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Introduction
The students in the Practical English Seminar of
Kushiro Junior College do volunteer activities to
welcome foreign cruise ship tourists who stop
at Kushiro Port warmly. Sometimes visitors
asked us about Ainu, but we couldn’t answer
their questions properly. We realized how little
we knew about Ainu.
Ainu are the indigenous people of Japan. It
is essential to understand their traditional way
of life and thinking more deeply. Ainu live with
gods in nature and appreciate spirituality. We
think there are a lot of things to learn from
Ainu. Let’s benefit from their ways of thinking
and living and make the 21st century better.
We’ve published this handbook because we
want to spread the history and wonderful
culture of Ainu. We deeply thank the people
who cooperated with this project.

General Editor Kushiro Junior College
Satoshi Iwamatsu
Practical English Seminar Students
Arisa Chisaka
Honoka Chiba
Asuka Oyama
Momoka Suzuki
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はじめに

本学の実用英語ゼミでは釧路港に寄港するク
ルーズ船観光客を温かくお迎えするボランティ
ア活動を行っています。外国人観光客からアイ
ヌ民族について質問されることが時々ありまし
たが、適切に答えられず、いかに自分たちがア
イヌ民族について無知であるかを痛感しました。
アイヌ民族は日本の先住民族です。アイヌ民
族の伝統的な生き方や考え方をしっかりと学ぶ
ことは非常に大切です。アイヌ民族は自然の中
で神々とともに生き、精神性を重んじます。ア
イヌ民族から学ぶことはたくさんあります。ア
イヌ民族の考え方や生き方から良いところを学
び、21世紀をより良い世紀にしていきましょう。
私達は多くの人にアイヌ民族の歴史や素晴ら
しい文化を広めたく、この本を出版しました。
この企画に協力して下さった皆様に心より感謝
申し上げます。
監修

釧路短期大学

実用英語ゼミ

専任講師 岩松

恵

千坂ありさ
千葉 穂花
大山明日香
鈴木 桃花
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1. We need mutual understanding
and respect.
Recently, people of many nationalities and many
races live in Japan. So many peoples, so many
minds, so many lives. In order to live happily,
it’s essential to try to understand each other.
Ainu called Hokkaido “Ainumosir.” It means
“peaceful land of humans.” They established
villages (kotan) where they could live a selfsufficient life. They had a culture of their own
and helped each other. The Ainu traded widely
with East Asian countries. At times they
borrowed from other cultures.
Many Wajin, who were the majority in Japan at
that time, began to come to Hokkaido and
settled here from several hundred years ago.
Ainu and Wajin traded on an equal basis with
each other at first. However, the number of
Wajin gradually increased. Wajin put Ainu under
their control in various fields. Wajin forced their
own language and culture onto the Ainu.
If Wajin had understood
the importance of mutual
understanding, miserable
incidents and fights would
not have occurred.
Nibutani, Biratori-cho, Saru-gun
6

1. 相互に理解し尊敬しあうことが必要
現在、日本にはたくさんの国籍の人、たくさん
の民族が生活しています。十人十色というように
国が違えば言葉だけでなく、考え方や暮らし方も
違います。幸せに暮らすためには、お互いに理解
し敬う努力が大切です。
アイヌの人々は北海道を「アイヌモシリ」と呼び
ました。アイヌモシリとは「人間の静かなる大地」
と言う意味です。 自給 自足 の出 来 る土 地に 集 落
（コタン）を形成し､暮らしていました。独自の文
化を持ち、互いに助け合って暮らしてきました。
アイヌの人々は東アジアの国々とも広く交易をし
ていました。他の文化を取り入れることもありま
した。
数百年前に当時の日本の大多数を占める和人が
たくさんこの土地に移り住むようになりました。
最初は対等な関係で交易が行われていました。し
かし、次第に和人の数が増えました。和人は様々
な面でアイヌの人々を支配下に置き、言葉や文化
を自分達と同じにしようとしました。もし和人が
この頃、相互理解の大切さを理解していれば、不
幸なできごとや戦いは起こらなかったでしょう。

沙流郡平取町二風谷
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2. Ainu are the indigenous people
of Japan.
The ancestors of the Ainu are said to have
lived in Hokkaido from the Jomon period
(12,000–2,300 years ago). Hokkaido had been
called “Ezochi” for several hundred years. The
period when Ainu settled down in Ezochi and
formed a culture of their own is called the Ainu
Culture Period. The number of people who
lived in Hokkaido around 200 years ago is said
to be about 30,000. More than 80% were Ainu.

3. Ainu lived not only in Hokkaido
but also in many areas around
Hokkaido.
Ainu lived not only in Ezochi (old name for
Hokkaido) but also in Sakhalin, the Kuril
Islands, and a wide range of the northern
Tohoku region. The majority of Japanese
people in those days were called “Wajin.” Many
Wajin came to live in Ezochi after the 17th
century. Wajin immigrants
increased, and the ratio
of Ainu decreased rapidly.

Nibutani, Biratori-cho, Saru-gun
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2. アイヌ民族は日本の先住民族
アイヌ民族の祖先は縄文時代(12,000–2,300年
前) ※の頃からこの地、北海道に住んでいたと言わ
れています。北海道は数百年前から「蝦夷地」と呼
ばれていました。アイヌ民族がこの蝦夷地に定住し
て、独自の文化を形成した時期をアイヌ文化期と言
います。200年くらい前、蝦夷地に住んでいた人の
数はおよそ3万人と言われています。その80％以上
がアイヌ民族でした。

3. アイヌ民族は北海道だけでなく北海
道の周辺の地域にも暮らしていまし
た。
アイヌ民族は、蝦夷地（北海道の古い名称）だけ
でなく、樺太、千島列島、東北地方北部の広い範囲
にも住んでいました。日本の中で当時一番人数の多
い人たちのことを「和人」と呼びました。17世紀以
降和人が蝦夷地に多数来るようになりました。和人
の移住者が増え、アイヌ民族の割合は大幅に減りま
した。
Sakhalin
Ainu

Hokkaido
Ainu

Kuril
Ainu

Tohoku
Ainu
※時代区分については諸説ありますが、(公財) アイヌ民族文化財団の
副読本、「アイヌ民族:歴史と現在」(中学生向け) に合わせました。
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4. The Edo Shogunate put Ezochi
under Shogunate control.
Ainu traded with Wajin in the Matsumae clan
and as far as the Tohoku district by ship. They
got ironware, lacquerware, rice, cotton and so
on in exchange for animal skins and hides,
salmon, hawk feathers, kelp and so on.
The Tokugawa Shogunate gave the Matsumae
clan trade monopoly for Ezochi. A lot of herring
were caught in the sea around Hokkaido in the
middle of the 18th century. Herring were used
frequently as fertilizer on farms. Wajin became
very busy, so they began to use Ainu as workers.
Wajin merchants made Ainu work under very
severe working conditions: low wages, long
working hours and so on. Dissatisfaction with
the Wajin began to grow year after year.

■ The period from about the 13th to the 19th
century is called the “Ainu Culture Period.” The
life of the Ainu in those days is introduced from
page 32.
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4. 江戸幕府が蝦夷地を幕府の直轄地と
しました。
アイヌの人々は松前城下や津軽や南部方面まで交易
舟を出し和人製品である鉄製品・漆器・米・木綿など
を北方産物である獣皮・鮭・鷹羽・昆布などと交易し
ていました。
1604年、徳川幕府は、松前藩に蝦夷（アイヌ）に
対する交易独占権を与えました。18世紀中頃、大量
にニシンが獲れ、肥料として農家でも使われるように
なりました。人手が足りなくなった和人達はアイヌの
人々を労働者として使うようになりました。
和人の商人は低賃金、長時間労働など、非常に厳し
い労働条件でアイヌの人々を働かせました。アイヌの
人々の和人への不満は年々増大していきました。
■ 13世紀頃から19世紀をアイヌ文化期と言います。
この頃のアイヌの人々の生活を33ページから紹介
します。

帯広百年記念館蔵 イタオマチプ（板綴り舟）

11

5. Many armed conflicts between
Ainu and Wajin
As trade increased, more and more Wajin came
to Hokkaido from Honshu, the main island of
Japan. Conflicts often occurred between Wajin
and Ainu.
1457 Battle of Koshamain
The first large-scale fight between
Ainu and Wajin
1669 Shakushain’s War
Leader Shakushain gathered Ainu and
fought. This was a large scale Ainu
war against the Matsumae clan.
1771 The Ainu in Kuril fought against Russians
in Urup Island.
Kuril Ainu rose in revolt in Urup Island.
1789 Kunashiri-Menashi Battle
Ainu fought because of dissatisfaction
with the Matsumae clan and Wajin
merchants. Eventually the Ainu were
defeated. This was the last battle
between Ainu and Wajin.
■ Wajin made Ainu work like slaves from the
end of this battle.
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5. アイヌの人々と和人との
数多くの武力衝突
交易が盛んになるにつれて、本州からますます多く
の和人が北海道に移り住むようになり、しばしばアイ
ヌの人々と和人の間に摩擦が生じました。
1457年

コシャマインの戦い
アイヌの人々と和人の最初の戦いでした。

1669年

シャクシャインの戦い
首長シャクシャインがアイヌの人々を集めて戦
いました。松前藩に対する大規模な戦いでした。

1771年

ウルップ島でロシア人との戦い
ウルップ島の千島アイヌの人々が蜂起しました。

1789年

クナシリ・メナシの戦い
松前藩と和人商人への不満が原因で戦いました。
結果的にアイヌの人々が負け、これが和人との最
後の戦いになりました。

■ この戦いの終わりの頃から、和人はアイヌの人々を
奴隷のように働かせました。

シャクシャイン像
2018年9月23日
この新しい像になりま
した。
新ひだか町真歌公園
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6. Trade with Wajin and other peoples
The trade between Ezochi and foreign countries
was done actively from the 13th century through
the 18th century. Southern Hokkaido was the
base of the trade. Ainu traded fur of sea-otters,
feathers of eagles and hawks, kelp, dried salted
salmon and so on. Because these items were
very precious, many Ainu became wealthy from
this trade. Ainu traded for cotton and silk clothes
as well as other items such as lacquerware used
in ceremonies.

Explorer Takeshiro Matsuura
Takeshiro Matsuura is said to be the “naming
person of Hokkaido.” He was an explorer who was
active in the 19th century. He explored Ezochi six
times in his lifetime. He left a lot of detailed
records of Ezochi.
He also reported the state of the cruel trade
and harsh governance by the officials and
merchants of the Matsumae clan who had
plundered a lot of things from Ainu since the 17th
century. He told the Edo Shogunate about the
terrible situation. The record of the topography
and the place names which he left was accurate.
Many place names of current Hokkaido were
named in reference to his record, too.
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6. 和人や他の民族との交易
13世紀から18世紀にかけて、蝦夷地と諸外国との
交易は盛んで、道南は交易の拠点でした。アイヌの
人々はラッコの毛皮、鷲や鷹の羽根、昆布や乾鮭な
どを取り引きしていました。これらは貴重なもので
したので、多くのアイヌの人々が交易で富を得てい
ました。儀式などで使われた漆器と同様に木綿や絹
製の布も手に入れました。

探検家

松浦武四郎

松浦武四郎は「北海道の名付け親」と言われてい
ます。彼は19世紀に活躍した探検家で、生涯で6度
に渡る蝦夷地の探査をしました。彼は蝦夷地の詳細
な記録を数多く残しました。
また、17世紀以来アイヌの人々を収奪してきた松
前藩の役人や商人たちのひどい交易や支配の様子も
幕府に伝えました。地形や地名の記録も正確でした。
多くの現在の北海道の地名は彼の記録も参考にされ
ました。
松浦武四郎
1818–1888
1845年、初めて蝦夷地（北海道）
を探検。以後､13年間に6回蝦夷地へ。
「北海道」は彼が提案した6つの名称
の一つである「北加伊道」をもとに命
名されました。
松浦武四郎蝦夷地探検像
幣舞公園（釧路市）
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The Meiji Government assigned kanji with close
pronunciation to Ainu place names about 150
years ago. About 80% of the names of cities,
towns, and villages in Hokkaido come from the
Ainu language. (*1) For example, Sapporo
means “a large dry river” in the Ainu language.
(*2) Shiraoi means “a place of many horseflies.”
Rishiri means “a high island.” The main source
of Hokkaido place names is the Ainu language.
This shows that the Ainu settled in Hokkaido
first and have lived here for a long time. Ainu
are the indigenous people of Japan.

7. Meiji Government made Ezochi
a territory of Japan.
1868

The Meiji Government of modern Japan
succeeded the Tokugawa Shogunate and
an assimilation policy was begun.
1869 The Hokkaido Colonization Commission
was set up in Hokkaido. The Japanese
Government decided to call this island
“Hokkaido.” After this land was put
under the control of Japan, many Wajin
came here for pioneer development and
to guard against Russia.
*1 This rate, 80%, was calculated when the number of cities,
towns, and villages in Hokkaido was 212 in total. (1918–
1919)
*2 Various opinions exist. This is one example.
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150年ほど前に明治政府はアイヌ語の地名の発音
に近い漢字をあてはめました。北海道の市町村名の
80％以上はアイヌ語がもとになっています。※1 例
えば、札幌はアイヌ語で「乾燥した広大な川」※2と
いう意味があります。白老は「アブの多いところ」。
利尻島はアイヌ語で「高い島」です。北海道の地名
のもとになっているのはアイヌ語なのです。このこ
とからも、現在の北海道に最初に住み着き、長い間
暮らしてきたのはアイヌ民族だということがわかり
ます。日本の先住民族はアイヌ民族なのです。

7. 明治政府が蝦夷地を日本の領土とし
ました。
1868年 江戸幕府の後、現代日本の明治政府が発
足し、同化政策が始まりました。
1869年 北海道開拓使が北海道に置かれました。
そして日本政府がこの島を「北海道」と呼
ぶように決め、政府はこの地を日本の領土
の一部としました。そして、この地が日本
の領土となったことで、多くの和人が本州
などから開拓やロシアへの警備のために移
住してきました。

※1 この80％は212市町村の
の時の数字です。(1918–
1919年)
※2 様々な説があり、これは
一例です。
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8. The lives of Ainu were changed
greatly by the assimilation policy
of the Meiji Government.
(1) Ainu were deprived of land which is the base
of their life. Their land became national land.
They were not able to hunt and fish nor to
collect plants freely. Deer hunting and salmon
fishing important to them were limited. There
were a lot of Ainu who had trouble obtaining
daily food.
(2) They were made to use Japanese instead of
their own language.
(3) They were forced to use Japanese-like names
even though they have their own Ainu names.
(4) Their traditions such as women’s tattoos and
men’s earrings were forbidden by the Meiji
Government in 1871.
(5) Ainu were considered savages and were
discriminated against by Wajin.
(6) As industrial modernization advanced, Ainu
became laborers in the fishing industry
and agriculture. Some went away to work for
a living in the development of coal mines and
roads.
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8. 明治政府の同化政策により
アイヌ民族の生活は激変しました。
(1) アイヌ民族は生活の基盤となる土地を奪われま
した。国有地となり狩猟や漁労、植物の採集も自
由に行えなくなりました。彼らにとって重要な鹿
猟やサケ漁も制限され､日々の食料に不自由する
アイヌの人々もたくさんいました。
(2) アイヌ語ではなく､日本語を使うように強要さ
れました。

(3) 名前も日本人風の名前を名乗らせられました。
(4) 1871年、明治政府により伝統的な風習である
女性の入れ墨や男性の耳飾りなどが禁止されまし
た。
(5) 野蛮人と見なされ、和人から差別を受けました。
(6) 産業の近代化が進み、アイヌ民族は漁業や農業
の労働者となったり、生活のために炭鉱開発や道
路建設の出稼ぎをせざるを得なくなりました。
江戸幕府の時から同化政策は始まっていました。ロシア帝
国が南下を進め、領土の緊張が高まってきたので、1799年
には松前藩の代わりに幕府が蝦夷地を支配し、直轄しました。
その頃からアイヌの人々を同化することが必要となり、最初
のアイヌ同化政策が立てられました。これが明治政府の同化
政策のもとになりました。

19

(7) The Japanese Government enacted the
Hokkaido Former Aborigines Protection Act
in 1899. But it was protection in name only
and aimed to assimilate Ainu with Wajin.
(8) Thirty three Ainu elementary schools were
opened in Hokkaido from 1877 through 1907.
As Ainu culture and Ainu language were not
taught as subjects, the assimilation policy was
further advanced. Ainu were discriminated
against even more than before.
Ainu was forced to live a very hard life by this
Hokkaido Former Aborigines Protection Act.
Many people made a great effort in order to
abolish this law. Regrettably, the 1899 law that
classified Ainu as “former aborigines” remained
in effect into the 1990s.
However, Shigeru Kayano (1926–2006) was
elected as a National Diet member in 1994 by
the efforts of Ainu and supporters. As an Ainu
representative, he took the lead in fighting to
eliminate this law and to raise racial awareness.

20

Kayano Shigeru
Nibutani Ainu Museum

Nibutani, Biratori-cho, Saru-gun

(7) 1899年、政府は北海道旧土人保護法を制定しま
したが、それは和人との同化を目的とする名ばかり
の法律でした。
(8) 1877年から1907年の間、アイヌ小学校が北海道
内に合計33校設置されました。アイヌ文化やアイヌ
語を教科としなかったので、同化政策は一層進みま
した。そして、アイヌ民族は以前よりもさらに差別
を受けるようになりました。
アイヌの人々はこの北海道旧土人保護法により非常
に苦しい生活を強いられました。多くの人がこの法律
の廃止を求めて大変な努力をしました。残念なことに
1899年のアイヌ民族を「旧土人」として制定した法
律は1990年代に入っても効力がありました。
しかし、アイヌの人々や多くの支持者の努力で萱野
茂(1926–2006)が国会議員に当選しました。アイヌ民族
の代表として彼はこの法律を廃止し、民族の意識を高
めるために先頭に立って闘いました。

チセ
沙流郡平取町二風谷

ムックリ
萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵
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9. Movement to a better life
1931 The All Hokkaido Youth Ainu Meeting
appealed for the improvement of land
problems and the abolition of Ainu schools.
1937 Ainu schools were closed.
While coeducation with Wajin began,
discrimination and persecution continued.
1946 The Hokkaido Ainu Association
(Incorporated Association) was established.

1961 The name of the Hokkaido Ainu
Association was changed to the Hokkaido
Utari Association.
1984 Traditional Ainu Dance was registered as a
national important intangible folk culture
property (asset).
1992 Giichi Nomura＊ made a commemorative
speech at an opening ceremony of
International Year for the World's
Indigenous Peoples at the United Nations
Headquarters in New York.
＊ Mr. Nomura worked for the Hokkaido Utari Association
as a chief director for thirty two years. He devoted
himself to the improvement of Ainu life.
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9. 生活改善への動き
1931年 全道アイヌ青年大会で土地問題の改善やア
イヌ学校の廃止を訴えました。
1937年 アイヌ学校が廃止されました。
和人との共学が始まりましたが、差別と迫害
が続きました。
1946年 （社）北海道アイヌ協会が設立されました。
1961年 北海道アイヌ協会の名称が北海道ウタリ協
会に変更さました。
1984年 アイヌ古式舞踊が国の重要無形民俗文化財
に登録されました。

1992年 ニューヨークの国連本部の国際先住民年開
幕式典で野村義一氏が記念演説をしました。

注

野村氏は北海道ウタリ
協会(現北海道アイヌ協
会) の理事長を32年間勤
めました。アイヌ民族の
生活改善のために献身的
に活動しました。
平取町立二風谷アイヌ文化博物館
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1994 Shigeru Kayano was elected a member of
the House of Councilors of the Diet.

1997 The Hokkaido Former Aborigines Protection
Act was abolished.
The Ainu Culture Promotion Act was
enacted. The Foundation for Research and
Promotion of Ainu Culture was established.
2007 The United Nations General Assembly
adopted the United Nations Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples.
2008 In the Diet the Resolution for Assuming
Ainu as an Indigenous People was approved.
2009 The name of the Hokkaido Utari Association
was changed back to the Hokkaido Ainu
Association.
Traditional Ainu Dance was registered as
an Intangible Cultural Heritage of UNESCO.
2010 The first Council for Ainu Policy Promotion
was held.
2018 The Foundation
for Ainu Culture
was established
on April 1.
Shiranuka–cho,
Shiranuka–gun
Urespacise
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1994年

萱野茂が参議院議員に当選しました。

1997年 北海道旧土人保護法が廃止されました。
アイヌ文化振興法が制定されました。
（財）アイヌ文化振興・研究推進機構（略称：
アイヌ文化振興財団）が設立されました。
現在：(公財) アイヌ民族文化財団
2007年

先住民族の人権に関する国連宣言が採択さ
れました。

2008年 国会において「アイヌ民族を先住民族とす
ることを求める決議」が全会一致で採択され
ました。
2009年

2010年

北海道ウタリ協会が北海道アイヌ協会に名
称を変更しました。
アイヌ古式舞踊がユネスコの無形文化遺産
に登録されました。
第1回アイヌ政策推進会議が開催されました。

2018年 4月1日、(公財) アイヌ民族文化財団が発足
しました。

阿寒湖 アイヌコタン

阿寒湖と雄阿寒岳
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2018 Construction of National Ainu Museum and
Park started in Shiraoi, Hokkaido.
2020 National Ainu Museum and Park will open as
a base for the revival and development of
Ainu culture on April 24.
National Ainu Museum and Park
perspective drawing
from the portal site of National Ainu Museum and Park

The name of this space, Upopoi, was chosen by
the public.
The space will consist of three facilities:
• The National Ainu Museum, northern Japan's first
national museum. It will introduce a variety of
perspectives of Ainu history and culture.
• The National Park for Ethnic Harmony, where people
can experience Ainu culture through dialogue and
exchanges with Ainu.
• The Memorial Park, a memorial to honor the ancestors
of the Ainu by the Ainu themselves.
The space will aim for one million visitors per year.
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2018年 北海道の白老町で民族共生象徴空間の建設が
始まりました。
2020年 4月24日、アイヌ文化を復興・発展させる拠
点として民族共生象徴空間がオープンします。
民族共生象徴空間
予想図
民族共生象徴空間のポータルサイトより

この民族共生象徴空間の愛称、ウポポイは公募で決定しました。

ここには以下の3つの施設があります。
•国立アイヌ民族博物館 北日本初の国立博物館と
してアイヌの歴史や文化を様々な視点からわかり
やすく紹介します。
•国立民族共生公園 アイヌの方々との対話や交流
を通じてアイヌ文化を体感できます。
•慰霊施設 アイヌの方々による尊厳ある慰霊を実
現するための施設です。

年間100万人の来場者を目指しています。
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10. People who struggled to make
Ainu lives better
(1) John Batchelor (1854–1944）
He was a devoted missionary of the British
Anglican Church. He built a hospital and a
school for Ainu. He was called the father of the
Ainu.

(2) 1910s–1930s
Ainu themselves worked through writing. They
appealed for better conditions in newspapers,
bulletins and speech contests.
Sanrotte Nabesawa (Biratori)
Parapita (Iburi, Usu)
Kozo Fushine (Hotene, Obihiro)

(3) Some Ainu tried to raise the awareness that
they were Ainu. They did not consider that
money and food were real aid for Ainu. Instead,
they appealed for improvement of education.
Hokuto Iboshi: Magazine Kotan (1927)
Tozo Kaizawa: Ainu’s Shout (1931)
Yaeko Batchelor: Poetry collection
For Young Utari (1931)
She was adopted by John Batchelor
and became a missionary.

Takeichi Moritake: Poems for Young Ainu,
Genshirin (1937)
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10. アイヌ民族の生活改善に
奮闘した人々
(1) ジョン・バチェラー（1854–1944）
献身的な活動をした宣教師。イギリス人、聖公会
の宣教師。彼はアイヌの人々のために病院や学校を
建てました。彼はアイヌ民族の父と呼ばれました。
(2) 1910年代～30年代にはアイヌの人々自らが著作
活動をしました。新聞、機関誌や弁論大会等で生活
の改善を訴えました。
鍋沢サンロッテ（平取）
パラピタ（胆振有珠）
伏根弘三（ホテネ、帯広）
(3) アイヌ民族への自覚の喚起をするものもいました。
アイヌ民族に対する真の救助とは金や食料ではなく、
教育の充実であることを訴えました。
違星北斗ら
雑誌『コタン』 （1927）
貝沢藤蔵
『アイヌの叫び』（1931）
バチェラー八重子 『若きウタリに』（1931）
ジョン・バチェラーの養子となり布教活動をしました。

森竹竹市

若きアイヌの詩集『原始林』（1937）
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(4) After the Universal Suffrage Act was enacted
in 1925, the number of Ainu who went into
local politics and assembly increased.
Kobisantoku Okawara (1874–1951)
(member of Mukawa Village Assembly)

Shusankuru Araida

(1896–1965)

(member of Mukawa Village Assembly)

Kikutaro Yoshida

(1896–1965)

(member of Makubetsu Village Assembly)
He worked to improve the life of Ainu.
He made efforts to preserve Ainu culture
and built an Ainu museum, Ezo Culture
Kokokan, in Makubetsu.

Takeichi Moritake

(1902–1976)

(member of Shiraoi Village Assembly)

(5) Giichi Nomura（1914–2008) was elected a
member of Shiraoi Town Assembly in 1955.
He took office as the Chief Director of the
Hokkaido Utari Association in 1964 and served
for 32 years until 1996. He made great efforts
to improve the life of Ainu and to revive and
promote Ainu culture. He struggled to get
indigenous rights recognized and to enact the
Ainu Culture Promotion Act.
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(6) Shigeru Kayano (1926–2006) was the first Ainu
to be elected a member of the House of
Councilors of the Diet. He kept on working for
the preservation and the transmission of Ainu
culture and language. He had the Ainu Culture
Promotion Act passed. In addition, he built an
Ainu museum in Nibutani.

(4) 1925年、普通選挙法が成立し、地方の政治や議
会に進出するアイヌ民族も増えました。
大川原コビサントク (1874–1951) （鵡川村議）
新井田シュサンクル (1896–1965) （鵡川村議）
吉田菊太郎 (1896–1965)
(幕別村議）
アイヌの生活改善に尽力
北海道アイヌ文化保存協会会長
蝦夷文化考古館

森竹竹市 (1902–1976)

(白老村議）

(5) 野村義一（1914–2008）1955年に、白老町議会
議員に当選しました。1964年、北海道ウタリ協会
理事長に就任しました。1996年まで、32年間理事
長を務めました。アイヌ民族同胞の生活水準向上、
アイヌ文化復興・振興、先住権の主張、アイヌ文化
振興法※の制定活動などで奮闘しました。
※「アイヌ文化振興法」、「アイヌ新法」は「アイヌ文化の振興並びに
アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」の略称です。

(6) 萱野茂（1926–2006）アイヌ民族で初めての国会
議員（参議院議員）となり、アイヌ文化、およびア
イヌ語の保存・継承のために活動を続けました。
アイヌ文化振興法を成立させました。また、二風谷
にアイヌ資料館を建てました。

中川郡幕別町

蝦夷文化考古館

岩波現代文庫 バチェラー八重子
「若きウタリに」
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11. The life of Ainu in the Ainu Culture
Period
(1) Faith and Ceremonies
Ainu think that a soul dwells in many things that
surround them in nature, including animals, plants
and tools. They worship as kamuy (gods) the
things which bring them many blessings or have
great power, even disease. They regard them as
incarnations of kamuy.
Ainu offer thanks for the benefit that kamuy give
them. They offer hospitality through a ceremony.
They give kamuy inau and liquor or a banquet that
kamuy are pleased with. The ceremony in which
Ainu pray to kamuy is called “kamuynomi.” They
pray to the Goddess of Fire, Apehuci kamuy, first.
They pray to other kamuy later. One of the
ceremonies, the Bear Festival, Iyomante, is also
the festival in which Ainu send the bear’s soul to
the world of the kamuy because the bear brought
fur and meat from the world of kamuy for them. At
the festival they honor the bear as much as
possible so that the bear comes back again to the
world of Ainu.
Tuki (lacquered bowl)
and ikupasuy (libation
stick) are indispensable
for the festival.
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Ikupasuy: libation stick
Shibecha Museum

11. アイヌ文化期のアイヌの人々の生活
(1) 信仰と儀式
アイヌの人々は、動物、植物、道具など、自然の中
で人間をとりまく多くの事物に、“魂”が宿っていると
考えています。そのなかでも、とりわけ人間に多くの
恵みをもたらしてくれたり、病気など人間がかなわな
いような強大な力を持つものを、カムイ（神）として
敬っています。それらを神の化身と考えています。
カムイの恩恵に感謝し、儀式を通してもてなしをし
ます。人間はカムイが喜ぶイナウや酒やご馳走などを
贈ります。カムイへ祈りの儀式は「カムイノミ」と言
います。最初にまず火の神、アペフチカムイに祈り、
その後それぞれの神に祈ります。儀式の一つ、熊祭り
であるイヨマンテとは、神の国から毛皮や肉を持って
きたクマの霊を送り返す「送りの儀式」です。この儀
式では、たくさんのお土産を持たせて熊の魂を送るこ
とでその再訪を願います。儀礼にはトゥキ（酒杯）と
イクパスイ(捧酒箸）が欠かせません。

イクパスイ（捧酒箸）とイタンキ（椀）
標茶町博物館蔵

イクパスイ(捧酒箸）
阿寒湖 アイヌコタン
オンネチセホール蔵
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◆◆ Things used in ceremonies ◆◆
① Tuki
Tuki is the general name for cups. Wajin
brought in tuki for trade. Ainu got tuki in
exchange for animal fur and marine products.
This lacquerware has been handed down as
treasure from generation to generation and
used at ceremonies.
② Ikupasuy
Ikupasuy has the shape of a spatula, and its
length is about 30 cm. It is soaked in liquor and
shaken up and down while praying to kamuy.
Various Ainu patterns are carved on its surface.
③ Inaw
Inaw is a wooden ceremonial tool. Willow and
dogwood are used in many areas. Long, thin,
curly inaw shavings are thought to be the most
powerful gift which kamuy like the most. Inaw
connect human beings and kamuy to each other
in the ceremony.

Nibutani Ainu Culture Museum
Nusasan: altar
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Obihiro Centennial City Museum
Inaw : ceremonial gift for gods,
made of wood

◆◆ 儀式に用いる道具･物 ◆◆
①トウキ
トウキはお碗の一般的な名称です。和人が交易のと
きに持ち込んだもので、アイヌの人々は動物の毛皮
や海産物などと引き換えていました。これらの漆器
類は先祖代々宝物として大切に受け継がれ、儀式の
ときに用いています。
②イクパスイ
30センチメートルほどのへら状で儀式のときに男
たちがトウキに満たした酒をつけて神々に向けて上
下に揺らしながら祈りを捧げるものです。表面には
様々なアイヌ文様が施されています。
③イナウ

木製の儀式の時の用具の一つです。柳やミズキの
木が多くの地域で使われます。長く、薄く、丸めら
れたように削られたイナウが最も好む贈り物とされ
ています。イナウは儀式において、人と神を結びつ
ける上でなくてはならないものです。

パッチ、トウキ、イクパスイ
阿寒湖 アイヌコタン
オンネチセホール蔵

イナウ
平取町立二風谷アイヌ文化博物館
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(2) Meals
Ainu got food by hunting animals, catching fish,
and collecting edible wild plants. Deer hunting
and salmon fishing were very important for them.
Ainu ate fresh meat and fish, and edible wild
plants. They also dried to preserve for use
throughout the year.
Ainu ate meals two or three times a day, in the
morning and in the evening. Meal times varied
according to the kind of labor, the residential
area and the season.
Ohaw is traditional Ainu soup with many
ingredients.

Rawomap tes, Uray: (fish) weir, fish trap
Saranip: a woven backpack
Nibutani Ainu Culture Museum
Ohaw: soup
Akanko
Ainu Kotan
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Apeoy: firepit
Nibutani
Kayano Shigeru
Ainu Museum

(2) 食事
アイヌの人々は動物の狩猟や漁労、食用の野生の
植物を採集して食料を手に入れていました。鹿猟や
サケ漁は彼らにとって非常に大切でした。
彼らは肉、魚、食用の山菜などを食べました。彼
らはそれらを乾燥させて保管して、一年中食材とし
て料理できるようにしました。
アイヌの人々の食事は朝と夕の2～3回で、労働や
地域、季節によって異なっていました。
オハウは具がたくさん入ったアイヌ民族の伝統的
なスープです。

（左上）シト
（右上）チョケプ

レタシケプ
（左下）チェプ
ユク・カム

カシプ

団子
混ぜ合わせた物
ひしの実ごはん
魚
鹿の肉
しゃもじ

弟子屈町
屈斜路コタンアイヌ民俗資料館蔵
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(3) Clothing
Ainu made clothes with nearby things in the old
days. The skins of animals, fish and birds and
the bark of trees were used for clothing material.
Ainu patterns were sewed and embroidered on
their clothes. These designs were not only
beautiful but also had meaning as talismans to
prevent disease. They also made "shoes" with
the skin of salmon and deer.
The Ainu traditional robe was made of the
woven fibers of at-ni (a type of elm tree) inner
bark and nettles. It was worn with a woven
sash similar in shape to the obi worn with a
mainland Japanese kimono. The male robe was
calf-length. In winter a short sleeveless jacket
of deer or other animal fur was also worn. The
female robe was ankle-length and worn over a
long undershirt with no front opening.

Matanpus
Nibutani
Kayano Shigeru Ainu Museum
Attus
Akanko Ainu Kotan
Onnecise Hall
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(3) 衣類
昔のアイヌの人々は身近な材料を使って衣服を
作っていました。材料には獣や魚、鳥の皮、木の内
皮が使われていました。それらにはアイヌ文様が縫
い付けられたり、刺繍されていました。これは美し
く着飾るというだけでなく病気などを防ぐ魔除けの
意 味 も あ っ た よ う で す 。 ま た 、サケや鹿の皮で
「靴」を作りました。
アイヌの人々の伝統的な衣服は、オヒョウの木の
皮の繊維やイラクサの繊維でできていました。日本
本土の着物で使われる帯と似たような形の織物の帯
を使って着用しました。男性の衣服はふくらはぎほ
どの長さでした。冬には、鹿または他の動物の毛皮
でできている袖のない短い上着も着ました。女性の
衣服は足首までの長さがあり、長い下着を身につけ、
前は開かないものでした。

カパラミプ
沙流郡平取町二風谷
萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵

チヂリ 阿寒湖 アイヌコタン
アイヌ文化伝承創造館
（オンネチセホール）蔵
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Hos: gaiter

Nibutani Ainu Culture Museum

Paunpe: ceremonial crown
Tekunpe: covering for the back
of the hand and wrist
Hos: gaiter
Kut: belt
Shiranuka-cho Urespacise

Cepker: shoes made of
salmon skin

Sapampe: ceremonial crown
Karop: bag for flint

Akanko Ainu Kotan Onnecise Hall
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（上段左）サパンペ（冠物）
様似郷土館蔵
（上段右）チェプケレ（左、鮭皮の
靴）、ユクケレ（右、鹿皮の靴）
萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵
（中段左）テクンペ（上）手甲
サクホシ（右下）脚絆
ケロルンペ（左下）靴下
帯広百年記念館蔵
（中段右）チヂリ 木綿衣
帯広百年記念館提供

（下段右）阿寒湖 アイヌコタン
アイヌ文化伝承創造館
（オンネチセホール）蔵

注 「冠」を様似町のアイヌ語方言では「サパンペ」と言いますが、
地域によっては「パウンペ」と言う地方もあります。
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(4) Dwellings
The most important kamuy in the home is the
female kamuy of Fire. Every house had a firepit
where cooking, eating, and rituals took place.
Formerly, an Ainu house was made of poles and
thatched* roof and walls. It was well insulated
and had a firepit at the center of the room. An
opening below each end of the ridge allowed
smoke to escape. Three to twenty such houses
formed a village community called a kotan. Kotan
were organized on land where food was easy to
obtain such as river basins or the seaside.
* The materials of the house varied according to
the area. Straw, bamboo grass and bark were
used.
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Akanko Ainu Kotan
Ainu Living Memorial Hall
Poncise

Akanko Ainu Kotan
Ainu Theater Ikor

(4) 住居
家庭の中で一番重要なのは火の女神です。どの家
にも囲炉裏があり、料理や食事をしたり、儀式を行
いました。
かやぶ
以前は、アイヌの人々の家は、柱と茅葺き※の屋
根と壁でできていました。それはよく断熱されて、
部屋の中心には囲炉裏がありました。屋根の各先端
の小さな穴から、煙を出していました。そのような
家、3～20軒ほどでコタンと呼ばれる集落を作りま
した。川の流域や海辺など、食料が得やすい土地が
選ばれていました。
※材料は地域によって異なり、カヤやササ、樹皮などが用
いられました。

沙流郡平取町二風谷
萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵
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(5) Music
① Music
When Ainu hold a ceremony or when
close friends and relatives gather, they
sing and dance. The song and dance have
the meaning of sharing feelings of thanks,
joy, and sorrow in everyday life with
kamuy.
・ to pray to kamuy for a big catch in fishing and
hunting
・ to express daily labor
・ to express the movements of animals
* See the detailed explanation of music and
dance: Upopo and Rimse on page 46.
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② Musical instruments
Mukkuri
Mukkuri is a mouth harp now made of
bamboo and the best known Ainu musical
instrument. Before getting thick bamboo
from the mainland, Honshu, panicle
hydrangeas and ground bamboo were
used for making Mukkuri.
Tonkori
Tonkori is the musical instrument of Ainu
who lived mainly in Sakhalin. Strings are
flipped with the fingers of both hands to
make the sound. The length is
approximately 1
Tonkori
meter, and the
Obihiro
width is
Centennial
City
approximately 15
Museum
centimeters.

(5) 音楽
①音楽
アイヌの人々は儀式時や親しい人たちが集まると、
歌ったり踊ったりします。彼らの歌や踊りには普段
の生活での感謝や喜びや悲しみを神々と分かち合い
たいという意味があります。
・豊漁猟を祈るもの
・労働の様子を表したもの
・動物の動きを表したもの

など

※音楽や踊りの詳しい説明をお読み下さい。ウポポとリムセの説明は
47ページです。

②楽器
ムックリ
現在は竹で作られている口琴で、アイヌの人々の
楽器の中で最も有名です。太い竹が本州から北海道
に入ってくる前はサビタ（ノリウツギ）や根曲がり
竹が使われていました。
トンコリ
主にサハリンに住んでいたアイヌの人々の楽器で
す。弦を両手の指ではじいて音を出します。トンコ
リは長さがおよそ1ｍ、幅が15センチメートルほど
です。

チレクテトプ

ムックリ

笛（子供たちの遊び道具）
萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵

阿寒湖 アイヌコタンにて購入

45

③ Upopo and Rimse
When people gather, they start singing Upopo
(songs) and then perform Rimse (dances). Upopo
is a general name for Ainu traditional songs.
There are many kinds of Upopo in each region.
Women sit in a circle and sing Upopo while
tapping the lid of the Sintoko.* They sing many
Upopo rounds successively.
Rimse is a general name for Ainu traditional
dances. Just like Upopo, many kinds of Rimse
have been handed down in each region. Ainu
dance expresses a feeling of gratitude toward
gods, animal and plant movement and labor.
Dances which express animal movements are
Saroruncikaprimse (crane movement),
Cironnuprimse (fox movement), Hunperimse (the
scene of finding a beached whale) and so on.
Men’s dances are Kurimse (dance of a bow),
Emusrimse (dance of a sword) and so on. They
are said to be dances dedicated to kamuy. After
performing Rimse, people become excited and
make a larger circle moving clockwise. This is the
dance, Pororimse.
* Sintoko is lacquerware, called hokai
in Japanese. It was used to carry and
preserve food in the old days. It is
used as a liquor container in
ceremonies.

Sintoko
Teshikaga-cho, Kawakami-gun
Kussharo Kotan
Museum of Ainu Folklore
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③ ウポポとリムセ
人々が集まるとウポポ（歌）が始まり、その後には
リムセ（踊り）が行われます。ウポポはアイヌ民族の
伝統的な歌の総称で、地域毎に様々なものがあります。
女性たちが輪になって座り、シントコ※の蓋を軽く叩
きながら輪唱形式で何曲も続けて歌われます。
リムセとはアイヌ民族の伝統的な踊りの総称で、ウ
ポポと同様に地域毎に様々なものが伝承されています。
アイヌの人々の踊りには、神々への感謝の気持ちを表
すもの、動物や植物の動きを表したもの、働く様子を
表したものなどがあります。動物の動きを表現する踊
りには、鶴の動きを表現したサロルンチカプリムセ、
キツネの動きを表現したチロンヌプリムセ、浜に上
がった鯨を発見したときの様子を表現したフンペリム
セなどがあります。多くの踊りは女性によって踊られ
ますが、男性の踊りとしては、クリムセ（弓の舞）、
エムシリムセ（刀の舞）などがあり、これらは神々へ
の奉納の舞だといわれています。いろいろな踊りが披
露され興が乗ってくると人々は大きな輪になって、時
計まわりに回りながら踊ります。これがポロリムセで
す。
※「シントコ」とは漆器で、行器（ほかい）のことです。昔、食物を運ん
だり、保存するために使われました。儀式でお酒の容器として使われます。

シントコ

様似郷土館蔵

2018年９月２日白糠郡白糠町

フンペ祭
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(6) Children’s Play
① play for boys
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

spearing fish
quoits
sticking a bar through a ring
toy bow
toy javelin

② play for girls
(f) sewing
(g) embroidery
(h) weaving Attus
③ play for
both boys and girls

Sinotponku
a bow for children’s play
Nibutani Ainu Culture
Museum

(i) sliding on the snow
(j) snowball fight
(k) hoop rolling
(l) rope jumping
(m) riddles
(n) mukkuri
(o) ｈide-and-seek
(p) whistling
Karip
a ring made of vines for
children’s play
Nibutani Ainu Culture
Museum
48

(6) 子どもの遊び
下記の遊びは知里高央､横山孝雄共著の「アイヌ語絵入り辞典」、
「アイヌ語イラスト辞典」、田村すず子著「アイヌ語沙流方言辞典」
を参考にしました。

① 男の子の遊び
(a) マグロ突き
(b) 投げ輪突き
(c) 輪突き
(d) 弓遊び
(e) やり投げ

アイヌ語
シリカプシノッ
sirkapsinot
ウコカリプカチウ ukokaripkaciw
アカムカチュ
akamkaciw
クエシノッ
kuesinot
オプシノッ
opsinot

② 女の子の遊び
(f) 裁縫をする
(g) 刺繍する
(h) アットウシを織る

ケメイキ
イカラカラ
アツトウシカラ

kemeyki
ikarkar
attuskar

ウパシチャラセ
ウコウパシケ
カリプカラプ
トウシエテレケ
ウレクレク
ムックリ
ウコシヌイノッ
マウソロ

upascarse
ukoupaske
karipkarp
tuseterke
urekreku
mukkuri
ukosinuynot
mawsoro

③ 男女共通の遊び

(i) 雪すべり
(j) 雪合戦
(k) 輪回し
(l) 縄跳び
(m) なぞなぞ
(n) ムックリ
(o) かくれんぼ
(p) 口笛
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(7) Literary Arts
Literary arts were passed down orally because
Ainu did not have written language. Ainu oral
literature is divided into three types: “Heroic
epics,” “Mythic epics” and “Prose tales.”
① Yukar
(Heroic epics)
② Kamuyyukar (Mythic epics)
③ Uepeker
(Prose tales)
Yukar, heroic epics, are stories of heroes who had
superpower and defeated enemies and evil while
traveling. Yukar has entertainment characteristics.
Kamuyyukar are songs narrated by Kamuy
(gods). Each one has a unique melody with a
repeating phrase, called a “sakehe.” Children hear
Kamuyyukar many times from a young age and
learn the relationship between kamuy and Ainu
and the way to live.
Uepeker, prose tales, are told in normal
conversation style without a melody. The main
character is usually an ordinary person. These are
the stories of life lessons.
Yukie Chiri (1903–1922）was born in Noboribetsu, Hokkaido.
She wrote “Ainu Shinyoshu,” stories of Ainu kamuy. They
are “Kamuyyukar” written in Roman letters with Japanese
translation. The book was published in 1923 by Professor
Kyosuke Kindaichi (1882–1971) after her death.
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(7) 文芸
アイヌの人々は文字を持たなかったため、口承で伝
えられてきました。アイヌ民族の口承文芸は、以下の
三つに分類されます。「ユカラ」、「カムイユカラ」、
「ウエペケレ」です。
①「ユカラ」
（英雄叙事詩）
②「カムイユカラ」（神謡）
③「ウエペケレ」
(散文説話）

「ユカラ」（英雄叙事詩）には、超人的な英雄が旅を
しながら敵や魔を倒していく話などがあります。娯楽
的な性質の話です。
「カムイユカラ」（神謡）は、神様が語るお話で、繰
り返し言葉、「サケヘ」が何度も唱えられます。子ど
も達は小さな頃からカムイユカラを何度も聞くことで
神々と人間の関係を学び､生きる知恵を身につけます。
「ウエペケレ」とは、散文の説話です。日常会話のア
イヌ語で、節をつけずに話される物語で、主に一般の
人間が主人公です。これらは人生の教訓話です。

知里 幸惠（ちり ゆきえ、1903–1922）は、北海道登別市出身の
アイヌ民族の女性。明治時代、ローマ字表記のカムイユカラと
日本語訳を併記して紹介した『アイヌ神謡集』を書きました。
彼女の死後、1923年に金田一京助教授(1882–1971)がこの本を
出版しました。
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(8) Crafts

Trays
Trays are made of wood which is easy to work
like Cinnamomum cassia and walnut. They have
various shapes such as square and oval shapes
depending on the use. The beautiful patterns
express the expert carving technique of Ainu.

Textiles
Attus is a textile woven from yarn made of the
internal skin of the bark of at-ni (a type of elm
tree) as well as fibers of other trees that grow in
the forests near the kotan. The textiles are made
into kimono, hanten (short coat), obi (belts),
and small articles.

Saranip: a bag
Akanko Ainu Kotan
Poncise
52

Attus: clothes
Akanko Ainu Kotan
Onnecise Hall

(8) 工芸品
盆(イタ)
かつらやクルミなど細工がしやすい木で作られてい
ます。正方形や楕円など用途によって様々な形があり
ます。その美しい文様はアイヌの人々の彫刻の巧みさ
を表しています。
織物
コタンのそばのオヒョウの樹皮の内皮や他の木の繊
維から作った糸を用いて機織りされた反物。着物、半
纏、帯、小物等に使用されています。 ※半纏（はんてん）

イタ（お盆、左） マキリ（小刀、右）二風谷アイヌ文化博物館蔵

トウキパスイ（捧酒箸）
萱野茂二風谷アイヌ資料館蔵
注

イクパスイ（捧酒箸）
阿寒湖アイヌコタン オンネチセ蔵

このように地域によって名称が異なるものもあります。
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12. アイヌの人々の言葉

The Ainu Language

アイヌ語を話す人が大変少なくなりましたが、最近は多くの
人たちがアイヌ語を話そうと取り組んでいます。アイヌ語教室や
ラジオ番組、弁論大会など様々な学習の機会が向けられるように
なりました。今後、話せる人が増えていくと思います。
下記の会話は(公財)アイヌ民族文化財団のアイヌ語ラジオ講座（STV)のテ
キスト(平成30年度 vol.1 vol.2 vol.3 ）を参考にしています。講師は沙流郡
平取町出身の関根摩耶さんです。

アイヌ語ラジオ講座30年度 vol.1 (4–6月)

A:

お腹すいたな。
ku=ipe rusuy na. (クイペ ルスイ ナ。)

I’m hungry.

B:

ちょっと待って。

ponno hoski.（ポンノ ホシキ。）
Wait a minute.

B: いまできたわよ。
tane ku=suke okere na.（タネ クスケ オケレ

ナ。）
I’ve finished.

A:

いただきます！
ipe=an ro!（イペアン ロー！）

Let’s eat!
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A:

眠たい。
ku=mokor rusuy.

（クモコン ルスイ。）
I’m sleepy.

B:

どうして眠たいの？
hemanta kusu e=mokor rusuy?

（ヘマンタ クス エモコン ルスイ？）
Why are you sleepy?

A:

お腹いっぱいで眠たいの。
ku=kironnu wa ku=mokor rusuy.

（クキロンヌ ワ クモコン ルスイ。）
I’m sleepy because I ate too much.

A: ウポポ聞かせて。
upopo en=nure wa en=kore.
（ウポポ エンヌレ ワ エンコレ。）
Please sing Upopo for me.

B:

恥ずかしいなあ。
k=eyaysitoma na.

（ケヤイシトマ
I’m shy.

ナ。）

A:

じゃあ一緒にやろう！
yakun uturano a=ki ro!

（ヤクン ウトウラノ アキ
Let’s sing together.

ロー！）
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アイヌ語ラジオ講座30年度 vol.2 (7–9月)

A:

どこから来たの？
hunak wa e=ek?

（フナク ワ エエク？）
Where did you come from?

B:

札幌から来ました。
Satporo or wa k=ek.

（サッポロ オロ ワ ケク。）
I came from Sapporo.

※アイヌ語では「乾い
た」と言う意味のsat
が語源なのでSatporo
と書きました。英語は
もちろんSapporoです。

A:

どこに泊まるの？
hunak ta e=rewsi?

（フナク タ エレウシ？）
Where will you stay?

B:

宿に泊まります。
rewsicise or ta ku=rewsi.

（レウシチセ オッタ クレウシ）
I will stay at a hotel.

A:

どこに行くの？
hunak un e=arpa?

（フナクン エアラパ？）
Where are you going?

B:

阿寒へ行きます。
Akan or un k=arpa.

（アカン オルン カラパ。）
I’m going to Akan.
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A:

いつ行くの？
hempara e=arpa?（ヘンパラ エアラパ？）

When are you going?

B:

明日行きます。
nisatta k=arpa.（ニサッタ カラパ。）

I’m leaving tomorrow.

アイヌ語ラジオ講座30年度 vol.3 (10–12月)

A:

この牛乳捨てるよ。
tan pekotope k=osura kusu ne.

（タン ペコトペ コスラ クス ネ。）
I’ll throw away this milk.

B:

もったいないな！ まだ飲めるだろうに。
ikaras na!
a=ku easkay nankor

（イカラシ ナ！）
What a waste!

【アイヌの数字

(アク エアシカイ ナンコロ）
I think we can still drink it.

1～10】

アイヌ語にも方言がありますが、下記のアイヌ語は(財)アイヌ文化振興・研
究推進機構、現在、(公財) アイヌ民族文化財団の「初級 アイヌ語 沙流」を参
考にしました。日高地方の沙流川流域の言葉を載せています。

1

シネ

sine

6

イワン

iwan

2

トウ

tu

7

アラワン

arwan

3

レ

re

8

トウペサン

tupesan

4

イネ

ine

9

シネペサン

sinepesan

5

アシクネ

asikne

10

ワン

wan
57

【その他のアイヌ語】Other Ainu Vocabulary
日本語
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アイヌ語

英語

太陽

トカプチュプ

tokapcup

sun

月

クンネチュプ

kunnecup

moon

雨

アプ ト

apto

rain

雪

ウパシ

upas

snow

雷

カムイフム

kamuyhum

thunder

山

ヌプリ

nupuri

mountain

川

ペッ

pet

river

海

アトゥイ

atuy

sea

花

ノンノ

nonno

flower

木

チクニ

cikuni

tree

葉

ハム

ham

leaf

草

ムン

mun

grass

春

パイカラ

paykar

spring

夏

サク

sak

summer

秋

チュク

cuk

autumn

冬

マタ

mata

winter

日本語

アイヌ語

英語

熊

キムンカムイ

kimunkamuy

bear

キツネ

チロンヌプ

cironnup

fox

鹿

ユク

yuk

deer

鶴

サロルンチカプ

saroruncikap

crane

シマ
フクロウ

コタンコロカムイ

kotankorkamuy

Blakiston's
fish owl

カラス

パシクル

paskur

crow

クジラ

フンペ

hunpe

whale

シャチ

レプンカムイ

repunkamuy

killer whale

トド

エタシペ

etaspe

sea lion

サケ

カムイチエプ

kamuycep

salmon

ラッコ

ラッコ

rakko

sea otter

ウサギ

イセポ

isepo

rabbit

犬

セタ

seta

dog

ヘビ

タンネカムイ

tannekamuy

snake

フキ

コロコニ

korkoni

butterbur

ヨモギ

ノヤ

noya

mugwort

キノコ

カルシ

karus

mushroom
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13. Efforts to preserve the Ainu
language
• Training Ainu language instructors
• Making Ainu language teaching materials
• Ainu language lectures
Speech contests in the Ainu language
• Ainu language lessons (STV Radio)
This program has been broadcast since 1987.
every Sunday
7:00–7:15
every Saturday 23:45–24:00 (rebroadcast)

People who made efforts to preserve
the Ainu language
Professor Kyosuke Kindaichi (1882–1971)
Founder of the study of the Ainu language.
Yukie Chiri (1903–1922)
Completed the manuscript of “Ainu Shinyoshu.”
She wrote “Yukar” written in Roman letters with
Japanese translation published after her death.

Takanaka Chiri

(1907–1965)

Majored in the Ainu language. He published an Ainu
words dictionary. He was a high school teacher.

Mashiho Chiri

(1909–1961)

Majored in the Ainu language. He published an Ainu
word dictionary, Classified Ainu Language Dictionary.

Shigeru Kayano

(1926–2006)

Easy Ainu Language
Kayano Shigeru’s Ainu Language Dictionary

Suzuko Tamura

(1934–2015)

Dictionary of the Ainu Dialect in Saru Area
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13. アイヌ語を保存し続けるための
取り組み
•
•
•
•

アイヌ語指導者の育成
アイヌ語教材の作成
アイヌ語講座、弁論大会 等
STVラジオ アイヌ語ラジオ講座
1987年から放送開始
現在も毎週日曜日

7:00–7:15

本放送

土曜日 23:45–24:00 再放送

アイヌ語の研究と保存に努力した人々
金田一京助 (1882–1971) アイヌ語研究の創始者
知里幸惠 (1903–1922) 『アイヌ神謡集』アイヌ語の語
りをローマ字で記録し、横に日
本語で意味を書き添えました。
知里高央 (1907–1965) 『アイヌ語イラスト辞典』
『アイヌ語絵入り辞典』
知里真志保 (1909–1961) 『分類アイヌ語辞典』
萱野茂
(1926–2006) 『やさしいアイヌ語』
『萱野茂のアイヌ語辞典』
田村すず子 (1934–2015) 『アイヌ語沙流方言辞典』
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14. The number of Ainu living in
Hokkaido
The national population census does not have a
category about Ainu. The Japanese government
does not conduct an investigation of the actual
Ainu situation, so the accurate number of Ainu is
unknowable. The figures below are not absolute
because there are many Ainu living outside
Hokkaido and some Ainu keep secret that they are
Ainu.
From “The Investigation of the Actual Ainu
Situation in Hokkaido
Number of Ainu in Hokkaido
according to the investigation

Population of Hokkaido

1807
1873
1979
1993
2013
2017

31,353
121,310
5,567,573
5,669,137
5,430,909
5,401,210

26,256
16,272
24,160
23,830
16,786
13,118

National Population Census
＊ The numbers for 1979–2017 above come from “The Investigation
of the Actual Ainu Situation in Hokkaido” conducted by the Hokkaido
Ainu Association. They differ from the real number of Ainu in
Hokkaido.
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14. 北海道に住むアイヌ民族の人数
現在、国勢調査ではアイヌ民族の項目はなく、日
本政府による実態調査は行われていません。そのた
め、アイヌ民族の正確な数は不明であり、北海道の
外で暮らしていたり、アイヌ民族であることを秘密
にしている人もいるので下記の数字は絶対的なもの
ではありません。
北海道アイヌ生活実態調査より
調査で把握できた
北海道のアイヌ民族の人数 北海道総人口

1807年
1873年
1979年
1993年
2013年
2017年

26,256人
16,272人
24,160人
23,830人
16,786人
13,118人

31,353人
121,310人
5,567,573人
5,669,137人
5,430,909人
5,401,210人
(国勢調査）

※上記、1979年～2017年の左側の数字は北海道が行った北海道
アイヌ生活実態調査で把握できた人数であり、実際の数字では
ありません。

63

15. What we should learn from Ainu
The development of technology made life in the
20th century richer than before, but at the same
time many things were lost. It’s important to
learn ways of thinking and living from Ainu and
make the 21st century better.
(1) Ainu think that “a soul” dwells in everything
that surrounds them in nature. They worship
nature and live in harmony with nature.

(2) Ainu thank the kamuy for their favors and
offer hospitality to the kamuy through
ceremonies. They thank everything used up.
They hope that these things will come back
to their world again.
(3) They know a lot about edible wild plants.
They gather them as routine work. But they
never root up plants so that they can gather
them again the next year.
(4) They use many plants as medicine because
they know the effects.
(5) Ainu clothing is made from natural materials.
They make footwear with salmon and deer
skins and knitted grapevines.
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15. アイヌ民族から学ぶべき考え方
20世紀は科学技術の発達により私達の生活は豊か
になりましたが、同時に多くのものを失いました。
アイヌ民族の考え方、生き方を学び、21世紀を心豊
かな希望の世紀に変えていくことが大切と思います。

(1) アイヌの人々は自然の中にある自分達のまわりの
すべてのものには「魂」が宿っていると考えている
ので、自然を敬い、自然と共に生きているのです。
(2) 感謝を込めた送り。役目を終えたものに感謝して
神の世界へ送り返し、再び彼らの世界へ戻ってきて
くれるようにと願います。
(3) 山菜などに詳しく、日常的に採取していました。
しかし、翌年のことを考え決して根こそぎ採るよう
なことはしません。
(4) 効能を知っていたので、数多くの植物を薬として
利用しました。
(5) 衣類の材料は自然
のものでできていま
す。鮭やシカの皮、
ブドウヅルを編んで
履き物を作りました。

白糠郡白糠町

ウレシパチセ （互いに育む家）
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(6) These days we have a tendency toward mass
production and mass consumption. Ainu hunt
and fish only for the minimum amount
necessary for their lives and never throw
away leftovers.
(7) Ainu don’t like fighting. They have a very
good way of solving troubles called “caranke.”
It means “to discuss" or “to negotiate" to the
end. The persons concerned take time and
discuss the matter thoroughly.
(8) In the Ainu Culture Period, Ainu didn’t have
a school system but children learned a lot in
everyday life for becoming independent. They
learned not only the way of living but also the
way of thinking as a person.
Ainu take good care of nature and do not waste
anything because they think that “a soul” dwells
in many things. They live without forgetting a
feeling of gratitude for everything. They never
destroy nature.
In addition, they value discussion until the
very end. They respect the elderly. We should
learn from these attitudes without looking for an
immediate profit. Even though we are likely to be
pressed for time and are apt to pursue only
efficiency, we can learn a lot of things from the
Ainu way of living.
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(6) 今日、私たちには大量消費、大量生産の傾向があ
りますが、アイヌの人々は生活に必要な分だけしか
狩猟や漁労をせず、無駄に捨てるようなことはしま
せん。
(7) アイヌ民族は争いを好みません。チャランケ
(caranke）という伝統的なトラブル解決方法があり
ました。それはアイヌ語で「談判する」や「討論す
る」という意味です。当事者同士がたくさん時間を
かけて徹底的に議論することです。
(8) アイヌ文化期、学校制度はありませんでしたが、
自立できるように子どもは日常生活の中で多くのこ
とを学びました。彼らは生活の技術だけでなく人と
しての生き方も学びました。

アイヌの人々は自分たちの周りの多くの事物に
「魂」が宿っていると考え、感謝の気持ちを忘れずに
暮らしているので、自然を大切にし身の回りの物も無
駄にしません。自然環境を破壊することもありません。
また、アイヌの人々は最後まで話し合うことを大切
にし、年配や経験者の考え方を尊重します。私達は目
先の利益にとらわれる
ことなく、このような姿
勢を見習うべきです。時
間に追われ、効率だけを
追求しようとしがちです
が、私たちがアイヌ民族
から学ぶべきことが山ほ
どあります。
2018年11月4日

白糠郡白糠町

シシャモ祭り
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16. Shall we understand and respect
each other and make the 21st
century better?
There are many peoples living in the world, each
with its own way of thinking and lifestyle.
Unfortunately there are a lot of unsolved problems
around the world, even in Japan. But we can do
many things to solve such problems little by little.
The first step to solution is to understand
differences in ways of thinking and lifestyle and
respect each other. Ainu have a phrase,
“Urespamosir,” which means “the land where all
are raised up together.”
Shall we appreciate each other and make the
21st century better?

Biratori-cho, Saru-gun
Nibutani Ainu Culture Museum
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16. お互いを理解し、尊重しあって
21世紀をより良くしましょう。
日本だけでなく世界中にはたくさんの民族が暮らし
ています。そしてそれぞれの民族により考え方や生活
習慣は異なります。残念ながら世界中には民族間の未
解決の問題がたくさんあります。日本においても同じ
です。しかし、少しずつでも解決に近づく手段はあり
ます。
このような問題を解決する第一歩はそれぞれの考え
方や生活習慣の違いを理解し、尊重しあうことです。
「ウレシパモシリ」と言うアイヌ民族の言葉がありま
す。これは「万物が互いに互いを育てあう大地」を意
味しています。
互いを尊重しあって21世紀をより良いものにして
いきましょう。

標茶町博物館

弟子屈町屈斜路コタン アイヌ民俗資料館

新ひだか町

アイヌ資料館

様似郷土館
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17. アイヌ民族の資料を展示している
北海道内の博物館、資料館
釧路市

釧路市立博物館
☎0154-41-5809 入館料/一般470円
休館日/月曜日、年末年始（12月31日–1月5日）
開館時間/9:30–17:00
阿寒湖アイヌコタン ☎0154-67-2727
料金/入場無料
･阿寒湖生活館（ポンチセ）開館時間/10:00–21:00
･アイヌシアター イコロ
･アイヌ文化伝承創造館（オンネチセホール）

白糠町

ウレシパチセ
☎01547-2-5668 入館料/無料
休館日/月曜日、年末年始（12月30日–1月6日）
開館時間/10:00–18:00

標茶町
弟子屈町

帯広市

網走市

標茶町博物館「ニタイ・ト」
☎015-487-2332 入館料/大人210円 高校生以下、障害の
ある方、70歳以上無料 休館日/月曜日 12月31日–1月5日

弟子屈町屈斜路コタン アイヌ民俗資料館

☎015-484-2128 入館料/大人420円・小人280円
休館日/11月1日–4月28日
開館時間/9:00–17:00 ※4月–10月までの営業

帯広百年記念館

☎0155-24-5352 入館料/380円
休館日/月曜、祝日の翌日、年末年始（12月29日–1月3日）
開館時間/9:00–17:00

北海道立北方民族博物館

☎0152-45-3888 観覧料/一般550円・大学生、高校生
200円・小学生、中学生、65歳以上無料
休館日/月曜、祝日の翌日、年末年始 開館時間/9:30–16:30

幕別町

新ひだか町
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幕別町蝦夷文化考古館
☎0155-56-4899 入館料/無料
休館日/火曜、祝日の翌日、年末年始（12月29日–1月3日）
開館時間/10:00–16:00

新ひだか町アイヌ民俗資料館

☎0146-43-3094 入館料/無料 休館日/12月–4月
5月–11月（月曜日、祝日の翌日） 開館時間/9:00–17:00

シャクシャイン記念館
様似町
平取町

☎0146-42-6792 入館料/無料
休館日/月曜、祝日の翌日 開館時間/9:00–17:00

様似郷土館

☎0146-36-3335 入館料/無料
休館日/月曜、年末年始 開館時間/10:00–16:30

平取町立二風谷アイヌ文化博物館

☎01457-2-2892 入館料/大人400円・小中学生150円
休館日/11月16日–4月15日の月曜、12月16日–1月15日
開館時間/9:00–16:30

萱野茂二風谷アイヌ資料館

苫小牧市
白老町

☎01457-2-3215 入館料/大人400円・小中学生150円
休館日/無休 特になし（冬期12月～3月は、館長宅 2-3295 に
事前連絡を） 開館時間/9:00–16:30

苫小牧市美術博物館

☎0144-35-2550 入館料/一般300円 大学・高校生200円
休館日/月曜、祝日の翌日、年末年始 開館時間/9:30–17:00

国立アイヌ民族博物館

現在建設中・・・2020年4月24日オープン予定

札幌市

北海道博物館
☎011-898-0466 入館料/一般600円・高校･大学生300円
休館日/月曜、祝日・振替休日の翌日、年末年始（12月29日–
1月3日）開館時間/10–4月9:30–16:30 5–9月9:30–17:00
サッポロピリカコタン
☎011-596-5961 入館料/無料
休館日/月曜、祝日、毎月最終火曜、年末年始
開館時間/8:45–22:00

北海道立アイヌ総合センター
☎011-221-0462 入館料/無料
休館日/日曜、祝日、年末年始
開館時間/9:00–17：00

北海道大学植物園・博物館 北方民族資料室
☎011-221-0066 入園料/16歳以上420円・小中学生300円
未就学児無料 休園日/月曜、祝日の翌日
開園時間/4月29日–9月30日は9:00–16:00
10月1日–11月3日は9:00–15:30
注 開館時間、入館料など変更の可能性もあります。事前にご確認下さい。
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18. 参考資料・参考文献
アイヌ民族:歴史と文化
未来を共に生きるために〈改訂版〉(小学生・中学生用)
(公財) アイヌ民族文化財団
アイヌ語沙流方言辞典
田村すず子著 （株）草風館
萱野茂のアイヌ語辞典
萱野茂 （株）三省堂
野村義一と北海道ウタリ協会
竹内渉 編著 (株) 草風館
先住民アイヌの曙光
堀内光一著 社会評論社
アイヌの里『二風谷に生きて』
萱野茂著 北海道新聞社
アイヌ、神々と生きる人々
藤村久和著 福武書店
アイヌ文化の基礎知識
アイヌ民族博物館 監修
マンガ アイヌ語豆辞典
阿寒アイヌ工芸協同組合 藤村 久和 監修
アイヌ文化出前講座
白糠アイヌ文化保存会 2016年度版
Ainu DESIGN 2018
(公社) 北海道アイヌ協会
アイヌ文化紹介小冊子 ポン カンピソシ 民具
北海道立アイヌ民族文化研究センター
アイヌ民族と日本人
菊池勇夫
朝日選書 510
アイヌ学入門
瀬川拓郎
講談社現代新書 (株) 講談社
ガイドブックくしろ 第４０版
（一社）釧路観光コンベンション協会
いま学ぶ アイヌ民族の歴史
加藤博文・若園雄志郎
(株) 山川出版社
今こそ知りたいアイヌ
鈴木賢志(発行人)・栗原紀行(編集人) (株) 三栄書房
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別冊 太陽 先住民アイヌ民族
(株）平凡社 編集人 湯原公浩
ノート版 アイヌ神謡集
知里幸惠 著 北道邦彦編、発行者
『おれの二風谷』
萱野茂著 すずさわ書店
アイヌ語ラジオ講座 テキスト
(公財）アイヌ民族文化財団
アイヌ語イラスト辞典
知里高央､横山孝雄共著 蝸牛社
アイヌ語絵入り辞典
知里高央､横山孝雄共著 蝸牛社
アイヌの人々とともに
—その歴史と文化—
(公財）アイヌ民族文化財団
アイヌプリ —アイヌの心をつなぐ—
(公財）アイヌ文化振興・研究推進機構
パイエアンロ ふれてみようアイヌの文化
(公財）アイヌ文化振興・研究推進機構
アイヌ民族を理解するために 平成29年度版
北海道環境生活部アイヌ政策推進室
アイヌ歳時記 二風谷のくらしと心
萱野茂著 (株）平凡社
アイヌ語地名で旅する北海道
北道邦彦著 朝日新書
「チセ」のある学校
佐々木博司、田中美穂著 (株）クルーズ
北海道の古代・中世がわかる本
関口明・越田賢一郎・坂梨夏代著 (株）亜璃西社
アイヌ民族
本多勝一 (株）朝日新聞社
図解 アイヌ
角田洋一 (株）新紀元社
イランカラプテ アイヌ民族を知っていますか？
秋辺日出男・阿部ユポ・貝澤耕一・門脇こずえ
川村兼一・竹内美由起・野本久栄・結城幸司著
(株）明石書店
Ainu TOOLS （原本「アイヌの民具」萱野茂著 英訳本）
アイヌ語監修 萱野志朗
平取町アイヌ文化振興推進協議会 発行
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北海道内の各アイヌ協会、各関係機関の他、多くの皆様に
お世話になりました。無理なお願いにも快く対応していただ
きました。どうもありがとうございました。
北海道アイヌ協会、北海道立アイヌ総合センター、アイヌ民
族文化財団、釧路アイヌ協会、釧路市立博物館、標茶町博物
館、白糠アイヌ協会、阿寒アイヌ協会、白糠ウレシパチセ、
阿寒湖アイヌコタン、オンネチセホール、ポンチセ、平取町
立二風谷アイヌ文化博物館、萱野茂二風谷アイヌ資料館、釧
路アイヌ文化懇話会、釧路アイヌ語の会、様似町立郷土館、
新ひだか町アイヌ民俗資料館、シャクシャイン記念館、弟子
屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館、帯広百年記念館、幕別
町蝦夷文化考古館、苫小牧市美術博物館
【補足】
(1) アイヌ、カムイの表記について アイヌはayとnuの2音節の言葉です。
同様にカムイもkaとmuyの2音節の言葉です。どちらも子音のyを使い
たいのですが、Ainuの表記が多くの場面で使われています。本書では
AinuとKamuyを使用します。ご了承下さい。
(2) アイヌ語ローマ字はヘボン式ではなく、訓令式を用います。「シ」は、
shiではなく、siと表記します。
(3) アイヌ語にもたくさん方言があります。アイヌ語を載せているページ
にはその出典を記載しました。次年度も学生と改訂版を出しますので、
ご指導、ご助言いただければ幸いです。
(4) 「ユーカラ」はアイヌ語から日本語に入った言葉なので本書では、
「ユカラ」と記載しました。
(5) アイヌ語の書き方について アイヌ語には「プ」「ツ」「ク」「シ」
「ム」「ラ」「リ」「ル」「レ」「ロ」のように、日本語にない発音があ
り、「ユカラ」の「ラ」のように小さく書きます。読む時は母音の音を
出さないように軽く発音します。
(6) (公財) アイヌ文化振興・研究推進機構は、2018年4月1日に(一財)
アイヌ民族博物館と合併して、名称が(公財) アイヌ民族文化財団と変
わりました。
(7) 昨年出版したLet’s say “Hello!” on Nusamai Bridge.と同様に、ご
自由にダウンロードして活用下さい。（印刷も自由です。）
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あとがき
アイヌ民族の歴史や文化に関心のあるゼミの学生と
この入門書の構想を立て、昨年春から取り組みました。
海外にも日本の先住民族であるアイヌ民族の歴史だけ
でなく、素晴らしい文化や考え方を紹介しようと英語
との対訳としました。
わかりやすい内容の本を目指しましたが、ゼロから
のスタートでしたので、各アイヌ協会の皆様のご協力
がなければ完成には至りませんでした。また、各地の
博物館や資料館では突然の訪問にもかかわらず、数多
くのことを教えていただきました。なお、英語の表現
に関しては、日本メノナイト鳥取キリスト教会のメア
リー・バイラーさんがお手伝いして下さいましたので、
どなたにも安心してお使いいただけます。
各方面の方々に失礼のないように配慮しましたが、
ご意見やご要望がございましたら実用英語ゼミ担当の
私までご連絡下さい。出版にあたり、協力して下さっ
た皆様に心から感謝申し上げます。併せて本書が有効
に利用されることを祈念申し上げます。
監修
釧路短期大学

専任講師 岩松 恵
（実用英語ゼミ 担当）

75

2019年2月16日

初版発行

監修

岩松

恵

制作

釧路短期大学 実用英語ゼミ
千坂ありさ・千葉 穂花
大山明日香・鈴木 桃花

英文校閲

Ms. Mary Beyler
（日本メノナイト鳥取キリスト教会）

後援

釧路短期大学後援会
釧路信用金庫（学生研究奨励賞受賞）

発行

釧路短期大学

印刷・製本

(株) プリントパック

実用英語ゼミ

We acknowledge the willing and helpful advice
we received from many Ainu organizations and
institutions around Hokkaido.

Iyayraykere
イヤイライケレ
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Thank you.
ありがとう

オオバナノエンレイソウ（緑ヶ岡学園の花）

