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Sinshu or ta an ine sir 

シンシュー オッタ アン イネ シリ 

信州の四季 

 

※数字は実験的な 10進法で表現します 

   

 

アイヌ語弁論大会プログラムに掲載したものと形式は変えてありますが、内容はほぼ同じです。 

内容面で改訂した点は以下の通りです。 

(1)ローマ字表記を少し変更 (例)Sinsyu→Sinshu, syasin→shasin 

(2)例外や要注意アクセントを表示 (例)ine, k=eyaypakasnu 

(3)音(素)交替を表示 (例)or ta, an wa 

 

Re pa pakno Sinshu kimuyso ka ta k=an amkir. 

レ パ パクノ シンシュー キムイソ カ タ カン アムキリ． 

私は 3年間ほど信州の山奥で暮らしたことがあります。 

 

Shasin nukar wa en=kore yan! 

Tan nupuri Kiso-Komagatake ne. 

Ri tu-sen-sinepesan-hyaku-asikne-wanpe-iwan metoru ne wa Noskike-Arupusu or ta iyotta ri nupuri 

ne. 

 

シャシン ヌカラ ワ エンコレ ヤン！ 

タン ヌプリ キソコマガタケ ネ． 

リ トウセンシネペサンヒャクアシクネワンペイワン メートル ネ ワ ノシキケアルプス オッタ 

イヨッタ リ ヌプリ ネ． 

 

写真を見てください。 

この山は木曽駒ケ岳です。 



標高が 2956メートルで中央アルプスの最高峰です。 

 

Kiso-Komagatake ous ta retartat-ni ka kene ka ironne ri sine-sen-re-hyaku-ne metoru or ta, 

hemesu-kur usa sukiya usa ku=rewsirepa nupuri-cise ku=kor. 

Mata kion sessi mainasu tu-wan(hotne) do ne wa upas poronno as, paykar karinpa-ni nonno momawtacup 

yaayka heciraspa, sak ku=popi-toyehe or ta nonno sikno heciraspa hi nani cuk-hure-hankucotca 

arki, cuk nupuri-cise kotca ta ni ka ta hemesu wa an kamuy ku=pa. 

Sirihi Aynu-Mosir neno an hi ta k=an. 

Ene k=an hi ta aynu-itak k=eyaypakasnu wa teeta aynu ramuhu ponno k=eramuan sekor ku=yaynu. 

 

キソコマガタケ オウシ タ レタッタッニ カ ケネ カ イロンネ リ シネセンレヒャクネ メ

ートル オッタ， ヘメスクル ウサ スキーヤー ウサ クレウシレパ ヌプリチセ クコロ． 

マタ キオン セッシ マイナス トウワン(ホッネ) ド ネ ワ ウパシ ポロンノ アシ， パイカ

ラ カリンパニ ノンノ モマウタチュプ ヤアイカ ヘチラシパ， サク クポピートイェヘ オッタ 

ノンノ シクノ ヘチラシパ ヒ ナニ チュクフレハンクチョッチャ アラキ， チュク ヌプリチセ 

コッチャ タ ニ カ タ ヘメス ワ アン カムイ クパ． 

シリヒ アイヌモシリ ネノ アン ヒ タ カン． 

エネ カン ヒ タ アイヌイタク ケヤイパカシヌ ワ テエタ アイヌ ラムフ ポンノ ケラム

アン セコロ クヤイヌ． 

 

木曽駒ケ岳の麓のシラカバやハンノキも生い茂る標高 1300 メートルの場所で、私は登山者やスキーヤ

ーを泊める山小屋を営んでいたのです。 

冬には気温が－20℃になり雪が大量に降り積もり、春はというとサクラの花が 5月になってようやく咲

き、夏はポピー畑が満開になった途端アキアカネがやってきて、秋は山小屋の前で木に登っているクマ

を見つけたり……。 

北海道と同じような気候の場所に私は暮らしていたのです。 

そんな暮らしの中でアイヌ語を勉強していると、かつてのアイヌの人々の心も少しはわかってくるよう

な気がしました。 

 

“Sir-paykar na!”yak en=nure p makayo ne. 

Ponno moyre wa kunaw ka pukusa ka pukusakina ka ku=toyehe or ta usa soy ta usa hetukpa. 

Makayo kor pan siwnin iro usa ponno siw kera usa, kunaw kor maknatara konkane iro ani paykar 

popke ku=nu, pukusa kor nupur kera ani, “Sine pa k=arikiki kusu ne na.” sekor ku=sanpe 

ku=pirkare. 

Eskerimrim anak pirka hure nonno Asankar akkari wan to ka o moyre. 

 

“シリパイカラ ナ！” ヤク エンヌレ プ マカヨ ネ． 

ポンノ モイレ ワ クナウ カ プクサ カ プクサキナ カ クトイェヘ オッタ ウサ ソイ 



タ ウサ ヘトゥクパ． 

マカヨ コロ パン シウニン イロ ウサ ポンノ シウ ケラ ウサ， クナウ コロ マクナタラ 

コンカネ イロ アニ パイカラ ポプケ クヌ， プクサ コロ ヌプル ケラ アニ， “シネ パ 

カリキキ クス ネ ナ．” セコロ クサンペ クピリカレ． 

エシケリムリム アナク ピリカ フレ ノンノ アサンカラ アッカリ ワン ト カ オ モイレ． 

 

「春が来たよ。」と知らせてくれるのはフキノトウ。 

少し遅れてフクジュソウやギョウジャニンニク・ニリンソウも敷地の内外で顔を出します。 

フキノトウの淡い緑色とほろ苦い味やフクジュソウの輝く黄金の色に春の暖かさを感じ、ギョウジャニ

ンニクの強烈な味に「1年間頑張ろう。」と自らの気力を高めました。 

カタクリが可憐な赤紫の花をつけるのは旭川より 10日も遅れます。 

 

Sir-sak kunak en=nure yantone p asagimadara sekor a=ye heporap ne. 

Pirka siwnin rap kor ne heporap Aynu-Mosir or wa Okinawa usa Taiwan usa or un payoka. 

Nupuri-cise piskan ta poronno tuk, retar nonno o ikema asagimadara sino eramaspa. 

Kusuri kina usa a=e kina usa ne aynu eywanke ikema arukaroido sekor a=ye surku kor wa, asagimadara 

ne surku e wa cikap or wa yayepunkine. 

Asagimadara en=piskan ta arki oasi hi nani nonno toyehe or ta k=etoyta maw-ni ka hure nonnno 

o oasi hine, “Sir-cuk humi! Sir-popke hi un paye=an kusu, apunno oka yan.” sekor haweoka wa 

sap hi ta hure topen niwrotke maw o. 

 

シリサク クナク エンヌレ ヤントネ プ アサギマダラ セコロ アイェ ヘポラプ ネ． 

ピリカ シウニン ラプ コロ ネ ヘポラプ アイヌモシリ オロ ワ オキナワ ウサ タイワン 

ウサ オルン パヨカ． 

ヌプリチセ ピシカン タ ポロンノ トウク， レタン ノンノ オ イケマ アサギマダラ シノ 

エラマシパ． 

クスリ キナ ウサ アエ キナ ウサ ネ アイヌ エイワンケ イケマ アルカロイド セコロ 

アイェ スルク コロ ワ， アサギマダラ ネ スルク エ ワ チカプ オロ ワ ヤイェプンキネ． 

アサギマダラ エンピシカン タ アラキ オアシ ヒ ナニ ノンノ トイェヘ オッタ ケトイタ 

マウニ カ フレ ノンノ オ オアシ ヒネ， “シッチュク フミ！ シリポプケ ヒ ウン パイ

ェアン クス， アプンノ オカ ヤン．” セコロ ハウェオカ ワ サプ ヒ タ フレ トペン 

ニウロッケ マウ オ． 

 

夏の到来を告げてくれる訪問者の中にアサギマダラという蝶がいます。 

美しいあさぎ(薄い藍)色の羽をもつこの蝶は北海道から沖縄・台湾まで旅をします。 

山小屋の周囲に大量に生えて白い花々を咲かせるイケマはアサギマダラの大好物です。 

薬草や山菜としてアイヌの人々が利用するイケマはアルカロイドという有毒物質を持ち、アサギマダラ

はその有毒物質を体内に取り込んで野鳥から身を守っています。 



アサギマダラが訪れ始めると、花壇に植えてあるハマナスもピンクの花をつけ始め、そして、アサギマ

ダラが「秋になるよ。暖かい所へ行くから、さようなら。」と言って山を下りる頃、ハマナスは真っ赤

な甘酸っぱい実をつけてくれます。 

 

Kanna suy shasin nukar wa en=kore yan! 

Tanpe asagimadara ne. 

Tanpe ku=tekehe ne. 

Ku=tekehe ka ta asagimadara sini wa an siri! 

Asagimadara……(hopuni)……ku=tekehe……(rew)……kamera……(gashat)……tan shasin ne. 

Asagimadara anak ku=tokuyehe ne. 

 

カンナ スイ シャシン ヌカラ ワ エンコレ ヤン！ 

タンペ アサギマダラ ネ． 

タンペ クテケヘ ネ． 

クテケヘ カ タ アサギマダラ シニ ワ アン シリ！ 

アサギマダラ……(ホプニ)……クテケヘ……(レウ)……カメラ……(ガシャッ)……タン シャシン 

ネ． 

アサギマダラ アナク クトクイェヘ ネ． 

 

もう一度、写真を見てください。 

これがアサギマダラです。 

これは私の手です。 

私の手の上でアサギマダラが休んでいるんですよ！ 

アサギマダラ…………(が飛んで来て)、私の手…………(にとまり)、カメラ…………(でガシャッと撮

ったのが)、この写真です。 

アサギマダラは私の親しい友達です。 

 

Sir-cuk kunak ku=toyehe or ta ironne onne poro yam-ni en=epakasnu. 

Sir-kisnatara yasa apekor an humihi aste wa yam un=kore. 

Karus hene, ku=ramuhopunini wa k=esina hi un k=arpa wa kim usa ni usa ku=koyayirayke wa, k=uk. 

Ne cuk ipehe kamuy ka tusunike ka eyaykopuntek wa en=sam ta an wa an kamuy ku=nukar wa k=ekimatek 

hikusu ku=kira wa nupuri-cise or ta k=ahun. 

Ne ku=ramuhopunini ku=kimatek cuk ka somo tanne. 

 

シッチュク クナク クトイェヘ オッタ イロンネ オンネ ポロ ヤムニ エネパカシヌ． 

シリキシナタラ ヤサ アペコロ アン フミヒ アシテ ワ ヤム ウンコレ． 

カルシ ヘネ， クラムホプニニ ワ ケシナ ヒ ウン カラパ ワ キム ウサ ニ ウサ クコヤ

イライケ ワ， クク． 



ネ チュク イペヘ カムイ カ トウスニケ カ エヤイコプンテク ワ エンサム タ アン マ 

アン カムイ クヌカラ ワ ケキマテク ヒクス クキラ ワ ヌプリチセ オッタ カフン． 

ネ クラムホプニニ クキマテク チュク カ ソモ タンネ． 

 

秋の到来は、敷地に茂っていたクリの老巨木が教えてくれました。 

静かな空気を切り裂くように「ガサッ」という音を合図にしてクリの実を私たちに渡してくれます。 

キノコなどは、心躍らせて自分の秘密の場所へ行って山や木々に感謝しながら採るのです。 

そんな秋の恵みに喜んでいるのはクマやリスも同じで、近くに居ついてしまったクマとばったり鉢合せ

をしてびっくりし山小屋へ逃げ込んだりしました。 

そんなわくわくドキドキの秋も、長くは続きません。 

 

Kiso-Komagatake kitay wa hamuhu hure san kor an yakun upas nani as nankor. 

Sir-mata kor piskani epitta retanno(retarno) mosir ne. 

Upas corpok ta, aynu hem shokubutu hem doubutu hem, siknu p opitta mean eniyeniste wa imakakehe 

eyayriko uske tere utar ne sekor ku=yaynu. 

 

キソコマガタケ キタイ ワ ハムフ フレ サン コロ アン ヤクン ウパシ ナニ アシ ナン

コロ． 

シリマタ コロ ピシカニ エピッタ レタンノ モシリ ネ． 

ウパシ チョロポク タ， アイヌ ヘム ショクブツ ヘム ドウブツ ヘム， シクヌ プ オピッタ 

メアン エニイェニシテ ワ イマカケヘ エヤイリコ ウシケ テレ ウタラ ネ セコロ クヤイ

ヌ． 

 

木曽駒ケ岳の頂上から紅葉が下りてくれば雪が降るのはもうすぐです。 

冬は一面のまっ白い世界。 

雪の下で、人間も植物も動物も生き物全てが寒さに耐え、すばらしい未来を待ち望む仲間だと思います。 

 

Tanto ine sir uwokarpa hi ta ku=iki usa ku=yaynu usa ku=ye. 

Aynu ramuhu k=ehanke easkay nankor ya? 

 

タント イネ シリ ウウォカラパ ヒ タ クイキ ウサ クヤイヌ ウサ クイェ． 

アイヌ ラムフ ケハンケ エアシカイ ナンコラ？ 

 

今日は四季の変化の中での暮らしと想いを述べてみました。 

アイヌの人々の心に私は近づくことができたのでしょうか。 

 

Ney ta ka tane oka mondai hene ka ku=ye rusuy korka, tane an aynu-itak ani tane an hi usa shakai 

usa a=ye hi hem a=nuye hi hem sino hokanpa kunak ku=ramu. 



Wakusu wen rekisi or ta etoko ta somo moymoyke aynu-itak tokei kanna suy okake un a=moymoye wa, 

aynu-itak anak tane an hi ta siknu itak usa sine-itak poronno kor itak usa ne a=kar oasi. 

 

ネイ タ カ タネ オカ モンダイ ヘネ カ クイェ ルスイ コロカ， タネ アン アイヌイ

タク アニ タネ アン ヒ ウサ シャカイ ウサ アイェ ヒ ヘム アヌイェ ヒ ヘム シノ 

ホカンパ クナク クラム． 

ワクス ウェン レキシ オッタ エトコ タ ソモ モイモイケ アイヌイタク トケイ カンナ 

スイ オカケ ウン アモイモイエ ワ， アイヌイタク アナク タネ アン ヒ タ シクヌ イタ

ク ウサ シネイタク ポロンノ コロ イタク ウサ ネ アカラ オアシ． 

 

いずれは、現代的な問題なども述べてみたいのですが、現在のアイヌ語で現代や社会を表現するのはと

ても難しく感じられます。 

それを解決するには、残酷な歴史の中で過去に停止してしまったアイヌ語の時計をまた再び先へ進めて、

アイヌ語を現代的で豊かな単語(語彙)を持つ言葉にしなければ……と思います。 


