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世界の少数民族を知る
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日本国語大辞典によると・・・

複数の民族により構成される国で、人口が少なく、
支配的勢力を持つ民族とは異なった文化を有する民
族。支配的民族からの抑圧、差別、同化政策を受け
る場合が多くある。
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少数民族とは

少数民族はその

文化（言語や宗教・思想など)や

歴史的背景
などを理由に偏見を持たれ、差別や抑圧される
ケースが多い。

少数民族が直面している問題を解決するために
は、まずこれらの人々について「知る」ことか
らはじめよう。

日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集委員会
『日本国語大辞典第二版第七巻』2001年、小学館
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日本の中の少数民族
「少数民族」というと、我々の暮らしとはどこか遠い話のように

感じられるかもしれない。しかし我々の暮らす日本の、たとえばこ
の町にも「少数民族」といえるような人たちは暮らしている。

1965年に国連総会で採択され、1995年には日本も加入した人種差
別撤廃条約の第9条では、加盟国にその履行状況を報告する義務が課
されている。

それに基づいて日本政府が作成した、第10回・第11回の報告
（2017.7）には、下記のバックグラウンドを持つ人々の状況につい
て項目を立てて報告している。

・ 女性
・ アイヌの人々
・ 沖縄の人々
・ 在日外国人
・ 在日韓国・朝鮮人
・ 難民

アイヌの人々

アイヌの人々は、現在の北海道に古来から在住していた所謂「先
住民」である。彼らの扱う「アイヌ語」は、日本語と異なる系統の
語彙・文法を有している。アイヌ民族の人口は、北海道生活部の
「北海道アイヌ生活実態調査報告書」によると、1986年の調査を
ピークに減少傾向にあり、1999年の調査では22,830人だった人口は、
2017年の調査では13,118人となっている（この調査における「アイ
ヌ」とは「地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる方、
また、婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでい
る方」とし、「アイヌの血を受け継いでいると思われる方であって
も、アイヌであることを否定している場合は調査の対象とはしてい
ない」としている）。



幕末期の北海道（当時は「蝦夷地」と呼ばれていた）の人口のう
ち、アイヌの人々は1.7万人、和人（いわゆる大和民族）の人口は6
万人と言われている。しかし、後の50年で300万人と言われる人数が
北海道へ移住し、また日本政府による同化政策によりアイヌの人々
独自の文化や伝統は失われてきた。

また、前述の2017年の政府報告によれば、アイヌの人々に「物心
ついてから今までの差別の状況」についてのアンケートを行った結
果、「学校や就職、結婚等において差別を受けたことがある」また
は、「他の人が受けたのを知っている」と答えた人が33％、という
ことである。

2007年に国連総会で決議された「先住民族の権利に関する国連宣
言」を受け、翌年、衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすること
を求める決議」が採択された。これを受けて政府もいくつかの閣議
決定を通してアイヌの人々を「先住民族」と位置づけ、東京五輪招
致成功後には、「民族共生の象徴となる空間の整備」を五輪開催予
定の2020年までに行うことを決定した。

そして、昨年の7月、北海道白老町に「民族共生象徴空間（愛称：
ウポポイ）」はオープンした。

人種差別撤廃条約 第10回・第11回政府報告（仮訳）

【https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272984.pdf】

内閣官房アイヌ総合政策室「アイヌ政策の概要」

【https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/policy.html】

北海道庁 アイヌ政策推進局アイヌ政策課 「生活実態調査」

【https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_jittai.html】
北海道庁「北の生活文化（中世から近世のアイヌの人々 ）」
【http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/digest/1_syou.htm】

アイヌの人々の文化

「民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）」は、伝承者が少なくな
り存立の危機にあるアイヌ文化を復興・発展させることを目的とし
て設置された。以下、アイヌの人々のことば・世界観・生活・服
装・楽器からその文化をみていく。
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アイヌの人々の言葉
アイヌ語は、日本語とはほとんど異なる言語構造と発音・

文法体系を有しており、部分的な語彙の共有はあるものの、系統
の異なる言語とされている。年々話者が減少傾向にあり、2009年
にはユネスコから消滅の危機にある言語として認定された。

また、アイヌ語の文芸として、口頭により伝承されてきた英雄叙事
詩であるユーカラがある。この詩は、明治から大正を生きたアイヌ人
知里幸恵（ちりゆきえ）によって和訳されて広まった。

アイヌの人々の世界観
アイヌの人々は、文化庁の「アイヌ文化の振興」によると「山，川，

海，動植物，道具，衣服など，人間が生きるために何らかの関わりを
持っているすべてのものはアイヌモシリ（人間の大地）を訪れたカム
イ（神）が姿を変えたもの」と考え、「アイヌとカムイの良好な関係
が互いの幸福をもたらす」という哲学を持っている、とされている。

アイヌの人々のくらし
北海道庁の「北の生活文化（中世から近世のアイヌの人々 ）」によ

ると、近世に至るまでは北海道の豊かな自然を背景に狩猟や漁・採集
を中心とした生活を行っていたが、松前藩との貿易によりだんだんと
本土からの影響を受け初め、明治時代に至り、日本政府による大規模
な移民や、同化政策によって、そうした生活と土地を奪われていった。

結果として現代のアイヌの人々は日本に暮らすほとんどの人と同様
の生活を送っているが、近年はそうした文化的資産を観光資源として
日本政府が注目し、「民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ） 」がオー
プンするに至った。

6
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参考文献
北海道庁「アイヌ政策推進局アイヌ政策課」【http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_jittai.htm】
北海道庁「北の生活文化（中世から近世のアイヌの人々 ）」【http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/digest/1_syou.htm】
Deborah Davidson「知里幸恵：自身の価値を見つけたアイヌの少女」『日本翻訳ジャーナル』

【https://journal.jtf.jp/column16/id=206】
文化庁「アイヌ文化の振興」【https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/ainu/】
ウィキペディア「ムックリ」【https://ja.wikipedia.org/wiki/ムックリ」
ウィキペディア「トンコリ」【https://ja.wikipedia.org/wiki/トンコリ」
呂藝「アイヌ民族衣装の買取方法とは」【https://rogei.Tokyo】

画像引用
いらすとや pixabay Wikipedia アイヌ文様フリー素材【モレウ】
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アイヌの伝統衣装は呂芸によ
るとアミㇷ゚と呼ばれ、特にオヒョウ
やシナノキの樹皮から取った繊維で
織った生地で仕立てた衣装をアッ
トゥシと呼ぶ。

装飾として、木綿の生地をアップ
リケし、さらに刺繍を施すが、模様
は北海道各地に系統だったものが存
在する。

道南地方、特に噴火湾沿岸地方で
は長方形に裁断した綿布をアップリ
ケして刺繍した「ルウンペ」。日高
地方では紺地の綿布に白い綿布を
アップリケして、曲線を多用した模
様を描いた「カパㇻミㇷ゚」がある。

また、綿布の流通が乏しかった石狩川の上流部や十勝地方では、生
地に直に刺繍することで模様を描いた「チヂリ」が存在する。さらに
繊維用の森林資源にも乏しかった千島列島では、鳥の皮で作られた外
套「チカㇷ゚ウㇽ」がある。
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1878年
（明治11
年）イギ
リス人旅
行家・イ
ザベラ・
バードが
北海道の
日高地方
でスケッ
チしたア
イヌの男
性。

アイヌの楽器
ムックリは、民族に伝わる竹製の楽器で、

口琴と呼ばれる楽器の一種。
トンコリはアイヌに伝わる伝統的な弦楽

器で、通常は五弦であることから「五弦琴」
と訳される。

↓

ト
ン
コ
リ
を
演
奏
す
る
女
性

↑

ム
ッ
ク
リ



文化

ロヒンギャとは、ミャンマー
西部のラカインを出身地とする
ムスリム（イスラム教徒）の
人々を指す。ミャンマーにはロ
ヒンギャのほかにもムスリムが
生活をしている。だが、彼らは
イスラム教のなかでもスンナ派
と呼ばれる宗派に属し、ロヒン
ギャ語を扱っているなど、独自
の文化を有している。ロヒン
ギャの最大の特徴は、国籍を所
有していないことである。それ
は政府が彼らを不法な移民として認識されてきたことが原因
とされる。1950年代以降にロヒンギャという名称がつかわれ
はじめ、ロヒンギャの中でもアイデンティティとして自覚し
ている者と、自覚していない者もいる（「中西嘉宏（著）
『ロヒンギャの危機』中央公論社、2021年」による）。

歴史的背景
中西嘉宏（著）『ロヒンギャの危機』では、ロヒンギャが

ミャンマーや他の周辺諸国において、国籍の認められていな
い現在の境遇になったことの原因として、独立運動が考えら
れるという。

現在ミャンマーのある地域は、ビルマ人（ミャンマーの人
口の約7割を占める民族）からなる王朝が治めていたが、19
世紀初頭にイギリスによって植民化され、20世紀中頃に独立
をするまで植民支配が続いていた。
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ロヒンギャ

※白地図専門店より

ミャンマー



問題

2011年にミャンマーは民政移管（軍事政権から文民へと政
権移行）が行われ、民主化運動のリーダーであるアウン・サ
ン・スー・チーの活動により、民主化が進み、ミャンマーは
アジア最後のフロンティアとして急激な経済成長を遂げた。
それにより国民は今までのような制限を受けず、自由に暮ら
すことができた。

しかし自由には良い面ばかりではなかった。スマートフォ
ンが急速に拡大し、人々が情報を入手しやすくなることで、
宗教的対立が激化した。禁止されていた集団活動が可能にな
り、コミュナル紛争（民族や宗教などが原因の紛争）が各地
で多発するようになっていく。
そのような時期に、国軍によるラカインを拠点とした過激

派組織の掃討作戦が行われた。作戦中、国軍や過激派組織に
よってジュノサイドが行われた（国軍は市民にも攻撃を行っ
たという報告がある）。ラカインに住む市民は（ロヒンギャ
も含め）国外へ逃亡した。

逃亡先の難民キャンプで生活をしている人々は、現在100万
人に達している。

難民キャンプで暮らすロヒンギャがミャンマーへと帰還す
る目途は立っていない。それはロヒンギャがミャンマー国内
において国籍が認められておらず、また、彼らが帰還した後、
支援を受けられる保障もないためである。（「中西嘉宏
（著）『ロヒンギャの危機』中央公論社、2021年」による）。
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1900年以降、ミャンマー独立の機運が高まり、ナショナリ
ズム運動が起こった。このナショナリズム運動では「ア
ミョーバーダー・ターダナー（民族・言語・宗教の意）とい
う概念が生まれた。この概念からはムスリムは含まれておら
ず、当然ロヒンギャも含まれていない。現在でもこの概念が
ミャンマーのナショナリズムの核をなしており、人々に根深
い差別的意識を残しているという。

独立によって樹立した軍事政権によって、ロヒンギャに対
する弾圧はますます強くなっていった。

他の参考文献

・ジョージナ・アシュワース（編）『世界の少数民族を知る事典』明石書店、1990年



ニュージーランド

歴史的背景
マオリは13世紀ごろに東ポリネシアの島々から海

を越えて渡ってきた民族。18世紀にヨーロッパ

の植民者と出逢い、これらの人々と区別を

つけるために「頂上的な神々とは異なる

普通の」を意味する「マオリ」の名称を

使いだした。

19世紀には植民地化・戦争・伝染病など

によって人口が4万人に減ったが、20世紀

初頭にリバイバル運動が盛んになり、65万

人ほどに増加している（ジミー・ネルソン

『BEFORE THEY PASS AWAY 彼らがいなくなる前に』

パイインターナショナル2016年による）。
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マオリ

※pixabayより

※白地図専門店より



問題
『世界の少数民族を知る事典』では、ニュージーランド国

内におけるマオリの教育制度を問題としている。マオリを対
象とした小学校は、世界の国々に比べて早く、19世紀後半に
開校している。しかしマオリの人々が中等・高等教育へと進
学することはあまりない。その原因としてニュージーランド
における教育の西欧的イデオロギーがあげられるという。学
校の授業は、英語で進められ、英語の言語に内在している西
欧的思想にマオリの人々は抵抗感を抱いているとする。

そのため、マオリの人々は、成人後に製造業に就く割合が
多い。教育機関に属していた期間が短いため、専門的な職に
就くことができないためと考えられている。製造業でも地方
から出てきた労働者として、一番はじめに首を切られる立場
にあるとされている。

マオリに適した教育を行うために、マオリ教育財団が1961年
に設立され、この教育問題を解決しようと活動をしている 。

文化
マオリの特徴的な文化には、

タトゥーやパフォーマンスなどがある。
タトゥーは成人になるための儀式とともに
施される。そのタトゥーによって貴賤の差
が分かり、タトゥーのないものは、貧しい
ものとして扱われるという。マオリの踊りとして有名な
「ハカ」は、敵を威嚇する際に使わるとされている。人々は
膝を打ち、手を叩き、そして足を踏み鳴らして、家系や先祖
の偉業を歌い上げる。その歌を途中で遮ると、共同体に災厄
が起こり、ときには死を招くと言われている。

また、ラグビーのニュージーランド代表（オールブラック
ス）がハカを踊る。ハカを先導するリード役の選手は、マオ
リの血を引く選手によって行われている（ジミー・ネルソン
『BEFORE THEY PASS AWAY 彼らがいなくなる前に』パイインターナショナ
ル、2016年による）。

参考文献

・ジョージナ・アシュワース（編）『世界の少数民族を知る事典』明石書店、1990年
・ジミー・ネルソン『BEFORE THEY PASS AWAY 彼らがいなくなる前に』パイインターナショナル、2016年

※いらすとやより

11



・中国の最西端に位置し、主都は
ウルムチ市

・自治区のなかで国内最大の土地
面積

・1995年10月、2番目に成立した
自治区

中国
人口約14億人
多民族国家

中国に住む約91％は漢民族であり、人類の約20％を占めている。
中国政府は漢民族を含め、56の民族を公認している。
少数民族の中でも人口の多い民族には自治を認めている。新疆ウイグ
ル自治区のほかに、チベット自治区、内モンゴル自治区などがある。
チベット自治区には、主にチベット人が住んでおり、チベット仏教を
信仰している。内モンゴル自治区には主にモンゴル人が住んでいる。

新疆ウイグル自治区

※新疆：新しい土地

漢民族とは異なる民族のウイグル族

宗教：イスラム教
言語：ウイグル語

服装：
男性 ドッパ（角ばった民族帽子）・長い髭

時間：北京時間+2時間（非公式）
ほかのイスラム教徒同様、ラマダン（断食月：1か月飲食禁止）
を行っている。

参考文献
デイヴィッド・アイマー著『辺境中国』白水社、2018
権藤与志夫編著『ウイグル』朝日新聞出版、1991
コトバンク「新疆ウイグル自治区」https://kotobank.jp/word
世界ウイグル会議「東トルキスタンの簡潔な歴史」
2007.9.12https://www.uyghurcongress.org/jp/category/1-0/1-1/

新疆ウイグル自治区内の総人口は1925万人（世界ウイグル会議
2007.9.12）、そのうちウイグル人が最も多く住んでいる。他にカザ
フ人、キルギス人、回（フイ）族、モンゴル人、漢民族など13の民族
が住んでいる。

ヒジャブ、ニカブ、ブルカなどの頭に
スカーフ、長いスカートまたはズボン

カザフスタン

インド

モンゴル

青海省

甘粛省

チベット
自治区

キルギス

タジキスタン

アフガニスタン
パ
キ
ス
タ
ン

ニカブ ブルカ

12

※いらすとやより

※白地図専門店より

※白地図専門店より

女性



東トルキスタン・イスラーム共和国

2度の独立を果たした

東トルキスタン共和国
の国旗
※東トルキスタン・イスラム共
和国の国旗とは少し異なる

トルコの国旗

※Wikipediaより引用 ※来夢来人より引用

東トルキスタン共和国
【第2次トルキスタン共和国】

（1944～1950）

独
立
は

新
疆
省
の
一
部
の
み
で

全
体
に
は
広
が
ら
ず
。

※Wikipediaより引用 ※Wikipediaより引用

中華民国→中華人民共和国

独立国崩壊の原因

新疆省

参考文献
今谷明著『中国の火薬庫』集英社、2000
小松久男・梅村坦・宇山智彦・帯谷知可・堀川徹編集
『中央ユーラシアを知る事典』平凡社、2005、ｐ
433・440

★

カシュガル

ウイグル人・カザフ人・タタール
人・キルギス人・ウズベク人の若者ら
が中心となり、イリ・アルタイ・タル
バガタイ3地区において、テュルク系ム
スリムの反乱で宣言し樹立、独立をす
る。

トルキスタン軍を編成し、領域
を拡大。一方、新疆省の政府軍は
各地で惨敗。国民党がソ連軍に仲
介を依頼し、和解した。

1949年、毛沢東の招請で反乱の
主要者は飛行機で北京に向かうが、
消息を絶った。飛行機事故ではな
く、ソ連に連行され処刑されたと
される。そして、中華人民共和国
が1949年10月1日、新たに建国した
際、独立していた3地区は中国に編
成させられた。

清国→中華民国
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1931年ハミ事件（清朝から任命され
ているウイグル人藩王による王領制度
を廃止し、省政府直結にさせる）中華
民国の行いに反対したきっかけにカ
シュガルで樹立し、南部まで広がった。

旧ソ連内にはトルコ系イスラ
ム教信教者が多くおり、中華民
国国内にイスラム教の独立国が
あることで、自国内の信教者に
よる独立運動が起こりかねない
と懸念したソ連軍によって壊滅
させられた。独立期間は半年ほ
どであった。

新疆省

東トルキスタン・イスラム共和国
【第1次トルキスタン共和国】

（1933～1939）

現在の新疆ウイグル自治区と同じ範囲
トルキスタン＝テュルク人の土地
テュルク人：テュルク語を母語とし、現在1億3000万人いるとされている。

別名：東トルキスタン共和国



匈奴（きょうど）［モンゴル高原の騎馬遊牧民族］
柔然（じゅうぜん）［モンゴル族］
エフタル［トルコ系またはイラン系の遊牧民］
突厥（とっけつ/とっくつ）［トルコ系遊牧民］
吐蕃（とぱん）［チベット人］
回鶻（かいこつ）［中央アジアのトルコ系の遊牧民］
モンゴル帝国［モンゴル族］
ジュンガル帝国［モンゴル人一大遊牧国家］など

NEWS WEEK ジャパン
漢人の天国、少数民族の地獄。「多様な」街 南新疆カシュガルレポート
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11266.php
西日本新聞社
進むモスク破壊、断食月の光景一変…消えゆくイスラム教の伝統
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/739611/

参考文献
AFP BB ウイグル自治区にもっと漢民族を、中国戸籍制度改革の裏の意図
https://www.afpbb.com/articles/-/3049757

今谷明著『中国の火薬庫』集英社、2000
コトバンク「新疆ウイグル自治区」
https://kotobank.jp/word
権藤与志夫編著『ウイグル』朝日新聞出版、1991
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新疆ウイグル自治区内は、金・銀・鉄・石炭が豊富である。特
に、石油や天然ガスなどの埋蔵量は多く、中国全体の3割を占める
といわれている。古来中国において、中央アジアと中国を結ぶオ
アシスの道（シルクロード）はタリム盆地周辺を通り、東西の重
要な役割を果たしていた。そのため、近隣諸国に狙われ、すべて
または一部を支配されてきた。

歴史

問題

新疆ウイグル自治区を支配した国々

1966～1976年の革命運動「文化大革命」により、少数民族の宗教活
動が制限された。現在までに多くのモスクが破壊・閉鎖された。西日
本新聞社2021.5.17の記事によると、唯一残されたモスクには「愛党
愛国」の旗が、最上部には中国国旗が掲げられているという。

●新疆内の教会・寺院の破壊・閉鎖

中国政府は辺境地区の経済開発や発展のためとし、新疆内への漢民
族移住を奨励している。その結果、1940年頃の漢民族は全体の7.9％
とごく一部のみであったが、1989年時点で38.4％にまで増加している。

新疆内において、行政長にはウイグル族を置いているが、その他の
役人は漢民族が掌握している。

ニューズウィーク日本版によると、新疆内に住む漢民族の生活はよ
くなる一方、ウイグル族などの少数民族は仕事を奪われるなどで生活
は悪くなっているという。都市生活者だけでなく、遊牧民にまで影響
が及んでいる。遊牧民たちは住居を破壊され、強制的に新設された簡
易住居で暮らしているとされる。

●新疆内への漢民族流入



SankeiBiz 2021.3.1【中国を読む】「新疆ウイグル自治区の職業訓練問題とその影響」
BUSINESS INSIDERジャパン 2021.4.28「決断迫られるファストリ、無印。ほぼ全ての日本人が新疆綿使う現実どう
考える？」https://www.businessinsider.jp/post-233909
BUSINESS INSIDERジャパン 2020.7.1「子どもが増えるのは許さない！中国、少数民族ウイグル族の女性に中絶や避
妊などを強制か」https://www.businessinsider.jp/post-215663

参考文献

ニカブ ブルカ

×
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※いらすとやより

近年、新疆ウイグル自治区各地に職業教育訓練センターが多く建設
されている。中国政府の発表によると、2014～2019年の間で128万人
が職業訓練を受けたという。例えば、カシュガル市職業技能教育訓練
センターへの入所者は1万5千人。過剰主義やテロ活動への関係が薄い
人を対象としている。Sankei Biz2021.3.1の記事によると、施設では
漢語や法律を学ぶことで、イスラム教思想からの転換を図っているの
ではという声もあがっている。

●職業教育訓練センター建設、貧困解消が目的

新疆ウイグル自治区で生産される新疆綿は、比較的安価で発色
が良く、超長繊維綿が特徴である。新疆の綿生産量は中国生産全
体604万トンのうち、84.6％を占め、新疆綿は世界全体の約20％を
占めている。

職業訓練を終えた少数民族の人々は、中国各地の工場へと強制
的に移送され、新疆綿の製品生産に、そして毎年秋には摘み取り
のために動員されているという。ウイグル族の強制労働問題や人
権侵害への懸念が世界で問題視されている。

この問題を重く見たスウェーデンのアパレル大手H＆Mは2021年3
月に新疆綿の調達をやめることを発表した。発表を受け、中国国
内では不買運動や一部閉店が起きた。

●強制労働

●人権弾圧
BUSINESS INSIDERジャパン2020.7.1の記事によると、中
国政府は
・ウイグル族の携帯電話にスパイウェアのインストール。
・自宅内を伝統的な中国風へ模様替えの強制。
・自治区内に何十万台の顔認証カメラを設置。
などを行い、ウイグル族の行動を監視しているという。
また、中国政府側は否定しているが、ウイグル族の一部
から臓器をとっているという報道もある。さらに、2017
年「脱過激化条例」により、公共の場で伝統的な服のヒ
ジャブやニカブ、ブルカ、長いあご髭などが禁止された。



サーミ族
トナカイ遊牧民族
ディズニー映画
「アナと雪の女王」にも
登場。チェルノブイリ原
発事故で被害にあってい
る。

マサイ族
マサイ（Masai）と表記
されるが、マーサイ
（Maasai）が正しい。
1904年にマサイ協定が
決定し、マサイ族は住ん
でいた地域を追い出された。
ジャンピングダンスとは、
マサイ族の歓迎ダンスで
あり、直立でジャンプする
ダンスである。1ｍ以上飛
ぶ人もいるという。
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ヤオ族
主に中国広西チワン族自治区に住んでいる。中国
以外にベトナムやラオスにも住んでいる。各地の
ヤオ語句によって民族衣装が変わる。
芳賀日向著『アジア・中近東・アフリカの民族衣装』グラフィック社、2013

アボリジニ（オーストラリア先住民）
クイーンズランド州・ニューサウスウェールズ州に多く住んでいる
した。オオボクトウといういもむしを食し、味はアーモンドに似て
1985年国立公園はアボリジニに返還され、現在はオーストラリア に貸し出しているという。

参考文献
キナリノ「北欧の少数民族【サー
ミ族】の、美しすぎる暮らし」
https://kinarino.jp
レナ―・クラツ著『写真で知る世
界の少数民族・先住民族マサイ』
汐文社、2008
ダイアナ・マルシェル著『写真で
知る世界の少数民族・先住民族ア
ボリジニ』汐文社、2008



ネイティブ・アメリ
カン
アメリカ原住民の総称。
アラスカのイヌイット
やハワイの先住民も含
む。本土におけるネイ
ティブ・アメリカンは、
15世紀のコロンブスに
よる「新大陸」の発見
以降、戦争や大虐殺が
何度となく繰り返され
ていた。1960年代以降、
利権回復要求運動
「レッド・パワー運
動」などを通して、事
態の改善は進んでいる
ものの、現在も高い自
殺率や貧困などの問題
を残す。ある部族では、
若木を曲げてその上に
毛皮をかぶせたスウェ
ットロッジと呼ばれる
サウナテントを用いて、
身を清めるという。そ
れは宗教的儀式と同時
に医療行為としても効
果があるとされる。
参考文献：アーリン・ハーシュフェル
ダ―『ネイティブ・アメリカン―写真
で綴る北アメリカ先住民史―』2002年、
BL出版
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イヌイット
主に北極地方の海側（カナダ・グリーンランド・ロシア・ア
メリカ）イヌイットとは「人々」という意味で、一人一人は
「イヌク」を指す。かつてエスキモーと呼ばれていた。シベ
リアンハスキーは、イヌイット特有の犬である。アザラシや
トナカイを食べ、暮らしている。1996年には、ICC（イヌイッ
ト北極周辺地域会議）を北極発の政府間組織を発足した。
レスリー・シュトゥラドゥヴィク著『写真で知る世界の少数民族・先住民族イヌイット』汐文社、2008

クイーンズランド州・ニューサウスウェールズ州に多く住んでいる 狩猟採集民族。1770年、ジェームズ・クック船長がイギリスの植民地だと宣言
した。オオボクトウといういもむしを食し、味はアーモンドに似て いるという。ブーメラン発祥の地。エアーズロックは別名ウルルと呼ばれ、

に貸し出しているという。

※白地図専門店より



本の紹介

③出版社
④著者名
⑤出版年
⑥資料の概要

①資料のタイトル
②請求番号（資料の背表紙に記載されている番号）

アイヌの歴史 211 ﾋ

明石書店 平山 裕人／著 2014年05月

北海道などに暮らす先住民族アイヌ。彼らは、文明や、周辺
の民族・国家、世界の潮流との関わりによって、自分たちを
どう変革させていったのか。日本史の一部ではない、「一つ
の独立したアイヌの歴史」を示す。
【資料番号】0550346510

逆説の日本史 17 210 ｲ
17

小学館 井沢 元彦／著 2011年02月

大和民族以外の民族は、どういう歴史を持ち、どのような経
緯で日本人となったのか。アイヌからの簒奪、対米愚劣外交、
倒幕思想のルーツなど、幕末前夜の「闇の歴史」を暴く。
『週刊ポスト』連載の単行本化第17弾。
【資料番号】0550126096

中国とモンゴルのはざまで 222 ﾖ

岩波書店 楊 海英／著 2013年11月

内モンゴル統治の最高責任者・ウラーンフー。彼は日本敗戦
後の国際情勢をどのように読み、いかなる意図の下にいかな
る権利を中国に主張したのか。一人のモンゴル人の人生から、
中国が抱える民族問題の根源をあぶり出す。
【資料番号】0550315855

「知識青年」の1968年 222 ﾔ

岩波書店 楊 海英／著 2018年07月

文化大革命当時、新疆などの辺境に送られた「知識青年」。
下放運動が出会った共産主義世界革命の理想を実現するフロ
ンティアとは何だったのか。元「青年」たちのオーラルヒス
トリーが描き出す、1968年の青年たちの世界史。
【資料番号】0560101135

アイヌ民族の歴史と文化 229 ﾀ

明石書店
チューネル・M・タ

クサミ／著ほか
1998年09月

旧ソ連・ロシアで手に入れられる限りの資料を駆使して、北
方少数民族出身の研究者と樺太に育った研究者が積み上げた、
「もうひとつの視点」からのアイヌ文化論。
【資料番号】0501184710

東南アジア大陸部の戦争と
地域住民の生存戦略

223 ｾ

明石書店
瀬戸 裕之／編著

ほか
2020年02月

1940年代半ば〜1990年代半ば、断続的に戦争が行われて
きた東南アジア大陸部。ベトナム、ラオスなどの地域住民に
対して、戦中・戦後の生活に関するインタビュー調査を行い、
東南アジア大陸部の社会変容を再考する。
【資料番号】0560238708

風街道シルクロードをゆく 292 ｱ

ダイヤモンド・ビッグ
社 芦原 伸／文 2007年03月

三蔵法師やマルコ・ポーロが誘う紀行編と、仏教美術、食、
人々の暮らしに迫るカルチャー編から構成。シルクロードの
魅力を知り尽くしたふたりの著者が贈る、歴史ロマンに酔う
旅の本。
【資料番号】0501456591

秘境タクラマカン砂漠を行く 292 ﾊﾞ

青山ライフ出版 坂東 招造／著 2019年04月

「一度入ったら、二度と出られない死の砂漠」とも言われて
いる、中央アジアに広がるタクラマカン砂漠。マイナス25
度を超える極寒の中、隊員11名と47頭のラクダで完全踏破
をめざした、壮絶ないのちの旅の記録。
【資料番号】0560120250

① ②

③ ④ ⑤

⑥

一般書
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先住民アイヌはどんな歴史を歩んできたか 316 ｻ

清水書院 坂田 美奈子／著 2018年08月

北海道はいつから日本領になったのか。近代の日本はアイヌ
にどんな政策をとったのか。アイヌは自分たちの歴史をどう
見たのか。アイヌの存在や、アイヌについての問題が見えづ
らくなった理由を、歴史を遡って紐解く。
【資料番号】0560105344

不服従の肖像 304 ﾀ

樹花舎 田中 伸尚／著 2006年01月

自分の心への裏切りがどんなに辛いものか-。教育の現場か
ら、演習場のど真ん中から、歌づくりに勤しむ場から、教員
が、マイノリティが、戦没者遺族が、障がい者があげつづけ
ている「否」の声を綴る。
【資料番号】0501265371

暴力の政治民族誌 316 ｲ

大阪大学出版会 池田 光穂／著 2020年08月

グアテマラ共和国において、主に1980年代後半〜2010年
代前半に収集したエスノグラフィー(民族誌)調査にもとづい
た、マヤ系先住民の政治的暴力の経験と政治経済的意識の変
化に関する研究の成果。用語集も掲載。
【資料番号】0560220150

あれから 316 ｱ

赤々舎
ジョナサン・トーゴ

ヴニク
／写真・インタビュー

2020年06月

ジェノサイド(集団殺害)で性的暴力にあった女性たちと、そ
こから生まれた子どもたちを描いた「ルワンダ ジェノサイ
ドから生まれて」の続編。再び彼らのもとを訪れた著者が、
インタビューと写真で親子が生きる現実を伝える。
【資料番号】0560205904

私の身に起きたこと 316 ｼ

季節社 清水 ともみ／著 2020年11月

中国が支配する新疆ウイグル自治区。エジプトで結婚し、三
つ子を授かったウイグル人女性が実家に帰ると、赤ん坊とと
もに拘束され、電気棒などの拷問を受け…。ウイグル人女性
の証言をもとに、ウイグル弾圧の実情を漫画で描く。
【資料番号】0560239219

学問の暴力 316 ｳ

春風社 植木 哲也／著 2008年06月

江戸末期、犯罪として裁かれたアイヌ墓地発掘は明治以降
「学術調査」の名の下に公認され、アイヌ民族の抵抗は無視
され続けた。代表的アイヌ学者たちの動きを追い、学問に内
在する「暴力への意志」を浮き彫りにする。
【資料番号】0501544543

ルワンダ・ジェノサイド生存者の証言 316 ｾ

立教大学出版会
ジョセフ・セバレ

ンジ／著ほか
2015年03月

80万人もが犠牲者になったといわれるルワンダ・ジェノサ
イドを経験し、何度も亡命を余儀なくされた当事者が語る、
ジェノサイド、そしてルワンダ社会・政府の真実。「赦し」
と「和解」の必要性を説く迫真の書。
【資料番号】0550412685

なぜ、世界はルワンダを救えなかったのか 316 ﾀ

風行社
ロメオ・ダレール／

著
2012年08月

ルワンダで80万人が虐殺されたとき、そこには国連PKO部
隊がいて、危険を察知していた。しかし彼らは手を拱いて傍
観するしかなかった。それは、なぜか? PKO部隊の司令官
が、痛恨の思いで惨劇の顚末を綴る。
【資料番号】0550234228

歴史的賠償と「記憶」の解剖 316 ﾄ

法政大学出版局 ジョン・トーピー／著 2013年11月

ホロコースト、日系人強制収容、アパルトヘイトなどの事例
を取り上げ、それぞれの地域の歴史的賠償が、いかなる共通
の時代背景をもち、先行する歴史的経験にどのような影響を
受けてきたかを比較考察する。
【資料番号】0550312826

流動する民族 316 ﾂ

平凡社 塚田 誠之／編ほか 2001年03月

多数の少数民族が居住する中国南部では、経済の進展ととも
に巨大なスケールの人口移動が起きている。人類学・社会
学・歴史学・経済学などの学際的な共同研究により、流動す
る現代中国社会を理解するための新たな道筋を拓く。
【資料番号】0501185411
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ロヒンギャ危機 316 ﾅ

中央公論新社 中西 嘉宏／著 2021年01月

2017年の国軍による掃討作戦以降、大量のロヒンギャ難民
が発生し、100万人が隣国のキャンプで暮らす。複雑な歴史
的背景やミャンマーをめぐる国内・国際政治を通し、アジア
最大の人道・人権問題の全貌を示す。
【資料番号】0560217701

発展途上国の困難な状況にある子どもの教育 372 ｻ

明石書店 澤村 信英／編著 2019年01月

発展途上国の困難な状況にある子どもの教育のあり方を当事
者である生徒、教師、保護者の視点から捉えたフィールド研
究。支援する学校の事例を個別に調査し、就学が阻害される
社会的背景や構造を明らかにする。
【資料番号】0560194447

ブータン 316 ﾈ

河出書房新社 根本 かおる／著 2012年09月

この国は本当に「幸福」のひと言でくくれるのか? ブータン
という国の複雑な事情と難民問題の背景、ブータン難民たち
に対する援助活動の変遷と証し、難民たちの長年にわたる避
難生活と将来について綴る。
【資料番号】0550237182

アイヌ、いまに生きる 316 ﾆ

新泉社 西浦 宏己／著 1997年07月

いま、アイヌ民族の人びとはどのように生きているのか。
各々独自の価値観と感性をもってわが道を進む20代から40
代までの6人を選び、その生き様を通してアイヌ民族の現状
と将来を展望する。
【資料番号】0500934599

アボリジニで読むオーストラリア 382 ｱ

明石書店 青山 晴美／著 2008年04月

オーストラリア先住民アボリジニに焦点をあて、オーストラ
リアの歴史をわかりやすく描き、その過去と現在を読み解く。
アボリジニの文化や土地権等の問題にも触れる。2001年刊
「もっと知りたいアボリジニ」に大幅加筆修正。
【資料番号】0501522268

クルドの夢ペルーの家 334 ｲ

論創社 乾 英理子／編著 2021年05月

国を追われながらも難民として認定されず、「仮放免」の身
分で滞在するクルド人家族と、団地に暮らし日本での居場所
を探す日系ペルー人家族。2つの家族を通して、日本の移
民・難民の現実を記す。NHKのETV特集を書籍化。
【資料番号】0560238807

北の彩時記 382 ｹ

コモンズ 計良 光範／著 2008年08月

万物のいのちを大切にする先住民の姿勢は、私たちの生き方
や自然と人間の共生に大きな示唆を与える。自然とともに生
きるアイヌの伝統的な暮らしや文化を、季節のめぐりやユー
カラ話などをとおして詩情豊かに描く。
【資料番号】0501540350

先住民アイヌ民族 382 ｾ

平凡社 2004年11月

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。
【資料番号】0501354123

アイヌの祈り 382 ﾎ

求龍堂 堀内 昭彦／写真 2020年08月

写真家・堀内昭彦が北海道をくまなく巡り、アイヌが大自然
の中でカムイに祈りと舞を捧げる姿を捉える。現代において
アイヌ文化を守るため、懸命に生きるアイヌの真の姿を伝え
る。
【資料番号】0560238866

地球千年紀行 382 ﾂ

アサヒビール 月尾 嘉男／著 2012年04月

長年、工学という技術文明の領域で研究生活をしてきた著者
が、世界各地の先住民族が維持してきた伝統文化を体験し、
そのなかで発見した叡智について綴る。BS-TBS「地球千年
紀行」の内容をもとに単行本化。
【資料番号】0550260498
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先住・少数民族の言語保持と教育 895 ﾊ

明石書店 長谷川 瑞穂／著 2019年09月

カナダの先住民イヌイットの言語が、教育のなかでどのよう
に扱われてきたか、現在のイヌイット語の状況、イヌイット
の意識などを、現地での調査や参与観察、文献レビューで考
察。イヌイット語の保持を阻む要因を明らかにする。
【資料番号】0560239002

子どもたちの生きるアフリカ 384 ｺ

昭和堂 清水 貴夫／編ほか 2017年10月

人口10億人の半数を子どもが占めるアフリカ。彼らはどん
な風景を眺め、どんなふうに家族や仲間と過ごし、遊び、学
び、働いているのか。フィールドワーカーが現地で出会った
子どもたちを主役に、その生活環境を等身大で描く。
【資料番号】0560080819

シルクロード安らぎの残像 748 ｵ

アートダイジェスト 大橋 英児／著 2006年05月

パキスタンの首都・イスラマバードから中国西域のカシュガ
ルまで陸路1500kmのシルクロード紀行写真集。途中立ち
寄ったシムシャール村の子供達、タクラマカン砂漠、パミー
ル高原、カシュガルの人々などの作品を収録。
【資料番号】0501414093

民族の出会うかたち 389 ｸ

朝日新聞社 黒田 悦子／編著 1994年12月

対立か共存か。ラテンアメリカ、オセアニア、東南アジア・
南アジア、東アジア、ヨーロッパの14地域から、現在の
「民族」のありようを第一線の学者たちが報告。「民族」の
定義そのものにも言及する。
【資料番号】0500796914

現代アイヌ文学作品選
BB 

929 ｹﾞ

講談社 川村 湊／編 2010年03月

【資料番号】0550066126

カムイユカラでアイヌ語を学ぶ 829 ﾅ

白水社 中川 裕／著ほか 2007年05月

「エクスプレスアイヌ語」を一通り学んだ人が次のステップ
に進むためのテキスト。アイヌ民族の口承文芸カムイユカラ
(神謡)を素材として、簡単な文法から徐々に複雑なものが学
べるように構成。
【資料番号】0501465188

生かされて。 936 ｲ

PHP研究所
イマキュレー・イ
リバギザ／著ほか

2006年10月

1994年、ルワンダ。大鉈・ナイフを手に殺戮者と化した隣
人、友人により、100日間で100万人のツチ族が虐殺され
た。小さなトイレに身を隠し、神との対話だけを力に奇跡的
に生き抜いたツチ族女性がその恐怖を綴る。
【資料番号】0550153120

ユーカラ邂逅 J11 ｱ

新評論 天草 季紅／著 2018年07月

小中英之の短歌をアイヌとのかかわりの観点から読み直し、
作品の新たな魅力と意味とを開示する。アイヌの歌人・小説
家・詩人についての文章、小中英之の短歌に取材した関東・
甲信・東北・北海道の地名をめぐる紀行文も収める。
【資料番号】0560096975

ウイグル人 222 ｱ

集広舎
トルグン・アルマス／

著
2019年12月

アジアを駆けた誇り高き男たち、女たちのドラマ-。1989
年に東トルキスタンで出版された、ウイグル人歴史家による
ウイグルの歴史書。ウイグル・カガン国からカラハン朝、天
山ウイグル国、甘州ウイグル国までを収録。
【資料番号】0560239757

砂の海 J56 ｼ

新潮社 椎名 誠／著 1998年03月

中国西域の奥深く、謎の“さまよえる湖”と幻の王国・楼蘭
を目指しヨタヨタ進む作家シーナ。世にもハードな旅の果て
に一行を迎えたものは? 汗と涙と感動の、傑作冒険博物紀行
エッセイ。
【資料番号】0500971590
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井上靖とシルクロード J02 ｲ

七月社 劉 東波／著 2020年12月

西域の夢とロマンを井上靖はどのように描いたのか。典拠資
料と作品の詳細な比較から、史実と想像力がせめぎあう歴史
小説創作の秘密に迫る。宮澤賢治、松岡譲の西域物について
もあわせて論じる。
【資料番号】0560218320

在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサイド 316 ﾑ

ハート出版 ムカイダイス／著 2021年03月

中国語の強制、ウイグル語教育の禁止、宗教への弾圧…。在
日ウイグル人の著者が、中国の「新疆ウイグル自治区」支配
の実態と、ウイグルの真実の歴史を綴った書。独立国家「東
トルキスタン」国民としての真の声を伝える。
【資料番号】0560239912

中国臓器移植の真実 490 ﾁ

集広舎 野村 旗守／編 2021年03月

新疆ウィグル自治区でウィグル人から臓器を奪う内臓移植を
行い、自由諸国から非難を浴びている中国共産党を、日本は
見ぬ振りをして-。中国における臓器移植を考える会(SMG
ネットワーク)が中国医療の闇をあばく。
【資料番号】0560240140

ウイグル人に何が起きているのか 316 ﾌ

PHP研究所 福島 香織／著 2019年06月

収容者数100万人といわれるウイグル人の強制収容。中国共
産党による弾圧の魔手は、いまや在日ウイグル人にまで及ん
でいるという。現地ルポとウイグル人へのインタビューから、
21世紀最悪の監獄社会の全貌を明らかにする。
【資料番号】0560239904

世界の少数民族 382 ｺ

日経ナショナルジオ
グラフィック社

イアゴ・コラッツァ
／著ほか

2019年10月

いつまでこの姿が見られるのだろうか。遊牧生活を続けるラ
バーリー、マンガライの華麗な戦争儀式、来訪者を歓迎しな
いモロカン派…。写真家と作家が、二人三脚で世界の少数民
族を訪ねた貴重な記録。
【資料番号】0560240059

楼蘭
BB J36 ｲ

ﾉ

新潮社 井上 靖／著 2010年04月

【資料番号】0550174938

雲南面影 748 ﾌ

現代写真研究所
出版局

古屋 行男／著 2021年01月

包子を買う母子、石板卓球に興じる子どもたち、市場で賑わ
う大通り、助け合って田植えをする村人…。2002〜2009
年に撮影した、少数民族や漢民族の昔から受け継がれた暮ら
しの残る雲南省のモノクローム写真集。
【資料番号】0560240795
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一万年の旅路 382 ｱ

翔泳社
ポーラ・アンダー

ウッド／著
1998年05月

ネイティヴアメリカンはベーリング陸橋を渡ったモンゴロイ
ドの子孫という説が定着しつつある。本書はイロコイ族に伝
わる口承史。物語ははるか1万年以上前、一族がアジアを出
発するところから始まる智恵に満ちた書。
【資料番号】0500978935

ヨーロッパの民族衣装 383 ﾊ

グラフィック社 芳賀 日向／著 2013年04月

クレタ島の衣装、ヴェネチアのカーニバルと仮面の衣装、ア
ラブ人と十字軍の衣装、メルヘン街道の赤ずきん衣装…。著
者が長年に渡って撮影したヨーロッパの民族衣装の写真を、
解説付きで紹介する。
【資料番号】0550278045

アジア・中近東・アフリカの民族衣装 383 ﾊ

グラフィック社 芳賀 日向／著 2013年11月

ミャオ族の銀の飾り、ベトナムのアオザイ、ネパールの少女
の婚礼衣装、スルマ族の皿とボディペイント…。著者が長年
に渡って撮影したアジア・中近東・アフリカの民族衣装の写
真を、解説付きで紹介する。
【資料番号】0550300475



ネイティヴ・アメリカン 382 ﾊ

BL出版
アーリーン・ハー

シュフェルダー／著
2002年09月

北アメリカの先住民たちは1500年代初期に初めてヨーロッ
パ人探検家と接触して以来、故郷を守る戦いを続けてきた。
北アメリカ先住民の社会、経済、精神のポートレイト。貴重
な史料写真をふんだんに用いたドキュメンタリー。
【資料番号】0501234242

ケイレブ 933 ﾌﾞ

平凡社 ジェラルディン・ブ
ルックス／著

2018年12月

初期ハーバード大学には、ネイティブ・アメリカンのケイレ
ブという学生がいた-。史実を基に、白人キリスト教少女の
目を通して、アメリカ社会を描いた物語。森本あんりによる
解題付き。
【資料番号】0560185371
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アイヌ文化の大研究 382 ｱ

PHP研究所 中川 裕／監修 2018年12月

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。
【資料番号】0560183019

知里幸恵とアイヌ M 289 ｼ

小学館
ひきの 真二／

まんが
2017年11月

「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。
【資料番号】0560063237

ニュースに出てくる国際条約じてん 3 
329 ﾆ

3

彩流社 池上 彰／監修 2015年03月

国際社会での取り決めである国際条約について、採択された
年、条約がつくられた背景や経緯、内容、日本とのかかわり
を、写真や地図を交えて解説する。3は、人権に関するおも
な条約を取り上げる。
【資料番号】0550409170

民族の壁どついたる! 
YA 316 

ｲ

河出書房新社 井筒 和幸／著 2007年05月

同じ人間なのに、なぜ殺し合ったりするの? にがい歴史も全
部知ろう。試験には出ない韓国、北朝鮮との問題から、世界
中の人たちと仲良くする方法を考える。
【資料番号】0501473959

写真で知る世界の少数民族・先住民族
1～5

382 ｼ

汐文社
レスリー・シュトゥ
ラドゥヴィク／著

2008年

北極地方の樹木限界線より北に集落をつくって住んでいるイ
ヌイット。彼らのこれまでの歴史や社会のしくみ、おきてと
規則、美術と文化、服装、食べ物と遊び、抱える問題などを
豊富な写真とともに解説する。
【資料番号】0501504555［第1巻］

今、世界はあぶないのか?
1～4・6・7

368 ｲ

評論社 ハナネ・カイ／絵 2017年

世界中で起きている問題について考えるための絵本。「争い
と戦争」をとりあげ、戦争とは何か、どうして起こるのか、
どうしたら止められるのか、子どもたちにできることはある
のかなどを紹介します。
【資料番号】0560061985［第1巻］

世界の先住民1～10 382 ｾ

リブリオ出版 柏木 里美／訳 1995年

先住民の現状や、歴史と文化に焦点をあて、彼らの未来の姿
を考える。はっきりとした、わかりやすい文章と、貴重な写
真でつづられた先住民の最新レポート。国際理解や国際交流
の発展学習にも適している。
【資料番号】0500982745［第1巻］

世界あちこちゆかいな家めぐり 383 ｺ

福音館書店
小松 義夫／

文・写真
2004年10月

飛行機に乗り、車やバス、小舟を乗りついで、世界中のおも
しろい家の写真を撮っている著者が、たずねてきた家とその
家で暮らす人々の様子を紹介する。97年刊の再刊。
【資料番号】0501486125

戦場カメラマン渡部陽一が見た世界 3 
384 ﾜ

3

くもん出版 渡部 陽一／写真・文 2015年02月

戦場カメラマンとして約130の国や地域を訪れた渡部陽一が、
世界で起きていることを写真とともに伝えるシリーズ。3は、
インドやイラクの子どもたちの遊びのようすや、戦場ならで
はの交流のようすを紹介する。
【資料番号】0550398563

民族衣装絵事典 383 ﾐ

PHP研究所 高橋 晴子／監修 2006年03月

世界各地の衣生活の様子がわかる、子ども向けの絵事典。世
界各地の民族衣装を、オールカラーの写真にわかりやすい説
明文をつけて紹介する。さあ、民族衣装をたずねて、世界一
周の旅に出発しましょう! 
【資料番号】0501437369

24

児童書



チポロ F1 ｽｶﾞ

講談社 菅野 雪虫／著 2015年11月

力も弱く、狩りも上手ではない少年・チポロ。そんなチポロ
に、姉のような優しさで世話を焼く少女・イレシュが<魔物>
にさらわれ…。少年よ、その手に弓を取れ! アイヌ神話をモ
チーフに描かれる、長編ビルドゥングスロマン。
【資料番号】0550452052

方言をしらべよう 1
818 ﾎ

1

福武書店 佐藤 亮一／監修 1990年03月

北海道地方の方言について、カラー写真やイラスト入りでと
りあげている。北海道では海岸方言と内陸方言とでいくらか
の違いがある。「シバレル」（寒い）、「チョス」（いじ
る）などの例をあげている。ほかにアイヌ語もある。
【資料番号】0500796585

ビジュアル図鑑調べよう!考えよう!やってみよう!
世界と日本の民族スポーツ 1・3・4 780 ﾋﾞ

ベースボール・マ
ガジン社

寒川 恒夫／監修 2013年

日本をはじめ、世界各地の民族スポーツをビジュアルに紹介
し、世界の文化の多様性を伝える。
【資料番号】0560035400［第1巻］

ふるさとのくらし日本のまちとむら 6 291 ﾌ 6

小峰書店 市川 健夫／監修 1997年04月

戦後、大規模酪農のモデル地区となった北海道別海町をとり
あげ、開拓農村のくらしを紹介。牧場の仕事や開拓の歴史、
先住民アイヌ民族の生活と文化、根釧原野の自然についても
詳しく解説。
【資料番号】0500889447

池上彰が解説したい!国民・移民・難民 2 334 ｲ

筑摩書房 稲葉 茂勝／著 2018年12月

ニュースでよく聞く「難民」は、日本にとっても大問題! そ
もそも国民とはなにかという基礎から、池上彰がわかりやす
く解説する。2は、「移民の定義」「日本人移民」「現代世
界の移民のようす」などを取り上げる。
【資料番号】0560184322

日本列島人の歴史
YA

469 ｻ

岩波書店 斎藤 成也／著 2015年08月

DNAという強力な道しるべをつかって、日本列島人の過去
から現在までの変化をみてゆく。人口や身長、人骨や土器な
ど、様々なデータを参照し、人々の暮らしぶりや地域差を解
き明かし、列島人の起源へと迫る。
【資料番号】0500982745［第1巻］

世界のシェー!! 
YA 

748 ﾋ

理論社 平沼 正弘／著 2010年03月

漫画「おそ松くん」でおなじみの「シェー!!」が世界をつな
いだ! 15年余にわたり世界50カ国の人々の「シェー!!」を撮
り歩いた集大成。解説「シェーとは何か」や、折り込み式の
特大・世界シェー地図付き。
【資料番号】0550059884

国旗大図鑑 288 ｺ

岩崎書店 苅安 望／監修 2019年11月

国際的に事実上独立国として扱われている207か国の国旗と、
49の海外領土の旗を、デザインの詳細がわかるように、見
開きで、50音順に収録。資料として、独立紛争地域の旗、
少数民族の旗、国際組織の旗なども掲載する。
【資料番号】0560161280

まひるのけっとう E ﾏ

光村教育図書
マヌエル・マルソ

ル／作
2020年02月

荒野に立つネイティブアメリカンとカウボーイ。決闘が始ま
ろうとしたその時、銃に一羽の鳥が…。こんなにゆる〜い決
闘、今まであった? 映画の手法を取り入れた新感覚絵本。

【資料番号】0560168616

クレストンの青い鳥 L E ｸ

自由国民社 葉 祥明／絵と文 2004年07月

古代よりネイティブ・アメリカンの聖地だったクレストン。
そのスピリット、青い鳥に会いにいらっしゃい…。青空と大
地と山々、静かな湖、大自然と向き合う心のやすらぎを描い
た絵本。英文併記。
【資料番号】0501331353
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地球最北に生きる日本人 F1 ｽｶﾞ

フレーベル社 武田 剛／著 2009年12月

北極に魅せられ、イヌイットとして暮らす日本人がいた…。
氷上を犬ぞりで走る狩猟の旅で、新聞カメラマンが見た地球
温暖化の現実とは? グリーンランド北部、「地球最北の村」
からの現地レポート。
【資料番号】0550044983
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新宿区平和都市宣言

世界の恒久平和は、人類共通の願いである。

私たちは、世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都
市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を
築き、この緑の地球を、次の世代に引き継ぐ責務がある。

国際平和年にあたり、私たちは、人類の生存に深刻な脅威をもたら

す、すべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実

現を心から希求し、ここに新宿区が、平和都市であることを宣言する。

昭和61年3月15日 新宿区

戸山図書館
〒162-0052 戸山2-11-101 ２階
窓口時間：
火曜日～金曜日 午前9時～午後7時
（児童室は午後6時まで）、
土曜日・日曜日・祝休日 午前9時～午後6時ま
で
お休み：
月曜日（祝休日の場合は翌日）、館内整理日
（第3木曜日）、年末年始、特別図書整理日

このパスファインダーは
再生紙を使用しています。




