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朴实之中见真情
――小记安来节·捉泥鳅舞的体验学习
王

颖

“捉泥鳅舞”是岛根县的一种传统技艺。这是一种与三味
线、鼓的悠扬旋律和空灵的安来节民谣配合完成的滑稽舞
蹈。这次我们来到安来节民谣的发祥之地，可以现场欣赏安
来节民谣的殿堂“安来节演艺馆”，由专业人士指导，体验了
捉泥鳅舞的男舞。捉泥鳅舞有男舞和女舞，因为男舞丰富的
表情和滑稽的动作在全国广为流传，人们纷纷来体验这种舞
蹈的魅力。
请您先跟随我来看看舞蹈的服装吧。身着藏蓝色的和式
外衣，头绑布巾。鼻子前好像系着什么，大概很多人认为这是
5日元硬币，其实这是货真价实的江户时期的硬币“宽永通

宝”。关于为什么要系
这样一个硬币在鼻前
流传着很多种说法，
作为一种逗趣的舞
蹈，想必肯定有逗人
发笑这个理由吧。接
着让我们正式进入舞蹈学习吧。首先将鱼篓系在腰间，头顶
筛子，弯腰挪步登场，然后将筛子取下放在鱼篓之上，为表喜
悦之情先来一个开怀大笑。随后寻找泥鳅，捞泥鳅，筛出垃圾
扔掉，将泥鳅放入鱼篓，通过这一系列的动作将捉泥鳅的过

素朴な芸術で
人情を伝える
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素朴な芸術で人情を伝える ――安来節・どじょうすくい踊り体験記
「どじょうすくい」
という島根県の伝統芸能は三味線、鼓のテンポの良いリズム
の中と響き渡る安来節の唄にあわせた、ユーモアのある踊りです。安来節発祥
の地で、生の安来節が楽しめ、
その殿堂「安来節演芸館」
でプロの方の指導を受
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け、
どじょうすくいの男踊りを体験しました。
どじょうすくいの踊りは男踊りと女踊
りがありますが、男踊りのユーモラな顔や動作から全国的によく知られているの
で、
この踊りの面白さを体験するため、
あちこちからの人が訪れています。
それでは、
まず服に注目してみましょう。絣の着物を着て、
てぬぐいを頭にか
ぶり、鼻に何かつけています。
これは5円玉だと思っている人が少なくないので
すが、実は江戸時代の本物の「寛永通宝」のコインです。なぜこれをつけるのか
についての説はいくつの説がありますが、滑稽な踊りですので、笑を誘う理由で
あることに間違いはないでしょう。
さて、踊りの本番に入りましょう。腰にはどじょ
うを入れるビクを付け、ザルを頭に乗せ、腰を振りながら登場します。ザルを頭
から取ってビクに乗せ、
まずはにっこり笑います。
そして、
どじょうを探し、見つけ
たら掬い、一緒に掬ったゴミをつかんで捨てて、
ビクの中にどじょうを入れるとい
う一連の動作をし、
どじょうすくいをする姿をいきいきと表します。最後は「あら、
えっさっさ～」
の掛け声の中で退場します。
「どじょうすくい」
の踊りを安来節の唄
にあわせるので、
さらにその芸能を楽しめます。今回は、四代目家元渡部お糸先
生に安来節についてもいろいろ教えていただきました。安来節の歌謡は、陽気
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素朴な芸術で人情を伝える

程生动地呈现出来，最后在吆喝声 Shimane
中退场完成整个演出。配合着安来
节民谣的“捉泥鳅舞”更加生动多
彩。本次有幸听第四代家元渡部糸
Here
老师讲解，安来节的民谣既可以制
造出愉快欢乐的气氛，也可以用低
沉的演奏抚慰人们的心灵，歌词数
量众多，还可以即兴演奏配合现场氛围，这是一种非常珍贵
而罕见的歌谣。每年会有“安来节民谣初次会”、
“ 糸之祭”、
“安来节全国优胜大会”三次盛会举行。不仅在日本国内，在
中国、俄罗斯、美国等地也公演过。即使语言不通，这种通过
优美的歌谣和愉快的舞蹈传递出朴实人情的技艺也一定能
引起人们的共鸣。

关于捉泥鳅舞的由来有这样一个传说。相传从前的安来
港，作为米和铁的装运港口很是繁华，因此经常会举办宴会。
安来附近的年轻人们从以前就喜欢将泥鳅捉来当下酒菜，然
后他们模仿捉泥鳅的动作在宴会上引得喝彩连连。后来人们
发现这种舞蹈可以很好的跟安来节民谣结合，所以进一步将
这种技艺作为大众文化发扬光大。泥鳅含有丰富的维他命D
和蛋白质，是一种有利健康的食物。安来市作为全国首屈一
指的泥鳅养殖地，一年的生产量达4吨之多。在“安来演艺馆”
的“泥鳅亭”还可以品尝到炸泥鳅、泥鳅砂锅等多种泥鳅料
理。
虽然这次体验的时间很短暂，但大家都沉迷在模仿幽默
的表情与动作之中，忘记了时间。在学习完成后还收到了馆
内的毕业证，留下了难忘的回忆。
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な雰囲気にもできるし、鎮魂歌にもでき、歌詞も数多くあり、
その場に応じて即興
的に唄われることもあります。
とても珍しいものです。安来節は年に
「安来節唄い
初め会」、
「お糸まつり」、
「安来節全国優勝大会」の三回の盛大な大会がありま
す。
日本国内だけではなく、中国、
ロシア、
アメリカなどの国でも公演されたことも
あります。
たとえ言葉が通じなくても、美しい唄と楽しい踊りで素朴な人情を溢
れる芸能に人々は共感できるでしょう。
どじょうすくいの由来についてこんな話があります。昔は、安来港は、米や鉄の
積み出し港として栄え、酒席などがたくさんありました。安来近郷の若者等が昔、
どじょうを小川から掬って来てそれを肴に酒盛をしたそうです。そして、
どじょう
を掬うときの動作を真似た踊りで、酒席等で喝采をたくさん得ました。
この踊り
が安来節のリズムによく合って、安来節のあるところに、
どじょうすくいの踊りが
あり、安来節の発展と共に大衆の中に浸透していったそうです。
どじょうは豊富
なビタミンDと良質なタンパク質があるので、健康にいいと言われます。安来市
は全国屈指のどじょう養殖地として、年間生産量は4トンくらいです。
「安来節演
芸館」の「どじょう亭」
では、
どじょうから揚げやどじょう鍋などさまざまなどじょう

料理も食べられます。
短い体験でしたが、滑稽な表情と動きを真似ようと夢中になった時間でした。
習い終わると修了証をもらえ、いい思い出になりました。
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出雲そば
手打ち挑戦体験記

小记手擀出云荞麦面体验
朴慧贞

提起日式料理，您会想起什么 Shimane
呢？或许是生鱼片、寿司、乌冬面
Here
等各式各样的料理。不过在面条
中，最不可或缺的是荞麦面。荞麦
面就是用荞麦面粉做成的面条。韩
国有用荞麦面粉制成的各式料理，
也能品尝到日式荞麦面。但使韩国
人倍感亲切的荞麦面，当属冷荞麦面（盛在小笼屉上蘸汁吃
的荞麦面）。
荞麦面种类繁多，因地域不同而各具特色。其中，岛根县
出云地区的荞麦面被称为出云荞麦面，很是特别。出云荞麦
面所用的面粉是将整粒荞麦连壳一起在石臼中碾碎，因此磨
出来的面粉不但颜色看上去深黑，而且香味儿浓郁。荞麦面
的大众化吃法是将荞麦面盛在面汤中品尝，而出云荞麦面的
吃法则是在面上撒好佐料，再蘸着调料汁吃。其中，最有名的
形式是将煮好的荞麦面分装在三层的圆形容器内。这种容器
据说起源于江户时代，松江的手艺人们将荞麦面盛在饭盒儿
中以方便在户外食用发展而来。
此次我们试着亲手制作了这一广受日本人喜爱的，代表
着岛根的出云荞麦面。
我们来到了位于岛根县仁多郡奥出云町名为“山县荞麦

Map

打
面”的手擀荞麦面铺。据说这家店的主人西泽由英先生从事
手工制作荞麦面已有20余年。为了本次体验活动，店主特意
准备了两种荞麦面粉，分别为横田荞麦和常陆荞麦。关于这
两个品种的差异，将在下文中进行介绍。
至今为止，由于工作的关系，我大概体验过3次手擀荞麦
面。手擀荞麦是非常细致的工作，因此并不是一门马上就能
掌握的手艺。
手擀荞麦需要如下7个工序：
1.决定比例 2.称重 3.调整 4. 加水和面 5.擀面 6.切面 7.煮
面、过水
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出雲そば手打ち挑戦体験記
みなさんは和食と言えば何が思い浮かびますか。刺身・すし・うどんなど、
さまざまな和
食がありますが、麺料理の中でも特に欠かせないのが蕎麦です。蕎麦はそば粉で作った
麺のことをいいます。韓国の料理にもそば粉を利用したいろんな料理があり、和風の蕎
麦を身近で味わうこともできます。韓国の人にも馴染みある蕎麦と言えば、
ざるそばです。
もちろん蕎麦には日本の各地域の特徴を活かしたいろいろな種類があります。
そ
の中で、島根県の出雲地域の蕎麦は
「出雲そば」
と呼ばれ、独特の特徴を持っていま
す。出雲そばは蕎麦の実を皮ごと石臼で挽くため、蕎麦の色は濃く黒く見え、香りが
強いです。
一般的に知られている蕎麦の食べ方は蕎麦をだし汁の中に入れて食べる
場合が多いですが、
出雲そばの食べ方は蕎麦の上に薬味をのせ、
だし汁をかけて食
べる場合が多いです。出雲そばの中でも三段の丸い器にそばを盛って出す割子そ
ばがもっとも有名な形です。
これは江戸時代、松江の趣味人たちが蕎麦を野外で食
べるために弁当箱として用いられた形式が基となっていると言われています。
今回は日本人に親しまれてきた蕎麦、
その中でも島根を代表する出雲そばの
手打ちにチャレンジしてみました。
場所は島根県仁多郡奥出雲町にある手打ち蕎麦屋の「山県そば」
です。
このお店のご
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朴慧貞（パク・へジョン）
主人である西澤由英（にしざわよしひで）
さんは20年間蕎麦を打ってきたそうです。今回
の体験のために用意してあったそば粉の種類は二つ、
「横田小そば」
と
「ひたち」
という品
種でした。
この二つの品種の違いについては記事の後半に説明を付け加えます。
私は今まで、仕事で3回ぐらいそば打ちを経験したことがあります。
そば打ちの
作業は大変繊細で、
すぐ身に着くようなスキルではないと思います。
そば打ちの手順は下記のように7つの作業に分けられます。
1.配合 2.計量 3.調整 4.水回し・捏ね 5.延ばし 6.包丁切り 7.茹で・水洗い
1番目の「配合」から3番目の「調整」
までの作業は体験の前にすでに完了されていまし
た。そば粉100％を使うことを「十割そば」
といいますが、
もともとそば粉というのは粘りが
少なく、
さらさらしているので、十割そばは手打ちする時、すごいスキルが必要だそうです。
一般的の配合は「二八（にはち）」、そば粉80％・小麦粉20％だそうで、今回は二八
そば打ちに挑戦しました。用意されているそば粉は500g、
ここに入れる水の量はそば
粉の1/2の250gです。
まず、使用するそば粉をふるいにかけ、不純物を取り除きます。
次は250gの水を3回に分けて(100g、100g、50g)加え、素早く混ぜます。1回と2回はお
水を加え、手を
「蟹のような手」にして軽く全体に水分が染みこむように混ぜます。最後

出雲そば
手打ち挑戦体験記

A magazine about

Shimane Prefecture, Japan

第1道工序到第3道工序在擀面前已经完成。100%使用荞
麦粉被称为“十成荞麦”,不过据说因为荞麦粉粘性小，如果使
用十成荞麦粉，需要十分精湛的手艺。
一般的比例为“二八分”，即荞麦粉80%，小麦面粉20%，
这次也采用了这个比例。先准备好荞麦混合粉500克，加入水
的量是荞麦粉的1/2，即250克。首先，将荞麦粉盛入细眼筛子
中，去除杂质。然后将250克水分成3次(100克、100克、50克)加
入，快速搅匀。第1次和第2次加水后，手要象螃蟹的蟹钳一
样，轻轻地将水分融入面粉并充分混合。加上最后剩下的50g
水，将干巴巴的面块儿揉成一个面团。
接下来是擀面，虽然是非常细致的工序，但花费太长时
间的话面团会变干、开裂，因而需要动作麻利。首先，用掌心
先将面团压扁到一定程度，再用擀面杖来擀平。双手压住面
团，一层一层地缠在擀面杖上，再将擀面杖与缠在上面的面
团平行移动到身体近侧的面板边上，向前滚动面棒来擀制面
团。然后变换纵向、横向以及角度重复相同的动作，面渐渐变
成了菱形。再将这个菱形面擀成正方形也是非常重要的。
面擀好后，将其对折，使用专用的刀来切面。这个刀是四
方形的大菜刀，与中式菜刀的形状很相似。使用专用的切面
刀，将面均等地切成宽度为1.5毫米至2毫米，轻轻地抖落粘在
面条上的的干面粉，煮熟并过水后，面条就做好了。做好的荞
麦面，就像本文前半部分说明的那样，将荞麦面分装在三层
的圆形容器内，上面撒上葱花、萝卜泥、鲣鱼干，海苔丝，蘸着
调料汁吃。不愧是只有手擀荞麦面才能做到的筋道，香味儿

与淡淡的甜味充满了整个口腔。横田小荞麦是本地品种，虽
然粒小，但其香味及甜味浓郁，口感极佳，由各个家庭进行少
量种植。常陆荞麦与此不同，尚属新品种，香味儿较淡,不过因
为其颗粒比横田荞麦饱满，粘性好，产量大，近年来正在被大
规模地种植。
横田小荞麦由于比常陆荞麦产量小，价格也高。
“山县荞
麦面”的店主自家种植横田小荞麦，每年产量为４吨，其中自
己亲手制作荞麦面使用近３吨。
奥出云町的山谷密集，地形错综复杂。由于寒冷的山谷
风加大了昼夜温差，加之土壤的排水性好，具备了种植口感
优良荞麦的有利条件。横田小荞麦，作为奥出云町的地产品
种，口感绝佳。在江户时代，据说是松江藩给江戸藩主进贡专
用的荞麦品种。
在本次体验活动，我们亲手制作了自古以来日本人情有
独钟的荞麦面。特别是同时制作了岛根县的特产出云荞麦和
奥出云町产的两种荞麦。在品尝之际，我对日本人喜爱荞麦
面的特殊情感有了进一步的理解，度过了非常有意义的时
光。如果您有机会来岛根，请一定要尝试一下亲手制作出云
荞麦，亲口品尝它浓郁的香味。这次体验对我而言，或许是踏
入荞麦面狂热粉丝世界的第一步。
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に残った50gの水を加え、
ぼろぼろとできたかたまりをまとめてひとかたまりにします。
次は延ばす作業です。
とても繊細な作業なので、時間があまりにもかかると生
地が乾燥し、
破れてしまうので、
この作業も手早くやります。
まず、
手である程度延
ばしたら、
麺棒を使って平たく延ばします。延ばした生地は両手でしっかり押しな
がら麺棒に巻き付け、
手前へ戻し、
先方へ転がし、
生地を広げます。
この作業を縦・
横と角度を変えながら繰りしていくと、生地がだんだんひし形になってきます。
こ
のひし形の生地を正方形に作っていくのが大事な点です。
生地の延ばしが終わったら、
生地を半分ずつ折り、
そば専用の包丁で切ります。
この包丁は中華包丁に似たような形で、四角くて大きい包丁です。専用の包丁を
利用し、
生地を1.5㎜～2㎜ぐらいに均一に切り、
生地についている打ち粉の小麦
粉を軽く振り落とし、
茹でて水洗いまで終わると完成です。
できあがった蕎麦は記
事の前半で説明した割子そばにしてねぎ、
おろし大根、
鰹節、
刻みのりをのせ、
つ
ゆをかけていただきました。
さすが手打ちそばならではの歯応えがあり、
香りと甘
みが口全体に広がりました。
横田小そばは在来種で、
小粒でありながら、
「香り、
甘
み」
が強くおいしい蕎麦で、
各家庭で少しずつ栽培してきました。
これに対し、
ひた

ちそばは新品種で、香りはあまりないですが、粒が横田小そばより大きく、粘りが
あり、
収穫量が多いため、
近来はひたちそばを多く栽培してきたそうです。
横田小そばはひたちそばより収穫量が少ないため、値段が高いです。手打ちそ
ば体験をさせてもらった山県そばのご主人は横田小そばを直接栽培し、
年4トンの
収穫量の中、
約3トンに近い量をご自分で手打ちそばとして使っているそうです。
奥出雲町は谷が多い入り組んだ地形で、
「谷風」
と呼ばれる冷たい風が吹くた
め、
昼夜の気温差が大きく、
土壌の水はけがよく、
おいしい蕎麦の育つ条件が揃っ
ています。
このような奥出雲町の在来種である横田小そばは特に風味がよく、
江戸
時代には松江藩が江戸藩主に納める献上そばに使われていたと言われています。
今回の体験を通じて長い歴史の中で日本人が親しんで食べてきた蕎麦を直接
打ってみて、特に島根の特産の出雲そば、奥出雲産の二種類の蕎麦を作り、味
わってみながら日本人の蕎麦に対しての心が少しでも理解できた大事な時間に
なったと思います。
島根にいらしたら、
味の深い出雲そばを自分の手で打って、
召
し上がることができます。
もしかしたら、
今回の経験が私にとって、
蕎麦のマニアッ
クな世界に足を踏み出すその一歩になったかもしれません。
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清水寺と座禅

清水寺与坐禅
Sondey Olaseun

那是白雪皑皑的一天。汽车向着安来缓缓驶去，雪静静
地飘落，我们一边看着落雪一边驶过了稻田和坡道。至今我
们有很多机会可以去岛根县许多富有魅力的地方，但是从没
去过岛根的寺，我一直在等待这个机会。这次以在岛根县可
以学到的事情为主题，我和同事们一起来到了安来的清水寺
学习坐禅。
第一次听到寺的名字时我还以为自己把这里跟京都的
清水寺弄混了。但是，安来的清水寺与京都的完全不同，京都
的清水寺属于北法相宗，而安来的清水寺是天台宗。安来的
清水寺是日本中国地区33观音灵场的第28号札所（注：札所
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清水寺と座禅
寒くて、白い日でした。車で安来に向かう間、静かに地上に落ちていく雪を見
ながら稲田の間と坂を通りました。今までは島根県の魅力的な場所に行く機会
が多くありましたが、島根の寺にまだ行ったことがなく、
そのチャンスを待ってい
ました。今回、島根県での習い事をテーマとして、同僚と一緒に安来の清水寺に
座禅を習いに行くことができました。
寺の名前を初めて聞いた時は京都の清水寺と間違えてしまいました。です
が、安来の清水寺と京都にあるのは全く違います。京都の清水寺は北法相宗で
すが、安来の清水寺は天台宗す。安来の清水寺は中国三十三観音霊場の第28
番札所です。根本堂は国定重要文化財に指定されています。木造の仏像の中に
は国定重要文化財に指定されているのもあります。
雪と巨大な樹は不思議ながらも落ち着いた雰囲気に包まれ、数きれない階段
の上に待っていた清水寺。根本堂に入ると、太鼓と斉唱が聞こえてきました。2月
15日は涅槃会という特別な日です。仏様が涅槃に行った日だと言われていま
す。
それを祝う行事が行われていました。
そして、涅槃図が展示され、仏様の鼻く
そだと言われるお菓子がありました。仏様が近く感じられるようにそのお菓子を
6

是指朝山拜庙者领取护身符的名刹）。其根本堂被指定为国
定重要文化遗产。木造的佛像中也有被指定为国定重要文化
遗产的。
通往清水寺的道路银装素裹，大树参天，肃穆谧静。长长
的阶梯尽头，终于迎来了令我翘首以待的清水寺。进入根本
堂，耳边传来太鼓和诵经声。2月15日是涅槃会，据说是佛祖
涅槃的日子。这里也举行了仪式，展有涅槃图，还有象征佛祖

寺
Sondey Olaseun
食べるということです。思ったより香ばしくて、おいしかったです!根本堂で清水
谷貫主は笑顔で私たちを迎えてくださいました。
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鼻屎的零食供人食用，听说吃了这些零食会感到接近佛祖的
世界，这些零食远比我想象中要好吃。清水谷贯主在根本堂
笑着迎接了我们。
接着我们去了护摩堂，这里比根本堂小，内有不动明王
的佛像。据清水谷贯主说，当内心感到迷茫时，只要想着无可
撼动的不动明王，内心也会变得坚定。我们坐在地板上开始
体验坐禅。坐禅的目的是观想，这是佛教精髓之一。贯主为我
们示范了正确的坐姿与闭目的方式。集中呼吸，让心沉静下
来并不是一件很容易的事。因为一直在意周围的声响，很难
达到心无杂念。但是当我忽然听到雪从房顶飘落的声音，着
实吃了一惊。我感到自己沉浸在安静祥和的气氛之中，心灵
得到了放松。15分钟后我们开始了下一项体验。
抄经是一种冥想的方法，就是用毛笔将经书抄写下来。
目的与坐禅一样。让意念全部集中在文字之中，认真地慢慢
书写汉字，仅仅是这一步就能让人全心投入，摒除杂念。因为
我不习惯用毛笔书写，一直很在意持笔方式，所以有些心急，
但我仍然对这次体验乐在其中。我们抄写的经文是忏悔文与
延命观音经。虽然有汉字，但我完全不懂经文的意思。
体验过后，我问清水谷贯主为什么现代社会仍需坐禅。
他告诉我在信息高速发达的现在，人们仍需要沉静心灵的方
法。在节奏快而繁忙的现代社会，更需要有一颗沉着安稳的
心。我一直对坐禅很有兴趣，很高兴能在寺院之中有这种体
验。我想从海外来日本观光的客人中也有很多人会对坐禅有
兴趣，坐禅和抄经书都是很有趣的体验，一定可以成为来人
们安来清水寺和学习日本文化的理由。

清水寺と座禅
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次は護摩堂に移りました。根本堂より小さくて、中には不動明王の仏像があり
ました。清水谷貫主によると、
自分が困ったときに、何があっても動かさない不
動明王を思って自分の心も動かさないようにできるとされています。床に腰を下
ろし、座禅体験を始めました。座禅の目的は仏教の基本の一つである観想です。
正しい座り方、
目の閉じ方など教えてくれました。呼吸に集中し、心を静めようと
しましたが、難しかったです。周りの音などが気になって、
あまり心を静めること
が出来なかったですが、屋根から落ちる雪の音がはっきりと聞こえたことに驚き
ました。
自分を包み込む安静と平和な雰囲気を感じて、
リラックス出来ました。
15分が経ったら、次の体験が始まりました。
写経は瞑想の方法として筆を使用し、経を写し書くことです。目的は座禅と
一緒です。文字を書くことしか考えないように、ゆっくりと丁寧に漢字を書い
て、それだけに心を注ぐことです。私は筆で書くことはなれていないので、持ち
方が気になって、心が焦りましたが、面白い経験でした。写経していたのは懺
悔文と延命観音経でした。読める漢字がありましたが経の意味は全く分かりま
せんでした。

体験の後、清水谷貫主に現代の社会の中でなぜ座禅は必要かと聞いてみま
した。今は情報などが多く、心を静める方法が求められているからですと答えら
れました。現代の速くて、忙しい社会に対応できるように穏やかな心を持つこと
が大事です。私はずっと座禅に興味があって、寺で経験できてよかったと思いま
す。海外からの観光客には、座禅などに興味を思っている方が多く、座禅と写経
のような体験が非常に面白くて、安来の清水寺と日本の文化について習うきっ
かけになると思います。
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習うべし！
〜雲州算盤〜

算

必学之技—云州算盘
Borkhodoeva Natalia

居住在风景优美、历史悠久的岛根县，总有发现、学习新
事物的机会。这次我们学习了如何使用算盘，通过这次体验
我了解到算盘不仅仅只是一种计算工具。
在我的故乡俄罗斯，也有算盘。我依稀记得，儿时去面包
房或其他地方买东西时，店员经常拿算盘计算。我在上小学
时也曾在短时间内学习过算盘，当时我以为算盘仅仅是普通
的计算工具，但在岛根让我对算盘有了新的认识。
算盘是一种用竹签将算珠相连，用手拨动进行计算的工
具。自古以来，其他国家也有与算盘类似的工具。但是在任何
领域都追求精湛的日本人，为了能够通过使用算盘进行更复
杂的计算，将使用算盘发挥到了极致。与其它国家不同，使用
六边形纵截面算珠的日式算盘在实际操作时也十分方便。算
盘是在大概400年前由中国传到日本的，现在使用算盘的各
种好处也被越来越多的人认可。
首先，使用算盘不仅可以弄清楚计算的过程，还能强化心算。
据说使用算盘可以活用大脑，从而避免痴呆症。可能大家通常会
认为算盘没什么意思，但是仅仅使用肢体与工具进行学习，无论
大人还是孩子都能感到十分快乐。10级在算盘中是入门级别，10
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段是技能最高的段位，还有世界算盘大会。时隔很久，我也再一次
使用了算盘，我突然意识到这是一种很容易让人投入的活动。而
且，定期使用算盘计算可以提高集中力，锻炼毅力与意志。
在日本，无论大人或儿童至今仍然能在珠算学习教室等
地学习算盘。据说现在生产算盘的地方只有我们这次采访的
目的地岛根县奥出云町和兵库县小野市。分别是岛根的“云
州算盘”和兵库的“搏州算盘”。这次我们有幸参观了云州算
盘工厂的制造过程，在这个过程中我又一次体会到算盘制作
真的是很精致的工艺。为了方便计算必须选取优质的材料制
作算盘，制造算盘框架的木材一般需要满足“硬、重、粘”三个
条件。比较合适的材料是非洲的黑檀木。算珠一般选用黄杨
木或桦木制作。因为有很多儿童会使用算盘，所以必须选取
即使放入口中也不会对身体有害的材料。在这次参观中，最
让我感到吃惊的是，制作一把算盘居然需要经过183道工序
之多。云州算盘的价格大致在4千至8万日元之间不等。工厂
还有体验制作算盘的活动，在工厂师傅的指导下，仅花费30
分钟，用1500日元就可以制作一把属于自己的算盘。
对我而言，算盘与进行体育运动一样，可以集中精神。因
为必须心无杂念，不用想别的事情，也可以算是一种放松心
情和大脑的方式。从前，算盘与地区经济的发展紧密相连，现
在不仅仅可以用来计算，还有利于
健康，优点众多，绝对值得学习。
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習うべし！～雲州算盤～ Natalia Borkhodoeva
自然や文化が豊かな島根県に住み始めてから新しいことを勉強できるチャンスを
常に与えてもらっています。
この度も算盤という計算機について学んで、結果として
算盤は単なる計算道具ではないということがわかりました。
母国のロシアにも算盤があり、子供の頃によくパン屋さんなどに行くと店員さんが
算盤で会計していた覚えがあります。私は小学校で短期間教わったこともあり、単な
る日常的な道具だと思いましたが、島根では算盤について新しい発見ができました。
算盤とは串に刺された珠を指で動かして計算を行う道具です。算盤に似ているも
のは古くから他国にありましたが、
どの分野でも理想を求めてきた日本人は算盤の技
術をよりスピーディで難しい計算をできるようにしたため、上達させたと言われていま
す。他の国と違った三角形の珠も計算のプロセスを楽にしました。
およそ400年前に
中国から日本に伝わった算盤のおかげで様々な効果が現在も認められています。
まずは、算盤が使えることによって計算のプロセスがわかり暗算も上手になりま
す。それから算盤が脳を活性化する働きにより認知症と言う病気を避けられるそう
です。
面白さがないと思われるかもしれませんが、
体と器具を使った学習は子供も大
人も十分に楽しめるものです。10級は最も初めの級で、10段は最も算盤の得意な位
置とされて、算盤世界大会までもあります。私もとても久しぶりに算盤をしてみたら没
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頭しやすいものだと分かりました。
その上、定期的に算盤で計算することにより集中
力、
根気が身に付いて、
精神面への効用もあります。
日本では算盤の学習は今でも、塾などで子どもと大人も習えます。
この度訪れた島根県
奥出雲町と兵庫県小野市の2カ所だけで算盤が生産されています。島根の
「雲州そろばん」
と兵庫「播州そろばん」があります。運よく工場で雲州そろばんの製造工程を見学でき、本
当に上質な物が作られていることがわかりました。計算をしやすくするために質が安定した
算盤でないといけませんので、枠の原料は三つの原則で選ばれています。
「硬くて重くて粘
りのある木」
です。相応しいのはアフリカの黒檀などです。珠はツゲやカバなどからできてい
ます。子供がよく使うものなのでもし口に入れたりしても体に害を与えないものが使用され
ているそうです。最もびっくりしたのは一つの算盤を作り上げるのに183の工程を経ている
ことです。
雲州そろばんの値段層は4千円から8万円までぐらいになっています。
また同
じ場所で丁寧な指導の下、
30分と1500円をかけて自分の算盤を作る体験ができます。
算盤はスポーツのように集中でき、何も余計なことを考えなくなるので頭と気持ち
をリラックスさせるのにとてもいい方法だと思いました。昔、算盤は地域経済の発展
につながり、現在は計算だけではなく人の健康の向上など、良い効果だけ認められ
るため算盤を習う価値は高いに違いありません。

http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/
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