
タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

“アイヌ”学の誕生 金田一と知里と - 丸山 隆司 彩流社

「アイヌ・モシリ」山本多助作品集 - 釧路アイヌ語の会

「アイヌ・モシリ」山本多助作品集　語彙集 - 釧路アイヌ語の会 釧路アイヌ語の会

「アイヌ新法」とこれからの人権・文化振興 - 仲尾宏 京都造形芸術大学

「アイヌ神謡集」辞典 テキスト・文法解説付き - 切替英雄 アイヌ文化振興・研究推進機構

「アイヌ神謡集」辞典 テキスト・文法解説付き 2号 切替英雄 北海道大学文学部言語学研究室

「アイヌ民族に関する人権啓発写真パネル展」写真集 -

「サコロペ」の研究 - 貫塩喜蔵 白糠アイヌ文化保存会

「チセ」のある学校 アイヌ文化を全校で - 佐々木博司 クルーズ

「チセ」のある学校 ~アイヌ文化を全校で~ - 佐々木博司 クルーズ

「もう一つのアメリカ　もう一つの日本」 - 豊田幸治 東銀座出版社

「先住民族サミット」アイヌモシﾘ２００８　報告書 - 「先住
民族サミット」アイヌモシﾘ２００８事務
局／世界先住民族ネットワークAINU
事務局

「先住民族サミット」アイヌモシﾘ2008報告書 -
「先住民族サミット」アイヌモシﾘ2008
事務局/世界先住民族ネットワーク
AINU事務局

「北海道アイヌ協会」と「全道アイヌ青年大会」　論文 - 山田伸一
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

「北海道アイヌ協会」と「全道アイヌ青年大会」（論文） - 山田伸一

「北海道歴史教室」 187号

「北方四島」のアイヌ語地名ノート 松浦武四郎「山川図」による - 榊原 正文 北海道出版企画センター

『ユーカラ』への慕情 先住民族の文化遺産 - 河崎宏太郎

『ユーカラ』への慕情 先住民族の文化遺産 - 河崎宏太郎

<東京・イチャルパ>への道 明治初期における開拓使のアイヌ教育をめぐって - 東京アイヌ史研究会

１.白老と阿寒における現代の歌唱についての調査報告　２.木村チカマﾊ
のトンコリ演奏法

平成１９年度研究助成報告書 - 千葉伸彦

15～19世紀、列島北方地域とアムール川最下流域の諸民族との交流に
関する研究

- 榎森進

2008　北海道洞爺湖サミット開催記念特別号 G8　Hokkaido　Toyako　Sammit -
ザ・ウィンザー・ホテルズ・インターナ
ショナル

2008北海道洞爺湖サミット開催記念特別号 -
ザ・ウィンザー・ホテル・インターナショ
ナル　マーケティング部

20年の歩み 財団法人設立20周年記念誌 - アイヌ民族博物館

30年の記憶
春採アイヌ古式舞踊釧路リムセ保存会　３０周年記念
誌

- 春採アイヌ古式舞踊釧路リムセ保存会
春採アイヌ古式舞踊釧路リムセ保存
会

30年の歩み 鵡川アイヌ文化伝承保存会30周年記念誌 -



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

40年のあゆみ - 北海道ウタリ協会浦河支部

50年のあゆみ - 北海道ウタリ協会

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Religion and Folklore 1 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Religion and Folklore 2 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Religion and Folklore 3 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Religion and Folklore 4 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Religion and Folklore 5 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Travelogues and Descriptions 1 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Travelogues and Descriptions 2 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Travelogues and Descriptions 3 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Travelogues and Descriptions 4 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON AINU CULTURE Travelogues and Descriptions 5 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 1 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 2 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 3 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 4 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 5 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 6 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 7 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 8 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 9 Kirsten Refsing

EARLY EUROPEAN WRITINGS ON THE AINU LANGUAGE 10 Kirsten Refsing

epuyke sipirasa アイヌ民族に関する教材開発 - 北海道教育大学札幌校

gen―掛川源一郎が見た戦後北海道 - 掛川 源一郎 北海道新聞社

ＴＥＮＴＡＣＬＥ　砂澤ビッキ展 - 北海道立近代美術館協力会

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

The　Ainu - 甲南イリノイセンター



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

The　Ainu - 甲南イリノイセンター

the Ainu　：　Indigenous　People　of　Japan 3号
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

the Exhibition of The Ainu Culture アイヌ　美華 - アイヌ民族博物館

the Exhibition of The Ainu Culture アイヌ　美華 - アイヌ民族博物館

the Exhibition of The Ainu Culture アイヌ　美華 - アイヌ民族博物館

THE STATE OF NATIVE AMRICA Genocide，Colonization， and Resistance - M. Annette Jaimes

Ｗａｋｋａ　Ｃｉｋ（雫） アイヌ民族の歩み - 吉川信一

アイヌ ネノアン アイヌ - 萱野 茂 福音館書店

アイヌ　写真集 - 萱野茂（文） 国書刊行会

アイヌ、いま。 - 西浦宏己 新泉社

アイヌ、神々と生きる人々 - 藤村 久和 福武書店

アイヌ、風の肖像 - 宇井 眞紀子 新泉社

アイヌ・エコシステムの考古学 - 瀬川 拓郎 北海道出版企画センター

アイヌ・フォークロア -
ニコライ・アレクサンドロヴィチ ネフス
キー

北海道出版企画センター

アイヌ・モシリ 幻のアイヌ語誌復刊 - 釧路アイヌ文化懇話会

アイヌ・モシリ アイヌ民族から見た「北方領土返還」交渉 - 御茶の水書房

アイヌ・モシリの風 - チカップ 美恵子 日本放送出版協会

アイヌお産ばあちゃんのウパシクマ 伝承の知恵の記録 - 長井博 樹心社

アイヌからの呼びかけ - 関東ウタリ会

アイヌからの呼びかけ　新版 - 関東ウタリ会

アイヌが生きる河 - 北川 大 樹花舎



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌって知ってる？ - 横山孝雄 汐文社

アイヌとキツネ - かやの しげる 小峰書店

アイヌとキツネ（英語版） - 萱野茂（作） アールアイシー出版

アイヌときどき日本人 宇井真紀子・写真集 - 宇井 真紀子 社会評論社

アイヌときどき日本人 宇井眞紀子・写真集 - 宇井 眞紀子 社会評論社

アイヌと古代日本 北方文化を考える - 江上波夫 小学館

アイヌと考古学 名取武光著作集Ⅰ 1 名取武光 野沢信義

アイヌと考古学 名取武光著作集Ⅱ 2 名取武光 野沢信義

アイヌと植物 食用編 2 白老民族文化伝承保存財団

アイヌと植物 樹木編 3 白老民族文化伝承保存財団

アイヌと植物 樹木編 3 白老民族文化伝承保存財団

アイヌと植物 樹木編 3 白老民族文化伝承保存財団

アイヌと植物 樹木編 4 白老民族文化伝承保存財団

アイヌと植物 - 福岡イト子 旭川振興公社

アイヌと日本人 伝承による交渉史 - 更科源蔵 日本放送出版

アイヌと野鳥 1 白老民族文化伝承保存財団

アイヌネノアンチャランケ 人間らしい話し合いを 河野本道の差別図書を弾劾する - つぶて書房

アイヌのイクパスイ - フォスコ・マライニ アイヌ民族博物館

アイヌのイタクタクサ 言葉の清め草 - 萱野 茂 冬青社

アイヌのチャシとその世界 - 北海道チャシ学会 北海道出版企画センター

アイヌのふるさとに歌を求めて - 増田 又喜 文芸社

アイヌのモノと技の世界 シンポジウム＆公開講座【アイヌ文化研究の今】5 - 札幌大学付属総合研究所

アイヌのモノと技の世界 アイヌのモノと技の世界 - 札幌大学付属総合研究所

アイヌのユーカラ 神々と人間の物語 - 浅井 亨 筑摩書房

アイヌの衣服文化 - アイヌ民族博物館

アイヌの学習にチャレンジ その実践への試み - 平山裕人 北海道出版企画センター

アイヌの眼で見た日本の歴史 - 中本俊二 日本歴史研究所



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌの叫び - 新井源次郎 北海道出版企画センター

アイヌの建築文化再考 -近世絵画と発掘席から見たチセの原像- - 小林孝二 北海道出版企画センター

アイヌの建築文化再考 -近世絵画と発掘席から見たチセの原像- - 小林孝二 北海道出版企画センター

アイヌの交易世界 シンポジウム＆公開講座「アイヌ文化研究の今4」 - 本田優子 札幌大学ペリフェリア・文化学研究所

アイヌの工芸 東北のコレクションを中心に - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの工芸
ペンシルバニア大学考古学人類学博物館ヒラーコレク
ション

- アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの工芸 特別展観 - 東京国立博物館 東京国立博物館

アイヌの国から 鷲塚鷲五朗の世界 - 藤本英夫 草風館

アイヌの四季と生活 十勝アイヌと絵師・平沢屏山 - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの治造物語 思いはこずえからこずえにつなげて - 宇梶静江 東京アイヌ協会

アイヌの秋 日本の先住民族を訪ねて - ヤン・ハヴラサ 未來社

アイヌの少年イキツカ 自由の森にのがれて - 相川 公司 新風舎

アイヌの食材　アエﾌﾟ - 平取アイヌ文化保存会・食文化部会

アイヌの食材　アエﾌﾟ - 平取アイヌ文化保存会・食文化部会

アイヌの信仰とその儀式 - N.G.マンロー 小松哲郎

アイヌの心 - 福岡自主の会

アイヌの神謡 - アイヌ文化良書刊行会

アイヌの神謡 昔話とユーカラへの道 - 立石 久雄 西田書店

アイヌの世界 ヤイユーカラの森から - 計良 光範 明石書店

アイヌの世界 ヤイユーカラの森から - 計良 光範 明石書店

アイヌの世界 - 瀬川 拓郎 講談社

アイヌの世界に生きる - 茅辺かのう 筑摩書房

アイヌの世界を旅する - 平凡社

アイヌの星 - 末岡外美夫

アイヌの昔話 - 筑摩書房

アイヌの昔話　フキノトウになった女の子 イソイタク 1 砂沢クラ（語） アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの昔話集 - 川上勇治



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌの昔話集 -

アイヌの装い 文様と色彩の世界 - 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

アイヌの装い 文様と色彩の世界 - 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

アイヌの足跡 - 満岡伸一 アイヌ民族博物館

アイヌの知恵・ウパシクマ 1 中本 ムツ子 片山言語文化研究所

アイヌの知恵・ウパシクマ 2 中本 ムツ子 片山言語文化研究所

アイヌの伝承と民俗 - ジョン バチラー 青土社

アイヌの同化と先蹤 - 貫■法枕 北海小群更生團

アイヌの美 カムイと創造する世界 - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの美 カムイと創造する世界 - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの美 装い　土佐林コレクションの世界 - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの美・彫る 清野謙次コレクションを中心に - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの美・彫る 清野謙次コレクションを中心に - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの美・彫る 清野謙次コレクションを中心に - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌの文学　ユーカラへの招待 - 萩中美枝 北海道出版企画センター

アイヌの文様 - 笠倉出版社

アイヌの暮らしと伝承 よみがえる木霊 - ジョン・バチェラー 北海道出版企画センター

アイヌの民具 - 萱野茂 すずさわ書店

アイヌの民俗 - 早川昇 岩崎美術社

アイヌの民話 1 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌの民話 2 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌの矢毒トリカブト - 門崎 允昭 北海道出版企画センター

アイヌの里　二風谷に生きて - 萱野茂 北海道新聞社

アイヌの霊の世界 - 藤村久和 小学館

アイヌの歴史 北海道の人びと（２） -

アイヌの歴史 - 三好文夫 講談社

アイヌの歴史 北海道の人びと 2 榎森進 三省堂



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌの歴史と文化 1
「アイヌの歴史と文化」刊行促進協議
会

アイヌの歴史と文化 - アイヌ民族博物館

アイヌの歴史と文化 アイヌ民族博物館　ハングル版 - アイヌ民族博物館

アイヌは主張する - 山川 力 未来社

アイヌモシリ　民族文様から見たアイヌの世界 - 国立民族学博物館 国立民族学博物館

アイヌモシリ　民族文様から見たアイヌの世界 - 国立民族学博物館 国立民族学博物館

アイヌモシリ・北海道の民衆史 人権回復を目指した碑を訪ねる - 杉山 四郎 中西出版

アイヌモシリ・北海道の民衆史 人権回復を目指した碑を訪ねる - 杉山 四郎 中西出版

アイヌモシリに集う 世界先住民族のメッセージ - 栄光教育文化研究所

アイヌモシリの歴史 - 「アイヌモシリの歴史」冊子政策委員会
「アイヌモシリの歴史」冊子政策委員
会

アイヌモシリ紀行 松浦武四郎の『東西蝦夷日誌』をいく - 早川 禎治 中西出版

アイヌモシリ奪回 検証・アイヌ共有財産裁判 - 堀内 光一 社会評論社

アイヌヤイコシラムスイエ アイヌ民族は考える - アイヌ民族生活文化館運営委員会

アイヌわが人生 - 貝澤正 岩波書店

アイヌ衣服調査報告書 アイヌ女性が伝承する衣文化 1 北海道教育委員会

アイヌ衣服調査報告書 樺太アイヌが伝承する衣文化3 4　昭和63年度 北海道教育委員会

アイヌ衣服調査報告書 アイヌ女性が伝承する衣文化　昭和60年 １　昭和60年 北海道教育委員会

アイヌ衣服調査報告書 アイヌ女性が伝承する衣文化 2　昭和61年 北海道教育委員会

アイヌ衣服調査報告書 樺太アイヌが伝承する衣文化2 3　昭和62年度 北海道教育委員会

アイヌ衣文化の研究 - 津田命子

アイヌ歌謡を尋ねて 私の場合 - 増田 又喜 近代文芸社

アイヌ絵とその周辺 林昇太郎美術史論集 - 故林昇太郎氏遺作論集刊行会

アイヌ絵の見方 アイヌ絵研究・旧来のアイヌ絵から抜け出て - 山村輝夫

アイヌ革命論 ユーカラ世界への（退却） - 太田竜 アイヌ共和国情報部

アイヌ学への歩み - 藤本英夫

アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告 12号 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ共有財産裁判―小石一つ自由にならず - 小笠原 信之 緑風出版



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ教育講演記録集 人との出会いが心に財産を　ー私の体験を中心にー -

アイヌ近現代史読本 - 小笠原 信之 緑風出版

アイヌ群像 民族の誇りに生きる - 飯部 紀昭 御茶の水書房

アイヌ系住民の権利と生活を守るために - 日本共産党北海道委員会

アイヌ芸術 服装篇 1 金田一京助 北海道出版企画センター

アイヌ芸術 金工・漆器篇 3 金田一京助 北海道出版企画センター

アイヌ芸術 新装版 - 金田一京助 北海道出版企画センター

アイヌ研究 - 北海道大学生活協同組合

アイヌ古式舞踊 帯広・浦河 -

アイヌ古式舞踊 帯広・浦河 -

アイヌ古式舞踊 昭和61年度文化財国庫補助事業調査報告書 - 日本民俗舞踊研究会

アイヌ古式舞踊 昭和61年度文化財国庫補助事業調査報告書 - 日本民俗舞踊研究会

アイヌ古式舞踊 昭和61年度文化財国庫補助事業調査報告書 - 日本民俗舞踊研究会

アイヌ古式舞踊調査報告書 様似・門別・千歳 2（平成3年度） 北海道文化財保護協会

アイヌ古式舞踊調査報告書 三石・弟子屈・札幌・常呂 3（平成4年度） 北海道文化財保護協会

アイヌ古式舞踊調査報告書 白糠・新冠・鵡川 １（平成2年） 北海道文化財保護協会

アイヌ語　樺太・名寄・釧路方言の資料
田村すず子採録　藤山ハルさん・山田ハヨさん・北風磯
吉さん・徹辺重次郎さんの口承文芸・語彙・民族誌

-

アイヌ語　白老方言の研究 1 白老　楽しく・やさしいアイヌ語教室

アイヌ語・日本語単語集 - 阿寒アイヌ語教室

アイヌ語イラスト辞典 - 知里高央 蝸牛社

アイヌ語でイタカンロー 大会プログラム 1回 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語でイタカンロー 大会プログラム 1回 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語でイタカンロー アイヌ語弁論大会報告書 1回 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語でイタカンロー アイヌ語弁論大会報告書 1回 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語でイタカンロー アイヌ語弁論大会報告書 2回 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語でイタカンロー アイヌ語弁論大会報告書 2回 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語でイタカンロー アイヌ語言論大会報告書 3回 アイヌ文化振興・研究推進機構



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ語でイタカンロー アイヌ語言論大会報告書 4回 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語で解く「魏志倭人伝」 - 橋本 潔 小学館スクウェア

アイヌ語で自然かんさつ図鑑 - 帯広百年記念館　友の会

アイヌ語で自然かんさつ図鑑 - 帯広百年記念館　友の会

アイヌ語で自然かんさつ図鑑 - 帯広百年記念館　友の会

アイヌ語とインド・ヨーロッパ祖語 語根を比較する - 鳴海 日出志 北海道出版企画センター

アイヌ語のむこうに広がる世界 - 中川裕 編集グループＳＵＲＥ

アイヌ語の起源 - 村山 七郎 三一書房

アイヌ語の集い 知里真志保を継ぐ - 北海道出版企画センター

アイヌ語の動植物探集 - 文泉堂

アイヌ語の動植物探集 - 文泉堂

アイヌ語の保存・継承に必要なアーカイブ化に関する調査研究事業 第2年次（北海道沙流郡平取町）調査研究報告書　1/3 1 千葉大学

アイヌ語の保存・継承に必要なアーカイブ化に関する調査研究事業 第2年次（北海道沙流郡平取町）調査研究報告書　2/3 2 千葉大学

アイヌ語の保存・継承に必要なアーカイブ化に関する調査研究事業 第2年次（北海道沙流郡平取町）調査研究報告書　3/3 3 千葉大学

アイヌ語は生きている　改訂 ことばの魂の復権 - ポン・フチ 新泉社

アイヌ語よりみた　日本地名新研究 - 菱沼右一 第一書房

アイヌ語よりみた　日本地名新研究 - 菱沼右一 第一書房

アイヌ語ラジオ講座テキスト 平成10年度 - アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ語をフィールドワークする ことばを訪ねて - 中川 裕 大修館書店

アイヌ語旭川方言和愛辞典草案 - 旭川アイヌ語研究会

アイヌ語旭川方言和愛辞典草案 - 旭川アイヌ語研究会

アイヌ語音声の研究 - 田村すず子

アイヌ語音声資料 カタカナ版 1 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 2 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 3 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 4 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 5 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ語音声資料 カタカナ版 5 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 6 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 （１－３）索引 （１－３）索引 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 （４－６）索引 （４－６）索引 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 10 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 全用例つき　（1－6）語彙 中巻 Ｋ－Ｎ 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 全用例つき　（1－6）語彙 下巻 Ｏ－Ｚ 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 4 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 5 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 7 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 7 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 8 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 10 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 カタカナ版 10 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 12
早稲田大学語学教育研究所アイヌ語
研究会（編著）

早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 全用例つき　（1－6）語彙 上巻 Ａ－Ｉ 田村すず子（編著） 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料 11
早稲田大学語学教育研究所アイヌ語
研究会（編著）

早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料選集 韻文篇 43 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語音声資料選集 散文篇 - 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語会話 初級編 - 萱野茂 カムイトゥラノ協会

アイヌ語会話イラスト辞典 - 知里 むつみ 蝸牛社

アイヌ語会話字典 - 神保小虎 北海道出版企画センター

アイヌ語絵入り辞典 - 知里 高央 蝸牛社

アイヌ語基礎語彙 31 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語基礎語彙 31 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語釧路方言語彙集 附：「アイヌ・モシリ」山本多助作品集 - 釧路アイヌ語の会

アイヌ語劇 「コシンプイ（河童）」 - 北海道ウタリ協会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ語劇 「木ぼりのオオカミ」 - 北海道ウタリ協会

アイヌ語厚別方言語彙集 アイヌ・先住民言語アーカイヴプロジェクト報告書 - 高橋靖以
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

アイヌ語考 アイヌ語一般・概説 1 ゆまに書房

アイヌ語考 音韻・アクセント／語彙Ⅰ 2 ゆまに書房

アイヌ語考 語彙Ⅱ 3 ゆまに書房

アイヌ語考 文法Ⅰ 4 ゆまに書房

アイヌ語考 文法Ⅱ 5 ゆまに書房

アイヌ語講座　夏期合宿報告書 1996年度　早稲田大学語学教育研究所 - 田村研究室

アイヌ語沙流方言の音声資料 近藤鏡二郎の音声テープに遺されたワテケさんの神謡 1

アイヌ語沙流方言の音声資料 近藤鏡二郎の音声テープに遺されたワテケさんの神謡 3

アイヌ語沙流方言辞典 - 田村 すず子 草風館

アイヌ語資料の整理と分析研究
平成7年度～平成9年度科学研究費補助金（基盤研究
Ｂ）研究成果報告書

- 田村すず子

アイヌ語樹木名考 - 文泉堂

アイヌ語小辞典 (アイヌ語）対（和語） - さんおん文学会

アイヌ語静内方言の音声資料
田村すず子採録　織田ステノさんと虎尾ハルさんの口
承文芸と会話

-

アイヌ語静内方言語彙集 カタカナ配列版 - 札幌学院大学人文学部

アイヌ語静内方言文脈つき語彙集 - 札幌学院大学人文学部

アイヌ語千歳方言辞典 - 中川 裕 草風館

アイヌ語地名 紋別 2 伊藤 せいち 北海道出版企画センター

アイヌ語地名 網走川 1 伊藤 せいち 北海道出版企画センター

アイヌ語地名で旅する北海道 - 北道 邦彦 朝日新聞社

アイヌ語地名で旅する北海道 - 北道 邦彦 朝日新聞社

アイヌ語地名と伝説の岩 カムイコタンからチュプペツまで - 由良勇 マルヨシ印刷

アイヌ語地名の研究 1巻 山田秀三 草風館

アイヌ語地名の研究 2巻 山田秀三 草風館

アイヌ語地名の研究 3巻 山田秀三 草風館

アイヌ語地名の研究 4巻 山田秀三 草風館



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ語地名ハンドブック -
北海道環境生活部総務課アイヌ施策
推進室

アイヌ語地名リスト - 北海道環境生活部

アイヌ語地名を歩く - 山田 秀三 北海道新聞社

アイヌ語地名を歩く　山田秀三の地名研究から 2007・胆振／日高　図録 - 北海道立アイヌ民族文化研究センタ

アイヌ語地名を歩く　山田秀三の地名研究から 2007・胆振／日高　図録 - 北海道立アイヌ民族文化研究センタ

アイヌ語地名を歩く　山田秀三の地名研究から 2007・胆振／日高　図録別冊 - 北海道立アイヌ民族文化研究センタ

アイヌ語地名を歩く　山田秀三の地名研究から 2008・渡島／檜山／津軽海峡　図録別冊 - 北海道立アイヌ民族文化研究センタ

アイヌ語地名研究 1 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名研究 3 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名研究 1 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名研究 2 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名研究 12 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名研究 13 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名研究 13 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名研究 14 アイヌ語地名研究会

アイヌ語地名資料集成 - 草風館

アイヌ語地名地誌 上川盆地の川と山 - 尾﨑功 尾﨑功

アイヌ語地名釣歩記 北海道のエコ・ツーりズムをかんがえる - 榊原 正文 北海道出版企画センター

アイヌ語調査資料のデータベース化に関する基礎的研究（4） アイヌ・先住民言語アーカイヴプロジェクト報告書 - 佐藤知己
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

アイヌ語豆事典　マンガ版 - 阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ語豆事典　マンガ版 - 阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ語豆事典　マンガ版 - 阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ語豆事典　マンガ版 - 阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ語豆事典　マンガ版 - 阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ語豆事典　マンガ版 - 阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ語入門 解説 32 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語入門 解説 32 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ語入門 とくに地名研究者のために - 知里 真志保 北海道出版企画センター

アイヌ語入門 とくに地名研究者のために - 知里 真志保 北海道出版企画センター

アイヌ語入門 - 戸部 実之 泰流社

アイヌ語入門　改訂版 21 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語入門　改訂版 21 田村すず子 早稲田大学語学教育研究所

アイヌ語比較語源辞典
モンゴロイドの起源と進化的分岐過程の考察　第１－１
１１部

- 大西　耕二

アイヌ語文法の基礎 - 佐藤 知己 大学書林

アイヌ語文法の基礎 - 佐藤 知己 大学書林

アイヌ語文法の基礎 - 佐藤 知己 大学書林

アイヌ語方言辞典 - 服部四郎 岩波書店

アイヌ語北海道東部方言 教本 - 澤井トメノ
東京外語大学　アジア・アフリカ言語
文化研究所

アイヌ語北海道南部方言 基礎編 1月1日 田村すず子
東京外語大学　アジア・アフリカ言語
文化研究所

アイヌ語北海道南部方言 語彙・資料テキスト編 1月2日 田村すず子
東京外語大学　アジア・アフリカ言語
文化研究所

アイヌ語様似方言の研究 1 北海道ウタリ協会様似支部

アイヌ語様似方言の研究 1 北海道ウタリ協会様似支部

アイヌ工芸展 サハリンアイヌの生活文化 - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ工芸品展 テケカﾗペ　女のわざ　ドイツコレクションから - アイヌ民族博物館 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ考古学 - 宇田川洋 教育社

アイヌ考古学　増補 - 宇田川洋 北海道出版企画センター

アイヌ今昔ものがたり - 穂積 肇 兵庫部落問題研究所

アイヌ差別問題読本 シサムになるために (プロブレムQ&A) - 小笠原 信之 緑風出版

アイヌ歳時記 二風谷のくらしと心 - 萱野 茂 平凡社

アイヌ刺しゅう入門 伝統のアイヌ文様構成法による　カパラミﾌﾟ編 - 津田命子 クルーズ

アイヌ刺しゅう入門 伝統のアイヌ文様構成法による　カパラミﾌﾟ編 - 津田命子 クルーズ

アイヌ刺しゅう入門 伝統のアイヌ文様構成法による　ルウンペ編 - 津田命子 クルーズ

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

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



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ史 資料編１ 1 北海道ウタリ協会

アイヌ史 資料編3 3 北海道ウタリ協会

アイヌ史 資料編4 4 北海道ウタリ協会

アイヌ史 活動史編 - 北海道ウタリ協会

アイヌ史の要点 - 北海道ウタリ協会

アイヌ史の要点（抄） -

アイヌ史を見つめて - 平山裕人 北海道出版企画センター

アイヌ史を問いなおす 生態・交流・文化継承 - 勉誠出版

アイヌ史資料集 医療・衛生編 3巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集 言語・風俗編（１） 4巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集 言語・風俗編（２） 5巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集 樺太編 6巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集 辞典・書誌編 補巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集 雑編 7巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集（第2期） 吉田巌著作編（１） 1巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集（第2期） 吉田巌著作編（2） 2巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集（第2期） 吉田巌著作編（3） 3巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集（第2期） 阿部正己文庫編（１） 4巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集（第2期） 阿部正己文庫編（2） 5巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史資料集（第2期） 阿部正己文庫編（3） 6巻 河野本道 北海道出版企画センター

アイヌ史新聞年表 「小樽新聞」編 昭和期Ⅱ
國學院短期大学：コミュニティカレッジ
センター

アイヌ史新聞年表 「小樽新聞」編
大正期Ⅱ･昭和
期Ⅰ

國學院短期大学：コミュニティカレッジ
センター

アイヌ詩人　森竹竹市の文学とその時代 - 篠原昌彦 一耕社

アイヌ式エコロジー生活 治造エカシに学ぶ、自然の知恵 - さとうち 藍 小学館

アイヌ社会の文化と死生観 アイヌ民族の世界観と生活現実を通して その5 遠藤宏

アイヌ社会の文化と死生観 アイヌ民族の世界観と生活現実を通して その6 遠藤宏

アイヌ社会関連総合研究助成事業 報告書 - アイヌ文化振興・研究推進機構



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ社会関連総合研究助成事業 「アイヌ民族の生活史」報告書 - アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ社会関連総合研究助成事業 「アイヌ民族の生活史」報告書 - アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ社会史（農耕・産物・鉄器） - 豊岡喜一郎

アイヌ書誌 式場編 107号 式場隆三郎 日本民藝協會

アイヌ叙事詩　サコロペ - 貫塩喜蔵 白糠町

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 2 金成まつ（筆録） 三省堂

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 1 金成まつ（筆録） 三省堂

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 3 金成まつ（筆録） 三省堂

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 4 金成まつ（筆録） 三省堂

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 5 金成まつ（筆録） 三省堂

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 6 金成まつ（筆録） 三省堂

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 7 金成まつ（筆録） 三省堂

アイヌ叙事詩　ユーカラ集 8 金田一京助（筆録・訳注） 三省堂

アイヌ叙事詩　神謡・聖伝の研究 - 久保寺逸彦（編著） 岩波書店

アイヌ肖像権裁判全記録 - 現代企画室

アイヌ植物誌 - 福岡 イト子 草風館

アイヌ神謡集　復刻版 知里幸恵編 - 知里真志保を語る会

アイヌ神謡集辞典 テキスト・文法解説付き - 切替 英雄 大学書林

アイヌ神謡集超入門 - 知里真志保を語る会 知里真志保を語る会

アイヌ人物誌 松浦武四郎原著　近世蝦夷人物誌 - 農山漁村文化協会

アイヌ衰亡史　補稿 - 奥山亮 みやま書房

アイヌ政策史 - 高倉新一郎 三一書房

アイヌ生活誌 - アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ宣言 - 結城庄司 三一書房

アイヌ前史の研究 - 大井 晴男 吉川弘文館

アイヌ祖語とインド・ヨーロッパ祖語 共通語根を探る - 鳴海 日出志 北海道出版企画センター

アイヌ創作民話ペカンペと森のカムイたち - はたさ みつる 新風舎



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ伝承と砦 - 宇田川洋 北海道出版企画センター

アイヌ伝承ばなし集成 - 因幡勝雄 北海道出版企画センター

アイヌ伝承ばなし集成 - 因幡勝雄 北海道出版企画センター

アイヌ伝道者の生涯 江賀寅三遺稿 - 北海道出版企画センター

アイヌ刀と縄文土器 日本刀はなぜ湾曲したか - 菅原鉄孝 舞草刀研究会

アイヌ年誌 1987年版 アイヌ年誌刊行会 サンセイ

アイヌ年誌 1988年版 アイヌ年誌刊行会 サンセイ

アイヌ年誌 1989年版 アイヌ年誌刊行会 サンセイ

アイヌ年誌 1990･91年版 4号、5号 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1992年版 6号 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1993年版 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1994年版 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1995年版 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1996年版 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1997年版 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1998年版 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ年誌 1999年版 アイヌ年誌編集委員会 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ物語 - 武隈徳三郎 富貴堂書房

アイヌ文化 3号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 3号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 5号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 5号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 5号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 5号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 5号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 5号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 6号 アイヌ無形文化伝承保存会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ文化 6号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 8号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 12号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 13号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 15号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 17号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 18号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 18号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 19号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 20号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 21号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 22号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 23号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 24号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 29号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 30号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 23号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 14号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化 11号 アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化その保存と記録 - アイヌ無形文化伝承保存会

アイヌ文化と北海道の中世社会 - 氏家等 北海道出版企画センター

アイヌ文化に学ぶ - 札幌学院大学生活協同組合

アイヌ文化に学ぶ - 札幌学院大学生活協同組合

アイヌ文化に関する研究の推進・連帯等体制構築の検討事業　報告書 -
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

アイヌ文化に関する研究の推進・連帯等体制構築の検討事業　報告書
資料編

-
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

アイヌ文化の基礎知識 - 白老民族文化伝承保存財団

アイヌ文化の基礎知識 - 草風館



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ文化の献酒用具について　捧酒箸を中心に - 清水香

アイヌ文化の現在 - 札幌学院大学生活協同組合

アイヌ文化の成立と変容―交易・交流を中心として エミシ・エゾ・アイヌ 上 岩田書院

アイヌ文化の成立と変容―交易・交流を中心として 北東アジアのなかのアイヌ世界 上 岩田書院

アイヌ文化の成立と変容―交易・交流を中心として 北東アジアのなかのアイヌ世界 上 岩田書院

アイヌ文化の成立と変容―交易・交流を中心として 北東アジアのなかのアイヌ世界 下 岩田書院

アイヌ文化の成立を考える 博物館フォーラム - 北海道立北方民族博物館

アイヌ文化を理解するための手引き 新たな観光を目ざして -

アイヌ文化を理解するための手引き 新たな観光を目ざして -

アイヌ文化交流センター　所蔵書籍目録 -

アイヌ文化指導者・教育者育成に関する研究 ⅠⅠ年度目 ジェフ　ゲーマン

アイヌ文化誌ノート - 佐々木 利和 吉川弘文館

アイヌ文化振興・研究推進機構　収蔵品目録1 1997.7-200.3 1 アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ文化振興・研究推進機構　収蔵品目録2 杉村資料Ⅰ - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ文化振興・研究推進機構　収蔵品目録4 森資料 - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ文化振興法成立私史 政策秘書のノートから - 滝口亘 クルーズ

アイヌ文化成立史 - 宇田川洋 北海道出版企画センター

アイヌ文学こぼればなし - 萩中美枝 東京学芸大学

アイヌ文献目録 和文編 - 松下亘 古田敬三

アイヌ文様 - 北海道出版企画センター

アイヌ文様の美 線のいのち、息づくかたち - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ文様刺しゅうのこころ チカップ美恵子作品展 - 名護博物館 名護博物館

アイヌ文様刺しゅうのこころ チカップ美恵子作品展 - 名護博物館 名護博物館

アイヌ文様刺しゅうのこころ チカップ美恵子作品展　名護博物館第5回特別展 - 名護博物館

アイヌ文様刺しゅうのこころ チカップ美恵子作品展　名護博物館第5回特別展 - 名護博物館

アイヌ文様刺繍　作品集 - 北海道ウタリ協会浦幌支部

アイヌ民俗技術調査1（狩猟技術） 平成20年度アイヌ民俗文化財調査報告書 - 藤村久和 北海道教育委員会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 1　昭和53年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 2 昭和54年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 3 昭和55年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 4　昭和56年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 5 昭和57年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 6 昭和58年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 7 昭和59年3月 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 8　昭和60年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 9 昭和61年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 10 昭和62年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 11 昭和63年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 12 平成元年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 13 平成2年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 13 平成2年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 14 平成3年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 15 平成4年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 16 平成5年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 17 平成6年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 18 平成7年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 18 平成7年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 19 平成8年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 19 平成8年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 19 平成8年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 19 平成8年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 20 平成9年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 21 平成10年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 21 平成10年度 北海道教育委員会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 21 平成10年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 22　平成11年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 22 平成12年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 24 平成13年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 30 平成19年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 31 平成20年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 32 平成20年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 33 平成20年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 38 平成22年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財緊急調査報告書 39 平成22年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 知里幸恵ノート 1　昭和56年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 知里幸恵ノート 2　昭和57年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 知里幸恵ノート 3　昭和58年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 知里幸恵ノート 4　昭和60年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 久保寺逸彦ノート 昭和6１年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 久保寺逸彦ノート 昭和62年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 久保寺逸彦ノート 昭和63年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 久保寺逸彦ノート 平成元年 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書 久保寺逸彦ノート 平成2年 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 旭川地方 1　昭和56年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 2　昭和57年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 静内町 3　昭和58年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 釧路・網走地方 5　昭和60年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 十勝・網走地方 6　昭和61年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 沙流・十勝地方 7　昭和62年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 沙流・十勝地方 7 昭和62年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 鵡川・有珠地方 8　昭和63年度 北海道教育委員会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 千歳 9　平成元年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 千歳 9　平成元年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 千歳 10 平成2年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 同南東部地方 11　平成3年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 道東地方 12　平成4年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 13　平成5年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 補足調査１ 14　平成6年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 補足調査２ 15　平成7年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 補足調査３ 16　平成8年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 補足調査４ 17　平成9年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 補足調査５ 18　平成10年度 北海道教育委員会

アイヌ民俗文化財調査報告書　アイヌ民俗調査 補足調査５ 18　平成10年度 北海道教育委員会

アイヌ民族 - 本多 勝一 朝日新聞

アイヌ民族 - 本多 勝一 朝日新聞社

アイヌ民族 近代の記録 - 草風館

アイヌ民族：歴史と現在　小学生用 未来を共に生きるために - アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ民族：歴史と現在　中学生用 未来を共に生きるために - アイヌ文化進行・研究推進機構

アイヌ民族・オホーツク文化関連研究論文翻訳集 - 北構保男 地域文化研究会

アイヌ民族から見た近代日本 - 萱野茂

アイヌ民族トゥン叛乱　二風谷ダム裁判の記録 - 三省堂

アイヌ民族とエスニシティの社会学 - 学文社

ｱｲﾇ民族と教科書 もう一つの教科書問題 - 関東ウタリ会

アイヌ民族と教科書 もう一つの教科書問題 - 関東ウタリ会

アイヌ民族と古代日本 - 石渡信一郎 村上紀夫

アイヌ民族と日本の歴史 先住民族の苦難・抵抗・復権 - 宮島 利光 三一書房

アイヌ民族と日本人 東アジアのなかの蝦夷地 - 菊池 勇夫 朝日新聞社

アイヌ民族と日本人 東アジアのなかの蝦夷地 - 菊池 勇夫 朝日新聞社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ民族と北海道　野村義一講演記録 「旧土人保護法」と「アイヌ新法」 - 野村義一

アイヌ民族についての連続講座 -
及川陸／北教祖教育政策調査研究
室（

アイヌ民族についての連続講座 -
及川隆／北教祖教育政策調査研究
室

アイヌ民族に関する指導についての研究 指導計画例と指導資料 - 帯広市教育研究所

アイヌ民族に関する指導についての研究 指導計画例と指導資料 - 帯広市教育研究所

アイヌ民族に関する指導についての研究 指導計画例と指導資料 - 帯広市教育研究所

アイヌ民族に関する指導の手引き 高等学校教育指導資料 -
北海道教育庁生涯学習部学校教育
課

アイヌ民族に関する指導資料 - アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ民族に関する指導資料 - アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ民族に関する指導資料 - アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ民族のマキリ鞘 1集 戸部千春 研究会「いたやかえで」

アイヌ民族の過去と現在 - Ｆ．Ｃ．パン 文化評論出版

アイヌ民族の教育不平等 - 野崎剛毅 國學院大學北海道短期大学

アイヌ民族の教育不平等 - 野崎剛毅 國學院大學北海道短期大学

アイヌ民族の言語復興と歴史教育の研究 :教育から考える先住民族とエンパワーメント - 上野 昌之 風間書房

アイヌ民族の国連活動の成果と展望 20年間の活動をふりかえる -
先住民族の10年市民連絡会研究プロ
ジェクトチーム

先住民族の10年市民連絡会

アイヌ民族の国連活動の成果と展望 20年間の活動をふりかえる -
先住民族の10年市民連絡会研究プロ
ジェクトチーム

先住民族の10年市民連絡会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（１回目） 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（１回目） 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（１回目） 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（１回目） 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（3回目） 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版(3回目) 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（4回目) 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（4回目) 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版(4回目) 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（4回目) 北海道ウタリ協会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ民族の自立への道 改訂版（4回目) 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版(4回目) 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の自立への道 改訂版（4回目) 北海道ウタリ協会

アイヌ民族の碑を訪ねて 権利の回復をめざす - 杉山四郎

アイヌ民族の碑を訪ねて　新版 権利回復への道程をたどる - 杉山四郎 若林印刷

アイヌ民族の復権 先住民族と築く新たな社会 - 貝澤 耕一 法律文化社

アイヌ民族の明日を考えるつどい　講演記録集 - 北海道生活福祉部

アイヌ民族の歴史・文化等に関する指導資料 5集 札幌市教育委員会

アイヌ民族の歴史・文化等に関する指導資料 4集 札幌市教育委員会

アイヌ民族の歴史・文化等に関する指導資料 4集 札幌市教育委員会

アイヌ民族の歴史と文化 日本の先住民族　アイヌを知ろう！ - 知里むつみ 汐文社

アイヌ民族の歴史と文化 教育指導の手引 - 田端 宏 山川出版社

アイヌ民族の歴史と文化 北方少数民族学者の視座より - チューネル・ミハイロヴィッチ タクサミ 明石書店

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 小川早苗

アイヌ民族をめぐる法の変遷 旧土人保護法から「アイヌ文化振興法」へ - 常本 照樹 さっぽろ自由学校「遊」

アイヌ民族を理解するために - 北海道生活福祉部総務課

アイヌ民族を理解するために - 北海道生活福祉部総務課

アイヌ民族を理解するために - 北海道生活福祉部

アイヌ民族を理解するために - 北海道生活福祉部総務課

アイヌ民族を理解するために -
北海道環境生活部総務課アイヌ施策
推進室

アイヌ民族を理解するために -
北海道環境生活部総務課アイヌ施策
推進室

アイヌ民族一問一答　新版 知っていますか？ - 上村英明 解放出版社

アイヌ民族技術調査1 狩猟技術 - 藤村久和 北海道教育委員会

アイヌ民族共有財産関係資料集 2
アイヌ民族共有財産裁判を支援する
全国連絡会

アイヌ民族史の研究 蝦夷・アイヌ観の歴史的変遷 - 児島恭子 吉川弘文館

アイヌ民族史への試み 一人のシサﾑとして - 吉川信一

アイヌ民族誌 -



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ民族写真・絵画集成 アイヌ民族の民具生き続ける伝統 2 横山孝雄 日本図書センター

アイヌ民族写真・絵画集成 アイヌ民族の文様躍動する図柄 3 横山孝雄 日本図書センター

アイヌ民族写真・絵画集成 アイヌ民族の伝承文芸・技能・遊び 4 横山孝雄 日本図書センター

アイヌ民族写真・絵画集成 アイヌ民族の芸術　甦る精霊たち 5 横山孝雄 日本図書センター

アイヌ民族写真・絵画集成 アイヌ民族の歴史　差別・抑圧と誇り 6 横山孝雄 日本図書センター

アイヌ民族写真・絵画集成 アイヌ民族の祭礼神々との交流 1 横山孝雄 日本図書センター

アイヌ民族博物館 パンフレット - アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館　開館30周年記念誌 - アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館　児玉資料目録Ⅰ 故児玉作左衛門北海道大学名誉教授収取資料目録 - アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館　児玉資料目録Ⅰ - アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館　児玉資料目録Ⅱ 故児玉作左衛門北海道大学名誉教授収取資料目録 - アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館　児玉資料目録Ⅱ 故児玉作左衛門北海道大学名誉教授収取資料目録 - アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館　伝承記録３　昔話 上田トシのウエペケレ - アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館研究報告書 1号 アイヌ民族博物館 白老民族文化伝承保存財団

アイヌ民族博物館研究報告書 2号 アイヌ民族博物館 白老民族文化伝承保存財団

アイヌ民族博物館研究報告書 故川上まつ子媼の語り特集 3号 アイヌ民族博物館 白老民族文化伝承保存財団

アイヌ民族博物館研究報告書 4号 アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館研究報告書 5号 アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館研究報告書 6号 アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館研究報告書 7号 アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族博物館研究報告書 8号 アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

アイヌ民族文化財　町立蝦夷文化千住考古館所蔵品目録 - 幕別町教育委員会

ｱｲﾇ民族文化史への試論 - 山川力 未來社

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ 　アイヌ民話 1　昭和62年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ アイヌのくらしと言葉１ 2　昭和63年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ オイナ(神々の物語）１ 3　平成元年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ オイナ(神々の物語）２ 5　平成3年度 北海道教育委員会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ アイヌのくらしと言葉３ 6　平成4年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ オイナ（神々の物語）３ 7　平成5年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ アイヌのくらしと言葉４ 8　平成6年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ アイヌのくらしと言葉５ 10　平成8年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ アイヌのくらしと言葉６ 12　平成10年度 北海道教育委員会

アイヌ無形民俗文化財記録刊行シリーズ アイヌのくらしと言葉７ 14　平成12年度 北海道教育委員会

アイヌ紋様を曾祖母から継いで五代 - 小川早苗 アイヌ文化伝承の会手づくりウタラ

アイヌ料理入門 - はまおかのりこ

アコﾛ　イタｸ - 北海道ウタリ協会

アコﾛ　イタｸ - 北海道ウタリ協会

アジア太平洋諸国における保護措置の現状と課題 無形文化遺産国際研究会 - 国立文化財機構 国立文化財機構

アジア太平洋諸国における保護措置の現状と課題 無形文化遺産国際研究会 - 国立文化財機構 国立文化財機構

アシリチェップノミ　第19回 新しい鮭をむかえる儀式 - 札幌アイヌ文化協会

アト゜イ 俺は魂をデザインする - アト゜イ 北海道新聞社

アメリカ原住民とアイヌ民族 二つの強制移住をとおして 2 上田伝明

アメリカ原住民とアイヌ民族 二つの強制移住をとおして 2 上田伝明

あるアイヌの生涯 - 中本俊二 民族歴史研究所

イオマンテ めぐるいのちの贈り物 - 寮 美千子 パロル舎

イオマンテの考古学 - 宇田川洋 東京大学出版会

イシカリ神うねる河 コミックアイヌの歴史 1 横山 孝雄 汐文社

イシカリ神うねる河 コミックアイヌの歴史 1 横山 孝雄 汐文社

イシカリ神うねる河 コミックアイヌの歴史 2 横山 孝雄 汐文社

イシカリ神うねる河 コミックアイヌの歴史 2 横山 孝雄 汐文社

イタク カシカムイ(言葉の霊) アイヌ語の世界 - 山本 多助 北海道大学図書刊行会

イタク カシカムイ(言葉の霊) アイヌ語の世界 - 山本 多助 北海道大学図書刊行会

イテセ（ゴザ編み） シキナカツヨウノチョウサケンキュウ - 貝沢美和子 貝沢美和子

いのちのしずく “コタンの赤ひげ”高橋房次物語 - 川嶋 康男 農山漁村文化協会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

イフンケ(子守歌) あるアイヌの死 - 彩流社

いま、「アイヌ新法」を考える - 山川 力 未来社

イヨマンテ　熊の霊送り　報告書 日川善次郎翁の伝承にもとづく実施報告 - 白老民族文化伝承保存財団

イヨマンテ　熊の霊送り　報告書 平成2年2月におこなったイヨマンテの実施報告 2 白老民族文化伝承保存財団

インパクション 特集:先住民族アイヌ 167号 インパクト出版会

ウタリ社会と福祉コミュニティ - 松本和良 学文社

ウタリ社会における福祉コミュニティの比較研究　社会調査
平成10年度～平成11年度科学研究費補助金（基盤研
究C）研究成果報告書

- 松本和良

ウタリ中小企業実態調査報告書 - 北海道商工労働観光部

ウバユリ -

ウラウシナイの男の子 - 千歳アイヌ語教室

ウレシパモシリへの道 - ポン・フチ 新泉社

エカシとフチを訪ねて - 川上 勇治 すずさわ書店

エカシのさくら - 黒川伝造（語） 知里真志保を語る会

えかしのさくら - 黒川伝造（語） 知里真志保を語る会

えぞ物語り 蝦夷蜂起とコロポックル - 増本 邦男 文芸社

えぞ民族社団　旭明社50年史 - 十勝旭明社

エトロフの名工、シタエホリ幻のマキリについて - 伊藤務

エノン(いずこへ) アイヌの赤い星 - 富樫 利一 彩流社

エミシとは何か 古代東アジアと北方日本 - 角川書店

エミシ研究 - 田中勝也 新泉社

おおかみ　ピイ　トントン！ 知里幸恵のユカラの絵本 - 横山孝雄 知里森舎

おおかみ　ピイ　トントン！ 知里幸恵のユカラの絵本 - 横山孝雄 知里森舎

オキクルミのぼうけん 民話のえほん 1 小峰書店

オッパイ山 - 山本多助 北海道河東郡上士幌町役場

オニビシ - 久間 十義 講談社

オホーツクの灯り 樺太、先祖からの村に生まれて - 安部洋子 橋田欣典

おれの二風谷 - 萱野茂 すずさわ書店



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

カシムとまさとコタンをすくう - ながしま 絹子 新風舎

かたゐの袋 5号
北海道札幌篠路高等学校「かたゐの
袋」

カナダの先住民族と交流する旅 第3回 とかちエテケカンパの会

カナダ研修旅行報告文集 - クルーズ

カネト 炎のアイヌ魂 - 沢田猛 ひくまの出版

カムイコタン祭りに - 相川 公司 新風舎

カムイチカプ 神々の物語 - 藤村 久和 福武書店

カムイチカプ 神々の物語 - 藤村 久和 絵本塾出版

カムイチカプ 神々の物語 - 藤村 久和 絵本塾出版

カムイの歌 再生の時を求めて - 松田建一 高知新聞社

カムイの言霊 物語が織り成すアイヌ文様 - チカップ 美恵子 現代書館

カムイの森 とかち千年の森伝説 - 服部一景 森の出版社

カムイユカラでアイヌ語を学ぶ - 中川 裕 白水社

カムイユカラと昔話 - 萱野 茂 小学館

カムイユカラを聞いてアイヌ語を学ぶ - 中川 裕 白水社

カムイ健太物語 - 若岡 直樹 総和社

カメラ紀行　アイヌの神話 - 更科源蔵 淡交社

カラスとカケスの物語 - したくともこ（文） アイヌ文化振興・研究推進機構

カラスとカケスの物語 - したくともこ（文） アイヌ文化振興・研究推進機構

カラスとカケスの物語 - したくともこ（文） アイヌ文化振興・研究推進機構

カラフトアイヌのひげべら
国指定重要民俗資料「アイヌの生活用具コレクション」
整理報告書№1

- 市立函館博物館

カラフトアイヌの稚咲内移住に関する研究調査　概報1 - 田澤守 樺太アイヌ協会

カラフトアイヌの稚咲内移住に関する研究調査　概報１ - 田澤守 樺太アイヌ協会

カラフトアイヌ古式舞踊 昭和59年度文化財国庫補助事業調査報告書 - 日本民俗舞踊研究会

かわうそのものがたり - したくともこ（文） アイヌ文化振興・研究推進機構

カンナカムイトゥレシ（雷神の妹） まんがでウエペケレ（昔話） - アイヌ民族博物館

きこえるきこえる ぽう神物語 - 加藤 多一 文溪堂



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

キツネのチャランケ - 小峰書店

キナラブック・ユーカラ集 - 杉村キナラブック

キムスポ - 葛野辰次郎 クルーズ

キムスポ １～４ 葛野辰次郎

キムスポ 3 葛野辰次郎

キムスポ 4 葛野辰次郎

キムスポ 4 葛野辰次郎

キムスポ 5 葛野辰次郎

キムスポ 5 葛野辰次郎

ギョウジャニンニクと北の健康野草 驚異の薬効とその秘密 - 西村 弘行 北海道新聞社

ギリヤ-クの昔話 - 北海道出版企画センター

クオンタインとシクフ 長篇叙事詩 - 富原 孝 鳥影社

クナシリ・メナシの戦い - 根室歴史研究会

クナシリ・メナシの戦い - 根室歴史研究会

クナシリ・メナシの戦い - 根室市教育委員会

クナシリ・メナシの戦い - 根室市教育委員会

クナシリ島 - 田中純司 岩波ブックサービスセンター

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 木楽舎

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 木楽舎

くまのしっぽがみじかくなったわけ - くろせひさこ（作・絵） アイヌ文化振興・研究推進機構

けちんぼおおかみ 日本のむかし話 - 神沢 利子 偕成社

ケマコシネカムイ 神々の物語 - 藤村 久和 ベネッセコーポレーション

コシャマインの末裔 - 上西晴治 筑摩書房

コシャマイン記 - 鶴田知也 改造社

コシャマイン記・ベロニカ物語 鶴田知也作品集 - 鶴田 知也 講談社

コタン　違星北斗遺稿 - 違星北斗 草風館

こたんこるかむい - 至光社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

コタンの花嫁 アイヌ民族秘話 - 徳永 一末 健友館

コタンを訪ねて 沙流川・様似・鵡川・元浦川流域の人々 - 山本融定

コブタン 39 須貝光夫 コブタン文学会

コブタン 29号 コブタン文学会

コブタン 32 須貝光夫 コブタン文学会

コブタン 20号

コブタン 37号 コブタン文学会

コブタン 38号 コブタン文学会

コブタン 38号 コブタン文学会

コブタン 39号 コブタン文学会

さぁアイヌ文化を学ぼう！ 千歳市立末広小学校のアイヌ文化学習 -
末広小のアイヌ文化学習を支援する
会

サケとわかもの アイヌむかしばなし - 鈴木トミヱ 北海道出版企画センター

サコロベの世界 - 札幌テレビ放送

サハリン 松浦武四郎の道を歩く - 梅木 孝昭 北海道新聞社

サハリン・アイヌの熊祭 ピウスツキの論文を中心に - 第一書房

サハリンアイヌの民謡（ウチャシクマ） ウェネネカイペ物語（3編） - 村崎恭子
東京外国語大学　アジア・アフリカ言
語化研究所

サハリンアイヌ語辞典 - アイヌ文化振興・研究推進機構

サハリン南部の考古資料 - 宇田川 洋 北海道出版企画センター

サハリン北緯50度線 続・ゲンダーヌ - 田中 了 草の根出版会

さらば・・えぞ地 松本十郎伝 - 北国諒星 北海道出版企画センター

サルウンクル物語 - 川上勇治 すずさわ書店

サンギ短編集 サハリン・ニヴフ物語 - ウラジーミル・ミハイロヴィチ サンギ 北海道新聞社

シマフクロウとサケ - 宇梶 静江 福音館書店

シャクシャイン戦記 - 大森 光章 新人物往来社

しょっぱい河 東京に生きるアイヌたち - 小笠原信之 記録社

シラオイコタン　木下清蔵遺作写真集 第5回企画展　近代白老アイヌのあゆみ - 白老民族文化伝承保存財団

しらぬかフンペ（くじら）伝説 - 北海道ウタリ協会白糠支部



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

シラリカコタン 白糠アイヌ文化の継承 -

すべてを明日の糧として 今こそ、アイヌの知恵と勇気を - 宇梶静江 清流出版

スミソニアンは何を展示してきたか - A. へンダーソン・A. L. ケプラー 玉川大学出版部

セプとオオカミのやくそく - ひろのひろし（作・構成） アイヌ文化振興・研究推進機構

セミ神さまのお告げ アイヌの昔話より - 宇梶 静江 福音館書店

ちいさなくまのカムイのおはなし - すずきりゅういち（作） アイヌ文化振興・研究推進機構

チカップ美恵子の世界 アイヌ文様刺繍と詩作品集 - チカップ 美恵子 北海道新聞社

チキサニの大地 アイヌ民族の歴史・文化・現在 - 宮島 利光 日本基督教団出版局

ちさなくまのカムイのおはなし - すずきりゅういち（作） アイヌ文化振興・研究推進機構

チセ・ア・カラ - 萱野茂 未來社

ちとせ地名散歩 - 長見義三 北海道新聞社

チピヤクカムイ 神々の物語 - 藤村 久和 福武書店

チュｸ　チェﾌﾟ - 辻角元（作・絵） アイヌ文化振興・研究推進機構

チュｸ　チェﾌﾟ - 辻角元（作・絵） アイヌ文化振興・研究推進機構

データベースアイヌ語地名 石狩－Ⅰ 2 榊原 正文 北海道出版企画センター

データベースアイヌ語地名 後志 1 北海道出版企画センター

トーテクノ　エソカイ　ルウェ？(元気ですか？） アイヌ語を学ぼう - 北海道教育大学教育学部旭川校

トーテクノ　エソカイ　ルウェ？（元気ですか？） アイヌ語を学ぼう - 北海道教育大学教育学部旭川校

トカプチの神子たち - 上西晴治 潮出版社

とちっこかやの木　せみしぐれの号 6 森恭一　ほか かやの木創房

とちっこかやの木　せみしぐれの号 6 森恭一　ほか かやの木創房

トヌペカ　ランラン ちりゆきえのアイヌしんようしゅうより - かいせみほ アイヌ文化振興・研究推進機構

ヌルガン永寧寺遺跡と碑文 15世紀の北東アジアとアイヌ民族 - A.R.アルテーミエフ 菊池俊彦

ハウカセの大きな石 - 不破俊輔 北海道出版企画センター

パウンペと鮭の口合戦 - 上西晴治（作） 風濤社

パスイは生き物 - 萱野茂 北海道ウタリ協会

パスイは生き物 - 萱野茂 北海道ウタリ協会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

パナンペとペナンペうみのカムイによばれる - 上田とし（語） アイヌ文化振興・研究推進機構

パナンペのはなし - 谷川俊太郎（詩） 瑞木書房

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 小峰書店

ハルコロ 2 石坂 啓 潮出版社

ハルコロ 1 石坂 啓 潮出版社

ピープルの思想を紡ぐ - 花崎 皋平 七つ森書館

ヒグマが育てる森 - 前田 菜穂子 岩波書店

ヒグマとつきあう ヒトとキムンカムイの関係学 - ヒグマの会 総北海

ブダペスト民族学博物館所蔵　バラートシ バログ コレクション調査報告
書

- 古原敏弘
北海道道立アイヌ民族文化研究セン
ター、ブダペスト民族学博物館

フチ・エカシからの次世代へのメッセージ
アイヌモシリ　北海道の13人のエカシとフチの聞き取り
インタビューから

- ジェフ　ゲーマン
アイヌ文化振興・研究推進機構・研究
推進機構

ペウレ・ウタリ ペウレ・ウタリの会30年の軌跡 - ペウレ・ウタリの会

ヘカッタﾗ　シノッ むかしのアイヌのこどもたち - ちむらまさる（作） アイヌ文化振興・研究推進機構

ヘカッタﾗ　シノッ　こどもたちのあそび むかしのあいぬのこどもたち - アイヌ文化振興・研究推進機構

ペニウンクル杉村満エカシ追悼集 -

ポロ・リムセ - 少数民族懇談会

ポロ・リムセ みんなで大きな輪をつくりましょう - 少数民族問題懇談会

ポロシルンカムイになった少年 - 川上まつ子（語） アイヌ文化振興・研究推進機構

ポロチセの建築儀礼 伝承事業報告書 - アイヌ民族博物館 アイヌ民族博物館

ポン　カンピソｼ イミ　着る 2

ポン　カンピソｼ イペ　食べる 3

ポン　カンピソｼ チセ　住まい 4

ポン　カンピソｼ イノミ　祈る 5

ポン　カンピソｼ ウエネウサﾗ　口頭文芸 6

ポン　カンピソｼ 芸能 7

ポン　カンピソｼ 民具 8

ポン　カンピソｼ 地名 -

ポン　カンピソｼ イタｸ　はなす 1



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

ポンペからのおくりもの - 弟子シギ子

マウコピﾘカ通信　創刊号 №1/2 世界先住民族ネットワークAINU

マウコピﾘカ通信　創刊号 №１／№２ 阿寒事務局　秋辺日出男 世界先住民族ネットワークAINU

まがり道 - 加藤多一 日本児童文学者協会北海道支部

マタギ　岡本総吉 様似に生きたアイヌの記録 - 熊谷カネ 熊谷カネ

まりも祭り５０年のあゆみ - 阿寒湖アイヌ協会

まりも祭り50年のあゆみ　記念誌 - 阿寒湖アイヌ協会

ムン・トゥク・コラチ アイヌ昨日・今日・明日 - 北原 龍三 冬青社

メナシの世界 - 東北史研究会 北海道出版企画センター

もう二つの日本文化 - 藤本強 東京大学出版会

モーリー 北海道ネーチャーマガジン 13号 北海道新聞野生生物基金

やさしいアイヌ語　平取町二風谷アイヌ語教室 昭和62年度講義録 2 萱野茂（講師） 平取町二風谷アイヌ語教室

やさしいアイヌ語　平取町二風谷アイヌ語教室 昭和62年度講義録 3 萱野茂（講師） 平取町二風谷アイヌ語教室

やさしいアイヌ語　平取町二風谷アイヌ語教室 昭和62年度講義録 1 萱野茂（講師） 平取町二風谷アイヌ語教室

やなぎのはのさかな - さかいちひろ（作・絵） アイヌ文化振興・研究推進機構

やまとゆきはら 白瀬南極探検隊 - 関屋敏隆（作） 福音館書店

やまとゆきはら 白瀬南極探検隊 - 関屋敏隆（作） 福音館書店

ユーカラのふるさと - 河崎宏太郎 日産コピント

ユーカラの祭り アイヌ文化の保護につくす - 塩沢 実信 理論社

ユーカラの人びと 金田一京助の世界1 - 金田一 京助 平凡社

ユーカラは甦える アイヌ語世界への入門 - ポン・フチ 新泉社

ユーカﾗ鑑賞 アイヌ民族の叙事詩 - 知里真志保 潮文社

ゆたかなる大地 松浦武四郎が歩く - 小松 哲郎 北海道出版企画センター

よいクマわるいクマ 見分け方から付き合い方まで - 萱野 茂 北海道新聞社

ようこそアイヌ史の世界へ アイヌ史の夢を追う - 平山裕人 北海道機関紙印刷所

ラッコとガラス玉 北太平洋の先住民交易 - 大塚和義（編著） 千里文化財団

ラメトク(勇者)起つ クナシリ・メナシの戦い - 富樫 利一 彩流社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

ルペシペ・コタンとともに - 小石川武美 穂別町アイヌ民族文化保存会

レラ・チセへの道 こうして東京にアイヌ料理店ができた - レラの会 現代企画室

レラコラチ　風のように 森竹竹市遺稿集 - 森竹竹市 えぞや

ロシアが見たアイヌ文化
ロシア科学アカデミー・ピョートル大帝記念人類学民族
学博物館のコレクションより

- アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

ロシア科学アカデミー人類学民族学博物館所蔵　アイヌ資料目録 - SPｂ-アイヌプロジェクト調査団 草風館

ロシア科学アカデミー人類学民族学博物館所蔵　アイヌ資料目録 - SPｂ-アイヌプロジェクト調査団 草風館

ロシア人宣教師の「蝦夷旅行記」 - セルギー 新読書社

わがマンロー伝 ある英人医師・アイヌ研究家の生涯 - 桑原千代子 新宿書房

わたしの北海道 アイヌ・開拓史 - 上田満男 すずさわ書店

阿寒国立公園とアイヌの伝説 - 山本多助 草風館

旭川・アイヌ民族の近現代史 - 金倉 義慧 高文研

旭川採集　アイヌ語動詞集 - 旭川市博物館 旭川市・旭川市教育委員会

異境の使徒 英人ジョン・バチラー伝 - 仁多見 巌 北海道新聞社

維新のアイヌ 金成太郎 - 富樫 利一 未知谷

育ちゆく純なるものへ 映像民俗学の贈り物 (日本の姿) - 姫田忠義 紀伊国屋書店

浦河町姉茶地方　遠山サキ媼の伝承する歌謡等の調査報告 - 千葉伸彦 アイヌ文化振興・研究推進機構

永久保秀二郎の『アイヌ語雑録』をひもとく - 中村 一枝 寿郎社

英雄の物語 - アイヌ無形文化伝承保存会

炎の馬 アイヌ民話集 - 萱野 茂 すずさわ書店

炎の旅人 松浦武四郎の生涯 - 本間 寛治 七賢出版

遠軽とアイヌのかかわり - 遠軽町教育委員会

遠島タネランケ氏の伝承 アイヌ語虻田方言資料 - 銀の滴購読会

王道の狗 3 - 安彦 良和 講談社

王道の狗 1 - 安彦 良和 講談社

王道の狗 4 - 安彦 良和 講談社

王道の狗 5 - 安彦 良和 講談社

王道の狗 6 - 安彦 良和 講談社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

岡本総吉の伝承 「岡本総吉の伝承調査」研究報告書 - 熊谷カネ

沖縄とアイヌ 日本の民族問題 - 沢田 洋太郎 新泉社

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 小峰書店

火の神(アペフチカムイ)の懐にて ―ある古老が語ったアイヌのコスモロジー - 松居 友 JICC出版局

蝦夷 - 朝倉書店

蝦夷 古代東北人の歴史 - 高橋 崇 中央公論社

蝦夷と古代国家 - 関口 明 吉川弘文館

蝦夷の世界と北方交易 - 新人物往来社

蝦夷の風俗画 小玉貞良から平澤屏山まで - 北海道立旭川美術館

蝦夷の風俗画 小玉貞良から平澤屏山まで - 北海道立旭川美術館

蝦夷往来 - 北海道出版企画センター

蝦夷錦と北方交易 - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

蝦夷錦と北方交易　改訂版 - 青森県立郷土館 青森県立郷土館

蝦夷錦の来た道 - 北海道新聞社

蝦夷拾遺　たば風 - 宇江佐 真理 実業之日本社

蝦夷地の征服1590-1800 日本の領土拡張にみる生態学と文化 - B.L.ウォーカー 秋月俊幸

蝦夷地場所請負人 山田文右衛門家の活躍とその歴史的背景 - ロバート G・フラーシェム 北海道出版企画センター

蝦夷地別件 上 船戸 与一 新潮社

蝦夷地別件 下 船戸 与一 新潮社

蝦夷地滅びてもアイヌモシリは滅びず - 橋根直彦 新泉社

蝦夷島奇観 - 雄峯社

蝦夷日誌 上 松浦 武四郎 時事通信社

蝦夷風俗彙纂 後編 北海道出版企画センター

蝦夷風俗彙纂 前編 北海道出版企画センター

我れアイヌ、自然に起つ - 橋根直彦 新泉社

回想　恩師　知里真志保先生 - 奥山真

怪鳥フリュー - 平凡社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

海を渡ったアイヌ 先住民展示と二つの博覧会 - 宮武 公夫 岩波書店

海外のアイヌ文化財　現状と歴史 第17回「大学と科学」公開シンポジウム予稿集 -

海外のアイヌ文化財：現状と歴史 第17回「大学と科学」公開シンポジウム発表収録集 - 小谷凱宣 南山大学人類学研究所

絵で見る樺太史 昭和まで実在した島民40万の奥北海道 - 高橋是清 JPS出版局

開拓 部落差別とアイヌ差別 - 藤元正樹

学校教育指導資料　「アイヌの歴史・文化に関する指導の手引き」 -
北海道教育庁学校教育部小中学校
課

学校教育指導資料「アイヌの歴史・文化に関する指導の手引き」 -
北海道教育庁学校教育部小中学校
課

葛野辰次郎の伝承 - アイヌ民族博物館

樺太・千島に夢をかける 岡本韋庵の生涯 - 林 啓介 新人物往来社

樺太・千島考古・民族誌 1 馬場脩 北海道出版企画センター

樺太・千島考古・民族誌 2 馬場脩 北海道出版企画センター

樺太・千島考古・民族誌 3 馬場脩 北海道出版企画センター

樺太・北海道の古文化 1 新岡武彦 北海道出版企画センター

樺太・北海道の古文化 2 新岡武彦 北海道出版企画センター

樺太アイヌの伝統文化 ピウスツキ・コレクションより - 北海道出版企画センター

樺太アイヌの伝統文化 ピウスツキ・コレクションより - 北海道出版企画センター

樺太アイヌ語入門会話 - 村崎恭子 緑鯨社

樺太アイヌ語入門会話 - 村崎恭子 緑鯨社

樺太アイヌ語入門会話 - 村崎恭子 緑鯨社

樺太の地名 - 菱沼右一 第一書房

樺太沿革・行政史 - 全国樺太連盟

樺太終戦史 - 全国樺太連盟

樺太西海岸の考古資料 船木鐵太郎考古コレクション目録 - サハリン考古学研究会

樺太庁豊原高等女学校での知里真志保 研究報告書 - 小坂博宣 知里真志保を語る会

樺太庁豊原高等女学校での知里真志保 研究報告書 - 小坂博宣 知里真志保を語る会

樺太土人研究資料 - 葛西猛千代

萱野茂のアイヌ語辞典 - 萱野 茂 三省堂



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

萱野茂のアイヌ語辞典 - 萱野 茂 三省堂

萱野茂のアイヌ神話集成 カムイユカﾗ編２ 2巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 カムイユカﾗ編３ 3巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 ウウェペェﾚ編１ 4巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 ウウェペェﾚ編２ 5巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 ウウェペェﾚ編３ 6巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 ユカﾗ編１ 7巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 ユカﾗ編２ 8巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 ユカﾗ編３ 9巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成 カムイユカﾗ編１ 1巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

萱野茂のアイヌ神話集成
資料編／総説／各話のあらすじ／Ｓｕｍｍａｒｙ／総目
次／ＣＤ収録作品全記録

10巻 萱野茂 ビクターエンタテインメント

環境変化と先住民の生業文化 開発と適応 - 北海道立北方民族博物館

簡約松浦武四郎自伝　校注 - 北海道出版企画センター

間宮林蔵・探検家一代 海峡発見と北方民族 - 髙橋大輔 中央公論新社

間宮林蔵が見た世界　資料集 国際シンポジウム - 中村和之
「間宮林蔵の大陸の旅200年」実行委
員会

気圧配置 17号 古賀博文

季刊アイヌ文化、友の会ニュース 平成13年度版 アイヌ文化振興・研究推進機構

吉田巌資料集 1 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 2 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 3 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 4 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 原資料編 4　原資料編 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 5 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 原資料編 5　原資料編 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 6 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 原資料編 6　原資料編 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 7 帯広市教育委員会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

吉田巌資料集 原資料編 7　原資料編 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 8 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 9 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 原資料編 9　原資料編 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 10 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 原資料編 10　原資料編 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 11 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 12 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 13 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 14 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 15 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 16 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 17 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 21 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 27 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 28 帯広市教育委員会

吉田巌資料集 29 帯広市教育委員会

吉田菊太郎資料目録Ⅰ - 幕別ふるさと館事業委員会 幕別町教育委員会

久摺 11集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 11集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 特集号 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 特集号 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 特集号 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 特集号 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 2集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 3集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 5集 釧路アイヌ文化懇話会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

久摺 6集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 7集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 9集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 10集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 10集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 10集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 10集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 12集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 13集 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 20話 釧路アイヌ文化懇話会

久摺 - 釧路アイヌ文化懇話会

久摺日誌（現代語訳） - 松浦武四郎 放送アートセンター

久保寺逸彦著作集 アイヌ民族の宗教と儀礼 1 久保寺 逸彦 草風館

久保寺逸彦文庫　音声・映像資料目録 北海道立アイヌ民族文化研究センター資料目録7 - 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

久保寺逸彦文庫　図書資料目録 北海道立アイヌ民族文化研究センター資料目録3 - 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

久保寺逸彦文庫　文書・写真資料目録 北海道立アイヌ民族文化研究センター　資料目録5 - 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

旧拓殖館所蔵民族資料コレクション　資料目録 北海道開拓記念館一括資料目録第３７集 37号 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

共なる世界を願って アイヌ民族に関する学習資料集 - 真宗大谷派宗務所

共なる世界を願って アイヌ民族に関する学習資料集 - 真宗大谷派宗務所

教育のなかのアイヌ民族 - あゆみ出版

教育の森で祈った人々 北海道キリスト教教育小史 - 福島恒雄 小樽朝祷会

教科書の中のアイヌ民族と朝鮮 - 林炳澤 自由学校「遊」

教師吉田巌とアイヌ教育 虻田学園における教育実践をめぐって - 寺下一

近世の蝦夷語彙 もしほ草篇 -

近世の蝦夷語彙 近世に於ける蝦夷語彙集類の編纂　(松前の言）編 -

近世の蝦夷語彙 近世に於ける蝦夷語彙集類の編纂 5

近世の蝦夷語彙 近世に於ける蝦夷語彙集類の編纂 3



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

近世蝦夷地農作物地名別集成 - 北海道大学出版会

近世蝦夷地農作物年表 - 北海道大学出版会

近代アイヌ教育制度史研究 - 小川 正人 北海道大学出版会

近代アイヌ教育政策史研究
「北海道旧土人保護法」・「旧土人児童教育規程」・アイ
ヌ学校

- 小川正人

近代化の中のアイヌ差別の構造 - 明石書店

近代日本とアイヌ社会 - 麓 慎一 山川出版社

近代北方史 アイヌ民族と女性と - 海保 洋子 三一書房

近代民衆の記録 アイヌ 3 新人物往来社

金の風に乗って - 戸塚美波子 札幌テレビ放送

金成マツ筆録ノート文字解読字典 - 白老　楽しく・やさしいアイヌ語教室

金成マツ筆録ユーカﾗ既刊20編の研究と分析 1 白老・楽しく・やさしいアイヌ語教室

金成マツ筆録ユーカﾗ既刊20編の研究と分析 2 白老・楽しく・やさしいアイヌ語教室

金成マツ筆録ユーカﾗ既刊20編の研究と分析 3 白老・楽しく・やさしいアイヌ語教室

金成マツ筆録ユーカﾗ既刊20編の研究と分析 - 白老・楽しく・やさしいアイヌ語教室

金成マツ筆録ユーカラ既刊20編の研究と分析 1 白老　楽しく・やさしいアイヌ語教室

金田一京助 - 藤本 英夫 新潮社

金田一京助とアイヌ語 - 大友 幸男 三一書房

金田一京助全集 国語学１ 2巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 アイヌ文化・民俗学 12巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 石川啄木 13巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 国語学２ 3巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 国語学３ 4巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 アイヌ語１ 5巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 アイヌ語２ 6巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 アイヌ文学１ 7巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 アイヌ文学２ 8巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 アイヌ文学３ 9巻 金田一 京助 三省堂



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

金田一京助全集 アイヌ文学４ 10巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 アイヌ文学５ 11巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 文芸１ 14巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 文芸２ 15巻 金田一 京助 三省堂

金田一京助全集 言語学 1巻 金田一 京助 三省堂

銀しずく降る降るまわりに 知里幸恵の生涯 - 藤本英夫 草風館

銀のしずく アイヌ民族は、いま - 北海道新聞社

銀のしずく　ランラン - 横山孝雄 知里森舎

銀のしずく　ランラン - 横山孝雄 知里森舎

銀のしずく「思いのままに」 知里幸恵の遺稿より - 富樫利一 彩流社

銀のしずく降る降る - 藤本英夫 新潮社

九州の先住民はアイヌ 新地名学による探究 - 根中治 葦書房

熊 - 赤羽 正春 法政大学出版局

熊になった少年 - 池澤夏樹 スイッチパブリッシング

熊になった少年 - 池澤夏樹 スイッチパブリッシング

結城庄司研究報告書 - 結城庄司とその文化振興活動研究会

月のしずくが輝く夜に アイヌ・モシリからインドへの祈りの旅 - チカップ 美恵子 現代書館

月へいった　女の子 アイヌむかしばなし - 鈴木トミヱ 北海道出版企画センター

月刊歴史手帖 236号 名著出版

原野に挑むアイヌ魂 - 三友社出版

原野のまつり - 上西晴治 河出書房新社

幻視する（アイヌ） - 佐々木昌雄 草風館

現代アイヌの生活と意識 2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書 - 小内透
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

現代アイヌの生活と意識 2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書 - 小内透
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

現代アイヌ文学作品選 - 講談社

現代アイヌ文学作品選 - 講談社

現代ウタリ社会と差別・偏見 浦河町の社会調査を中心として -



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

現代のアイヌ文化とは 二風谷アイヌ文化博物館の取り組み - 中村 尚弘 東京図書出版会

言語 2月号 第14巻　第2号 大修館書店

言語 3月号 第14巻　第3号 大修館書店

言語研究の諸相 研究の最前線 -
北海道大学大学院文学研究科言語情
報学講座 編

北海道大学出版会

古賀講堂「旧標本庫」人骨問題　報告書Ⅲ -
北海道大学大学院文学研究科・文学
部　古賀講堂「旧標本庫」人骨問題調
査特別委員会

北海道大学大学院文学研究科・文学
部

古代の海洋民 オホーツク人の世界 アイヌ文化をさかのぼる - 天野 哲也 雄山閣

古代の海洋民 オホーツク人の世界 アイヌ文化をさかのぼる - 天野 哲也 雄山閣

古代蝦夷 - 工藤 雅樹 吉川弘文館

古文献によるアイヌ語諸方言の比較研究
平成12年度～平成15年度科学研究費補助金（基盤研
究（C）（2））研究成果報告書

- 佐藤知己

古潭 77号 天然記念物北海道犬協会

古潭 76 天然記念物北海道犬協会

虎尾ハルの伝承　鳥 - アイヌ民族博物館

五つの心臓を持った神 アイヌの神作りと送り - 萱野茂 小峰書店

語り、継ぐ。 アイヌ口承文芸の世界 - 北海道立アイヌ民族文化研究センター 北海道文学館

語りの中の生活誌 - アイヌ無形文化伝承保存会

厚岸・国泰寺と開祖文翁和尚 文化元年・蝦夷三官寺成立事情 - 眞壁智誠 北海道出版企画センター

口承文芸 「ウチャシコマ」 - 北海道ウタリ協会

口承文芸 「カムイユカﾗ」 - 北海道ウタリ協会

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ伝説集 Ⅰ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ民話集 Ⅱ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ神話 Ⅲ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ民俗　上 Ⅳ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ民俗　下 Ⅴ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ語地名解 Ⅵ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ文学の謎 Ⅶ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌの童戯 Ⅷ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌの童話 Ⅸ 更科源蔵 みやま書房



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ伝説集 Ⅹ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ民俗　上 Ⅳ　上 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ民俗　下 Ⅴ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ語地名解 Ⅵ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ文学の謎 Ⅶ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 アイヌ童戯 Ⅷ 更科源蔵 みやま書房

更科源蔵アイヌ関係著作集 コタン詩集 Ⅹ 更科源蔵 みやま書房

考古学からみた北海道の焼き畑 果たしてアイヌは焼畑を営んでいたか - 横山英介
北海道考古学研究所設立5周年記念
事業会

考古学からみた北海道の焼畑 果たしてアイヌは焼畑を営んでいたか - 横山英介
北海道考古学研究所設立5周年記念
事業会

荒野の魂 - 斎藤了一 理論社

国会でチャランケ(討論しよう) 二風谷にアイヌとして生きる - 萱野 茂 日本社会党機関紙局

国際会議資料集　1987年～2000年 - 北海道ウタリ協会

黒船前夜 ロシア・アイヌ・日本の三国志 - 渡辺 京二 洋泉社

黒船前夜 ロシア・アイヌ・日本の三国志 - 渡辺 京二 洋泉社

今、アイヌであること
共に生きるための政策をめざして　シンポジウム報告
書

- 京都大学人文科学研究所

今も生きるアイヌ建築 アイヌ建築の姿　復原建築写眞集 - 小林法道 風土デザイン研究所

根室シンポジウム クナシリ・メナシの戦い寛政アイヌの蜂起200年 -
クナシリ・メナシの戦い寛政アイヌの
蜂起200年根室シンポジウム実行委
員会

差別とたたかう文化 被差別大衆の生活と文化　アイヌ 10

沙流郡のアイヌ語地名 1 扇谷昌康 門別町郷土史研究会

砂澤ビッキ作品集 - 砂澤ビッキ 用美社

砂澤ビッキ素描　北の女 - 砂澤ビッキ 用美社

在外アイヌ関係資料にもとづくアイヌ文化の再構築 - 小谷凱宣 南山大学人類学研究所

札幌アイヌ語教室講義録 その１ 札幌アイヌ語教室

札幌アイヌ語教室講義録 その2 札幌アイヌ語教室

札幌アイヌ文化協会20年の歩み - 札幌アイヌ文化協会

札幌テレビ放送株式会社創立35周年記念出版 ヘンケとアハチ - 札幌テレビ放送

札幌学院大学人文学会紀要 北海道とアメリカ・インディアン 45　別刷



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

札幌郡広島周辺アイヌ語地名考　川と湖の物語 - 田中吉人 広島町郷土史研究会

三十七本のイナウ 寛政アイヌの蜂起200年 - 根室シンポジウム実行委員会 北海道出版企画センター

山丹交易 蝦夷錦をもたらした北方交易の道 - 北海道開拓記念館 北海道職員互助会

山丹交易と蝦夷錦 - 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

史跡で読む日本の歴史 アジアの中の日本 8 吉川弘文館

士別地方アイヌ語地名考 士別市郷土研究会創立40周年記念 - 士別市郷土研究会

枝幸郡アイヌ語地名考 - 新岡 武彦 北海道出版企画センター

私の一代の思い出 クスクッﾌﾟオルシベ - 砂沢クラ みやま書房

私の想い 一アイヌの声 - 貝澤正

私の想い 一アイヌの声 - 貝澤正

私の想い 一アイヌの声 - 貝澤正

資料館ジャッカ・ドフニ展示作品集 - ウイルタ協会

侍たちの北海道開拓 - 榎本 守恵 道新

自主の道 第18号 谷径史 「自主の道」編集委員会

自主の道 第40号 谷径史 「自主の道」編集委員会

鹿とサケと水の神さま アイヌむかしばなし - 鈴木トミヱ 北海道出版企画センター

室蘭・登別のアイヌ語地名 - 知里真志保 噴火湾社

室蘭・登別沿岸のアイヌ語地名研究 インカﾗアンﾛ（眺めましょう！） - 小坂博宣 知里真志保を語る会

室蘭・登別沿岸のアイヌ語地名研究 インカﾗアンﾛ（眺めましょう！） - 小坂博宣 知里真志保を語る会

写真で綴る萱野茂の生涯 アイヌの魂と文化を求めて - 萱野 れい子 農山漁村文化協会

写真で綴る萱野茂の生涯 アイヌの魂と文化を求めて - 萱野 れい子 農山漁村文化協会

邪馬台国を見る - 豊岡喜一郎 米内印刷

若きアイヌの魂 鳩沢佐美夫遺稿集 - 新人物往来社

若きウタリに - バチェラー 八重子 岩波書店

若きウタリに　写真集 - 掛川源一郎（写真） 研光社

手塩日誌 - 松浦武四郎 札幌凍土社

首都圏に生きるアイヌ民族 「対話」の地平から - 関口由彦 アイヌ文化良書刊行会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

首都圏に生きるアイヌ民族 「対話」の地平から - 関口由彦 アイヌ文化良書刊行会

十勝アイヌ語地名手帖 - 早田国光

十勝アイヌ語地名手帖 - 早田国光

十勝のアイヌ伝説 - 平原書房

十勝開拓とアイヌ歴史検証報告写真集 アイヌ関連総合研究助成事業
平成11年4月～
平成12年2月

十勝開拓とアイヌ歴史研究会

十勝開拓とアイヌ歴史検証報告写真集 アイヌ関連総合研究助成事業
平成12年4月～
平成13年2月

十勝開拓とアイヌ歴史研究会

十勝開拓とアイヌ歴史検証報告写真集 アイヌ関連総合研究助成事業
平成12年4月～
平成13年2月

十勝開拓とアイヌ歴史研究会

十勝開拓とアイヌ歴史検証報告書 アイヌ関連総合研究助成事業
平成11年4月～
平成12年2月

十勝開拓とアイヌ歴史研究会

十勝開拓とアイヌ歴史検証報告書 アイヌ関連総合研究助成事業
平成12年4月～
平成13年2月)

十勝開拓とアイヌ歴史研究会

十勝開拓とアイヌ歴史検証報告書 アイヌ関連総合研究助成事業
平成12年4月～
平成13年2月

十勝開拓とアイヌ歴史研究会

十勝地方の食文化研究事業 アイヌ関連総合研究助成事業 - 十勝開拓とアイヌ歴史研究会

十勝日誌 - 松浦武四郎 凍土社

十勝平野 上 上西 晴治 筑摩書房

十勝平野 下 上西 晴治 筑摩書房

十八世紀末のアイヌ蜂起 クナシリ・メナシの戦い - 菊池勇夫 サッポロ堂書店

十八世紀末のアイヌ蜂起 クナシリ・メナシの戦い - 菊池勇夫 サッポロ堂書店

初めて会ったアイヌの人々 「アイヌモシリの旅’９７」に参加して - 金光英雄

小シーボルト蝦夷見聞記 - ハインリッヒ・フォン シーボルト 平凡社

小学生のよみもの　ほっぽうりょうど - 北方領土復帰期成同盟

小嶋新三・慧子コレクション資料目録 北海道開拓記念館一括資料目録第４０集 - 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

床ヌブリ作品集 カムイ・ミンタラ 神々の遊びの庭 - 床ヌプリ 求龍堂

昭和62年　アイヌ民族文化財学芸職員等研修会「アイヌ文化セミナー」
講義録

-

昭和62年度　アイヌ民族文化財学芸職員等研修会「アイヌ文化セミ
ナー」議事録

-

昭和62年度　アイヌ民族文化財学芸職員等研修会「アイヌ文化セミ
ナー」講義録

-

松浦武四郎 時をこえてつなげる心　誕生200年に向けた種まき -
松浦武四郎誕生190年等記念事業実
行委員会

松浦武四郎誕生190年等記念事業実
行委員会

松浦武四郎 広報みくも掲載集約集 - 広報みくも掲載集約集　三雲町役場 広報みくも掲載集約集　三雲町役場

松浦武四郎、愛用のマキリ（小刀）について - 伊藤務



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

松浦武四郎「刊行本」書誌 - 高木 崇世芝 北海道出版企画センター

松浦武四郎関係資料 - 松浦武四郎記念館

松浦武四郎記念館図録 - 松浦武四郎記念館 松浦武四郎記念館

松浦武四郎研究会会報 -

松浦武四郎選集 蝦夷婆奈誌　東西蝦夷場所境取調書　下田日誌 1 松浦武四郎 北海道出版企画センター

松浦武四郎選集 蝦夷訓蒙図彙　蝦夷山海名産図会 2 松浦武四郎 北海道出版企画センター

松浦武四郎選集 午手控（２）１２～１８・外１～３（安政五年１８５８） 6 松浦武四郎 北海道出版企画センター

松浦武四郎選集 午手控（２）１２～１８・外１～３（安政五年１８５８） 6 松浦武四郎 北海道出版企画センター

消えた北方民族 オホーツク文化の終えん - 知床博物館協力会

肖像権訴訟　資料集(2) - アイヌ差別と取り組む会

上西晴治短編全集 ポロヌイ峠 - 上西 晴治 風濤社

上川アイヌの研究　Ⅰ・Ⅱ巻 - 福岡イト子 旭川竜谷高等学校郷土部

上川郡内 石狩川本支流 アイヌ語地名解 - 由良 勇 北海道出版企画センター

上川地方のアイヌ語 1 旭川アイヌ語教室

上田トシのウエペケﾚ - アイヌ民族博物館

場所請負制とアイヌ 近世蝦夷地史の構築をめざして - 北海道・東北史研究会 北海道出版企画センター

植物名一覧 松浦武四郎翁著作より - 北海道出版企画センター

色丹島記 - 長見 義三 新宿書房

新しいアイヌ史の構築　先史編　古代編　中世編 「新しいアイヌ史の構築」プロジェクト報告書 -
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

新冠・静内地方のアイヌ語　郷土史話　随筆集-わが想い出- - 狩野義美

新冠・静内地方のアイヌ語　郷土史話　随筆集-わが想い出- - 狩野義美

新冠町郷土資料館調査報告書 アイヌ民俗文化調査報告書（Ⅱ） 2 新冠町郷土資料会 新冠町教育員会

新冠町郷土資料館調査報告書 アイヌ民俗文化調査報告書（Ⅱ） 1 新冠町郷土資料会 新冠町教育員会

新地平 アイヌモシリ・北海道はいま №177 （新地平）編集委員会 新地平社

新北海道の夜明け　（函館戦争） 明治政府軍の乙部上陸 - 北海道爾志郡乙部町

森の仲間 第20号 森の仲間（編） 森の仲間

森久吉研究報告書 森久吉研究ノート - クルーズ



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

森久吉研究報告書 森久吉研究ノート - クルーズ

森竹竹市遺稿集 銀鈴 - 森竹竹市研究会

森竹竹市遺稿集 銀鈴 - 森竹竹市研究会

森竹竹市遺稿集　ウェペケﾙ　改訂版 アイヌ語と物語世界 - 森竹竹市研究会

森竹竹市遺稿集　ウェペケﾙ　改訂版 アイヌ語と物語世界 - 森竹竹市研究会

森竹竹市遺稿集　評論 誕生107年・没後33年記念 - 森竹竹市研究会 森竹竹市研究会

神の魚・サケ 北方民族と日本　19997.20～9.26 - 北海道立北方民族博物館 北方文化振興協会

神の鳥コタンクルカムイ 他3編 - 須藤 千波 文芸社

神の発明 カイエ・ソバージュ 4 中沢 新一 講談社

神々えの祈り 浦河町アイヌ民俗文化財伝承活動事業 - 葛野辰次郎（執筆者） 北海道ウタリ協会浦河支部

神々えの祈り - 北海道ウタリ協会浦河支部

神々の物語 - アイヌ無形文化伝承保存会

神々の物語（再版） - アイヌ無形文化伝承保存会

神々の物語（再版） - アイヌ無形文化伝承保存会

人間と環境と文化 クジラを軸にした一考察 - 岩崎・グッドマン まさみ 清水弘文堂書房

人間達のみた星座と伝承 - 末岡外美夫

人間同志に候えば - 三好文夫 水兵社

人権と部落問題
第64巻第2号（通
巻825号）

部落問題研究所

人々の物語 - アイヌ無形文化伝承保存会

菅江真澄と北海道 菅江真澄の日記・紀行文の現代訳と解説 - 境比呂志 秀印社

世界のなかのアイヌ・アート 先住民アート・プロジェクト報告書 - 山崎幸治
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

世界大地図帳 - 平凡社

政治とアイヌ民族 - 山川 力 未来社

生徒とともに考える日本の少数民族 その現状と指導の手引き - 北海道高等学校教職員組合

聖コシャマイン 極光の使者 - 若岡 直樹 叢文社

声とかたちのアイヌ・琉球史 - 森話社

声とかたちのアイヌ・琉球史 - 森話社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

西平ウメとトンコリ - アイヌ民族博物館

静かな大地 - 池澤 夏樹 朝日新聞社

静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族 - 花崎 皋平 岩波書店

静内地方のinawにまつわる伝承記録 本州以南の削りかけとの比較の視点から - 今石みぎわ
アイヌ文化振興・研究推進機構・研究
推進機構

静内地方のinawにまつわる伝承記録 本州以南の削りかけと比較の視点から - 今石みぎわ アイヌ文化振興・研究推進機構

静内地方の伝承 織田ステノの口承文芸1 1 北海道静内町教育委員会

静内地方の伝承 織田ステノの口承文芸2 2 北海道静内町教育委員会

静内地方の伝承 織田ステノの口承文芸3 3 北海道静内町教育委員会

静内地方の伝承 織田ステノの口承文芸4 4 北海道静内町教育委員会

静内地方の伝承 織田ステノの口承文芸 5 北海道静内町教育委員会

静内民族文化保存会　創立25周年記念誌 - 静内民族文化保存会

石狩日誌 - 松浦武四郎 凍土社

赤蝦夷風説考 - 工藤 平助 教育社

先駆者の集い 合本復刻 第52号～第71号

先駆者の集い 合本復刻 第72号～第90号

先住少数民族と教育・文化 - 小山内洸 三友社出版

先住少数民族と教育文化に関する事例の比較研究
大学におけるアイヌの歴史・文化に関する教材開発を
目ざして

-

先住少数民族渡橋幾分かに関する事例の比較研究
大学におけるアイヌの歴史・文化に関する教材開発を
目ざして

-

先住民アイヌの曙光 民族自決権の奪回へ - 堀内 光一 社会評論社

先住民アイヌ民族 - 平凡社

先住民とESD - 立教大学ESD研究センター

先住民族サミット　アイヌモシﾘ2008 -

先住民族サミット　アイヌモシﾘ2008 -

先住民族の権利と環境 - 苑原俊明

先住民族国際交流ＩＮとかち２０００　報告集 - とかちエテケカンパの会

先人の手あと 北大所蔵アイヌ資料　受けつぐ技 - 山崎幸治 馬渡駿介

千歳地方アイヌ女性による四季の手仕事　事業報告書 -



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

千島・樺太の文化誌 - 木村信六 北海道出版企画センター

千島アイヌの軌跡 - ザヨンツ・マウゴジャータ アイヌ文化良書刊行会

千島アイヌの軌跡 - ザヨンツ・マウゴジャータ アイヌ文化良書刊行会

千島アイヌの軌跡 - ザヨンツ・マウゴジャータ アイヌ文化良書刊行会

千島アイヌの軌跡 - ザヨンツ マウゴジャータ 草風館

千島樺太交換条約とアイヌ 市立函館博物館平成２７年度特別展　展示図録 - 市立函館博物館 市立函館博物館

川上アイヌの研究 ヤﾗス　yar-su　木の皮の鍋を作る その２４

川上アイヌの研究 ヤﾗチﾌﾟ　yaa-chip　木皮舟を作る その２５

川上シンの伝承 - アイヌ民族博物館

川上まつ子の伝承 植物編 1 アイヌ民族博物館

川上まつ子の伝承 植物編 2 アイヌ民族博物館

戦後期アイヌ民族‐
和人関係史序説　1940年代後半から1960年代後半ま
で

- 東村 岳史 三元社

旋風(レラ=シウ)伝 - 朝松 健 朝日ソノラマ

想い出のわが故郷　北方領土　歴史編 若い世代に伝えたい - 千島歯舞諸島居住者連盟

草の根福祉 39号 社会福祉研究センター

続 アイヌの叫び - 荒井 源次郎 北海道出版企画センター

続・先住民族とESD -

続・北海道の女たち　ウタリ編 北海道女性史研究会叢書第4編 - 高橋三枝子

続・羅臼町の地名について - 羅臼町郷土資料室

多気志楼蝦夷日誌集 1 日本古典全集刊行会

多気志楼蝦夷日誌集 2 日本古典全集刊行会

多気志楼蝦夷日誌集 3 日本古典全集刊行会

多文化の時代を生きる 日本文化の可能性 - 佐々木 高明 小学館

多様性への気付きが生む　事業活動の新たな展開 企業・団体のためのアイヌ文化ガイドブック -
内閣官房アイヌ総合政策室・国土交
通省北海道局総務課アイヌ施策室

対アイヌ政策法規類集 - 北海道出版企画センター

帯広百年記念館紀要 33号 帯広百年記念館

泰山荘 松浦武四郎の一畳敷の世界 - ヘンリー・スミス
国際基督教大学博物館湯浅八郎記
念館



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

大黒屋光太夫 上 吉村 昭 毎日新聞社

大黒屋光太夫 下 吉村 昭 毎日新聞社

大自然に抱擁されて 知里幸恵「アイヌ神謡集」の世界へ - 北海道立文学館

大自然に抱擁されて 知里幸恵「アイヌ神謡集」の世界へ - 北海道立文学館

誕生百一年記念　森竹竹市遺稿集「銀鈴」 - 森竹竹市研究会

誕生百年記念　森竹竹市文学展・写真展　報告書 - 森竹竹市研究会

誕生百年記念「ｱｲﾇを生きる」森竹竹市文学展・写真展　報告集 「アイヌを生きる」 - 森竹竹市研究会

知ってびっくり!古代日本史と縄文語の謎に迫る - 大山 元 きこ書房

知られざる北海道犬の驚異のエゾシカ狩り - 阿部宣之 新風舎

知里幸恵 十七歳のウエペケレ - 藤本 英夫 草風館

知里幸恵『アイヌ神謡集』の難読箇所と特異な言語事例をめぐって（論
文）

- 佐藤知己

知里幸恵ノート　復刻版 - 知里森舎

知里幸恵の神謡 「ケソラﾌﾟの神」「丹頂鶴の神」三つの「この砂赤い赤い」 - 知里幸恵(著訳）

知里幸恵の神謡 ケソラプの神・丹頂鶴の神 - 知里幸恵 北海道出版企画センター

知里真志保 アイヌの言霊に導かれて - 小坂博宣 知里真志保を語る会

知里真志保 人と学問 - 北海道大学出版会

知里真志保 人と学問 - 北海道大学出版会

知里真志保 ~アイヌの言霊に導かれて~ - 小坂 博宣 クルーズ

知里真志保の生涯 アイヌ学復権の闘い - 藤本 英夫 草風館

知里真志保の生涯 - 藤本英夫 新潮社

知里真志保フィールドノート １　平成13年度 北海道教育委員会

知里真志保覚書 その人生と周辺の人々をめぐって -1 遠藤宏

知里真志保覚書 その人生と周辺の人々をめぐって -2 遠藤宏

知里真志保書誌 - 知里真志保書誌刊行会 サッポロ堂書店

知里真志保著作集 分類アイヌ語辞典　植物編・動物編 別巻１ 知里真志保 平凡社

知里真志保著作集 分類アイヌ語辞典　人間編 別巻2 知里真志保 平凡社

知里真志保著作集 説話・神謡編１ 1 知里真志保 平凡社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

知里真志保著作集 説話・神謡編２ 2 知里真志保 平凡社

知里真志保著作集 アイヌ語研究編 4 知里真志保 平凡社

知里真志保著作集 生活誌・民族学 3 知里真志保 平凡社

地名アイヌ語小辞典 - 知里 真志保 北海道出版企画センター

地名附 -

竹ヶ原幸朗研究集成 教育の中のアイヌ民族　近代日本アイヌ教育史 1巻 竹ヶ原幸朗

竹ヶ原幸朗研究集成
近代北海道史をとらえなおす　教育史・アイヌ史からの
視座

2巻 竹ヶ原幸朗 社会評論社

竹四郎廻浦日記 上 北海道出版企画センター

竹四郎廻浦日記 下 高倉新一郎 北海道出版企画センター

中世の蝦夷地 - 海保 嶺夫 吉川弘文館

中世の北東アジアとアイヌ 奴児千永寧寺碑文とアイヌの北方世界 - 菊池俊彦 中村和之

中本ムツ子のウエペケレ 「カンナフチ ヤイエイソイタク」 - 中本 ムツ子 クルーズ

中本ムツ子のウエペケレ 「カンナフチ ヤイエイソイタク」 - 中本 ムツ子 クルーズ

中本ムツ子のウエペケレ 「カンナフチ ヤイエイソイタク」 - 中本 ムツ子 クルーズ

中本ムツ子のウエペケレ 「カンナフチ ヤイエイソイタク」 - 中本 ムツ子 クルーズ

注解 アイヌ神謡集 - 知里 幸恵 北海道出版企画センター

津別町文化財調査報告 ツペットウンチャシ跡　平成20年度試掘調査報告書 1集 津別町教育委員会

鉄文化の始まり - 石附喜三男 一光社

天塩川アイヌ語地名考 手塩から名寄まで - 尾﨑功 尾﨑功

天明の密偵　小説・菅江真澄 - 中津文彦 文藝春秋

天明蝦夷探検始末記 田沼意次と悲運の探検家たち - 照井 壮助 影書房

天理大学付属天理参考図録 - 天理大学付属天理参考館 天理大学出版部

伝承から探るアイヌの歴史 札幌大学付属総合研究所　研究叢書1 - 札幌大学付属総合研究所

冬の大地に春を アイヌ問題を現地に見る - 大阪同和問題企業連絡会

東久世通禧日記 上 霞会館

東久世通禧日記 下 霞会館

東久世通禧日記 別巻 霞会館



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

東北・アイヌ語地名の研究 - 山田 秀三 草風館

東北地方とアイヌ文化 昭和61年7月15日～8月31日 - 白老民族文化伝承保存財団

東北地方にアイヌの足跡を辿る 発掘人骨の形態学的・遺伝学的研究 - 東北大学大学院医学系研究科 東北大学大学院医学系研究科

東韃紀行 - 間宮 林蔵 ニュートンプレス

東韃地方紀行他 - 洞富雄 平凡社

道東地方のアイヌ語地名 国有林とその周辺 - 鎌田正信

縄文からアイヌへ 感覚的叡知の系譜 - 町田宗鳳 せりか書房

縄文語の発掘 - 鈴木 健 新読書社

南のくにに雪だるま - 木割 大雄 邑書林

南十勝のアイヌ語地名考 - 土屋茂 広尾町郷土研究会

二風谷(にふだに)の手帖 アイヌ民話のふるさと - 国土社

二風谷アイヌ文化博物館シンポジウム資料 - 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

二風谷アイヌ文化博物館所蔵図書資料目録第1号　図書資料編-1 - 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

二風谷ダムを問う - 中村康利 さっぽろ自由学校「遊」

二風谷ダム判決とその後 - 田中宏 長谷川晃

虹を駈ける羆 - 上西晴治（作） 風濤社

日本の先住民族　アイヌを知ろう！ アイヌ民族の歴史といま 1 知里むつみ 汐文社

日本の先住民族　アイヌを知ろう！ アイヌ民族の歴史といま 1 知里むつみ 汐文社

日本の先住民族　アイヌを知ろう！ アイヌ民族の歴史といま 2 知里むつみ 汐文社

日本の先住民族　アイヌを知ろう！ アイヌ民族の歴史といま 2 知里むつみ 汐文社

日本の先住民族　アイヌを知ろう！ アイヌ民族の歴史といま 1 知里むつみ 汐文社

日本の地名散歩 アイヌ語・古朝鮮語 - 大友 幸男 三一書房

日本奥地紀行 - イサベラ・バード

日本語・アイヌ語辞典 - 魚井一由
國學院短期大学コミュニティカレッジ
センター

日本語とアイヌ語 - 片山 龍峯 すずさわ書店

日本語とアイヌ語の起源 -

日本語とアイヌ語の起源 - 鳴海日出志 中西出版



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

日本語の比較研究 - 村山 七郎 三一書房

日本人という自画像 イデオロギーとしての「日本」再考 - ましこ・ひでのり 三元社

日本人とは何か 民族の起源を求めて - 江上波夫 小学館

日本人のきた道 - 池田 次郎 朝日新聞社

日本昔話通観 北海道(アイヌ民族) 1巻 同朋舎出版

日本祖語とアイヌ祖語 共通語根を探る - 鳴海 日出志 北海道出版企画センター

日露関係とサハリン島 幕末明治初年の領土問題 - 秋月 俊幸 筑摩書房

日露国境交渉史 領土問題にいかに取り組むか - 木村 汎 中央公論社

日露領土紛争の根源 - 長瀬 隆 草思社

納沙布日誌（現代語訳） - 松浦武四郎 放送アートセンター

白い国の詩 497号 東北電力（株）

白い国の詩 497号 東北電力（株）

白い国の詩 498号 東北電力（株）

白い国の詩 498号 東北電力（株）

白い国の詩 499号 東北電力（株）

白い国の詩 500号 東北電力（株）

白い国の詩 501号 東北電力（株）

白い国の詩 502号 東北電力（株）

白い国の詩 503号 東北電力（株）

白い国の詩 504号 東北電力（株）

白い国の詩 505号 東北電力（株）

白い国の詩 506号 東北電力（株）

白い国の詩 507号 東北電力（株）

白い国の詩 508号 東北電力（株）

白い国の詩 508号 東北電力（株）

白い国の詩 509号 東北電力（株）

白い国の詩 510号 東北電力（株）



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

白い国の詩 512号 東北電力（株）

白い国の詩 513号 東北電力（株）

白い国の詩 514号 東北電力（株）

白い国の詩 515号 東北電力（株）

白い国の詩 516号 東北電力（株）

白い国の詩 518号 東北電力（株）

白い国の詩 519号 東北電力（株）

白い国の詩 520号 東北電力（株）

白い国の詩 522号 東北電力（株）

白い国の詩 522号 東北電力（株）

白い国の詩 524号 東北電力（株）

白い国の詩 524号 東北電力（株）

白い国の詩 524号 東北電力（株）

白い国の詩 525号 東北電力（株）

白い国の詩 525号 東北電力（株）

白い国の詩 526号 東北電力（株）

白い国の詩 527号 東北電力（株）

白い国の詩 527号 東北電力（株）

白い国の詩 528号 東北電力（株）

白い国の詩 528号 東北電力（株）

白い国の詩 529号 東北電力（株）

白い国の詩 529号 東北電力（株）

白い国の詩 530号 東北電力（株）

白い国の詩 530号 東北電力（株）

白い国の詩 531号 東北電力（株）

白い国の詩 531号 東北電力（株）

白い国の詩 532号 東北電力（株）



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

白い国の詩 533号 東北電力（株）

白い国の詩 533号 東北電力（株）

白い国の詩 534号 東北電力（株）

白い国の詩 536号 東北電力（株）

白い国の詩 535号 東北電力（株）

白い国の詩 535号 東北電力（株）

白い国の詩 536号 東北電力（株）

白い国の詩 537号 東北電力（株）

白い国の詩 537号 東北電力（株）

白い国の詩 538号 東北電力（株）

白い国の詩 538号 東北電力（株）

白い国の詩 539号 東北電力（株）

白い国の詩 539号 東北電力（株）

白い国の詩 540号 東北電力（株）

白い国の詩 540号 東北電力（株）

白い国の詩 541号 東北電力（株）

白い国の詩 541号 東北電力（株）

白い国の詩 542号 東北電力（株）

白い国の詩 543号 東北電力（株）

白い国の詩 545号 東北電力（株）

白い国の詩 545号 東北電力（株）

白い国の詩 546号 東北電力（株）

白い国の詩 546号 東北電力（株）

白い国の詩 547号 東北電力（株）

白い国の詩 547号 東北電力（株）

白い国の詩 548号 東北電力（株）

白い国の詩 548号 東北電力（株）



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

白い国の詩 549号 東北電力（株）

白い国の詩 549号 東北電力（株）

白い国の詩 550号 東北電力（株）

白い国の詩 550号 東北電力（株）

白い国の詩 551号 東北電力（株）

白い国の詩 551号 東北電力（株）

白い国の詩 552号 東北電力（株）

白い国の詩 553号 東北電力（株）

白い国の詩 553号 東北電力（株）

白い国の詩 554号 東北電力（株）

白い国の詩 554号 東北電力（株）

白い国の詩 555号 東北電力（株）

白い国の詩 555号 東北電力（株）

白い国の詩 556号 東北電力（株）

白い国の詩 556号 東北電力（株）

白い国の詩 557号 東北電力（株）

白い国の詩 557号 東北電力（株）

白い国の詩 558号 東北電力（株）

白い国の詩 558号 東北電力（株）

白い国の詩 559号 東北電力（株）

白い国の詩 559号 東北電力（株）

白い国の詩 560号 東北電力（株）

白い国の詩 560号 東北電力（株）

白い国の詩 562号 東北電力（株）

白い国の詩 563号 東北電力（株）

白い国の詩 564号 東北電力（株）

白い国の詩 565号 東北電力（株）



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

白い国の詩 565号 東北電力（株）

白い国の詩 566号 東北電力（株）

白い国の詩 566号 東北電力（株）

白い国の詩 567号 東北電力（株）

白い国の詩 567号 東北電力（株）

白い国の詩 568号 東北電力（株）

白い国の詩 568号 東北電力（株）

白い国の詩 569号 東北電力（株）

白い国の詩 570号 東北電力（株）

白い国の詩 571号 東北電力（株）

白い国の詩 571号 東北電力（株）

白い国の詩 569号 東北電力（株）

白い国の詩 572号 東北電力（株）

白い国の詩 572号 東北電力（株）

白い国の詩 573号 東北電力（株）

白い国の詩 573号 東北電力（株）

白い国の詩 574号 東北電力（株）

白い国の詩 574号 東北電力（株）

白い国の詩 575号 東北電力（株）

白い国の詩 575号 東北電力（株）

白い国の詩 576号 東北電力（株）

白い国の詩 576号 東北電力（株）

白い国の詩 577号 東北電力（株）

白い国の詩 577号 東北電力（株）

白い国の詩 578号 東北電力（株）

白い国の詩 578号 東北電力（株）

白い国の詩 579号 東北電力（株）



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

白い国の詩 579号 東北電力（株）

白い国の詩 580号 東北電力（株）

白い国の詩 581号 東北電力（株）

白い国の詩 580号 東北電力（株）

白い国の詩 581号 東北電力（株）

白い国の詩 582号 東北電力（株）

白い国の詩 582号 東北電力（株）

白い国の詩 583号 東北電力（株）

白い国の詩 583号 東北電力（株）

白い国の詩 584号 東北電力（株）

白い国の詩 584号 東北電力（株）

白い国の詩 585号 東北電力（株）

白い国の詩 585号 東北電力（株）

白い国の詩 586号 東北電力（株）

白い国の詩 586号 東北電力（株）

白い国の詩 587号 東北電力（株）

白い国の詩 587号 東北電力（株）

白い国の詩 588号 東北電力（株）

白い国の詩 588号 東北電力（株）

白い国の詩 589号 東北電力（株）

白い国の詩 589号 東北電力（株）

白い国の詩 590号 東北電力（株）

白い国の詩 590号 東北電力（株）

白い国の詩 591号 東北電力（株）

白い国の詩 591号 東北電力（株）

白い国の詩 592号 東北電力（株）

白い国の詩 592号 東北電力（株）



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

白い国の詩 593号 東北電力（株）

白い国の詩 593号 東北電力（株）

白い国の詩 594号 東北電力（株）

白い国の詩 594号 東北電力（株）

白い国の詩 595号 東北電力（株）

白い国の詩 595号 東北電力（株）

白い国の詩 596号 東北電力（株）

白い国の詩 596号 東北電力（株）

白い国の詩 598号 東北電力（株）

白い国の詩 598号 東北電力（株）

白い国の詩 599号 東北電力（株）

白い国の詩 599号 東北電力（株）

白い国の詩 600号 東北電力（株）

白い国の詩 601号 東北電力（株）

白い国の詩 602号 東北電力（株）

白い国の詩 602号 東北電力（株）

白い国の詩 603号 東北電力（株）

白い国の詩 603号 東北電力（株）

白い国の詩 604号 東北電力（株）

白い国の詩 605号 東北電力（株）

白い国の詩 606号 東北電力（株）

白い国の詩 606号 東北電力（株）

白い国の詩 607号 東北電力（株）

白い国の詩 607号 東北電力（株）

白い国の詩 608号 東北電力（株）

白い国の詩 609号 東北電力（株）

白い国の詩 610号 東北電力（株）



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

白い国の詩 611号 東北電力（株）

白糠アイヌ古式舞踊　演舞曲集 -

白糠アイヌ古式舞踊　演舞曲集 -

白糠におけるアイヌ民族の現状と地域住民 「調査と社会理論」研究報告書３３ -
北海道大学大学院教育学研究員教育
社会学研究室

北海道大学大学院教育学研究員教
育社会学研究室

白糠のアイヌ語地名 - 松本成美＋白糠地名研究会 白糠地名研究会

白糠のアイヌ語地名 - 松本成美＋白糠地名研究会 白糠地名研究会

白糠のアイヌ語地名 - 松本成美＋白糠地名研究会 白糠地名研究会

白糠の先駆者 白糠の歴史に一頁を刻んだ弔魂碑建立を記念して - 白糠先駆者アイヌ弔魂建立期成会

白瀬南極探検隊と二人の樺太アイヌ 探検への道程とその後の人生 - 佐藤忠悦

白老地方のアイヌ建築の平面形、北海道アイヌ建築の平面規模、北海
道アイヌ建築の復原史

- 小林法道

八重九郎の伝承 平成4年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 平成4年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 平成4年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 2　平成5年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 2　平成5年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 3　平成6年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 3　平成6年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 4　平成7年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 4　平成7年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 5　平成8年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 5　平成8年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 6  平成9年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 7  平成10年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 8  平成11年度 北海道教育委員会

八重九郎の伝承 9  平成12年度 北海道教育委員会

反差別に生きる人びと - 土方鉄 明石書店

悲しみのコタン - 塩沢 実信 理論社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

飛礫 11 鹿砦社

美幌のユーカラ - 三木唯史 美幌町

百年のチャランケ アイヌ民族共有財産裁判の記録 - 緑風出版

標茶町のアイヌ地名 釧路川中流域 - 北海道標茶町教育委員会

不思議なアイヌ語の物語 縄文と現代を結ぶ赤い糸 - 大友友一

不良品 オレは既製品じゃない! - 宇梶 剛士 ソフトバンククリエイティブ

普及啓発セミナー報告集 平成10年度 アイヌ文化振興・研究推進機構

普及啓発セミナー報告集 平成11年度 アイヌ文化振興・研究推進機構

普及啓発セミナー報告集 平成13年度 アイヌ文化振興・研究推進機構

普及啓発セミナー報告集 平成14年度 アイヌ文化振興・研究推進機構

普及啓発セミナー報告書　平成１９年度 - アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

普及啓発講演会報告集 平成11年度 アイヌ文化振興・研究推進機構

普及啓発講演会報告集 平成13年度 アイヌ文化振興・研究推進機構

父からの伝言 - 鈴木紀美代

武四郎蝦夷地紀行 渡島日誌 1~4 西蝦夷日誌 7~8 - 松浦 武四郎 北海道出版企画センター

武四郎碑に刻まれたアイヌ民族 民族の復権をめざして - 杉山四郎 若林印刷

風(rera)に祈る - 富樫 利一 彩流社

風のめぐみ - チカップ美恵子

風のめぐみ - チカップ美恵子

風の王 砂沢ビッキの世界 - 柴橋 伴夫 響文社

風の橋 - 上伊澤 洋 共同文化社

風の橋 - 上伊澤 洋 共同文化社

風の砦 上 原田 康子 講談社

風の砦 下 原田 康子 講談社

風の神とオキクルミ 民話のえほん - 小峰書店

伏わぬ人々・アイヌ - 堀内光一 新泉社

伏流 金成太郎伝 - 富樫利一 彩流社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

物質文化研究 4号
城西国際大学　物質文化研究セン
ター

文化を翻訳する 知里真志保のアイヌ神謡訳における創造 - 佐藤＝ロスベアグ・ナナ サッポロ堂書店

文化科学研究 2007/2/14 中京大学文化科学研究所 中京大学文化科学研究所

文芸　にいかっぷ 第2号 新冠文芸協会 新冠文芸協会

文明開化 失われた風俗 - 百瀬 響 吉川弘文館

聞き書 アイヌの食事 - 萩中 美枝 農山漁村文化協会

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 2007年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 2008年度 平取町二風谷アイヌ文化博物館 平取町二風谷アイヌ文化博物館

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 2005年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 2006年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 2008年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 2010年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

平成3年度　久保寺逸彦　アイヌ語収録ノート調査報告書 久保寺逸彦編　アイヌ語・日本語辞典稿 - 北海道教育委員会

碧落の賦 - 小野淳信 津軽書房

辺境から眺める アイヌが経験する近代 - テッサ・モーリス=鈴木 みすず書房

穂別支部解散特別記念誌 -
穂別支部解散特別記念誌事業記念誌
編集部会

穂別支部解散特別記念誌 -

戊午　東西蝦夷山川地理取調日誌 中 松浦武四郎 北海道出版企画センター

戊午　東西蝦夷山川地理取調日誌 上 松浦武四郎 北海道出版企画センター

戊午　東西蝦夷山川地理取調日誌 下 松浦武四郎 北海道出版企画センター

萌別地区百年の記録 萌別備荒貯蓄組合のあゆみを中心として - 萌別地区アイヌ生活文化伝承の会

蜂起　戯曲 寛政蝦夷の乱(4幕7場） - 須藤千波

豊浦町・洞爺湖町・伊達市・荘瞥町のアイヌ語地名考 - 森美典 森美典

豊浦町・洞爺湖町・伊達市・荘瞥町のアイヌ語地名考 - 森美典 森美典

忘れられた日本の文化 撮りつづけて30年 - 姫田 忠義 岩波書店

北から見直す日本史 上之国勝山館跡と夷王山墳墓群からみえるもの - 網野 善彦 大和書房

北の海の交易者たち アイヌ民族の社会経済史 - 植村英明 同文舘出版



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

北の工藝 - 北海道出版企画センター

北の国の誇り高き人びと - 横山孝雄 かのう書房

北の彩時記 アイヌの世界へ - 計良 光範 コモンズ

北の彩時記 アイヌの世界へ - 計良 光範 コモンズ

北の手仕事　展示会「誌上篇」 伝統的アイヌ衣装の再現 -
北の手仕事　展示会「誌上篇」編集委
員会（カリﾌﾟの会）

北の風南の風 部落、アイヌ、沖縄。そして反差別 - 竹内渉 竹内渉

北の列島文化 清野謙次コレクションから - 大阪府立近つ飛鳥博物館 大阪府立近つ飛鳥博物館

北海紀行 1

北海紀行 4

北海紀行 2

北海紀行 5

北海道 森と海の動物たち - 北海道新聞社

北海道アイヌ（ウタリ）協会史研究1報告書 - 竹内渉 結城庄司研究会

北海道アイヌ（ウタリ）協会史研究1報告書 - 竹内渉 結城庄司研究会

北海道アイヌの人類経営学序説 魂の響き　身体の響き - 大場四千男 北海道出版企画センター

北海道アイヌの人類経営学序説 魂の響き　身体の響き - 大場四千男 北海道出版企画センター

北海道アイヌ古式舞踊 昭和61年度　文化財国庫補助事業調査報告書 - 日本民俗舞踊研究会

北海道アイヌ古式舞踊 昭和61年度文化財国庫補助事業調査報告書 - 日本民俗舞踊研究会

北海道アイヌ中国訪問団記 1974年2月20日～3月13日 - 北海道アイヌ中国訪問団

北海道あいぬ方言語彙集成 - 吉田 巌 小学館

北海道キリスト教史 - 福島恒雄

北海道と少数民族 公開講座　北海道文化論 - 札幌学院大学生活協同組合

北海道の義務教育初等教育学校におけるアイヌ民族伝統文化理解教
育の現状

- 伊藤勝久

北海道の義務教育初等教育学校におけるアイヌ民族伝統文化理解教
育の現状（2）

道内市町村編小学校社会科副読本の内容分析 - 伊藤勝久

北海道の考古学 1 宇田川洋 北海道出版企画センター

北海道の山猟・川漁 山の人(熊)に学んだあれこれ - 山崎 義郎 街と暮らし社

北海道の地名 - 山田秀三 北海道新聞社



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

北海道の文化 vol.80 北海道文化財保護協会

北海道の名付け親　松浦武四郎の生涯 特にその少・青年期を中心にして - 靖国神社主事　　大山晋吾 三雲町

北海道の名付け親　松浦武四郎記念館 - 松浦武四郎記念館

北海道の木工芸の起源と現状と未来 木彫り熊のルーツを追って - 川上哲 川上哲

北海道の木工芸の起源と現状と未来 木彫り熊のルーツを追って - 川上哲 川上哲

北海道の木工芸の起源と現状と未来 木彫り熊のルーツを追って - 川上哲
川上哲・前正七生・伊井温彦　「木彫
り熊」研究会

北海道の歴史と文化 その視点と展開 - 北海道出版企画センター

北海道を先住民族の視点で考える　報告書 2002年先住民族国際交流事業 - 先住民族国際交流協議会

北海道蝦夷語地名解 附　アイヌ地名考 - 永田方正 国書刊行会

北海道開拓記念館収蔵資料分類目録1 民族Ⅰ - 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

北海道開拓記念館所蔵　北方民族資料展 - 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

北海道概況 -

北海道旧土人保護沿革史 - 第一書房

北海道犬のはなし - 土屋良雄 北海道新聞社

北海道犬の話 - 渡辺洪 北海道出版企画センター

北海道人 松浦武四郎 - 佐江 衆一 講談社

北海道人 松浦武四郎 - 佐江 衆一 新人物往来社

北海道大学アイヌ・先住民研究センター　ブックレット トンコリの世界 2 富田友子
北海道大学アイヌ・先住民研究セン
ター

北海道地名誌 - 北海道教育評論社

北海道内の主要アイヌ資料の再検討 2005年度～2007年度 - 佐々木史郎 国立民族学博物館

北海道二風谷及び周辺地域のアイヌ生活用具コレクション　資料一覧表 - 平取町教育委員会

北海道二風谷及び周辺地域のアイヌ生活用具コレクション　説明資料 - 平取町教育委員会

北海道母の百年 - 明治図書出版

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第7号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第2号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第2号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第1号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第4号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第5号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第6号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第9号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第9号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第9号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第10号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第10号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第11号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第12号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第13号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第14号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第15号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第16号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第16号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第16号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第17号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第18号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第19号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第21号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第21号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第8号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第8号 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立アイヌ民族文化研究センター調査研究報告書
「東北日報」「釧路新聞」掲載　アイヌ関係記事（1901～
1942年）：目録と紹介

6 北海道立アイヌ民族文化研究センター
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道立北方民族博物館資料目録5 民族資料目録3 - 北海道立北方民族博物館 北海道立北方民族博物館

北国に光りを掲げた人々 銀のしずく金のしずく - 藤本英夫 北海道科学文化協会

北国に光を掲げた人々 銀のしずく金のしずく - 藤本英夫 北海道科学文化協会



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

北千島アイヌ語 文献学的研究 - 村山 七郎 吉川弘文館

北千島調査報文 - 北海道出版企画センター

北前船おっかけ旅日記 - 鐙 啓記 無明舎出版

北大植物園資料目録　第6号　アイヌ民族資料 -
北海道大学北方生物圏　フィールド科
学センター植物園

北海道大学北方生物圏　フィールド科
学センター植物園

北風磯吉　資料集 アイヌネノ・アン・アイヌ（より人間的である人間） - 佐藤幸夫 市立名寄図書館

北辺の嵐　新装版 伝七異聞 - 小田原金一 津軽書房

北方の資源をめぐる先住者と移住者の近現代史 2005-07年度調査報告 - 北海道開拓記念館 北海道開拓記念館

北方の民具 1 北海道出版企画センター

北方の民具 2 北海道出版企画センター

北方四島貸します - 吉岡達也 第三書館

北方諸文化に関する比較研究 - 小谷凱宣 名古屋大学教養部

北方諸民族の世界観 アイヌとアムール・サハリン地域の神話・伝承 - 荻原眞子 内川千裕

北方風土記　択捉島地名探索行 - 鹿能辰雄 みやま書房

北方文芸
第28巻3月号・通
巻326号

森山軍治郎（編） 北方文芸刊行会

北方民族の旅 - 馬場脩 北海道出版企画センター

北方領土 特命交渉 - 鈴木 宗男 講談社

北方領土のあらまし - 北海道

北方領土探検史の新研究 その水戸藩との関はり - 吉沢 義一 水戸史学会

北方領土物語 - 鈴木吉蔵

北方領土問題 4でも0でも、2でもなく - 岩下 明裕 中央公論新社

魔祓いの儀礼、および魔祓いに関連する歌や踊りについての聴き取り
北海道立アイヌ民族文化研究センター採録音声資料よ
り

- 甲地利恵
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

魔祓いの儀礼、および魔祓いに関連する歌や踊りについての聴き取り
北海道立アイヌ民族文化研究センター採録音声資料よ
り

- 甲地利恵
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

魔祓いの儀礼、および魔祓いに関連する歌や踊りについての聴き取り
北海道立アイヌ民族文化研究センター採録音声資料よ
り

- 甲地利恵
北海道立アイヌ民族文化研究セン
ター

幕末の密使 会津藩士雑賀孫六郎と蝦夷地 - 好川 之範 道新

万人円吉　夷蝦記 - 能登屋円吉

未来へ 若きアイヌ民族からの伝言 - 岡田路明 札幌テレビ放送

未来へ 若きアイヌ民族からの伝言 - 岡田路明 札幌てれび放送



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

民具図録 アイヌの工芸世界 - 伊藤　務 マキリミュージアム

民具図録　続 アイヌの工芸世界　彫工、シタエホリ - 伊藤　務 マキリミュージアム

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

民俗芸能 63号 民俗芸能友の会

民俗社会学 - 斎藤兵市 東和

民族の自立を求めて 中国の少数民族とアイヌ解放運動 -

民族の復権 アイヌ連帯と教育の軌跡 - 空間達男 あゆみ出版

民族接触 北の視点から - 六興出版

民族連帯の輪舞 - 少数民族問題懇談会

鵡川地方に伝承されるアイヌの音楽についての調査研究 北海道立アイヌ民族文化研究センター調査報告書5 -
北海道道立アイヌ民族文化研究セン
ター

北海道道立アイヌ民族文化研究セン
ター

明治期アイヌ民族政策論 - 山川 力 未来社

明日に向かって アイヌの人びとは訴える - 牧書店

明日を創るアイヌ民族 - 未来社

木村謙二集 上・下巻 山崎栄作

木彫り職人　藤谷憲幸の世界 - 藤谷るみ子

野村義一と北海道ウタリ協会 - 竹内渉

野村義一研究報告書 - 竹内渉 クルーズ

柳の葉が魚になった！ -
知里真志保を語る会　北海道ウタリ
協会登別支部

柳の葉が魚になった！ -
知里真志保を語る会　北海道ウタリ
協会登別支部

柳の葉が魚になった！ -
知里真志保を語る会　北海道ウタリ
協会登別支部

雄武町のアイヌ語地名解 - 廣瀬隆人 みやま書房

夕張日誌（現代語訳） - 松浦武四郎 札幌・凍土社

様似の歴史とアイヌ民族 北海道アイヌ協会設立60周年を迎えて - 北海道ウタリ協会様似支部

雷神の妹 まんがアイヌ昔話 - アイヌ民族博物館

雷神の妹 まんがアイヌ昔話 - アイヌ民族博物館

立ち上がりつながるマイノリティ女性
アイヌ女性・部落女性・在日朝鮮女性によるアンケート
調査報告と提言― [現代世界と人権]

-
社団法人北海道ウタリ協会札幌支部/
部落解放同盟中央女性対策部/アプロ
女性実態調査プロジェクト/反差別国際

解放出版社

流亡 日露に追われた北千島アイヌ - 小坂 洋右 道新



タイトル サブタイトル 巻数 作者１ 発行者

良識ある市民に訴える　「アイヌ共同墓地」破壊を告発 墓地破壊の真相 - アイヌ新聞社

良識ある市民に訴える　「アイヌ共同墓地」破壊を告発 墓地破壊の真相 - アイヌ新聞社

林蔵の貌(かお) 上 北方 謙三 集英社

林蔵の貌(かお) 下 北方 謙三 集英社

歴史評論 特集　北方史の展開と日本社会 通巻434号 校倉書房

連翹 - 二宮 陸雄 愛育社

和人は舟を食う - 知里真志保 北海道出版企画センター

辨開凧次郎翁物語 -

彷書月刊 サハリン・千島を読む -


