽉２０⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇） 
を中心に― 

間：５⽉１５⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⽕） 
５⽉１５⽇（⽕）〜８⽉２５⽇（⼟） 

アジア太平洋戦争へ― 
９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟）

間：６⽉１９⽇（⽕）〜１１⽉１８⽇（⽇） 

となす― 

９⽉１⽇（⼟）〜１１⽉１８⽇（⽇） 
ず― 

洋館建設― 

名物― 

９⽉４⽇（⽕）〜１２⽉１⽇（⼟） 
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ふるさとが戦場となった日
    

一般的
等）

応４年＝明治元年）

伏⾒ふしみ
⽉中旬〜７⽉末）

〜９⽉２２⽇

年５月１８日
箱館はこだて
たる

一方
列藩れっぱん
との
同盟軍
由利
ら進軍
横手城
２２日
多くの
大仙市内
めざす
拠点
は８月１３日

 

戊⾠戦争
ふるさとが戦場となった日
    

一般的に、戊⾠ぼしん戦争
等）と旧幕府との

応４年＝明治元年）年
伏⾒ふしみ

での戦争を⽪切
⽉中旬〜７⽉末）、福島・会津戦争
〜９⽉２２⽇）を経

５月１８日に北海道・
箱館はこだて戦争が終結

る国内戦争と説明
一方で、秋⽥藩領内
列藩れっぱん同盟軍（仙台・
との熾烈な戦いが
同盟軍は、雄勝（院内口）
由利（吹浦口・矢島口）

進軍し、藩都久保田
横手城は８月１１日
２２日に落城し、両城下

くの⺠家が焼失
大仙市内は、列藩同盟軍
めざす路程にあり
拠点として位置付

８月１３日から
 

戊⾠戦争
ふるさとが戦場となった日

戦争は新政府（薩摩・⻑州藩
との戦争とされ、
年正月３日、京都の
⽪切りに、新潟・

、福島・会津戦争
経て、翌１８６９
北海道・五稜郭ごりょうかく

終結するまでの５１８日間
説明されます。

秋⽥藩領内でも新政府軍
（仙台・庄内藩等、以下列藩同盟軍）

いが繰り広げられました
（院内口）・仙北

（吹浦口・矢島口）・大館（
、藩都久保田城を目指
８月１１日に落城、⼤館城は８⽉

、両城下も戦火
焼失の憂き目に遭
、列藩同盟軍が久保田

にあり、また秋田藩の
位置付けられていました。

から９月１８日まで

戊⾠戦争
ふるさとが戦場となった日 

（薩摩・⻑州藩
、１８６８（慶

正月３日、京都の鳥羽と ば ・
新潟・北越ほくえつ戦争（５

、福島・会津戦争（８月２１日か

翌１８６９（明治２年）

五稜郭ごりょうかくが開城して

５１８日間にわ
。 

新政府軍と奥羽おうう越えつ
庄内藩等、以下列藩同盟軍）

げられました。列藩
・仙北（生保内お ぼ な い口）・

（十二所じゅうにしょ口）か
目指します。 

落城、⼤館城は８⽉
戦火に⾒舞われ、
遭います。 
久保田や角館を

の最重要防衛
ました。市内で
まで戦闘が 

戊⾠戦争と人びと
 

 

 

繰り広げられ、

刈和かりわ野の ・峰みね
地区で大激戦
池田家（仙北地域）

藩の出先機関）に

焼 失しょうしつ取 調とりしらべ
兵火によって
５７村５，９１５軒
１３６軒に
また、大仙市内
軍、列藩同盟軍の戦死者
５００名にのぼる
⽥戊⾠戦争
す。 
 
企画展をとおして
同胞相打つ
れた事実を
達にとって“
る近代国家
機会としていただければ

人びと
げられ、角間かくま川がわ・花館はなだて

峰みね吉川よしかわ・福部ふくべ羅ら
大激戦となりました
（仙北地域）が所蔵する

藩の出先機関）に関する文書
取 調とりしらべ」（１８６８年１１⽉作成）

によって焼き払われた
５７村５，９１５軒のうち

に及びました。 
大仙市内の戦闘で

列藩同盟軍の戦死者（卒・夫卒を含む）

にのぼるとされます
⽥戊⾠戦争での戦死者数

をとおして、ふるさと
つことになり、多
を知っていただき

“戊⾠戦争とは
近代国家の誕生の背景”

としていただければ幸い

人びと 

花館はなだて・南 楢 岡みなみならおか
羅ら ・小種こたね・境・国⾒

となりました。 
する六郷役屋（秋田

文書うち、「仙北
年１１⽉作成）によれば

われた家屋は、仙北郡内
のうち、焼失家屋は

 
で、秋田藩、新政府
（卒・夫卒を含む）

ます。この数字
戦死者数の約半数に及

、ふるさとが戦場となり
多くの若い命が

っていただき、現代に生きる
とは何か”、“日本におけ

背景”を考えていただく
幸いです。 

 

南 楢 岡みなみならおか・ 
・国⾒

（秋田

、「仙北兵火へいか
によれば、
、仙北郡内

は１，

新政府
（卒・夫卒を含む）は、

数字は秋
及びま

となり、
が失わ
きる私
におけ

ていただく



ふるさとは 燃えたか    

〜池⽥家所蔵 六郷役屋⽂書群から⾒る戦争の姿〜 
 
【 池 田 家 が 残 し て き た 秋 田 藩 の 記 録 】 
池田家（仙北地域、⼤正期には１千町歩所有の巨⼤地主となる）には、秋田藩
の仙北郡奉⾏六郷役屋の文書群１千点余りが歴代当主の手で⼤切に
残されてきました。 
秋田藩は、１７９５（寛政 7）年 9 月に、郡こおり奉⾏を 6 郡（仙北・平
⿅・雄勝・河辺・秋⽥・⼭本）に再設置し、仙北郡内の 4 か所（六郷・
⻑野・神宮寺・角館）に役屋を設置しました。六郷役屋は、現在の美
郷町のほぼ全域と大仙市の⼤曲地域四ツ屋地区、仙北地域全域、太
田地域の川口・永代地区を管轄しています。 
六郷役屋文書は、郡支配に関する文書で、秋田県内では他の 5 郡の
文書群は確認されておらず大変貴重です。 
展⽰史料１－１「慶応四年⾠五⽉より 八十五番⽇記」は、六郷役
屋管轄の村々の肝煎から選ばれた 5 人の親郷肝煎たちの業務日誌で
す。藩からの通達や地域の出来事が記されています。 
この日記には、戊⾠戦争時の六郷役屋の対応が記されています。 

 
 

十一日 天気 横⼿御城落 
十二日 御役屋御用物● ● ● 、並諸道具● ● ● 在々● ● へ預る。御担 渡部様、 

御詰合 武藤左記様、⾼梨 池田へ御引移、被遊候。 
（句読点を付し、新字体、現代仮名遣いに改めた） 

新政府側についた秋田藩は、１８６８（慶応 4）年 7 月下旬から奥羽
越列藩同盟軍（以下、同盟軍）の侵攻を受け、8 月 11 日には横手城
が落城します。六郷役屋は、同盟軍が六郷まで迫ってきたことから、
諸道具を村々へ預け、役人たちを池田家へ避難させます。 
こうして、仙北郡の一帯は戦火にさらされることなります。終戦後、
新政府から役屋に対して、１０月９日付で１１日までに「村々兵火
焼失取調書」を作成するよう命令が伝えられています（六郷役屋⽇記「⼗
七 ⽇記」秋⽥県⽴図書館蔵）。展⽰史料１－２「仙北郡兵⽕ニ付焼失取
調書」は、その時に作成された文書と考えられます。 
展⽰史料１－３「羽貫谷地村兵火焼失書上帳」は、羽貫谷地村（美
郷町）の具体的な被害状況がわかる史料です。 
史料１－３を⾒ると焼失した建物・家財数が記されています。焼失し
た時期は、新暦１０月上旬ごろと推測されますので、その後、被災者
達はどのようにして冬を越したのでしょうか。 



戦場を駆ける郷夫
ご う ふ

    

〜サムライの戦を支えた男達〜 
 
戦場での郷夫の役割は、⾷糧・弾薬や大砲の運搬などの⼒役を任され
ました。郷夫の多くは農夫や職人たちで、小荷駄方として丸腰で戦場
を駆けまわりました。 
表１－２「強首村供出の郷夫・馬一覧」は、強⾸村（⻄仙北地域）
に割り当てられた郷夫たちの記録をまとめたものです。これを⾒ると従
軍日数は少ない者で４５日、多い者で２００日もの間、各地を転戦
しました。幸いにして、強首村の郷夫達は、一人の戦死者もなく無事
に家族のもとへ帰ります。 
しかし、展示している史料からは、討死した者、負傷した者が記され
ています。展⽰史料１－４「明治四年未九⽉ 去⾠年戦争ニ付討死
手負書上」には、仙北郡払⽥村・六郷村・⾦沢東根村・⾦沢前郷村
の郷夫達が討死・負傷し、翌年「生涯一人扶持」を賜ったことがま
とめられています。 
展⽰史料１－５「郷夫・藤原末吉 討死により扶持拝領のこと（仮
題）」は、末吉は郷夫として戦場で討死し、その年に米一人扶持を 

 
賜ったことが記されいます。裏書には県へ提出した際の写しが記され
ています。 

展⽰史料１－６「明治元年⾠⼋⽉⼋⽇⽴ 合戦ニ付郷夫請留」は、新
庄６番隊小荷駄方 北条⿅之助、三井保五郎の連名で、⻫内村（太
田地域）肝煎 伊兵衛へ出されたもので、内容は、⻫内村の伝兵衛を
小荷駄の役目交代により差し戻すと記されています。 
また包み紙には「郷夫交代三十日 九月八日ニ戻ル無難」とあり３
０日従軍し負傷することなく、家族のもとへ帰ったことがうかがえます。
しかし、伝兵衛の⾃宅はその時すでに焼失の憂き目に遭っていました。 
戊⾠戦争の悲惨さを語る際に、サムライたちの奮戦や死に様が取り上
げられます。一方で、この戦争を支えた郷夫達の活躍と、失われた命
への眼差しも忘れてはならないでしょう。 
 

【小山田家が伝えてきた郷夫に関する文書】 
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武士として生きる    

〜武士道というは死ぬ事とみつけたり〜 
 
戦国の世も１００年余り過ぎた、１７１６（享保元）年頃に成⽴し

た『葉隠はがくれ聞書』は、「武士道というは死ぬ事とみつけたり」という一
節から始まり、主君への絶対服従と何事も死んだ身であたるべきで、
死を恐れないことが恥辱にまみれない唯一の方法と説きました。 
では、戊⾠戦争当時の武⼠達の死生観はどうだったのでしょうか。『横
手市史』に、石川蔵人の両親宛ての手紙が紹介されています。これ

は、8 月 19 日の太平山（姫神山）の戦いで戦死した斑目まだらめ善左衛門（１

８歳）の死に直面し、父宛には斑目は若年で可哀そうであるが、「武家
に生るゝ本望」として武士としての覚悟を述べています。しかし、⺟
宛には「武士ほど浅ましき物なし」として、親子・兄弟の死を悲し
むこともできず、「乗り越、はね越へ」して来た敵を討つだけと述べて
います。『横手市史』では石川の胸中を「恐らく⺟への手紙が石川蔵
人の本音に違いない」としています。 
さて、⻄仙北地域刈和野の山口家には、戊⾠戦争に出陣した茂右衛
門の陣中日記と書状が残されています。山口家は、もとは宇都宮氏 

 
 
の家来で、同氏が改易（取り潰し）後、佐竹氏に仕え 1608（慶⻑８）
年に秋田に移りました。大坂冬の陣（1614 年）以後、刈和野に居を
構えることになります。 
展⽰史料１－７「朝敵御征討出陣中⽇記」は、茂右衛門が１８６
８（慶応 4）年 7 月 4 日から 10 月 12 日までの 3 か月に及ぶ従軍
記録です。茂右衛門は、⼩荷駄奉⾏・根本周助（通明）のもと小荷
駄方（⾷糧弾薬等の確保運搬）として院内から神宮寺、境、南部領太
田まで転戦します。日記には、戦争終結後、9 月 24 日に刈和野に
帰宅したところ「居宅焼失」（9 月 15 日刈和野戦による）となっており、
家族は北楢岡の親類宅へ避難していたことが記されています。茂右衛
門の胸中は記されていませんが、どれだけ心配をしたことでしょう。 
展⽰史料１－８「山口茂右衛門 家族宛書状（７月２３日付）」には、
仙台藩士の生首が曝されいる現実から「誠に戦場の世の中」になっ
てしまったと指摘しています。また、無事でさえいればそれで良いと、
武士の名誉である武功の獲得については何も触れられていません。 
戊⾠戦争に参加した多くの武士達にとって、目の前で多くの人の命が
失われてゆく様は、初めて⾒る光景であったはずです。150 年前、
武士という身分だけで心ならずも戦場に駆り出され人びとがいたのです。 



戦場からの手紙    

〜甲冑はどう考えても重く扱えません〜 
 
軍事郵便といえば、近年、アジア太平洋戦争をテーマにした映画
『硫⻩い お う島じまからの手紙』でも取り上げられ、従軍した夫や息子からの
家族への手紙を思い浮かべます。実は、戊⾠戦争時も戦場にあった
夫や息子からの手紙が、家族のもとへ届けられました。 
展示している高階たかはし貞さだ臣おみ（靱負ゆ き え）の手紙は、１８６８（慶応４）年４⽉
下旬の庄内藩攻撃（図１－１）に際して家族へ送った手紙です。 
高階家は、２５０石余取りの家柄（図１－２）で、戦争当時は渋江内ない
膳ぜん配下で庄内出陣第一軍の鉄砲与⼒（展⽰史料１－１２には鉄砲大将
とある）として従軍していました。 
展⽰史料１－９には、貞臣は出陣に際して先祖伝来の甲冑（具足）
を持参しましたが、どう考えても重く、しかも段々と夏の暑さになっ
てきて、肥満の身としては、実際にはどうも扱いにくいので送り返そ
うかどうか迷っていると記されています。 
戊⾠戦争時の各藩では、ヨーロッパ・アメリカから各種の⽕⼒兵器
を輸入しました。そのため、この戦争は１８５０〜６０年代の⽕⼒ 

 
 
兵器の技術革新を集約した戦いであると指摘されいます。 
そうしたなかで、甲冑は⽕⼒兵器の前では無用の⻑物となっており、
貞臣も先祖伝来とはいっても、あえて着用することの意味を感じてい
なかったのでしょう。 
展⽰史料１－１０には、貞臣が家族へ「寝ても起ても一汁いちじゅう

へ、大
きらいのたくあん⼆切」であるため、送られてきた「玉子焼・干ひ 肴ざかな」
が本当にうれしいと記されています。貞臣を気遣った家族の思いや
りを感じます。一方で“武士は食わねど高楊枝”の精神は何処へや
らとも考えさせられます。 
展⽰史料１－１１は、庄内出兵が失敗する原因となった“観音森の
戦い”の状況とその原因が記されています。観音森の横から庄内兵を
攻める予定で、鳥海山を登り上から砲撃を加えるという作戦でした
が、諸隊が勝手に退却するなど連携がとれず敗退してしまいます。貞
臣はそもそも「無謀む ぼ う」の作戦で、先鋒の人選も渋江内膳の「御気お き

に入いり」
で「大臆病おおおくびょう」者達ばかりで、「渋江も口斗くちばかり」と非難しています。 
この手紙の最後で、鳥海山の雪を食べることになるとは夢にも思わな
かったこと、三男の幼い平三郎が「あらけて」いる様子から、成人
して戦争に出たら高名を上げるだろうと結んでいます。 
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ましたが、ロシアはこれを受け入れずついに
は開戦となりました。 
日本はこの戦争で、戦死者８１，４５５人、
負傷者や病気にかかり入院した者３８万１，
３１３人、後遺症が残った者１０万５，１
９５人という犠牲のもと、旅順の戦い・奉天ほうてん
会戦・日本海海戦で辛くも勝利を収めました。 
秋田県出身者の多くが入隊した秋田歩兵１
７連隊では、戦死者１，０１６人、戦傷者
３，１６７人を出しました。 
講和条約にあたり、アメリカの仲介のもと、
アメリカのポーツマス軍港においてロシア
との講和条約に調印しました。その内容は、
日本側が南樺太からふと

の割譲の権利を得る代わり
に無賠償を受け入れること、そして、ロシア
は日本による朝鮮半島の支配を認めることで
した。 
しかし、全国⺠が多大な人的物的な犠牲を払
い、総⼒戦で勝ち取った戦争であっただけに、
無賠償であったこと、そして、国⺠が日本の
軍事⼒を過大評価していたため、調印に反対
する「日比谷焼打事件」が起きました。 
このポーツマス条約後、日本は対華２１か
条要求など中国東北部（満州）の南側を勢⼒
範囲に収めました。しかし、第一次世界大戦
後、中国国内で反帝国主義を掲げた張学良

政権が国権回復運動を進めた結果、日本と
中国で紛争が頻発します。そして、⽇露戦争
後、中国東北部に駐屯していた関東軍により、
日中間の紛争打開を武⼒で解決するため、１
９３１（昭和６）年、奉天北郊の柳条湖の南
満州鉄道線路を爆破（柳りゅう条じょう湖こ 事件）し、これ
を中国軍の仕業と偽り、中国軍に奇襲攻撃を
加え、満州鉄道沿線を武⼒制圧（満州事変）
しました。これを契機に、日本は傀儡かいらい政権で
ある満州国を成⽴させ、そして、１９３７（昭
和１２）年、盧ろ 溝こう橋きょう事件を機に日本側の中国
への侵略を目的とした日中戦争へと発展しま

す。 
日中戦争直後、日本政府は「国⺠精神総動
員実施要綱」を閣議決定し「挙国一致き ょ こ く い っ ち・尽忠じんちゅう
報国ほうこく・堅忍けんにん持久じきゅう」の三大スローガンのもと
全国⺠に天皇への忠誠と戦争への協⼒を強
いました。１９３８（昭和１３）年に「国家
総動員法」を制定し戦時体制を強化しました。
１９４０（昭和１５）年には第二次近衛内閣
のもと「東亜と う あ新秩序の建設」「⾼度国防国家
体制の確⽴」のスローガンが打ち出され、ア
ジアにおける⻄欧諸国の植⺠地⽀配を排除
し、アジアの独⽴を勝ち取ろうと構想します。
しかし、これはあくまでも日本が盟主となり、
新たな支配秩序を構築することにありました。 



そして、「大東亜だ い と う あ共栄圏きょうえいけん」「八紘はっこう一宇い ち う」の名の
もとアジアに侵略し、無謀な作戦のもと多く
の村の⻘年たちが、兵士として異郷の地で斃たお
れます。 
１９４１（昭和１６）年１２⽉８⽇、⽇本海
軍はハワイ真珠湾を攻撃、アジア・太平洋
戦争へと突入します。戦線はアジア・太平洋
地域に広がり、村の⻘年たちが遠く戦地に送
られます。アッツ島、サイパン島、硫⻩い お う島とうで
の玉砕、悲惨を極めた沖縄戦、東京・名古
屋・大阪などの全国主要都市への⺠間⼈を巻
き込んだ爆撃が⾏われ、そして、広島・⻑崎
への原子爆弾の投下をもって日本は連合国
軍へ降伏することになります。 
また、秋田県唯一の大規模爆撃として、土崎
空襲がありました。終戦間際の８月１４日夜
から１５日未明にかけて、土崎の製油所を標
的とした爆撃が⾏われ、死者２５０人以上を
出したことも忘れてはならないでしょう。 
満州事変から１５年にわたる戦争で、日本人
は３１０万人が犠牲となり、アジア諸国では
２千万人に上る犠牲者があったとされます。
大仙市内では、３，３７６人の方々が犠牲と
なりました。 
今年は、明治元年から満１５０年を迎えます。
１９４５年の敗戦・終戦を境に、前半の７

７年は戦争の世紀であり、後半の７３年で日
本は⼀度も戦争をしませんでした。このことを
どう評価するのか、私たちの宿題です。 



近代を生きた男 
〜鈴 ⽊ 空 如 と 戦 争〜 

 
鈴⽊空如くうにょ

は、本名を久治といい、１８７３（明治６）年、仙北郡小神成こ が な り
村（太田地域）の素封家であった⽗・⻁之助と⺟・フミの三男として
生まれました。１８９２（明治２５）年、東京美術学校（現東京藝術
大学）に入学を志し上京します。画工・⻑⼭ながやま蘭らん林りんに師事し研鑽を積
みますが、日清戦争が勃発します。１８９４（明治２７）年９⽉に
招集され、近衛工兵第１８部隊に入隊します。１８９５（明治２８）
４月に広島宇品う じ な港から出征し、清国しんこく盛京省柳樹せいきょうしょうりゅうじゅ

に上陸しました。 
同年５月２２日に旅りょ順じゅん港から運搬船「胆振丸」で琉球りゅうきゅうを経由し、
５月３１日に台湾上陸します。 
空如が家族に宛てた軍事郵便によれば、台湾では、軍路の開設、鉄
道や橋梁の修理をおこなっていたこと、そして、上官から絵が上手い

ことから戦況図を描くよう指示されたと記しています。同年１０月、
空如は無事に帰国を果たします。 
帰国した空如は、１８９８（明治３１）年、空如は念願であった東 
京美術学校に入学を果たします。在学中は、雅号を⻑春ちょうしゅん、天てん⺠みんとし 

 
ましたが、卒業後は仏画師として空如と名乗ります。 
空如の業績は、焼損前の法ほう隆寺りゅうじ⾦堂こんどう壁画へ き が１２面を、明治末から昭
和の初めにかけて、独⼒で３度原寸大（１面約３ｍ×２ｍ）で現状模写も し ゃ
を⾏いました。また、平安時代の密教図像みっきょうずぞう

を数多く模写して、現代
の仏教美術史の研究に大きな功績を遺しました。この間、一人娘の 
豊子を病で亡くすという不幸に遭いますが、その生涯を一貫して仏画
研究に捧げ、日本の近代と共に生きた男は、１９４６（昭和２１）
年７月２１日、７３歳でその波瀾に富んだ生涯を閉じます。 
展⽰史料２－１は家族宛の書簡で、現地は「炎熱」であるが「涼
風」もありと家族に現地の状況を伝えています。地図には、基隆きりゅう

から
台北たいほく、新竹しんちく

まで上陸後に自分が訪れた場所と日付が記されています。 
展⽰史料２－２「茗荷みょうが草鞋わ ら じ」は、１９３５（昭和１０）年３⽉７⽇、
東京・白木屋で「日清戦争回顧展覧会」が開催された際に、空如は
戦争当時、自分で編んだ自慢の茗荷草鞋を出品しました。官給かんきゅう

の草
鞋は使用しなかったと伝えられています。 
展⽰史料２－３は敗戦にあたり空如の所感が記された書簡の草稿で
す。文面には、偽り多き軍国主義が滅んで、こんな愉快なことはなく、
これから真の日本ができることを希望すると述べ、自由を認めてくれ
る政府が最も願わしいと述べています。 



国家の大義と家族への愛 
〜⽇露戦争と 人 び と〜 

 
日本は明治維新後、わずか３７年で欧⽶列強の大国ロシアと、国の
命運をかけた戦争を繰り広げることになります。 
この戦争に参加した日本人は、１０８万８，９９６人にのぼり、仮
に全員を２０代男子とすると、１９０３（明治３６）年の２０代男
子の総人口が４０８万人で、３．７５人に一人が将兵として⽇露戦
争に参加したことになります。また、一市町村あたりの動員数は平均
で８０．９人、戦死者数は６・１人になるとされます。 
船沢（協和地域）の喜藤き と う小助は、１９０４（明治３７）年１１⽉に応
召し、秋田歩兵１７連隊に入隊します。翌年２⽉６⽇弘前に集結し、
広島宇品港から朝鮮半島にわたり、豆満江と ま ん こ う周辺の戦いに参加したと
されます。喜藤は１９０５（明治３８）年１０⽉２５⽇、無事に家
族のもとへ帰りました。 
喜藤は「征露執銃⽇誌」という従軍日誌をつけていました。『協和町
史（下巻）』によれば、国家のため「覚悟せる身なれば何をか躊躇ちゅうちょ

す
るべきや。」とし、ただ⽗⺟・妻⼦の心中を思うと「鉄石」の心も 

 
 
「愛の一字」に絆ほだされてしまう自分がいることを諫めています。一方
で読者に対しては、妻子への愛情が起こることは当然のことで「⼈倫
の大道」であることを述べています。 
また、南外村の⻘年たちが作成した「済々義会々誌」（『南外村史』）
には「人類を多く殺して、⾦鵄き ん し勲章くんしょう

を得え 、若しくは⽼⽗⺟妻⼦を残
して僅か５０年の寿命をムザムザ異域に葬り、以て名誉の戦死」と
みんなに言われるかと想うと「人生もまた味気なきものである。」と
記された一文があり、戦争への無情さが切々と語られています。 
さて、展⽰史料は、⿊溝台こっこうだい

の戦いで壮烈な戦死を遂げた、高橋吉之
助（享年３０歳、太田地域）の遺品です。吉之助は、弘前第８師団歩
兵第５連隊の特務と く む曹⻑そうちょう

として従軍し、妻子はなく、遺品は兄の手に
よって⼤切に保管され、現在はアーカイブズが保存しています。 
展⽰史料２－４は、吉之助の戦死を伝える電報です。展⽰史料 
２－５は、軍隊手帳で、泥が付着しており戦場から届けられたのでし
ょう。展⽰史料２－６は、吉之助の上官が遺族へ宛てた手紙で、吉
之助の戦死の状況が生々しく記されています。 
残されてきた史料によって、国家と家族のはざまで揺れ動く⻘年たち
の心情と、その家族の思いを垣間⾒ることができます。 



遺 書 

〜平和の来る日の遠くないことを思って〜 
 
１９４２（昭和１７）年８⽉から翌年２⽉にかけて、ソロモン諸島
ガダルカナル島をめぐり日米に死闘が繰り広げられ、大本営は制海
権が失われたことにより、この島を放棄しました。この戦いで敗北し
た日本は、この後、敗戦に向かって坂道を転がって⾏きます。 
展⽰史料２－７は伊藤直助の遺書です。直助は、１９２７（昭和２）
年、峰吉川尋常小学校高等科を卒業後、歩兵第２２３連隊に入隊、
１９４２年９⽉には陸軍⼠官学校を卒業しました。歩兵第２２３連
隊は、第３６師団（弘前）に属し当初は中国東北部で活動していま
したが、南方の戦局が悪化したため、ニューギニアへ派遣されます。
そこで、直助が目にしたのは、ガダルカナル島で勝利し意気揚々と
フィリピンの奪還をめざす米軍の姿でした。とくに、直助が派遣さ
れたビアク島は、日米両軍の航空部隊にとって重要な拠点でした。 
そして、１９４４（昭和１９）年５⽉２８⽇、直助は⻄部ニューギ
ニア・ビアク島ボスネックの戦闘で特別攻撃隊に志願し、肉弾戦
で敵陣に突入し壮絶な戦死を遂げました。享年３０歳でした。 
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大日本帝国の崩壊 
〜忠良なる⾂⺠に告ぐ〜 

 
１９４５（昭和２０）年８⽉１５⽇正午、昭和天皇が終戦の詔書を
自分で朗読し、ラジオ放送を通じて国⺠にポツダム宣言の受諾と太
平洋戦争の終結を伝えました。（ポツダム宣言…アメリカ・イギリス・中華⺠
国・ソ連からの降伏勧告。軍国主義の否定、軍隊の解体、中国への満州・台湾の返還、
朝鮮の独⽴などの条件があった。） 
展⽰史料２－８は、終戦後の村の様子を記した髙橋修三の日記です。
当時、髙橋は３８歳、⻑信⽥国⺠学校訓導（太田地域）で７人の子
供を持つ父親でもありました。日記には、敗戦後の村びとの心情や村
の様子を、⾒たまま感じたまま冷静に記しています。 
玉音放送については「学校へ出勤したところ、同僚が今日正午に重
大放送があるという話をしていた」とし、役場に⾏って玉音放送を聞
くと、「降服の詔書」の朗読があり、その場にいた３０名ばかりの人
は黙ったままで、髙橋によれば皆「米英の偽放送ではないかと疑って」
いたとしています。また「一億戦死の決意で、今まであらゆるものを
挙げて、困苦を耐え忍んできた」とし、「全く予想」できない放送で
あったと記しています。 

 
そして「国⺠としての村⺠のわりきれない心情」の一つとして 
「明治の世の経営の樺太・台湾・朝鮮・満州まで返すということは
父祖に対して面目がない。」と村⺠感情を紹介しています。 
また、兄弟が⼤陸から引揚げてきたことについて「非常に気の毒」で
「⼤陸で⻑い間築いてきた地位も財産も全部なくし」帰国した彼ら
は「敗戦の惨めさを十分に味わってきた」のだろうと述べています。 
敗戦時、外地には軍⼈軍属・⺠間⼈を合わせて約６６０万人がおり、
その引揚げが大きな問題となっていました。とくに満州は、ソ連の侵
攻のため、日本人約１５５万人の内、１７万６千人が亡くなりまし
た。開拓団は２７万人の内、７万８５００人が亡くなりました。軍
人軍属のうちソ連の捕虜となった人びとは、シベリア・中央アジア
の収容所に送られ、強制労働と粗悪な⾷料のため多くの犠牲者が出
ました。ソ連の発表によると、シベリア抑留者数は５４万６０８６
人、死者は６万２０６８人であったとしています。 
展⽰史料２－９は旧中仙町で作成された引揚関係史料です。引揚げ
事業は、１９４５年から４９年までの４年間で約６２９万人が帰国
を果たしています。引揚げ者は財産をすべて失って帰国したため、そ
の生活を援助するため自治体を中心に引揚げ者への援護が⾏われま
した。展⽰史料のその際に作成された⾏政⽂書です。 



    大仙市「明治１５０年」事業  

        ふるさと探訪講座  

 

    大仙市大仙市大仙市大仙市アーカイブズではアーカイブズではアーカイブズではアーカイブズでは、、、、戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争のののの開戦開戦開戦開戦からからからから１５０１５０１５０１５０年年年年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる今年今年今年今年、、、、

新進気鋭新進気鋭新進気鋭新進気鋭のののの研究者研究者研究者研究者３３３３名名名名をおをおをおをお招招招招きしきしきしきし、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様からからからから最新最新最新最新のののの戊辰戦争研究戊辰戦争研究戊辰戦争研究戊辰戦争研究

をををを知知知知っていただくっていただくっていただくっていただく講座講座講座講座をををを開催開催開催開催いたしまいたしまいたしまいたしますすすす。。。。    

    今回今回今回今回はははは北越北越北越北越・・・・会津会津会津会津・・・・函館函館函館函館などなどなどなど一連一連一連一連のののの戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争からからからから、、、、私私私私たちのふるさとたちのふるさとたちのふるさとたちのふるさと

もももも大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた秋田戦争秋田戦争秋田戦争秋田戦争をををを中心中心中心中心にににに学学学学ぶぶぶぶ内容内容内容内容となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    現在現在現在現在のののの大仙市大仙市大仙市大仙市でのでのでのでの戦戦戦戦いはいはいはいは、、、、慶応慶応慶応慶応４４４４年年年年（（（（１８６８１８６８１８６８１８６８））））８８８８月月月月１３１３１３１３日日日日のののの角間川角間川角間川角間川のののの戦戦戦戦

いをいをいをいを皮切皮切皮切皮切りにりにりにりに、、、、９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日のののの仙台仙台仙台仙台・・・・一関藩兵一関藩兵一関藩兵一関藩兵のののの撤退撤退撤退撤退までまでまでまで、、、、１１１１ヶヶヶヶ月月月月にわたにわたにわたにわた

りりりり住民住民住民住民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ戦戦戦戦いがいがいがいが繰繰繰繰りりりり広広広広げられましたげられましたげられましたげられました。。。。    

    このこのこのこの講座講座講座講座でででで戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争のののの内実内実内実内実やややや武士達武士達武士達武士達のののの本当本当本当本当のののの姿姿姿姿をををを知知知知っていただけれっていただけれっていただけれっていただけれ

ばとばとばとばと思思思思いますいますいますいます。。。。    市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様のののの参加参加参加参加ををををおおおお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    

    

【【【【開催日時開催日時開催日時開催日時】】】】    

    ◆◆◆◆５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日((((土土土土))))    午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分からからからから    

                講師講師講師講師：：：：畑畑畑畑    中中中中    康康康康    博博博博    氏氏氏氏（（（（秋田県立博物館秋田県立博物館秋田県立博物館秋田県立博物館））））        

                    「「「「部隊移動部隊移動部隊移動部隊移動とととと戦闘戦闘戦闘戦闘からからからから見見見見たたたた秋田藩戊辰戦争秋田藩戊辰戦争秋田藩戊辰戦争秋田藩戊辰戦争----古内左惣治隊古内左惣治隊古内左惣治隊古内左惣治隊をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして----」」」」    

    

    ◆◆◆◆６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日((((土土土土))))    午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分からからからから    

                講師講師講師講師：：：：栗栗栗栗    原原原原    伸一郎伸一郎伸一郎伸一郎    氏氏氏氏（（（（東北大学東北大学東北大学東北大学））））        

                        「「「「仙台藩仙台藩仙台藩仙台藩・・・・奥羽越列藩同盟奥羽越列藩同盟奥羽越列藩同盟奥羽越列藩同盟とととと秋田藩秋田藩秋田藩秋田藩のののの関係関係関係関係（（（（仮仮仮仮））））」」」」    

    

    ◆◆◆◆７７７７月月月月７７７７日日日日((((土土土土))))        午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分からからからから    

                講師講師講師講師：：：：長長長長    南南南南    伸伸伸伸    治治治治    氏氏氏氏（（（（上山城郷土資料館上山城郷土資料館上山城郷土資料館上山城郷土資料館））））        

                        「「「「近代近代近代近代におけるにおけるにおけるにおける旧庄内藩評価旧庄内藩評価旧庄内藩評価旧庄内藩評価のののの変遷変遷変遷変遷～～～～戊辰戦争時戊辰戦争時戊辰戦争時戊辰戦争時のののの動向動向動向動向をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって（（（（仮仮仮仮））））」」」」    

    

【【【【会会会会    場場場場】】】】    大仙市大仙市大仙市大仙市アーカイブズアーカイブズアーカイブズアーカイブズ「「「「研修室研修室研修室研修室」」」」        （（（（入場無料入場無料入場無料入場無料））））        

                    

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    主催主催主催主催    大大大大    仙仙仙仙    市市市市    ・・・・    共催共催共催共催    秋田大学史学会秋田大学史学会秋田大学史学会秋田大学史学会    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    



 

 

 

記録と記憶の交差点

大仙市アーカイブズ
今後ともよろしく
 

 

 

 

 

 

 

記録と記憶の交差点 

大仙市アーカイブズは⼀周年
よろしくお願いいたします

発 ⾏  大仙市アーカイブズ

発⾏⽇  平成３０

⼀周年を迎えました！  

いいたします。  

大仙市大仙市大仙市大仙市 マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター
まるびちゃんまるびちゃんまるびちゃんまるびちゃん（（（（ アー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズ

大仙市アーカイブズ 

平成３０（2018）年５⽉１４⽇

マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター     
まるびちゃんまるびちゃんまるびちゃんまるびちゃん     アー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズアー カ イ ブ ズ 仕 様仕 様仕 様仕 様     奴 雁型奴 雁型奴 雁型奴 雁型 ））））     

年５⽉１４⽇  
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