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は じ め に

　アイヌ語は、アイヌの人たちが話してきた独自の言語です。今でも、私たちが

普段アイヌ語を身近に触れているものとして、「地名」があります。アイヌ語が由

来とされる地名は、北海道をはじめ、サハリンや千島列島、それに東北地方にも

数多く残されています。アイヌ語は地名の他にも、「エトピリカ」「ラッコ」「トナ

カイ」など、アイヌ語として意識されずに使われている言葉が多くあります。

　現在では、時代の流れとともにアイヌ語を日常会話の言語として使われること

が、ほとんどなくなってきました。それでも祖先から伝えられてきた言葉を残し

ていこうと、地域においてさまざまな活動が行われています。

　この「アイヌ語ラジオ講座」では、初心者向けのやさしいアイヌ語の講座を、

ラジオで放送しております。多くの方々がアイヌ語にふれるきっかけとして、また、

初級のアイヌ語を学習する機会として、さまざまな講師をお招きして、平成 10年

より開講しております。

　平成 28年度は、4月からの 1年間にわたって、講師に帯広市出身の川上容子さ

んをお迎えして、アイヌ語の「十勝方言」を学んでいきます。

　さあ、私たちと一緒に、アイヌ語の世界をのぞいてみませんか。

平成 28年 4月
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【このテキストのアイヌ語と表記の仕方について】

　現在のところアイヌ語には共通語というものはなく、それぞれの地域で
それぞれの方言が学ばれています。そのため、このテキストでは担当講師
の方言（十勝方言）をベースにしています。

支援研究者の紹介

協　力　者

高
た か は し

橋　靖
や す し げ

以　北海道大学アイヌ・先住民研究センター博士研究員（言語学）

荒
あ ら  た  

田　このみ　帯広カムイトウウポポ保存会

川
か わ か み

上　容
よ う  こ  

子
　旧姓豊川。帯広市出身。関西圏

を中心に活動したアコースティッ

クユニット「zizi」のボーカルとし

て活動した後、北海道に戻り「え

みし project」、「nin cup（ニン

チュプ）」でアイヌのウポポやユカ

ラを取り入れ歌う。アイヌ文化伝

承者。

アイヌ語ラジオ講座のスケジュール表

月 日 Kanpinuye テーマ ページ

４月

3日 1 名前を尋ねる表現 4

10日 2 挨拶の表現 6

17日 3 発音と表記（１） 8

24日 4 発音と表記（２） 10

5月

1日 5 アクセント 12

8日 6 言葉遊び歌 14

15日 7 肯定の表現 16

22日 8 ヤイサマ 18

29日 9 否定の表現 20

6月

5日 10 リムセウポポ 22

12日 11 疑問の表現 24

19日 12 イフンケ 26

26日 13 命令の表現 28

講師のプロフィール
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カンピヌイエ　 シネプ

Kanpinuye 1  (sinep)
名前を尋ねる表現

例　文

1.  A：エレヘ ネコン レアン？

  e=rehe nekon rean?
  あなたのお名前は？

 B：テケペンケ アリ クレアン。

  tekepenke ari ku=rean .
  私の名前はテケペンケです。

2 . A：タアン ペ アイヌ イタク アリ ネコン レアン ヤ？

   taan pe aynu itak ari nekon rean ya?
  これはアイヌ語で何と言う名前ですか？

 B：アプシタ アリ レアン ペ エシタパン ネ。

   apusta ari rean pe estap an ne .
  アプシタ（戸板）というものです。

アイヌ語 品詞 日本語訳

アイヌ áynu 名詞 人間、アイヌ

アプシタ apústa 名詞 戸板

アリ ari 引用詞 ～と

アリ ari 後置詞 ～で

アン án 自動詞 ある、いる（単数）

イタク iták 名詞 言葉

エ e= 人称接辞 あなたが、あなたの

エシタプ estap 副助詞 ～こそ

ク ku= 人称接辞 私が、私の

タアン taán 連体詞 この

テケペンケ teképenke 名詞 テケペンケ（人名）

ネ ne 文末詞 …するよ

ネコン nékon 副詞 どのように

ペ pe 名詞 もの

ヤ ya 文末詞 …するか？

レアン réan 自動詞 ～の名前がある

レヘ réhe 名詞 ～の名前

学習のポイント

1. 相手の名前を尋ねる表現

　相手の名前を尋ねる表現は、気軽に使うことができないケースがあります。特に年配の方は違和感

を覚えることも多いようですのでご注意ください。

　テケペンケ tekepenke という名前の意味は、アシカイ クニ アリ アン クシ テケペンケ アリ アレコ

レ askay kun i ari an kus tekepenke ari a=rekore「手先が器用になるようにテケペンケと名付け

られた」とのことです。これは女性に与えられる名前です。

2. 物の名前を尋ねる表現

アイヌ語で「これは何ですか？」「あれは何ですか？」は次のように表現します。

　タアン ペ ネプ タパナ？

　taan pe nep tap an a?
　これは何ですか？

 トオン ペ ネプ タパナ？

　toon pe nep tap an a?
　あれは何ですか？

単　語
メモ
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挨拶の表現カンピヌイエ　 トゥプ

Kanpinuye 2  (tup)

1. A：ピリカノ エチオカイ ル ヘ？

  pirkano eci=okay ru he?
  お元気ですか？

 B：ピリカ。

  pirka .
  元気です。

2 .  A：ヤイェトゥパレ ノ オシッパ ヤナニ。

  yayetupare no osippa yan ani .
  気をつけて帰りなさい。

 B：イヤイライケレ。

  iyayraykere .
  ありがとうございます。

例　文

アイヌ語 品詞 日本語訳

アニ ani 文末詞 …しなさい

イヤイライケレ iyáyraykere 間投詞 ありがとう

エチ eci= 人称接辞 あなたが

オカイ okáy 自動詞 ある、いる（複数）

オシッパ osíppa 自動詞 帰る（複数）

ノ no 接続助詞 …して（状態）

ピリカ pírka 自動詞 良い

ピリカノ pírkano 副詞 良く

ヘ he 文末詞 ～か？

ヤイェトゥパレ yayétupare 自動詞 気を付ける

ヤン yan 文末詞 …しなさい

ル ru 名詞化辞 の、こと

単　語

学習のポイント

1. 出会った際の挨拶表現

　　アイヌ語には日本語の「こんにちは」「さようなら」のような気軽に使える挨拶の表現はありません。

十勝の本別地方においては、比較的礼儀正しい挨拶としてイシオロレ isiorore「ご挨拶申し上げます」

という言葉があります。イシオロレは、男性がオンカムイ onkamuy「拝礼する、拝礼」をするとき

に用いられる言葉です。ただし、女性同士でも礼儀正しい挨拶として用いることがあるとのことです。

　　また、イヤンカラプテ iyankarapte という言葉もありますが、これはオンカムイをするときに男性

のみが用いる言葉であるとされます。

2. 別れる際の挨拶表現

　　帰る人にではなく、出かける人に対しては次のような挨拶の表現を用います。

 ピリカノ ヤイェトゥパレ ノ パイエカイ ヤナニ。

 pirkano yayetupare no payekay yan ani.
	 よく気を付けてお出かけください。

メモ
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カンピヌイエ　 レプ

Kanpinuye 3  (rep)
　発音と表記（１）

アイヌ語の発音について、主にカタカナ表記に基づきながら説明します。なお、本テキストのカタカナ表記は「基

本的に同じ単語は常に一定の表記で書く」という原則に従っています。カタカナ表記と実際の発音には多少のズ

レが生じることがありますのでご注意ください。

1. ア行からサ行

ア行からサ行までを発音してみましょう。「アイエオ」の発音は日本語の共通語とほぼ同じで発音ですが、

「ウ」の音だけは日本語よりも唇を円めて発音されます。

カタカナ一文字の発音で単語がつくられるケースもあります。そのようなケースでは、語末の母音は少し

長めに発音されます。

ア a（座る）	 イ i	 ウ u	 エ e（食べる）	 オ o（～に入る）

カ ka（糸）	 キ ki（する）	 ク ku（飲む）	 ケ ke（削る）	 コ ko

サ sa（浜手）	 シ si	 ス su（鍋）	 セ se（背負う）	 ソ so（滝）

2. タ行からナ行

タ行からナ行までを発音してみましょう。タ行は、日本語の「タチツテト」とは少し事情が異なります。十

勝方言では日本語の「ツ」にあたる発音が用いられますが、他地域の方言では、一般に「チュ」という発音

が用いられます。また、アイヌ語には「トゥ」という発音があります。

なお、アイヌ語には、日本語のカ行とガ行、サ行とザ行、タ行とダ行のような発音の区別はありません。

タ ta（掘る）	 トゥ tu	 テ te	 ト to（湖）

チャ ca（刈る）	 チ ci（熟す）	 チュ cu	 チェ ce	 チョ co

ナ na		 ニ ni（木）	 ヌ nu（聞く）	 ネ ne（である）	 ノ no

　

3. ハ行とパ行

ハ行とパ行を発音してみましょう。アイヌ語ではハ行とパ行は区別されますが、パ行とバ行の区別はあり

ません。

ハ ha		 ヒ hi	 フ hu（生である）	 ヘ he	 ホ ho

パ pa（年）	 ピ pi	 プ pu（倉）	 ペ pe（水滴）	 ポ po（子供）

4. マ行からワ行

マ行からワ行までを発音してみましょう。「イェ、ウェ、ウォ」の三つは日本語にはない発音です。「イ・エ、

ウ・エ、ウ・オ」のように二つに区切って発音しないように注意してください。

なお、ヤ行の「イ」とワ行の「ウ」は限られた場合にしか出てきません。

マma（泳ぐ）	 ミ mi（着る）	 ム mu	 メ me	 モ mo

ヤ ya（網）	 イ yi	 ユ yu	 イェ ye（言う）	 ヨ yo

ラ ra（低いところ）	 リ ri（高い）	 ル ru（道）	 レ re（名前）	 ロ ro

ワ wa	 	 ウ wu	 ウェ we	 ウォ wo

メモ
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カンピヌイエ　 イネプ

Kanpinuye 4  (inep)
　発音と表記（２）

アイヌ語には、日本語と異なり、子音で終わる単語があります。以下では子音で終わる発音について説明します。

1. 「アイウエオ」と小さい「ク」の組み合わせ

 「アイウエオ」と小さい「ク」の組み合わせを発音してみましょう。まず、「アッカ、イッキ、ウック、エッ

ケ、オッコ」と発音し、次に最後の「カキクケコ」だけを言わないつもりで発音してください。

アク	ak（射る） イク	ik（百） ウク	uk（～を取る） エク	ek（来る） オク	ok

2. 「アイウエオ」と小さい「シ」の組み合わせ

　「アイウエオ」と小さい「シ」の組み合わせを発音してみましょう。まず、「アッシ、イッシ、ウッシ、エッ

シ、オッシ」と発音し、次に最後のシだけを言わないつもりで発音してください。

アシ	as（立つ） イシ	is ウシ	us（～に付く） エシ	es オシ	os

3. 「アイウエオ」と小さい「ツ」の組み合わせ

　「アイウエオ」と小さい「ツ」の組み合わせを発音してみましょう。まず、「アッタ、イッチ、ウッツ、エッ

テ、オット」と発音し、次に最後の「タチツテト」だけを言わないつもりで発音してください。

アッ	at（たちこめる） イッ	it ウッ	ut エッ	et オッ	ot

4. 「アイウエオ」と「ン」の組み合わせ

「アイウエオ」と「ン」の組み合わせを発音してみましょう。「ア・ン、イ・ン、ウ・ン、エ・ン、オ・ン」

と区切って発音しないように注意してください。

アン	an（ある） イン	in ウン	un（～にある） エン	en オン	on

5. 「アイウエオ」と小さい「プ」の組み合わせ

「アイウエオ」と小さい「プ」の組み合わせを発音してみましょう。まず、「アッパ、イッピ、ウップ、エッ

ペ、オッポ」と発音し、次に最後の「パピプペポ」だけを言わないつもりで発音してください。

アプ	ap イプ	ip ウプ	up エプ	ep オプ	op（槍）

6. 「アイウエオ」と小さい「ム」の組み合わせ

「アイウエオ」と小さい「ム」の組み合わせを発音してみましょう。まず、「アンマ、インミ、ウンム、エンメ、

オンモ」と発音し、次に最後のマミムメモだけを言わないつもりで発音してください。

アム	am（爪） イム	im ウム	um エム	em オム	om

7. 「アイウエオ」と「イ」の組み合わせ

「アイウエオ」と「イ」の組み合わせを発音してみましょう。「ア・イ、ウ・イ、エ・イ、オ・イ」と区切っ

て発音しないように注意してください。

アイ	ay（矢） ウイ	uy エイ	ey オイ	oy

8. 「アイウエオ」と小さい「ラリルレロ」の組み合わせ

「アイウエオ」と小さい「ラリルレロ」の組み合わせを発音してみましょう。小さい「ラリルレロ」は、日

本語のラ行の音のようなはっきりとした音ではなく、前に来る音によって多少違う音に聞こえるあいまいな

発音です。

アラ	ar イリ	ir ウル	ur エレ	er オロ	or（中）

9. 「アイウエオ」と「ウ」の組み合わせ

「アイウエオ」と「ウ」の組み合わせを発音してみましょう。「ア・ウ、イ・ウ、エ・ウ、オ・ウ」と区切っ

て発音しないように注意してください。

アウ	aw（隣り） イウ		iw エウ	ew オウ	ow

メモ
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アクセント
Kanpinuye 5  (asiknep)

カンピヌイエ　 アシクネプ

十勝地方のアイヌ語にはアクセントの区別があります。アイヌ語のアクセントは、日本語の共通語と同じように、

ある音を高く発音するか、低く発音するかによって区別されます。

以下の単語のアクセントを確かめてみましょう。

	 	カ	ka		「糸」

	 	ソ	so		「滝」

	 	ト	to		「湖」

これらの単語は、カタカナ一文字の発音でつくられています。このような場合、そのカタカナで表される音は

高く発音されます。

次に、以下の単語のアクセントを確かめてみましょう。

 	ワッカ	 	wakka	 「水」 ⇒ アクセントは「ワッ」にあります。

 	オシケ	 	oske	 「中」 ⇒ アクセントは「オシ」にあります。

 	シンリッ	 	sinrit	 「根」 ⇒ アクセントは「シン」にあります。

 	アイヌ	 	aynu	 「人間」 ⇒ アクセントは「アイ」にあります。

 	ケウトゥム	 	kewtum	「心」 ⇒ アクセントは「ケウ」にあります。

これらの単語では、先頭から二番目の音は、小さいカタカナで表される音（またはン n、イ y、ウ w）となって

います。このような場合は、一番目から二番目にかけてのカタカナで表されている音が高く発音されます。

さらに、以下の単語のアクセントを確かめてみましょう。

　アペ	 ape		「火」 ⇒ アクセントは「ペ」にあります。

　パケ	 pake		「頭」 ⇒ アクセントは「ケ」にあります。

　チキリ		 cikir		「足」 ⇒ アクセントは「キリ」にあります。

　カムイ		 kamuy	「神」 ⇒ アクセントは「ムイ」にあります。

　エカチ	 ekaci	「子供」 ⇒ アクセントは「カ」にあります。

これらの単語では、先頭から二番目の音は、小さいカタカナで表される音（またはン n、イ y、ウ w）ではあり

ません。このような場合は、二番目（または二番目から三番目にかけて）のカタカナで表されている音が高く発

音されます。

最後に、以下の単語のアクセントを確かめてみましょう。

 	ウナ	 	una	「灰」	 ⇒ アクセントは「ウ」にあります。

 	カニ	 	kani「金属」	 ⇒ アクセントは「カ」にあります。

 	ケラ	 	kera「味」	 ⇒ アクセントは「ケ」にあります。

 	フラ	 	hura「匂い」	⇒ アクセントは「フ」にあります。

 	レラ	 	rera	「風」	 ⇒ アクセントは「レ」にあります。

これらの単語の先頭から二番目の音は、小さいカタカナで表される音（またはン n、イ y、ウ w）ではありませ

ん。しかし、これらの単語では、例外的に一番目のカタカナで表されている音が高く発音されます。このような

例外的なアクセントをもつ単語については、個々にアクセントを覚える必要があります。

メモ
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カンピヌイエ　 イワンペ

Kanpinuye 6  (iwanpe)
言葉遊び歌

タナタナ クニケ

tanatana kunike

ソカポ ソロルント

sokapo sororunto

ユクトマキウカ アネトマキウカ

yuktomakiwka anetomakiwka

ナーソロマ チョーチョシ チョーチョシ

nasorma cocos cocos

本　文

学習のポイント

　この言葉遊び歌はサマイルクカムイ samaykurkamuy が犬の名を呼ぶ歌として伝承されているもので

す。ここでは本別地方の伝承を取り上げました。他の地域においても類似の歌が幅広く伝承されています

が、言葉は少し異なります。

　この言葉遊び歌に用いられている単語は犬の名前であるとされます。しかし、何頭いたのかは伝承者に

も不明であるとのことです。なお、結末の部分の「チョー co」という言葉は、犬に対する呼びかけとし

て用いられます。

　サマイクルカムイはアッセレケ アイヌ アッセレケ カムイ asserke aynu asserke kamuy　「半分は人

間で半分は神様」であるとされます。アイヌの口頭伝承において重要な神です。

　本別地方には、サマイクルカムイが数年間滞在して狩りをしていたというウチャシコマ ucaskoma「言

い伝え」があります。そして、サマイクルカムイの連れている犬がシカを捕えて鳴き声を上げると、人間

たちはサラニプ saranip「編み袋」を持ってそのシカの肉を頂戴してきたという伝説が語り継がれています。

メモ
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肯定の表現カンピヌイエ　 アラワンペ

Kanpinuye 7  (arwanpe)

1. A：イキア クル オマナ ル ヘ？

  ikia kur oman a ru he?
  さっきの人は行きましたか？

 B：モンライケ クシ オマン。

  monrayke kus oman
  仕事に行きました。

2 . A：オノン アラキ ウタラ タプ オカイ ヤ ?

  onon arki utar tap okay ya?
  どこから来た人々ですか？

 B：アヌタリ ネ ナンコロ。

  an=utari ne nankor.
  私たちの仲間でしょう。

例　文

アイヌ語 品詞 日本語訳

ア a 助動詞 …した

アン an= 人称接辞 （聞き手を含む）私たちが、私たちの

アラキ árki 自動詞 来る

ヘ he 文末詞 ～か？

イキア ikía 連体詞 その、例の

クル kúr 名詞 人

クシ kus 接続助詞 …するために、…するので

モンライケ mónrayke 自動詞 仕事をする

ナンコロ nankor 助動詞 …するだろう

ネ né 他動詞 ～である

オカイ okáy 自動詞 ある、いる（複数）

オマン omán 自動詞 行く（単数）

オノン onón 副詞 どこから

ル ru 名詞化辞 の、こと

タプ tap 副助詞 ～こそ

ウタラ utár 名詞 人々、仲間

ウタリ utári 名詞 ～の人々、仲間

ヤ ya 文末詞 …するか

単　語

1. 「～が…する」という表現

　例文 1 は、「さっきの人が仕事に行く」という肯定の表現を基にした会話です。

 イキア クル モンライケ クシ オマン。

 ikia kur monrayke kus oman.
 さっきの人が仕事に行った。

 　 このように単語を並べることで、「～が…する」という表現がつくられます。また、アイヌ語の動詞

には、「…する」と「…した」のような区別はありません。たとえば、上の例文は「さっきの人が仕事

に行く」という意味にもなります。

2. 「～は～だ」という表現

　　例文 2 のように、「～は～だ」という表現をつくるときには、名詞の後にネ ne「～である」という

動詞を置きます。次の例も参照してください。

 ウナ アナク アペフチ シニ ヒ ネ。

 una anak apehuci sini hi ne.
　灰は火の女神が休む場所です。

学習のポイント

メモ
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ヤイサマカンピヌイエ　 トゥペサンペ

Kanpinuye 8  (tupesanpe)

ヤイサマ ネ ナ

yaysama ne na

ヤイサマ ネ ナ

yaysama ne na

ヤイサマ ネ ナ

yaysama ne na

ヤイサマ ネ ナ

yaysama ne na

ヤイサマ ネ ナ ン

yaysama ne na n

ホレンナ ホレ

horenna hore

ホレ ホレ

hore hore

ウ ホレ ホレ

u hore hore

ホレンナ ホレ

horenna hore

ホレ ホレ ン

hore hore n

本　文

　ヤイサマ yaysama「叙情歌」は自分自身の心情を韻文にして、自らの節で歌うものです。ここでは帯

広地方のヤイサマを参考にしました。

　ヤイサマという言葉については、「自分を真似する」「自分の側」などの語源解釈がありますが、詳細は

不明です。

　ここで紹介するヤイサマは、特に意味のある歌詞でつくられたものではありません。他のヤイサマには

日常の様々な心情を表現したものもみられます。例えば、恋愛や望郷の想い、年老いたことへの嘆き、他

人への称賛や恨み、都会への憧れや禁酒の誓いなどが歌われます。

　また、本別地方においては、チプ cip「舟」を竿で操りながらヤイサマを歌っていたとのことです。この

ことから、ヤイサマは屋外で仕事をしながら歌われる場合もあったことがわかります。

メモ

学習のポイント
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否定の表現カンピヌイエ　 シネペサンペ

Kanpinuye 9  (sinepesanpe)

1. A：ナア タアン イタンキ オシケ タ ポンノ オチャ アン。
  naa taan itanki oske ta ponno oca an .
  まだこのお椀の中に少しお茶があります。

  ソモ エク ル ヘ？
  somo e=ku ru he?
  飲まないのですか？

 B：オアラ クオイラ アワン。
  oar ku=oyra awan.
  すっかり忘れていました。

2 . A：アペ ナア ソモ ウフイ ル ヘ？
  ape naa somo uhuy ru he?
  火はまだ燃えませんか？

 B：ナア ソモ ウフイ。
  naa somo uhuy.
  まだ燃えません。

例　文

アイヌ語 品詞 日本語訳

アペ apé 名詞 火

アワン awan 助動詞 …したのだった

アン án 自動詞 ある、いる（単数）

イタンキ itánki 名詞 お椀

ウフイ uhúy 自動詞 燃える

エ e= 人称接辞 あなたが、あなたの

オアラ oár 副詞 全く

オイラ óyra 他動詞 ～を忘れる

オシケ óske 位置名詞 ～の中

ク kú 他動詞 ～を飲む

ク ku= 人称接辞 私が、私の

ソモ somó 副詞 …しない

タ ta 後置詞 ～に、～で（場所）

タアン taán 連体詞 この

ナア naá 副詞 まだ

ヘ he 文末詞 ～か？

ポンノ pónno 副詞 少し

ル ru 名詞化辞 の、こと

単　語

学習のポイント

1. 「～が…しない」の表現

　　「～が…しない」という表現には、ソモ somo という副詞が使われます。ソモ somo は動詞の前に

置かれます。日本語と順序が異なりますので注意してください。

 チカプ ワッカ ソモ ク。

 cikap wakka somo ku.
 鳥が水を飲みません。

　　また、動詞の後にソモ キ somo ki「…しない」という言葉が置かれることもあります。

 レラ ユプケ ソモ キ。
 rera yupke somo ki
 風は強くありません。

2. 「～は～ではない」の表現

　　「～は～ではない」と表現する場合には、ソモ somo という副詞をネ ne「～である」という動詞の

前に置きます。

　タアン ペ アナク イタンキ ソモ ネ ナ。

　taan pe anak itanki somo ne na
　これはイタンキ（お椀）ではありません。

メモ
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リムセウポポカンピヌイエ　 ワンペ

Kanpinuye 10 (wanpe)

ウタラ オプンパレ ワ リムセレ ヤン ア ハオー ハオー イー

utar opunpare wa rimsere yan a hao hao i
人々を起き上がらせて踊らせなさい。

ウタラ オプンパレ ワ リムセレ ヤン ア ハオー ハオー イー

utar opunpare wa rimsere yan a ha o ha o i
人々を起き上がらせて踊らせなさい。

ウタラ オプンパレ ワ リムセレ ヤン ア ハオー ハオー イー

utar opunpare wa rimsere yan a hao hao i
人々を起き上がらせて踊らせなさい。

本　文

アイヌ語 品詞 日本語訳

ウタラ utár 名詞 人々

オプンパレ opúnpare 他動詞 ～を起き上がらせる

ヤン yan 文末詞 …しなさい

リムセレ rímsere 他動詞 ～を踊らせる

ワ wa 接続助詞 …して

単　語

　ここでは帯広地方のリムセウポポ rimseupopo「踊り歌」を参考にしました。帯広地方ではウポポ

upopo「祭り歌」をロクウポポ rokupopo「座り歌」とリムセウポポ rimseupopo「踊り歌」の二種類に

分けることがあります。ここで取り上げたリムセウポポは十勝地方で幅広く歌い継がれているものです。

　ウポポは基本的に集団で歌われるものであり、歌詞も固定しています。歌い方には斉唱や交唱、輪唱な

ど様々な歌い方があります。

　本別地方の方の話によると、ピリカ シノッチャ アナクネ カムイ ヌ プ タパン ナ pirka sinotca anakne 

kamuy nu p tap an na「美しい歌の節は神々が聞くものであるぞ」と言われ、幼い頃からウポポの練習

をしたということです。

メモ

学習のポイント



24 25

疑問の表現カンピヌイエ　 シネプイカシマ ワンペ

Kanpinuye 11 (sinep ikasma wanpe)

1. A：ル ピリカ ヤ ?

  ru pirka ya?
  道は良い状態ですか？

 B：ユク ル アッカリ ウェン。

  yuk ru akkari wen .
  シカの通る道より悪いです。

2 .  A：エカチ エコン ル ヘ？

  ekaci e=kor ru he?
  お子様はおられますか？

 B：トゥン カイ アン ワ。

  tun kay an wa .
 	 二人もいます。

例　文

アイヌ語 品詞 日本語訳

アッカリ ákkari 副詞 それ以上に

アン án 自動詞 ある、いる（単数）

ウェン wén 自動詞 悪い

エ e= 人称接辞 あなたが、あなたの

エカチ ekáci 名詞 子供

カイ kay 副助詞 ～も

コロ kór 他動詞 ～を持つ（例文 2Aでは「コン」と発
音されます）

トゥン tún 名詞 二人

ピリカ pírka 自動詞 良い

ヘ he 文末詞 ～か？

ヤ ya 文末詞 …するか？

ユク yúk 名詞 シカ

ル rú 名詞 道

ル ru 名詞化辞 の、こと

ワ wa 接続助詞 …して

単　語

学習のポイント

1.「…するか？」の表現

　動詞で終わる文の末尾にヤyaという文末詞を置くと、「…するか？」という問いかけの表現になります。

 クレヘ エエラマン ヤ？

 ku=rehe e=eraman ya?
 私の名前はご存知ですか？

　なお、ヤ ya を付けずに文末のイントネーションを上昇させるだけでも問いかけの表現になります。

 ナア ポロンノ アン？
 naa poronno an?
 まだたくさんありますか？

2. 「～か？」の表現

　　名詞または「の、こと」などの名詞化辞で終わる文の末尾にヘ he という文末詞を置くと、「～か？」

という問いかけの表現になります。

 ネン コロ ペ ヘ？
 nen kor pe he?
 誰の物ですか？

メモ
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イフンケカンピヌイエ　 トゥプ  イカシマ ワンペ

Kanpinuye 12 (tup ikasma wanpe)

ホ イオー クキ チキ モコロ ハニ ハー タ ハ ンー

ho io ku=ki ciki mokor hani ha ta ha n
私が（子守り歌を）したら眠りなさい。

テエタ マク タ マクンフチ イフンケ タパン ナ ア ター ハ ンー

teeta mak ta mak un huci ihunke tap an na a ta ha n
昔、大昔、大昔のおばあさんの子守歌ですよ。

エ イオー クキ チキ モコロ ハニ ハ ター ハ ンー

e io ku=ki ciki mokor hani ha ta ha n
私が（子守り歌を）したら眠りなさい。

ハ チシ エカチ ペヌキ タプストゥ エイクルカスイェ ハー ター ハ ンー

ha cis ekaci penuki tapsutu eikurkasuye ha ta ha n
泣く子供が腕で背中を揺すります。

エ イオー クキ チキ モコロ ハニ ハ ター ハ ンー

e io ku=ki ciki mokor hani ha ta ha n
私が（子守り歌を）したら眠りなさい。

本　文

アイヌ語 品詞 日本語訳

アン án 自動詞 ある、いる

イフンケ ihúnke 名詞 子守歌

ウン ún 他動詞 ～にある、いる

エイクルカスイェ eíkurkasuye 他動詞 ～で表面を揺らす

エカチ ekáci 名詞 子供

キ kí 他動詞 ～をする

ク ku= 人称接辞 私が、私の

タ ta 後置詞 ～に、～で（場所）

タプ tap 副助詞 ～こそ

タプストゥ tápsutu 名詞 ～の腕

テエタ teéta 名詞 昔

チキ ciki 接続助詞 …するなら

チシ cís 自動詞 泣く

ナ na 文末詞 …するぞ

ハニ hani 文末詞 …しなさい

フチ húci 名詞 おばあさん

ペヌキ penúki 動詞 そのようにする（韻文に現れる形式的
な要素）

マク mák 名詞 大昔、背後

モコロ mokór 自動詞 眠る

単　語

　ここでは帯広地方のイフンケ ihunke「子守歌」を参考にしました。この歌は十勝地方では有名な子守

歌ですが、地域や個人によって歌詞が少し異なります。

　子守歌の中には特に意味のない言葉を繰り返すものもありますが、この歌のように、歌詞としての内容

がみられるものもあります。歌詞の内容も様々ですが、「眠りの由来を解き明かして眠らせるもの」「子供

を怖がらせることで眠らせるもの」などがあります。また、夫に対する日常の不平不満を歌ったものもあ

ります。

学習のポイント

メモ
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命令の表現カンピヌイエ　 レプイカシマワンペ

Kanpinuye 13 (rep ikasma wanpe)

1.  A：エタク チプ オ ヤン。

  etak cip o yan .
  さあ丸木舟に乗りなさい。

 B：エクスン パイェアン ヤ？

  ekusun paye=an ya?
  対岸へ行くのですか？

 A：エクスン パイェアン ワ モンライケ ヤン。

  ekusun paye=an wa monrayke yan .
  対岸へ行って仕事をしなさい。

2 . A：クコンナラペ ネプ カイ キ チク クカスイ ルスイ クシ クエク。

  ku=konnarpe nep kay ki cik ku=kasuy rusuy kus ku=ek.
  伯母さんが何かをするのなら、手伝いたいと思って来ました。

 B：モンライケ ポロンノ アン クシ ポンノ エンカスイ テク オシピ。

  monrayke poronno an kus ponno en=kasuy tek osipi .
  仕事はたくさんありますから少し手伝っていきなさい。

例　文

アイヌ語 品詞 日本語訳
アン án 自動詞 ある、いる（単数）

エク ék 自動詞 来る（単数）

エクスン ekúsun 副詞 対岸へ

エタク eták 間投詞 さあ

エン en= 人称接辞 私を、私に

オ ó 他動詞 ～に乗る

オシピ osípi 自動詞 帰る（単数）

カイ kay 副助詞 ～か（疑問表現に後続）

カスイ kasúy 他動詞 ～を手伝う

キ kí 他動詞 ～をする

ク ku= 人称接辞 私が、私の

クシ kus 接続助詞 …するために、…するので

コンナラペ kónnarpe 名詞 伯母

チク cik 接続助詞 …するならば

チプ cíp 名詞 丸木舟

テク tek 接続助詞 …して

ネプ nép 名詞 何

パイェ payé 自動詞 行く（複数）

ポロンノ porónno 副詞 たくさん

ポンノ pónno 副詞 少し

モンライケ mónrayke 自動詞 仕事をする

ヤ ya 文末詞 …するか？

ヤン yan 文末詞 …しなさい

ルスイ rusuy 助動詞 …したい

ワ wa 接続助詞 …して

単　語

1. 「…しなさい」の表現

　動詞で終わる文の末尾にヤン yan という文末詞を置くと、「…しなさい」という命令の表現になり

ます。

　エンコタ パケ ヤムカ ヤン。

　enkota pake yamka yan.
　早く頭を冷やしなさい。

　このヤン yan という文末詞は、二人以上の人や、丁寧な命令の表現として使われます。一方、この

yan を用いずに命令の表現をつくることもできます。

　エタク  スケ。

　etak suke.
　さあ料理をしなさい。

学習のポイント

メモ
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平成28年度「アイヌ語ラジオ講座」テキスト　Vol.1

平成２8年4月

　国及び北海道からの財政的な支援をいただいております
が、法律の趣旨を踏まえ多様な事業を展開していくために運
営基盤の確立が重要であります。
　このため、地元北海道はもとより、全国の個人、団体や企
業の方々から、幅広くご支援をいただくことが大切であると考
えております。
　つきましては、このような趣旨をご理解の上、賛助会員とし
てご入会くださいますようお願い申し上げます。

●寄付金税額控除について
　当公益財団は、平成25年12月に国から「税額控除に係る証明書」の交付を受けており
ますので、所得税を納付している場合、確定申告に必要書類を添付することで、所得税や
住民税から一定額が控除されます。

■法人・団体／一口２万円
■個　　 人／一口５千円
　※各一口以上です。

年会費

　皆様からの会費は、アイヌ文化に関する書籍、写真、ビデ
オ等のライブラリーの整備など当公益財団の自主事業の充
実のためにあてられます。

賛助会費の使途

　会員の皆様には、次のような特典があります。
　 ・当公益財団が発行する刊行物等の無料配布

会員の特典

2127

平成30年3月
 31日まで　


