
「アイヌについて学ぼう」学習資料リスト
　　　●購入可能なものを掲載 北海道学校図書館協会　野村邦重/編（2019.2）作成　　最終更新（2021.1）

対象 　　書誌情報 　　表紙画像 　　内容（目次）：トーハンe-honサイト他より転載

1 絵本
小低～

おおかみのこが
　　はしってきて

　　　寮　美千子/文
 　　　小林　敏也/画
　　　ロクリン社　　20１9（再刊）

　　　1,700円+税

●2000年　北海道指定図書に選定

　「ねえ、どうして？」男の子がお父さんに聞きました。アイヌの深い知恵に学ぶ命の物語。

978-4-907542-66-5

2 絵本
小低～

パヨカカムイ
　ユカラで村をすくったアイヌのはなし

　　　かやのしげる/文
 　　　いしくら　きんじ/絵
　　　小峰書店　　2000

　　　1,400円＋税

●2001年　北海道指定図書に選定

　わたしは狩りの下手な、貧しいアイヌでした。でも一つだけ、ユカラを語るのが得意でした。ある日、病気
をまきちらす 神、パヨカカムイが、村にやってきたのです。
　ユカラを語ることで病気をまきちらす神，パヨカカムイから村を救った，貧しいアイヌの男の話。(ヤングア
ダルト図書総目録 より)

978-4-338-08141-2

3 絵本
小低～

火の雨 氷の雨
　　カムイユカラ
　　アイヌの神さまが話したこと

　　　かやのしげる/文
 　　　いしくら　きんじ/絵
　　　小峰書店　　　2000

　　　1,400円＋税

　沙流川を舞台に，星づくりの神の近くに住むカンナカムイ，竜の神が語るスケールの大きな物語。 (ヤングア
ダルト図書総目録より)

978-4-338-08138-2

4 絵本
小低～

熊神とカパラペポンス

　　　かやのしげる/文
 　　　いしくら　きんじ/絵
　　　小峰書店　　　2002

　　　1,400円＋税

●2003年　北海道指定図書に選定

　わたしは、ユペッ川の上流のいちばん高い山をまもる熊神です。ある日、わたしは、心の美しいアイヌにう
たれ、そのアイヌ の家にまつられました。村人は、歌や踊りを始めましたが、その輪の中に、踊りがとても上
手な小さな男がいまし た。わたしは、神の国へ帰ったあとも、その男が誰なのか知りたくて、何度もアイヌの
家を訪れました。
　熊の神はある日，心の美しいアイヌに自分をうたせた。熊の神はアイヌの家にまつられ，そこで…。 (ヤング
アダルト図書総目録より)

978-4-338-08143-6

5 絵本
小低～

アイヌとキツネ

　　　かやのしげる/文
　　　いしくら　きんじ/絵
　　　小峰書店　　　2001

　　　1,400円＋税

●2002年　北海道指定図書に選定

　ある夜、いっぴきのキツネが、アイヌにチャランケ（談判）しているのです。その言い分を聞いてみると。
　秋になるとアイヌの人々はシャケを取りに川へやってくる。クマやキツネたちも集まってくる。そんなある
夜、一匹のキツネがア イヌにチャランケ（談判）をしていて…アイヌ民族に語り継がれた昔話。人間と動物と
の共存について考えさせられる一 冊。

978-4-338-08142-9

6 絵本
小低～

オキクルミのぼうけん
　　新装版

　 　　萱野　茂/文
 　　　斎藤　博之/絵
　　　小峰書店　　　1998

　　　1,600円＋税

●1978年　北海道指定図書に選定（初版）
　この物語は、アイヌ語で語られたウパシクマ（故事来歴）を現代の日本語に直し、さらに絵本の文章にする
ため手を加えたも のです。いま私の住んでいる沙流川のほとりは、オキクルミの神が住まわれたという伝承の
地です。ここでオキクルミの神は、 アイヌに生活のすべてを教えてくれたというわけで、この話は、日本の民
話でいえば「桃太郎」や「花さかじいさん」のように、 私たちにはいちばんなじみの深いものです。アイヌモ
シリができたとき、神の国からだれかを派遣して、人間に生活を教え、神 の存在や神の祭り方を教えることが
必要になったわけです。そこで、オキクルミの神が受ける三つの試練（正しくは“無理難 題”と訳した方がよ
い）は、人間の世界へ行って出合うことを、まず経験させておこうという意図だと考えられます。ですから、
はじめの二つの試練に耐えたことで、人間の国で生活していけることが証明できたわけですから、三つ目の試
練に失敗して も、神たちはオキクルミが人間の国へ行くことをとめなかったのでしょう。物語のおわりに、爆
発がおこって、オキクルミは神の 国へ戻りますが、ウパシクマの形として、神の国からきたものは、死ぬまで
村にいることはなく、役目が終わると必ず神の国へ 戻ることになっています。この物語も、その形をとってい
るわけです。
978-4-338-01015-3



7 絵本
小低～

風の神とオキクルミ
　　新装版

 　　　萱野　茂/文
 　　　斎藤　博之/絵
　　　小峰書店　　　1999

　　　1,600円＋税

　ピカタカムイは、神の国の風の女神。思いのままに空を飛び、風をおこします。ある日、いたずら心で、ア
イヌの村に風をおこすと……。

978-4-338-01017-7

「アイヌの絵本」7巻セット　小峰書店　2018　　　10,400+税
　978-4-338-90180-2

8 絵本
小低～

木ぼりのオオカミ
　　新装版

　　　 萱野　茂/文
 　　　斎藤　博之/絵
　　　小峰書店　　　1998

　　　1,600円＋税

　この物語は、アイヌ語で語られたウエペケレ（民話）を現代の日本語に直し、さらに絵本の文章にするため
に手を加えたもので す。アイヌの人びとは、自分の手で作った四つ足がついて頭のあるものは、すべて魂がは
いっているのだと信じていました。 特にお守りは、ふだんは決して人には見せず、肌身離さず持っているもの
だったのですが、精神の良い人に心をこめて作って もらったものは、ほんとうに魂がはいっていて、お守りの
役目をはたしてくれると信じていました。ですから、この話は、私たち には、なんとなく本当だと考えられる
ような話なのです。この話そのものが、クマの恋が原因なわけですが、このクマの気持ち を原文では「たとえ
どこへ蹴落とされようと、どんな悪い神にされようとかまわない」というほどに思いつめているのです。人間
の娘をかどわかしたことで、他の神々から「列をなして抗議がおしよせ」、父神や兄神にひどくしかられて
も、それでも諦らめる ことができないのです。このあたり、とても人間的な感じがしますし、神と人間は平等
であり、神は恋にまどうこともあるし、悪い ことをすれば罰せられるのだという、アイヌの考え方がよくあら
われていると思います。

978-4-338-01016-0

9

クマと少年

　　あべ弘士/作

　　ブロンズ新社　　2018.5

　　1,５００円+税

　山の神クマとアイヌの少年をめぐる壮大ないのちの物語。
　にいさん、ぼくはこの日がくるのをずっとまっていました。アイヌの少年と子グマは、少年のかあさんの
おっぱいをいっしょに飲んで育った乳兄弟。　　ふたりは本当の兄弟のようにいつもいっしょだった。ところ
がある夜、アイヌの最高の神とされるクマを天に帰す儀式＜イオマンテ＞を前に、子グマが姿を消してしま
う。お互いを想い、８年の歳月を経て再会したふたりは・・・。

978-4-89309-631-9

10

カムイ・ユーカラ
　　神々の物語　　全5巻

　　藤村　久和/文
　　手島　圭三郎/絵

　　絵本塾出版　　2010

　　7,500円+税

手島圭三郎が描く、美しい版画絵本
自然と共存してきた、アイヌの先人から言い伝えられてきた神々が語る、美しい生命のうた。
１．カムイチカプ（シマフクロウ）
２．ケマコシネカムイ（シロキツネ）
３．チピヤクカムイ（オオジシギ）
４．イソポカムイ（ウサギ）
５．エタシペカムイ（トド）

978-4-904716-20-5

11 絵本
小中～

イオマンテ
　　めぐるいのちの贈り物

　　　寮　美千子/文
　　　小林　敏也/画
　　　ロクリン社　　20１8（再刊）

　　　2,000円+税

●2010年　北海道指定図書に選定

　わたしたちは、だれかの命をもらって生き、生かされている。北の大地の先住民、アイヌの深い知恵に学ぶ
命の物語。

978-4-907542-56-6

12 絵本
小中～

たくさんのふしぎ傑作集

アイヌネノアンアイヌ

　　　萱野　茂/文
 　　　飯島　俊一/絵
　　　福音館書店　　1992

　　　1,300円+税

　この本は、北海道の先住民族アイヌの文化のすぐれた伝承者である萱野茂さんが、子ども時代の思い出とそ
のころのアイヌ の生活や考え方をまとめたものです。

978-4-8340-1138-8



13 絵本
小中～

セミ神さまのお告げ
 　 アイヌの昔話より

　　　宇梶　静江/古布絵制作・再話
　　　福音館書店　　2008

　　　1,300円+税

●2009年　北海道指定図書に選定

　歌で津波の危険を告げたおばあさんがセミに生まれ変わったというアイヌの神話を、アイヌ刺繍と独自の手
法による糸と布で 描いた絵本。
　アイヌのおばあさんがうたう歌。それは、これから起こる天災の予告だった━。アイヌ刺繍の紋様と繕い物
の手作業から生ま れた、古布絵（こふえ）という手法により、美しい絵本が出来上がりました。60歳を過ぎて
から絵の制作を始めた著者は、自然 を崇めるアイヌの豊かな文化を、若い世代に伝えたい‥と、心をこめて作
ります。独特のアイヌの紋様が、ある時は歌声の表 現になり、ある時はおばあさん自身を表したりするので
す。その美しく、力強い表現を充分に堪能して下さい。（2008年5月27 日）網走市フジヤ書店

978-4-8340-2325-1

14 絵本
小中～

ひまなこなべ
　　アイヌのむかしばなし

 　　萱野　茂/文
 　　どい　かや/絵
　　あすなろ書房　   2016

　　1,400円+税

●2017年　北海道指定図書に選定

　アイヌの昔話には人生に大切なことがたくさんつまっています。遠い昔から語り継がれてきた先住民族の知
恵に 耳を傾けてみませんか？
　絵本作家どいかやがライフワークとして取り組む、先住民の昔話絵本第１弾！
　位の高い熊の神が、踊りの上手な若者に惹か れ、度々地上に降りてくる。はたして、その若者の正体は？

978-4-7515-2819-8

15 絵本
小中～

北加伊道
　　松浦武四郎のエゾ地探検

　　関屋　敏隆/著・型染版画
　　ポプラ社　　　　2014.6

　　1,600円+税

●2015年　北海道指定図書に選定

　北の大地をくまなく歩き、自然と、そこに生きる人びとのくらしを詳細に記録し、多くの著書をのこした幕
末の探検家、松浦武四 郎。 「北海道の名づけ親」ともよばれる武四郎の、いのちをかけた旅の生涯を描く。
　アイヌの人々との交流、生活、そして、松前藩から受けるアイヌの人々の苦しみを、型染版画とともに温か
く、そして力強く語り かけてくれます。（石狩司担研：YH）

978-4-591-14008-6

16 絵本
小中～

青いヌプキヌの沼

　　かこ　さとし/著
　　復刊ドットコム　　2020.2（再刊）

　　2,300円+税

　子どもたちに、この国で起こった歴史をちゃんと伝えるために！かこさとしが、どうしても伝えたかった
「アイヌの兄妹の物語」。
　ヌプキナはアイヌ語で「すずらん」を意味します。
　ヌプキナ咲く湖のほとりで暮らすアイヌ兄妹の悲しい物語。

1980年・偕成社刊『かこさとし語り絵本　青いヌプキナの沼』を再編集し、新装復刊。

978-4-8354-5726-0

17 マンガ
小中～

知里幸恵とアイヌ
　　豊かなアイヌ文化を
 　  初めて文字で表現した天才少女

　　ひきの　真二/まんが
 　　三条和都/ストーリー
 　　知里幸恵銀のしずく記念館/監修
　　小学館　　　2017

 　 950円＋税

　『アイヌ神謡集』というアイヌ語の物語集を書き上げてわずか１９歳という若さでこの世を去ったアイヌの
天才少女。
　アイヌ語を命がけで残した一人の少女の生涯アイヌは北海道をはじめ、樺太や北方四島に住んでいた日本の
先住民族であ る。豊かな自然に育まれた狩猟採集の民であり、歌や踊りに秀でた、独特の文化を持つ民族で
あった。だが、明治期に入って 日本政府が北海道を開拓し始めると、様相が変わってくる。アイヌは住んでい
た土地を追い払われ、いわゆる「同化政策」に よって日本人化させられるに至ったのだ。アイヌは言葉を持っ
てはいたが、文字は持たなかった。日本語教育によって、徐々 にアイヌ語を話せない人々も出てきた。アイヌ
語という民族の精神的な拠り所すら失われつつあったのだ。そんな中、アイヌの 少女・知里幸恵とアイヌ語研
究者・金田一京助の運命的な出会いが訪れる。生来聡明であり、偉大な語り部を祖母に持つ幸 恵は、アイヌ語
と日本語を巧みに操れる唯一無二の存在だった。そして幸恵は金田一とともに、一生をかけた大事業に取りか
かる。『アイヌ神謡集』である。

978-4-09-270123-6

18
読み物
小高・ 中
学～

知里幸恵物語
　アイヌの「物語」を命がけで伝えた人

　　　金治　直美/著
　　　PHP研究所　　　2016

　　　1,400円＋税

●2017年　北海道指定図書に選定

　アイヌの宝を書残さねば！　アイヌの人たちによって語りつがれてきた物語『アイヌ神謡集』。
　その日本語訳完成直後に１９ 歳で亡くなった女性の生涯を描く。
　「アイヌ神謡集」を日本語に訳し、アイヌ文化を生涯かけて守ろうとした知里幸恵。
　１９歳で夭折した幸恵の生き方をわかりや すく紹介する。

978-4-569-78564-6



19
読み物
小高・ 中
学～

いのちのしずく
 　″コタンの赤ひげ″高橋房次物語

　　川嶋　康男/著
　　農山漁村文化協会　　2010

　　1,314円＋税

●2011年　北海道指定図書に選定

　房次が歩いていると、子どもたちが「院長さんだ！」と喜んで挨拶する。町民の誰からも慕われた町医者・
高橋房次。大正 から昭和にかけて、北海道・白老の地でアイヌも和人も差別せず貧しい人からは治療代もとら
なかった。優しく、頑固な生き方が今、よみがえる―。

978-4-540-09153-7

20
読み物
小高・ 中
学～

豊かな大地
　　十勝のアイヌ伝説

　　　千葉　章仁/著
　　　高橋克典/挿絵
　　　平原書房　　　2017

　　　1,389円＋税

　北海道 十勝地方に伝わるアイヌ民族の伝説を31話収録。300年以上昔のアイヌ民族はどんな生活をし、何を
大切に生き、北 海道はどんな様子だったのか、イラストと英訳により当時の様子が現在に甦る!
　アイヌの伝説は北海道の開拓がすすむととも に、多くの人によって採録されてきましたが、一地方のものだ
けを収録したものはほとんどありませんでした。 この書は三十年ほど前に刊行した「十勝のアイヌ伝説」(平原
書房)をもとに、英訳と挿画を付し、新装版として刊行しました。

978-4-9909628-0-7
※直接「平原書房」（帯広市）に申し込むか、アマゾンで購入可能

21
読み物
小高・ 中
学～

森と大地の言い伝え

　　チカップ　恵美子/編著
　　北海道新聞社　　2005

　　1,890円＋税

●2006年　北海道指定図書に選定

　チカップ美恵子の伯父、山本多助と母、伊賀ふで―誇り高きアイヌ民族のきょうだいが綴る魂のメッセー
ジ。
はじめに　伯父・山本多助の思い出（チカップ美恵子）
 第１部　森に宿る言霊（山本多助）
　　　　（釧路アイヌの系図と伝説、釧路川とカムイ・ト（神の湖）、釧路地方のアイヌ遺跡　ほか）
第２部　故郷の記憶（伊賀ふで）
　　　　（祖母の思い出、母と歩いた道のり、兄たちとともに　ほか）
 あとがきにかえて　心に残る旅探し（チカップ美恵子）

978-4-89453-322-6

22
読み物
　高校
　一般

アイヌ・モシリの風
　
       チカップ　恵美子/著
　　NHK出版　　　2001

   　1,575円＋税

●2002年　北海道指定図書に選定

　美しいアイヌ文様刺繍を現代に蘇らせた著者が、詩情豊かに多文化共生社会への道筋を示すエッセイ。

978-4-14-080614-2

23

マンガ
関連資料

　小高
　中学
　一般

ヤングジャンプコミックス

ゴールデンカムイ

　　野田　サトル/著
　　集英社　　　2015.1～

　　514円+税

　　©野田サトル/集英社

　日露戦争の英雄「不死身の杉元」、「新しいアイヌの女」少女アシリパ、「脱獄王」白石…アイヌの金塊を
巡って北海道を東へ 西へ、ギャグありドンパチありの大活劇コミックです。アイヌの生活様式、食生活もわか
ります。アシリパの「良い顔」は見どこ ろの一つだと思います。
（2018年7月4日）森書店（東広島市）
 
2018年 第22回 手塚治虫文化賞・マンガ大賞受賞 2016年 第9回 マンガ大賞受賞

978-4-08-890082-7

24
調べ学習
　小中
　小高

楽しい調べ学習シリーズ

アイヌ文化の大研究
 　歴史、暮らし、言葉を知ろう

　　　中川　裕/監修
　　　PHP研究所　　2018.12

　　　3,000円＋税

　大自然とともに生きるアイヌ民族の暮らし、食事、住居、狩り、言葉、楽器、そして歴史を、写真とイラス
トでわかりやすく紹介し ます。
第１章　アイヌ民族の暮らしを知ろう 　　（今に残るアイヌの地名、大自然とともに生きた民族自然を利用し
た衣服　ほか）
第２章　アイヌの文化を知ろう 　　　　　（アイヌ民族の言葉を知ろう、口伝えで広まったアイヌ文学、アイ
ヌ民族の音楽・踊り　ほか）
第３章　アイヌ民族の歴史を知ろう 　　　（北海道に人が住みはじめる、土器づくりがはじまる、続縄文文化
がさかえる／オホーツク文化が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかえる　ほか）

978-4-569-78827-2

25
調べ学習
　小中
　小高

調べる学習百科シリーズ

アイヌ
 　もっと知りたい！くらしや歴史

　　北原モコットゥナシ/監修
　　簑島栄紀/監修
　　岩崎書店　　　2018.8

　　3,600円＋税

先住民族アイヌとは？
本州から北のさまざまな民族
 ヤウンモシリ（陸にある世界）、コタン（村）、アミプ（着物）、エキムネ（山仕事）、イペ（食事）
 カムイ（神さま）、オプニレ（カムイの国へ霊を送る）、リムセ（おどり）
 イタク（言葉）、オルシペ（物語）、スクプ（生涯） アイヌの歴史　タネパクノ（現代まで）

978-4-265-08631-3



26
調べ学習
　小高
　中学

アイヌ文化の
　　　　基礎知識
　　　増補・改訂

　　 アイヌ民族博物館/監修
　 　草風館　　　　2018

　　１,600円＋税

　日本列島の先住民であるアイヌ民族は、昔から自然と共生し、自然の知恵を学んで、素朴な生活をしなが
ら、伝統文化をはぐ くんできました。本書は、アイヌモシリ（大地）のうえで自然の恵みを享受して、自然と
ともに生きてきたアイヌ民族の生活文化 を、わかりやすく説明したものです。

ことば、ひとびとのあゆみ、えものをとる、よそおう、たべる、すまう
神々とひとびと、むらのしくみ、ひとの一生、うたとおどりと遊び
より深く学びたい人へ―参考文献や見学できる施設

978-4-88323-201-7

27
調べ学習
　小高
　中学

わくわく！探検　れきはく

日本の歴史　５　民俗

　　国立歴史民俗博物館/編
　　吉川弘文館　　2017

　　1,000円＋税

プロローグ　わたしたちの文化＝民俗
１　くらしと技
 　　（家のなかの神さま・仏さま、お正月とお盆、東日本大震災とくらしの変化　ほか）
２　おそれと祈り
 　　（新しい年を迎える―村の人びとと神楽、はげしい夏の祭り―能登・宇出津のあばれ祭り、
 　　　海のかなたの神さま―沖縄の祭り　ほか）
３　「いま」をみつめるために
 　　（変わるおせち料理、鏡もちの変化、アイヌ民族のいま　ほか）
エピローグ　世界のなかの日本　日本のなかの世界

978-4-642-06825-3

調べ学習
サイト

公益財団法人

アイヌ民族文化財団

アイヌ文化を学ぶ

キッズメニュー https://www.ff-ainu.or.jp/tale/index.html

調べ学習
サイト

公益財団法人

アイヌ民族文化財団

アイヌ文化を学ぶ

今を生きるアイヌたち
文化・歴史を学ぶ
アイヌ語を学ぶ
キッズメニュー
収蔵資料・蔵書
貸出
その他資料

https://www.ff-ainu.or.jp/#top001

調べ学習
サイト

ウポポイ
民族共生象徴空間

https://ainu-upopoy.jp/

調べ学習
サイト

北海道立図書館

こどものページ

調べてみよう

　　アイヌのことを
　　しらべてみよう

最終更新　2015.02.25

http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/child/study/fvreli00000
00c43.html

https://www.ff-ainu.or.jp/tale/index.html
https://www.ff-ainu.or.jp/#top001
https://ainu-upopoy.jp/
http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/child/study/fvreli0000000c43.html
http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/child/study/fvreli0000000c43.html


1
参考資料

　高校
　一般

アイヌ神謡集

　　知里幸恵/編訳

　　岩波書店

　　ワイド版岩波文庫　2009　900円+税
　　岩波文庫　　　　　1978　680円+税

「銀の滴降る降るまわりに、金の滴降る降るまわりに」―詩才を惜しまれながらわずか一九歳で世を去った知
里幸惠。このア イヌの一少女が、アイヌ民族のあいだで口伝えに謡い継がれてきたユーカラの中から神謡一三
篇を選び、ローマ字で音を起 し、それに平易で洗練された日本語訳を付して編んだのが本書である。
民族の歌を占領者の言葉で表さなければならないという悲劇を越えて、その言葉の何と美しいことか。

ワイド版岩波文庫　　978-4-00-007317-2　　　　　※注文可能か確認の必要あり
岩波文庫　　　　　　　978-4-00-320801-4

※北海道出版企画センターより　　知里幸恵/著訳の３作品が刊行されている。
　「ケソラプの神・丹頂鶴の神　知里幸惠の神謡」、「知里幸惠のウウェペケレ（昔話）」、「注解アイヌ神
謡集」

2
参考資料

　高校
　一般

地図でみる
アイヌの歴史
　　縄文から現代までの1万年史

　　平山裕人/著
　　明石書店　　2018

　　3,800円＋税

第１章　アイヌ文化の基層にあるもの
第２章　北日本型の新石器文化の変遷
第３章　原アイヌ文化期
第４章　アイヌ文化前期
第５章　アイヌ文化後期
 第６章　近現代のアイヌ史

978-4-7503-4756-1

3
参考資料

　高校
　一般

日本の食生活全集　48

聞き書き アイヌの食事

　　萩中美枝　他/著
　　農山漁村文化協会　　　1992

　　2,762円＋税

●1993年　　北海道指定図書に選定

すべてのものに神宿る。古老たちが語った清廉な食文化の全貌。
静内地方の食―織田ステノさんの暮らしと食べもの　　木の実一つ、草の葉１枚にいたるまで神々に感謝して
つくる伝統の味
浦河地方の食―浦川タレさんの暮らしと食べもの　　　鮭・ますを恵む川面に焼干しづくりの香ばしい煙が流
れる
アイヌのいろいろな料理と加工―まつりを中心に
食素材の確保と加工・貯蔵―植物を中心に
ウエペケレ―アイヌの口承文芸　食べものについての物語

978-4-540-92004-2

4
参考資料

　高校
　一般

アイヌ文化で読み解く
「ゴールデンカムイ」

　　中川　　裕/著
　　集英社（集英社新書）　2019.3

　　900円+税

　アイヌ語監修者による唯一の公式解説本にして、アイヌ文化入門に最高の一冊！（広告コピーより）
第1章　カムイとアイヌ　　　　　　　　　　　　　カムイは現代社会でも生きる
第2章　アイヌの先祖はどこから来たか？　　　　　アイヌ文化と縄文文化/東北のアイヌ
第3章　言葉は力　　　　　　　　　　　　　　　　「名前」が持つ特別な力/争いは言葉で解決できる
第4章　物語は知恵と歴史の宝箱　　　　　　　　　困ったときの参考書　ウエペケレ
第5章　信仰と伝説の世界　　　　　　　　　　　　すべてのものには魂がある/魔物たちの饗宴
第6章　「ゴールデンカムイ」のグルメワールド
第7章　「ゴールデンカムイ」名シーンの背景
第8章　アシリパたちの言葉　　　　　　　　　　　アイヌ語とは、アイヌ語と日本語の関係は？

978-4-08-721072-9

5
参考資料

　高校
　一般

1時間でわかる
アイヌの文化と歴史

　　　瀬川拓郎/監修
　　　宝島社　　宝島新書５３９
　　　　　　　　2019.6

　　　1,200円＋税

　神（カムイ）である自然と共生する文化。貴重なビジュアル満載！ 日本文化のルーツがわかる、あなたの知
らないアイヌ！イラスト・写真１３０点。

第１章　アイヌの信仰世界
第２章　アイヌと自然
第３章　アイヌの生活
 第４章　アイヌの美
第５章　アイヌの文化
第６章　アイヌと縄文人
第７章　アイヌの歴史

978-4-8002-9382-4

6
参考資料

　高校
　一般

いま学ぶ
アイヌ民族の歴史

　　　加藤博文/編
　　　若園雄志郎/編

　　　山川出版社　　　2018

　　　2,000円＋税

　北海道島とアイヌ民族の歴史を高校での日本史の枠組みを基礎において、通史的に概観するテキスト。

第１部　アイヌ形成に至る歴史
第２部　北海道島におけるアイヌの形成
第３部　近世国家とアイヌ
第４部　近代国家の成立とアイヌ民族支配
第５部　大正・昭和初期の日本とアイヌ民族
第６部　戦後民主国家の成立とアイヌ民族

978-4-634-59103-5



7
参考資料

　高校
　一般

先住民アイヌは どんな
歴史を歩んできたか

　　　坂田美奈子/著
　　　清水書院　　　2018

　　　1,000円＋税

はじめに　あなたの身近にアイヌはいますか？
１　北海道はいつから日本領になったのだろうか
 　　（江戸幕府は蝦夷地をどう見ていたか、蝦夷地の「幕領化」とは何か、蝦夷地でのアイヌと和人の関係は
どんなものだった のか）
 ２　近代の日本はアイヌにどんな政策をとったのだろうか
 　　（幕末に起きた変化とは？：第二次幕領期、アイヌ・モシリはどこへ…：明治政府の政策
　　　アイヌを日本国民にするとはどういうこと？、移転・集住化政策は何をもたらしたのか、この土地はだ
れものもの？
 　　　狩りも漁も不自由に：生活はどのように変わったか、旧土人保護法の何が問題か）
 ３　アイヌ自身による近代化 　　（同化か、文化変容か、アイヌは自分たちの歴史をどう見たのか、アイヌは
「言葉」にどう向き合ったか
 　　　血統とアイヌ：民族とは何だろう？、アイヌ・アイデンティティの発明）

978-4-389-50088-7

8
参考資料

　高校
　一般

イランカラプテ
　　アイヌ民族を知っていますか？
　　先住権・文化継承・差別の問題

　秋辺　日出男　他7名/著
　アイヌ民族に関する人権教育の会/監 修

　　明石書店　　　2017.5

　　2,000円+税

　アイヌ民族の代表者８人が先住権、歴史認識、文化伝承、民族差別などの問題について自身の体験から語る
講演集。先住 民族の権利を尊重し、その豊かな文化を継承して多文化共生社会を築いていくため、日本の教育
に何が求められるのかを訴 える。
１　アイヌ民族にかかわる先住権と教育について
２　北海道の教職員に望むこと
３　アイヌ民族として学校教育に期待すること―末広小学校での実践を通して
４　アイヌ文化について
５　アイヌ民族の今
６　今こそ、「アイヌ民族の学習」をすすめよう
７　アイヌとして生きて、アイヌ文化を伝承すること
８　私の歩んできた道―ひとりのアイヌ女性として

978-4-7503-4519-2

9
参考資料

　高校
　一般

アイヌと縄文
 　もう一つの日本の歴史

　　瀬川　拓郎/著
　　筑摩書房（ちくま新書）2016.2

　　800円+税

　アイヌこそが縄文人の正統な末裔であることが、最近のさまざまな研究や調査で明らかになっている。平地
人となることを拒 否し、北海道という山中にとどまって縄文の習俗を最後まで守り通したアイヌの人びと、そ
の文化を見ていけば、日本列島人 の原郷の思想が明らかになるにちがいない。交易、祭祀、葬制、遺跡とその
遺物、言語などの多方面にわたる最新のアイヌ 研究を総合し、弥生文化を選択した現代日本人にとって、あり
えたかもしれないもうひとつの歴史を叙述する野心的試み。

第１章　アイヌの原郷―縄文時代（アイヌと縄文文化、アイヌと縄文人、アイヌと縄文語）
第２章　流動化する世界―続縄文時代（弥生・古墳時代）（弥生文化の北上と揺れ動く社会、古墳社会との交
流、オホーツク 人の侵入と王権の介入）
第３章　商品化する世界―擦文時代（奈良・平安時代）（本州からの移民、交易民としての成長、同化される
オホーツク人）
第４章　グローバル化する世界―ニブタニ時代（鎌倉時代以降）（多様化するアイヌの世界チャシをめぐる日
本と大陸、ミイラと 儒教）
第５章　アイヌの縄文思想（なぜ中立地帯なのか？なぜ聖域で獣を解体するのか）

978-4-480-06873-6

10
参考資料

　高校
　一般

クマにあったら
どうするか
　アイヌ民族最後の狩人　姉崎　等

　　姉崎　等・片山龍峯/著
　　筑摩書房（ちくま文庫）　2014

　　840円＋税

　クマと遭遇したとき、人間は生き延びるために何をすればいいのか。死んだふり、木に登る、リュックを置
いて逃げるといった、 巷に流れる俗説は有効なのか？「クマは師匠」と言うアイヌ民族最後の狩人が、アイヌ
の知恵と自身の経験から導き出した、 超実践的クマ対処法を伝授。クマの本当の姿を知ることで、人間とクマ
の目指すべき共存の形が見えてくる。

第１章　こうしてクマ撃ちになった　　　　　　　　　 第５章　クマにあったらどうするか
第２章　狩人の知恵、クマの知恵　　　　　　　　　　 第６章　クマは人を見てタマげてる
第３章　本当のクマの姿　　　　　　　　　　　　　　 第７章　クマと共存するために
第４章　アイヌ民族とクマ　　　　　　　　　　　　　 第８章　クマの生きている意味

978-4-480-43148-6

11
参考資料

　高校
　一般

アイヌ　100人の今

　　宇井　眞紀子/著
　　冬青社　　　2017.5

　　3,704円+税

  全国各地でそれぞれの暮らしを続けるアイヌの人々。 今を生きる人々の表情と今伝えたい人ことだけをまと
めた一冊。
　アイヌ文化、と聞くと思い描く内容がいくつかあるかと思いますが、今を生きる人々には多様な生活がある
こと、またアイヌの 人々の短さを感じることのできる一冊です。 （石狩司担研：MO）

978-4-88773-180-6

12
参考資料

　高校
　一般

ラストアイヌ
　　反骨のアイヌ詩人森竹竹市の肖像

　　川島康男/著

　　柏艪舎　　2020.3

　　1,500円＋税

 自らを和人に虐げられ、民族の誇りをなくした“最後のアイヌ”と呼ぶ、誇り高き反骨のアイヌ歌人、森竹竹
市。アイヌ民族にとって、明治以降およそ百年の歴史はつねに、屈辱にまみれたものだった。しかしアイヌ三
大歌人の一人と目される森竹の、その鋭い眼差しの先には、つねに未来があった。

序章　語るに落ちる　　　　　　　　　　　　　第４章　『原始林』
第１章　少年の肩　　　　　　　　　　　　　　第５章　アイヌを生きる
第２章　鉄道員　　　　　　　　　　　　　　　第６章　レラコラチ―風のように
第３章　若きウタリに　　　　　　　　　　　　終章　「ラストアイヌ」の矜持

978-4-434-27148-9



13
参考資料

　高校
　一般

カムイの世界
語り継がれるアイヌの心

　　堀内　みさ/著
　　堀内　昭彦/撮影

　　新潮社　　2020.3

　　2,00円+税

　文字文化を持たなかったアイヌが、代々語り継いできた精神と伝統を、数年にわたるアイヌの人々との心の
交流を経て、現代の語り部たちの「言葉」を丁寧に聞き取り、守り継がれてきた儀式や祭祀、聖地、そしてカ
ムイが宿る北海道の壮大な風景を写真で紹介。今に生きるアイヌの魂を探す旅。

　カムイ―神　　　　　　　　　　　　　　　　チプサンケ―舟下ろし
　カムイノミ―祈り　　　　　　　　　　　　　ユカラ―叙事詩
　コタン―集落　　　　　　　　　　　　　　　チャランケ―談判
　シンヌラッパ―先祖供養　　　　　　　　　　ケウタンケ―無念の声
　アシリチェプノミ―サケ迎え　　　　　　　　アイヌ―人間

978-4-10-602292-0

14
参考資料

　高校
　一般

アイヌと神々の物語
炉端で聞いたウウェペケレ

　　萱野　茂/著

　　山と渓谷社　　2020.4

　　1,100円+税

　著者が祖母や村のフチから聞き集めたアイヌと神々の３８の物語が読みやすく情感豊かな文章で綴られる。
　すべての話にわかりやすい解説が添えられ、アイヌの文化や習俗、世界観をたっぷり味わえる一冊。
　アイヌ文学名著の文庫化

978-4-635-04878-1

15
参考資料

　高校
　一般

アイヌをもっと知る図鑑
歴史を知り、未来へつなぐ

       別冊太陽編集部/編

　　平凡社　　2020.4

　　2,600円+税

　北海道に先住してきたアイヌ民族の歴史を古代から現代までたどり、考古学・歴史学・民俗学・文芸史・生
活史・芸術など多面的に、第一線の研究者の解説と豊富な資料で紹介する。
　「別冊　太陽」日本のこころ　280

978-4-582-92280-6

※総合的な学習や社会科の郷土学習で、アイ
ヌについ て学ぶ機会があると思います。
学校図書館に学習資料として必要なものをリ
ストアップ してみました。ご意見をお寄せ
ください。

※品切れ、絶版で入手困難な資料は除いてい
ます。

※2019.2　リスト作成→北海道学校図書館協会事務局会議に提案
※石狩管内高等学校図書館司書業務担当者研究会「司書通信」NO.53　2019.3.5発行　ぶっくらんど　より追加
（2019.3.13）
　　 　　『北加伊道』、『イランカラプテ』、『アイヌと縄文』、『アイヌ100人の今』、『アイヌ文化に活
きる植物』
 ※新刊『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』追加（2019.3.20）
 ※北海道教育大学札幌校2019年度前期「学習指導と学校図書館」受講生M.K制作「アイヌ民族」ライブラリー
ナビより追加 （2019.7.31）
　　　　『地図でみるアイヌの歴史』
 ※新刊『1時間でわかるアイヌの文化の歴史』追加（2019.8.23）
※調べ学習サイト「ウポポイ」、『クマと少年』『トーキナ・ト』『青いヌプキナの沼』『ラストアイヌ』追
加（2020.6.22）
※『カムイの世界』『アイヌと神々の物語』『アイヌをもっと知る図鑑』追加（2020.6.25）
※『カムイ・ユーカラ　神々の物語』全5巻　追加　購入可能を確認（2020.7.9）
※『シマフクロウとサケ』絶版のため削除、他出版社から発行予定。『トーキナ・ト』品切れ重版未定のため
削除。（2020.12.3）
※『銀のしずく降る降る』絶版のため削除。（2020.12.7）
※『アイヌ文化に活きる植物』品切れのため削除（2020.12.18）
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