【令和元年度道立図書館・道立近代美術館連携事業】

【アイヌの美しき手仕事】 関連資料リスト
期日：令和元年（2019 年）11 月 19 日（火）
～令和 2 年(2020 年）1 月 13 日（月）
会場：北海道立近代美術館特別展示室出口
No.

請求記号

書名・著者名・出版者・出版年

北海道の歴史がわかる本 石器時代から近・現代までイッキ読み!
桑原 真人∥著 亜璃西社 2018.1
1

210.1/HO 【内容】石器時代から近・現代まで、約 3 万年にわたる北海道の歴史を、時代の流れに沿
った 52 のトピックスでイッキ読み! 北海道史のスペシャリストが手がけた、どこからで
も気軽に読める、新スタイルの歴史読本。
アイヌ文化の基礎知識 増補・改訂

2

ｱ.0/A

ｱ.0/A

アイヌ民族博物館‖監修

吉川弘文館

ｱ.0/A

2001.10

平凡社

ｱ.0/I/ｲ

ｱ.0/SE

新潮社

1999.7

【内容】目次から ・アイヌ − 北方のめげない人々
・北のシンプル・ライフ
・アメリカで「チセ」を復元する（野本正博）・・信仰 − 神さまがいっぱい
・いま、アイヌ・ルネサンス ・アイヌを知りたい（佐々木利和） 他。
先住民アイヌ民族

6

2014.11

【内容】北海道各所に伝わるアイヌゆかりの地を訪ねるほか、アイヌ民族の「今」を知る
ためにおさえておきたい基本知識を紹介する。衣食住にまつわるアイヌ文化の 18 のキー
ワードも解説。
いま全地球が注目している!北の民族アイヌに学ぼう
（『芸術新潮』第 50 巻第 7 号特集記事）

5

2018.1

【内容】北海道・千島・樺太に暮らすアイヌの人びとは、周辺地域との交流の歴史のなか
で多様な文化を創造した。日本・シベリア・北アメリカ・ヨーロッパの文化をも複合した
その世界にわけ入り、アイヌ文化とは何かを考える。
アイヌの世界を旅する北原/次郎太‖監修
（別冊太陽 太陽の地図帳）

4

草風館

【内容】日本列島の先住民であるアイヌ民族は、素朴な生活をしながら、伝統文化をはぐ
くんできた。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、
わかりやすく説明する。
アイヌ文化誌ノート佐々木 利和∥著
（歴史文化ライブラリー）

3

増補版

平凡社

2004.11

（別冊太陽）

【内容】言葉の民・物語の民、豊かな表現を持つ言語、工芸的な技能と美の感覚、自然を
読む力…。今、アイヌ史は多くの史料の発見と研究によって大きく変わりつつある。アイ
ヌ民族を多角的な視点から考察する。カラー写真満載。
アイヌ研究の現在と未来 北海道大学アイヌ・先住民研究センター‖編
北海道大学出版会 2010.3

7

ｱ.04/A

【内容】歴史学や文化人類学から、言語学、考古学、形質人類学、法律学と政治学まで、
多様な分野からアイヌを研究した論考を収録。今を生きるアイヌ民族に関する複数の声
を、緩やかに統一された形で提示する。
さぁアイヌ文化を学ぼう!
多文化教育としてのアイヌ文化学習
末広小のアイヌ文化学習を支援する会‖編 明石書店 2009.8

8

ｱ.04/SA

【内容】北海道千歳市立末広小学校で長年行われている、「アイヌ文化学習」の成果を報
告。末広小のアイヌ文化学習を創り、支えた人々のメッセージ、アイヌ文化学習の現状な
ども解説する。
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知っていますか?アイヌ民族一問一答 新版
解放出版社 2008.1
9

10

ｱ.04/SH

ｱ.06/A/11

上村 英明∥著

【内容】「蝦夷地」が「北海道」になって何が変わったの? アイヌ民族が先住民族とし
ての権利を求めるのはなぜ? アイヌ民族の歴史観や文化、アイヌ新法、今後の課題など
について、Q&A 形式でやさしく解説する。
樺太アイヌ 児玉コレクション アイヌ民族博物館∥編
アイヌ民族博物館 1996 （[アイヌ民族博物館]企画展 第 11 回）
日本史再検証日本の 5 民族 現代まで血脈を残した日本の民族のルーツに迫る!
宝島社 2017.6 （別冊宝島）

11

ｱ.1/NI

【内容】これまで単一民族国家と思われてきた日本だが、実際は多民族で形成されてい
る。大和・アイヌ・琉球・ニヴフ・ウイルタの 5 民族を取り上げ、各民族のルーツや歴
史、文化や伝統、衰退の謎を追うことで、日本人のルーツに迫る。
アイヌ史の時代へ 余瀝抄佐々木/利和‖著
（北大アイヌ・先住民研究センター叢書）

12

ｱ.2/A

ｱ.2/A

講談社

2015.2

15

ｱ.2/I

ｱ.2/A

（講談社現代新書）

【内容】海を渡り、北方世界と日本を繫ぐ大交易民族としてのアイヌ。中国王朝と戦うア
イヌ…。ステレオタイプを覆し、ダイナミックに外の世界と繫がった「海のノマド」とし
てのアイヌ像を、様々なトピックを通じて提示する。
いま学ぶアイヌ民族の歴史加藤/博文‖編

14

2013.6

【内容】東京国立博物館でアイヌ物質文化資料や文献資料の研究に長く従事してきた著
者の著作集。日本からの抑圧の視点を鋭くかつ個別具体的に批判したものなど、文献史
学の方法に立脚したアイヌ史に関連した個別論考を中心にまとめる。
アイヌ学入門瀬川/拓郎‖著

13

北海道大学出版会

山川出版社

2018.4

【内容】高等学校での日本史の枠組みを基礎において、北海道島とアイヌ民族の歴史を
通史的に概観するテキスト。古代・中世・近世・近代そして現代の時代ごとに取り上げ
た各項目を、見開きで写真・図表とともに説明する。
アイヌの歴史と文化
改訂版
アイヌ民族博物館 1999.6

アイヌ民族博物館∥編

【内容】4 カ国語で親しまれてきたアイヌ文化の入門書。
アイヌからのメッセージ ものづくりと心
アイヌ文化振興・研究推進機構 2003.7
16

ｱ.5/A

アイヌ文化振興・研究推進機構∥編

【内容】平成 15 年度に全国で開催されたアイヌ工芸品展の展示図録。この展示会は、
「アイヌ自らが現代のアイヌ及び文化を語る」ことをテーマに、アイヌ自らが企画・立
案し、開催館スタッフとの共同作業で構成する試みがなされた。
アイヌ生活文化再現マニュアル [13]
編む【ゴザ】
アイヌ文化振興・研究推進機構 2006.3

17

ｱ.5/A/13

18

ｱ.5/SE

先人の手あと 北大所蔵アイヌ資料 受けつぐ技
北海道大学総合博物館 2009.2

19

ｱ.58/A

アイヌ民族もんよう集 刺しゅうの刺し方・裁ち方の世界
小川早苗 2010.4

20

ｱ.58/A

伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ刺しゅう入門 チヂリ編
クルーズ 2008.10

【内容】有形、無形のアイヌの伝統的な生活文化を再現する際に、手引きとなるマニュ
アル。
山崎 幸治∥編
小川 早苗//執筆
津田 命子∥著
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21

ｱ.58/D

伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ衣装と刺繡入門 ミニサイズ・チヂリ編
津田 命子∥著 クルーズ 2014.4

22

ｱ.58/D

伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ刺しゅう入門 カパラミプ編
津田 命子∥著 クルーズ 2010.1
伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ刺しゅう入門 ルウンペ編
津田 命子∥著 クルーズ 2011.4

23

ｱ.58/D

24

ｱ.58/KA

華麗なアイヌ衣裳の世界 児玉コレクション
函館市文化・スポーツ振興財団 2006.7

25

ｱ.58/SH

静内地方のアイヌ衣服 静内町,北海道ウタリ協会静内支部∥編
静内町 1993.9
（1993 国際先住民年記念事業）

26

ｱ.58/TA

タマサイの美 函館コレクション 函館市北方民族資料館∥編
函館市文化・スポーツ振興財団 2007.7

27

ｱ.67/A

アイヌの交易世界 本田/優子∥著 札幌大学ペリフェリア・文化学研究所
2008.10
（第４回 アイヌ文化研究の今）

【内容】伝統のアイヌ文様構成法による着物の仕立て方と文様の入れ方の教則本。大人物
の着物縦横を半分にしたミニサイズのチヂリを作りながら解説する。伝統的な手仕事道具
や応用の刺繡の刺し方も掲載。

北太平洋の先住民交易と工芸

函館市北方民族資料館∥編

大塚 和義∥編 思文閣出版 2003.2

28

ｱ.67/KI

29

ｱ.67/R

ラッコとガラス玉 北太平洋の先住民交易
千里文化財団 2001.9

30

ｱ.7/A

アイヌ 美を求める心 AINU：In pursuit of beauty
アイヌ文化振興・研究推進機構 2010.7

31

ｱ.7/A

アイヌからのメッセージ 2007 現在から未来へ
アイヌ文化振興・研究推進機構 2007.6

32

ｱ.7/A/5

アイヌ民族写真・絵画集成 第 5 巻 アイヌ民族の芸術 横山 孝雄∥[ほか]編集
日本図書センター 1995.3

33

ｱ.7/A

アイヌ紋様を曽祖母から継いで五代 小川 早苗∥著
アイヌ文化伝承の会手づくりウタラ 1996.7

34

ｱ.7/A

アイヌモシリ 民族文様からみたアイヌの世界
国立民族学博物館 1993.6

35

ｱ.7/A

アイヌの四季と生活 十勝アイヌと絵師・平沢屏山
集 アイヌの四季と生活展帯広実行委員会 1999.7

36

ｱ.7/C

37

ｱ.7/MI/2

【内容】中国や日本を主軸にした東アジア商品経済の強力な展開が、アムール川流域やサ
ハリン島の先住民、それに北海道島を中心とした先住民アイヌにとっていかなる社会的、
経済的、文化的役割を演じたのかを多面的に描き出す。
大塚 和義∥編著

チカップ美恵子の世界 アイヌ文様と詩作品集
詩・イラスト
北海道新聞社 2011.9

アイヌ文化振興・研究推進機構∥編

チカップ/美恵子‖刺繡作品・エッセイ・

【内容】アイヌ民族の創造のうたを布に込めたアーティスト、チカップ美恵子。2010 年
に亡くなった彼女が遺したアイヌ文様刺繡作品をはじめ、エッセイ、詩、イラストを収録。
民具図録 続 アイヌの工芸世界 彫工シエタホリ
マキリミュージアム 2004.2

伊藤 務∥編著
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38

ｱ.7/MI/3

民具図録 続々 アイヌの工芸世界 マキリ(小刀)
マキリミュージアム 2009.2

39

ｱ.7/SA

アイヌの工芸

40

ｱ.7/SU

北の工芸

41

ｱ.7/SU

アイヌ文様 杉山寿栄男∥編著 金田一京助∥校閲
北海道出版企画センタ- 1992.1

42

ｱ.7/Y

アイヌの文様 四辻一朗∥編

（日本の美術 No.354） 佐々木/利和‖著 至文堂 1995

杉山寿栄男∥編[著] 北海道出版企画センタ- 1975

水谷積男∥写真 笠倉出版社 1981

語り合うことばの力 カムイたちと生きる世界
岩波書店 2010.9
43

ｱ.8/KA

ｱ.9/NA

中川/裕‖著

【内容】ことばを通じて動植物、身の回りの自然、カムイたちと共に生きるアイヌの人々。
その日常生活から、さまざまな歌、壮大な物語まで、豊饒な語りの世界を紹介し、自然を
侮り、語り合いを怠ってきた私たちの生き方を見つめなおす。
アイヌの物語世界 （平凡社ライブラリー）
平凡社 1997.3

44

伊藤 務∥編著

中川 裕∥著

【内容】アイヌ文学のさまざまなジャンルの中から、物語としての内容をもつ神謡、散文
説話、英雄叙事詩という 3 つのジャンルを選び、魅力あふれる主人公で彩られた、壮大で
豊かなアイヌ口承文芸の魅力を語る。
非暴力の人物伝 5 平塚らいてう/萱野茂 女性・先住民の権利をもとめた人びと
濱野京子,寮美千子∥著 大月書店 2019.3

45

J289/HI

【内容】非暴力の活動により、人びとの心にしみついた、にくしみや偏見(へんけん)をと
きほぐし、民主主義への道をふみかためてきた人たち。女性の権利と平和をもとめた平塚
(ひらつか)らいてうと、アイヌの文化と権利を国会でうったえた萱野茂(かやのしげる)に
ついて紹介(しょうかい)します。
アイヌ もっと知りたい!くらしや歴史 （調べる学習百科） 北原/モコットゥナシ‖監修
岩崎書店 2018.8

46

J ｱ.11/A

【内容】北海道や東北地方北部などで昔から暮してきた先住民族、アイヌの文化を正しく
知るための本。衣・食・住や歴史を、イラストや写真を交えてわかりやすく解説します。
見返しに「アイヌ語一覧」等あり。
アイヌ文化の大研究 歴史、暮らし、言葉を知ろう
PHP 研究所 2018.12（調べ学習シリーズ）

47

J ｱ.11/A

48

J ｱ.28/C

発行

中川/裕‖監修

【内容】古くから北海道や千島列島などに暮らしてきた日本の先住民族、アイヌ民族。衣
服、行事、言葉、音楽・踊りなど、アイヌ民族の暮らしから文化、歴史までを、イラスト
や写真とともにわかりやすく紹介する。
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 銀のしずく記念館∥解説
小学館 2017.11（小学館版学習まんが人物館）
【内容】「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・知里幸恵の人生をまんがでたどる。見返しにマッ
プあり。

令和元年(2019 年)11 月 19 日
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