○AUT オークランド工科大学

マオリ研究の第一人者でもある Jason King 教授のレクチャー

アイヌ文化についてのプレゼンテーション

○ファカタネにある「Mataatua」のマエラ

建物の特徴的な彫刻を最大限に活かしたプロジェクションマッピング

○Whakatane Intermediate School での活動

授業の様子

全校集会に参加

学校で取り組んでいるクリーン活動の様子

Multiculturalism room でのマオリ語クラスの生徒の授業に参加

マオリ民族のステータスを表すモコのタトゥーペイント

○フォトギャリー

【2019 年度 SGH NZ 研修日程表】
DATE

PLACE
新千歳空港集合

DAY1
10/15
TUE.

新千歳空港発
成田空港着
成田空港発
オークランド空港着
オークランド

DAY2
10/16
WED.

オークランド空港着
オークランド空港発
ファカタネ空港着

DAY3
10/17
THU.

DAY4
10/18
FRI.
DAY5
10/19
SAT.

DAY5
10/20
SUN.

ファカタネ

ファカタネ

REMARKS

12:00 新千歳空港２階 ANA 国際線乗継カウンター付近
13:05 チェックイン,荷物預け,保安検査後,搭乗,成田空港へ
14:50 着後,保安検査後,搭乗口へ移動
18:30 オークランドへ向けて出発
《機中泊》
9:05 着後,入国審査,荷物受取,税関審査,オークランド市内へ
★高等教育機関におけるマオリ文化研究
◆AUT（オークランド工科大学）にて
Jason King 教授によるマオリ文化講座
終了後,オークランド空港へ移動
17:30 荷物預け,チェックイン
18:35 ファカタネに向けて出発
19:20 着後,専用車にて市内視察を経て現地校へ 《ファカタネ泊》

終日

終日

終日

【テーマ：先住民マオリとの共生】
★学校教育におけるマオリ文化
◆現地校交流(Whakatane Intermediate School)
‐マオリ語クラス授業参加
‐学内マオリ文化活動参加
‐アイヌ文化紹介、発表
‐マオリ文化とアイヌ文化 意見交換 《ファカタネ泊》
【テーマ：先住民マオリとの共生】
★マオリ文化の地域との結びつきを視察
◆マオリと NZ 自然保護活動(Kiwi Bird Sanctuary)
◆地域密着型「マラエ」訪問
《ファカタネ泊》
ホストファミリーと過ごす
《ファカタネ泊》

ファカタネ
ファカタネ

8:00

ファカタネ空港着

15:30
16:45
17:30
19:00
19:15

各家庭の送迎にてファカタネ空港集合
着後,荷物預けチェックイン
経由地オークランドへ移動
着後，空港内レストランにて各自夕食
専用車にてホテルへ移動
《オークランド泊》

7:30
7:50
9:50

専用車にて空港へ
チェックイン，荷物預け，出国検査後搭乗口へ
成田空港へ向け出発

ファカタネ空港発
オークランド空港着
オークランド空港発
ホテル着
ホテル発
オークランド空港着

DAY6
10/21
MON.

TIME

オークランド空港発
成田空港着
成田空港発
新千歳空港着

集合時間までホストファミリーと過ごす

16:50 着後,入国検査，荷物受取，税関，乗継
17:55 新千歳空港へ向けて出発
19:40 新千歳空港着 → 解散

Ⅰ．オークランド工科大学訪問
15 日午前，私たちは新千歳空港を後にして成田空港を経由し，16 日午前にオークランド
国際空港に降り立った。その後，オークランド市内を観光したのちニュージーランドの国立
大学である「オークランド工科大学(AUT)」を訪問した。オークランド工科大学はオークラ
ンド市内中心部にあり，マオリなどに関する
学習をする民俗学や経営学，教養，工学をは
じめとする理系などの様々な学部に分かれ
ている。またオークランド工科大学は日本の
一般的な大学とは違い，まるでオフィス街か
のようにキャンパス街として学び舎を構え
ている。オークランド工科大学に到着後，私
たちは食堂に案内され大学のスタッフや学
生たちと昼食を共にした。昼食後，私たちは
「マラエ」と呼ばれるマオリ文化にとって極
めて重要な集会場のような場所に案内された。マオリの慣習では，初めてマラエを訪問する
ものは「ポフィリ」と呼ばれる正式な歓迎の儀式を受けなければならないとされている。
具体的にポフィリではスピーチや歌，踊り，ホンギと呼ばれる挨拶などを行う。そこで迎
える側の集団(タンガタ・フェヌア)と来訪者(マヌヒリ)が互いに言葉を交わし，関係を築き
異なる集団が一体化することがポフィリの意義である。私たちはこのポフィリの儀式に参
加し，友好の意を示すとともに，嵐の「ふるさと」を歌唱した。その後，私たちはマラエで
マオリ研究の第１人者である Jason

King 教授のレクチャーを受けた。レクチャーの中で

はマオリ語による挨拶や歌，講義を通してマオリ文化や歴史について学ぶことができた。
Jason 教授のレクチャー後，私たちは北海道の先住民族である「アイヌ民族」についてのプ
レゼンテーションを行った。アイヌ語が UNESO の「きわめて危険な状態にある言語」と
して認められていることや倭人がアイヌの
人々に対して行った「同化政策」，そして私
たち IR コースの生徒が国際社会という授
業の一環で取り組んでいる，アイヌ語学習
について紹介した。その後オークランド工
科大学に日本から留学中の学生らに大学の
構内を案内してもらった。私たちは日本の
大学とは違った学習環境やシステムにとて
も驚いた。

Ⅱ．マラエでのマオリ学習
マラエとは，マオリの人々にとっての“トゥランガワエワエ”(自分たちが所属する場所)と
して認識するとても重要なものであり，集会や祝い事の時など，その部族にとって重要なイ
ベントに対して用いられている。 私たちは，今回の研修で大きく 2 個のマラエを訪れた。
まず 1 つ目は，研修初日に訪れた学生がマオリについて学ぶことのできる大学，
AUT(Auckland University of Technology)のキ
ャンパス内に設置されているマラエだ。ここのマ
ラエでは，“チャレンジ”という儀式を訪問者側は
受ける。これは，歓迎のサインであり初めての訪
問者に対して必ず行われる。入室後，歓迎の言葉
を相互に交わし，Jason King 教授からマオリに
関するレクチャーを受けた。レクチャーでは，マ
オリの歴史・文化などの説明と，実際にマオリ語
を用いたコミュニケーション方法を学んだ。
2 つ目は，研修 3 日目に Whakatane Intermediate School の先生方に連れられて行っ
た Whakatane の中で最も由緒あるとされているマラエである。そこでは，マオリ特有の
入場や儀式体験・最新型のプロジェクションマッピングを用いたマオリについての物語鑑
賞・建築物(マオリの集会所について)の歴史について記載されている建物の見学をした。
最初に，集会所に入る際にマオリの方々が私たちに対して歓迎の意味を示す歌を歌って
くれた。訪問者は原則，マオリの方々に対して無礼であるため，歯を見せ笑ってはいけない
という事・建物内に入る前に靴を脱ぐことが決められている。入場後，私たちは向かい合っ
て座ったのち，マオリの方々からのマオリ語での歓迎の言葉と歌を受け取った。この一連の
儀式は，“ポフィリ”と言い始めてマラエを訪れる訪問者にたいして行われる正式な歓迎の儀
式であり，これによって訪問者の神聖さを取り除きマラエの人々と一体化することが出来
ると言われている。その後私達からもお礼の言葉と歌を披露し，マラエの中で最も特徴的で
ある彫刻を多く施した“テ・ファレヌイ”という部族の先祖の一人の体を模したとされている
内装を見学した。
着席した私たちは，その後数分間のマオリの歴
史に関するプロジェクションマッピングを鑑賞し
た。プロジェクションマッピングは，建物の特徴的
な彫刻を最大限に活用したものとなっており，英
語の説明ではあったがマオリの神々とはなぜ生ま
れたのか，またマオリ文化はどのように人々に浸
透していったのかなどの大枠を理解することが出
来た。

その後“マラエ・アテア”に移動し，NZ のお菓子や飲み物を飲みながらカパ・ハカの学生
大会の VTR を鑑賞し，マラエに向かい入れてくれたマオリの方々との交流を行った。体験
を終えスクールに戻る前に，マラエという建築物がどのような経緯で建立されたのか詳し
く記載されている別館へと行き，実際に過去に内装の柱として利用されていた木彫りの彫
刻を見せてもらった。

Ⅲ

Whakatane での生活

16 日夕方，私たちはオークランド国際空港からおよそ 1 時
間 の 距 離 に あ る Whakatane に 飛 行 機 で 向 か っ た 。
Whakatane という地域はニュージーランドの中では小さい
町ではあるが，マオリ民族の人々が多く暮らしている地域で
あり，マオリの歴史上重要な滝や洞窟などがある。
Whakatane 空港では私たちがお世話になるホストファミ
リーたちが迎えに来てくれていた。私たちは今回，男女 2 班
に分かれて 2 つの家庭にホームステイさせていただいた。私
がお世話になった家庭はホストファザーが仕事の都合で不在
とのことで，ホストマザーとホストブラザー，2 人のホストシ
スターが私を歓迎してくれた。空港を後にして，私たちは夕食のためにマクドナルドを訪れ
た。やはり日本とは違い，味も量も全く異なるものであった。帰宅後，改めて挨拶をして日
本から持参したお土産をお渡しすると，普段全く見かけない日本製品に楽しんでいた。
滞在 2 日目以降は，3 日間 15 時まで現地のインタ
ーミディエイト・スクールで活動したのち，ホストフ
ァミリーとドライブやミニゴルフ，映画館での映画
鑑賞など素晴らしい時間を過ごした。また彼らは私
の完璧とは言えない英語にも耳を傾けてくれ，日本
の文化や暮らしなどについての会話を楽しんでくれ
た。なによりラグビーワールドカップ期間中であっ
たため，ラグビーの話題でも大いに盛り上がった。滞
在最後の日には，ホストファミリーの友人らも集まり，私のためにホームパーティーを開い
てくれた。私は，お世話になったお礼として日本のカレーライスを振舞った。また集まった
全員に日本語の漢字での名前をプレゼントした。彼らはその漢字のかっこよさや意味にと
ても喜んでいた。

Ⅳ．Whakatane Intermediate School での活動
マオリ民族の方々が昔から移住されているファカタ
ネに滞在中，私たちは Whakatane Intermediate
School に通いました。Whakatane Intermediate
School は，マオリ民族に関する学習に特化していて，
ほとんどの生徒がマオリ民族についての授業を受けて
います。学校の敷地内には，マラエというマオリの集
会場といわれるものがあります。そこで，私たちはマ
オリ語クラスの生徒たちと一緒にマオリ文化に関する授業を受けました。その授業では，
最初に生徒のみなさんが Tena Koutou Katoa というマオリ語での自己紹介をしてくれまし
た。そのあと，マオリ語の歌を，歌詞の意味と振り付けを教えてもらいながら一緒に歌い
ました。そのほかに，マオリ民族の方が階級やステータス，権力，家系を表すモコという
タトゥーのペイントをしてもらい，民族衣装を着させてもらいました。また，マオリ民族
の方がパフォーマンスをするときに使う，ポイというものを作
り，それを使ったポイダンスを教えてもらい，全校生徒の前で
発表しました。
授業見学では，座って先生の話を聞くという日本の授業とは
違い，実際に生徒たちが活動するというアクティブな授業が多
く，先生も明るく面白い方ばかりでした。Whakatane
Intermediate School の先生方や生徒たちは，私たちをとても
温かくむかえてくれました。私たちは，マオリ文化を学んだ
り，現地の学校生活を体験したりと，充実した時間を送ること
ができました。

Ⅴ．ホームステイ
16 日午後からは 5 日間，ファカタネというマオリ民族の方々が多く居住する地域で過ご
した。ファカタネはニュージーランドの中でも非常に小さな町であるが，マオリ民族の歴史
に深く関わる洞窟，滝，岩がある。
私たちは今回，2 つの家庭にホームステイさせていただいた。ニュージーランド出発日に
ホームステイ先を変更するハプニングが起こったが，新しいホストファミリー宅で快適な
ホームステイをさせていただいた。ファカタネ空港でホストマザーに歓迎してもらい，その
後ホストファミリー宅でホストファザーに歓迎してもらった。その後，夕食を共にし，到着
した時間が遅かったためその日は早めに就寝した。
2 日目と 3 日目はホストマザーの勤務先でもある Whakatane Intermediate School にて

生徒と交流した。学校交流が終わった後，ファカタネが一望
できる丘に行ったり，ホストファミリー宅に近いオホペビー
チに行ったり，買い物に行ったりして，いかにもファカタネ
らしい生活を過ごすことができた。
4 日目はファカタネから少し離れたロトルアでホストファ
ミリーと過ごした。ロトルアのレジャースポットであるスカ
イライン・ロトルアにてルージュを体験した。午後からは，
Kiwi Encounter at Rainbow Springs というキウイの保護施
設に訪れた。この施設にはキウイのほか，ニュージーランドにしかいない鳥類や爬虫類の展
示も行っている。特別に生後 2 日のキウイを見せてもらうことができた。キウイは飛べな
い鳥であることから，野生動物に襲われるとほぼ逃げられず，私たちがファカタネに滞在し
た際にも野生のキウイの羽が散乱している現場を目撃した。
最終日にホストファミリーと別れる際，ホストファザーと鼻と鼻を触れさせるマオリの
あいさつであるホンギをした。ニュージーランドにマオリの文化が浸透していることに驚
きつつ，滞在中の思い出がよみがえりとても寂しかった。

Ⅵ．感想
〇生駒

萌

今回の SGHNZ 研修を通じて，一つ強く感じ，考えさせられることを発見した。それは，
マオリとアイヌは同じような民族であってもその国での浸透度が大幅に違うということだ。
これは，NZ での観光や Whakatane Intermediate School での文化体験で一番実感したこ
とであり私がこの研修で目標としていた「アイヌとマオリの違いを発見する」というものの
答えであると私は考えている。アイヌは，道内のほんの一部の人にしか自分事として捉えら
れていなくその文化や言語は消滅の危機にさらされているのが現状であるのに対して，マ
オリはその存在が一般化されているうえにマオリの人もそうでない人も同様にマオリ語を
使い，マオリの建築物を大切にし，マオリの文化とともに生きていた。私たちは，表面上で
は消滅の危機にさらされているアイヌ文化やアイヌ言語，アイヌの人々を「保護していこ
う！」「発信していこう！」と言って働きかけ，新たな博物館や，法律が作られているが私
は，根本的な解決にはなっていないと思った。アイヌの人々，そして文化をこれから先も本
当に守っていくのなら過去の文化や歴史ばかり展示するのではなく，今を生きるアイヌの
人々も私達も暮らしやすいような環境を作り，わざわざアイヌを特別扱いし学んで発信す
るのではなくそれらが，自然に浸透していき，いずれ相互に心地よく住みやすい環境を作り
上げていくことが大切なのではないかと考えた。今回の研修での学びや発見がなければこ
こまで深く考えることもなく，このような考えには至らなかったと思うので私は，この研修
に参加することが出来たことは自分の人生のプラスになったのではないかと感じている。

〇高橋

萌花

ニュージーランドに行って思ったことは，日本よりも先住民族に対する教育が先進的だ
ということである。初日にオークランド工科大学に訪れた際に，学校の施設としてマラエ
があったり，校内図や教室名がマオリ語で書かれていたりした。さらに，オークランド空
港では，ウェルカムボードにマオリ語と英語が用いられていた。これらのことから，ニュ
ージーランドは日本よりも先住民族の知名度が高く，かつニュージーランド人の生活には
マオリの文化が浸透していると感じた。国民の生活の中に当たり前のようにマオリ語やマ
オリの文化が存在していることに日本との違いを感じ，とても驚いた。
続いて訪れた Whakatane Intermediate School で
のマオリクラスの授業に参加した時，ダンスや歌を一
緒に踊ったり歌ったりしたことで，生徒との距離を縮
めることができた。その時にダンスや歌などはコミュ
ニケーションに有効なツールであると感じた。授業で
ハカを実際に踊ったことで，ラグビーニュージーラン
ド代表のオールブラックスが躍るハカの意味について
も理解することができた。学校訪問の最終日のアッセンブリーで，授業中に歌った歌をマ
オリクラスの生徒と歌ったときは，寂しさが込み上げてきた。今も，生徒と一緒に歌った
歌は覚えている。
そして，ニュージーランドにはマオリの文化を誇りに思い，そのすばらしさを広めようと
している人が多かった。マラエに訪れた際，マオリの伝統舞踊を見る機会があり，説明をし
てくれた職員さんからは，マオリ文化に誇りをもっていることがひしひしと伝わってきた。
ニュージーランド人はマオリを誇りに思っており，それを継承していこうという姿勢を感
じることができた。ニュージーランド人のマオリに対する姿勢が本当の意味での「共生」で
あると感銘を受けた。
〇會田

璃音

私は，このニュージーランド研修を経て，民族に対する意識が高まりました。ニュージ
ーランドという国は，マオリ民族を尊重する意識が高く，ニュージーランドの子供たちは
当たり前のようにマオリ文化を学習していて，英語とマオリ語の両方を喋れる人が多くい
て感心た。私は，アイヌ民族に深く関わりのある北海道に住んでいるので，アイヌ民族や
アイヌ文化の注目が増えてきている今，なにをするべきかを考えるきっかけになった。
ホームステイでは，ホストファミリーにニュージーランドのいろいろなところに連れて
行ってもらったり，たくさん英語でコミュニケーションをとったりと有意義な時間を過ご
すことができた。
他の国に行き，現地の生活や文化，民族について学んだり，現地の方とたくさん関わる
ことができて，勉強になる，とても貴重な経験をすることができた。この経験を活かし，
今後の活動につなげていきたいと思う。

〇鎌田

優太

私が今回，ニュージーランド研修を通して感じたことは主に 2 つある。
1 つ目に，日本とニュージーランドにおける先住民に対する政策や世の中の風潮の違いで
ある。日本ではアイヌ民族に関する学習はほとんど行われていないが，ニュージーランドで
訪れたインターミディエイト・スクールではマオリ語のクラスがカリキュラムの中にあり，
生徒らが普段からマオリの文化に触れることができる環境がある。その一方で，日本では教
科書に載っていることについて学習するだけである。これでは先住民族に対する十分な知
識を補うことができないばかりか，理解をも得られないのではないだろうか。ホストファミ
リー曰く，ニュージーランドでは一部の人を除いて，ほとんどの人々がマオリ語を話せると
いう。そればかりではなく，ニュージーランドの国家は英語だけではなく，マオリ語での歌
唱するのである。日本との違いはここまで明確なのである。
2 つ目は，私の新しい家族についてである。彼らは事前に
多少の連絡はとってはいたものの初対面の私を優しく迎え
入れてくれ，家族の一員にしてくれた。私の英語は完璧とは
言えないものであるが，ホストマザー・ファザーだけではな
く，子どもたちもしっかりと耳を傾けてくれ会話をしてくれ
た。家族だけではなくホストファミリーの友人たちや，日曜
日の礼拝で行った教会で出会ったすべての人々が，私を温か
く迎え入れてくれた。日本とは違った何か温かいものを感じ
た。彼らとの交友は研修から約２か月経った今でも続いている。
私はこの研修で手にした学びや出会いを一度きりのものにはせずに，私の一生の財産と
して活かしていこうと思う。その一歩として，私は帰国後からマオリ語の学習を独学で進め
ている。そしてホストファミリーとして私を迎え入れてくれた彼らとは，この先も交友を続
けていきたい。そしていつの日かまたどこかで再会できることを今から心待ちにしている。
最後にこの研修を支えてくださったすべての方々に感謝の意を表したい。心から感謝を
している。
Nga mihi nui kia koutou!

【オークランド工科大学での「アイヌ文化について」プレゼンテーション】

Good morning, ladies and gentlemen. I’m Rion Aida, Moe Ikoma, Yuta Kamata and
Honoka Takahashi from Ritsumeikan Keisho senior high school in Hokkaido, Japan. We’d
like to say thank you for gathering today. And also thank you for taking the time. First, I
will say hello to you in Ainu language. This means ~ in Ainu language.

First of all, have you ever heard of the Ainu? The Ainu are the indigenous people of
Hokkaido, Japan. Hokkaido is the northernmost part of Japan. The Ainu people live by
hunting and food gathering. And they speak Ainu language that is very unique. Next, I
will talk about Ainu life. Ainu clothing has various kinds of ingredients and patterns
depending on the area. It has many kinds of types like work cloth and formal dress. The
Ainu cuisine is made from salmon and deer they hunt, and wild acorns and wild plants
they gather in the forest, and millet and potatoes they grow in the field. When they eat,
they say "Hinna Hinna" with gratitude for the ingredientsThey live in a house called
“Chise” in Ainu language. It was made with plants or grass.
Ainu’s thought is one of the most popular
aspects of Ainu people. Kamuy is the
keyword to understand the Ainu. It is
generally translated as God. Ainu people
think that kamuy exists in everything in the
world. For example, in trees, forests, deer,
fish, and even in tools!

Also, bears are regarded as God for Ainu people.Recently, a Japanese manga (cartoon)
about the lifestyle of Ainu has been published. The title of it is Golden Kamuy. Kamuy
means god in Ainu language. We can learn about Ainu culture and the war between Ainu
people and “Wajin”, Japanese people through this manga (cartoon).

Next, we will introduce the laws related to
Ainu. In 1898, “A Japanese law to protect
native people in Hokkaido” was
established. This law was called
“Assimilation Policy” and forced Ainu
people to study Japanese and to stop the
traditional Ainu life. Ainu people were
discriminated by Japanese people and
forced to have the same life as Japanese
people.A word “Dojin” was used to mean “local person”. However, after the Taisho era,
the word began to have insulting meaning for local people including Ainu. “Ainu New
Law” was established in 2019.This was the first time that Ainu people was recognized as
an indigenous people of Hokkaido by the Japanese government. And the purpose of the
law is to ban discrimination against Ainu people and to protect the Ainu tradition.

Now, Ainu people spend their lives just
the same as Japanese people, but many
people think that Ainu’s lifestyle is still
the same way it used to be. There are two
reasons why many people think like that.
The one is most museums only introduce
or display Ainu’s lifestyle long time ago.
The other is some wrong information
about the Ainu has been reported.
The assimilation policy established in the Meiji era made it impossible to inherit Ainu
language. There are several people called “silent Ainu” who cannot say “I am Ainu”.

Next, I’d like to talk about Ainu language.
Look at this chart. This chart describes the
disappearing languages by UNESCO. And
the chart says Ainu language is “critically
endangered” language. In 2017, there are
only 5 people all over the world who
speak Ainu language. There are some
languages that only few people are still
talking and using in Japan. But, Ainu
language has the lowest number of its
speakers in Japan.

According to a questionnaire on whether
or not Ainu discrimination exists, 72% of
Ainu people answered “Yes”, but only
18% of those who are not Ainu answered
“No”.The result shows that there is a
difference in the perception of Ainu
culture between Ainu and those who are
not.

In 2020, “Upopoi”, a symbolic space for
ethnic harmony, will open in Shiraoi,
Hokkaido. “Upopoi” is an Ainu term
meaning “singing in a large people”.
Upopoi is a collection of three facilities.
In 2020, “Upopoi”, a symbolic space for
ethnic harmony, will open in Shiraoi,
Hokkaido. “Upopoi” is an Ainu term
meaning “singing in a large people”.
“Upopoi“ is a collection of three facilities.
■National Ainu Museum
The exhibition introduces history and culture from the Ainu’s perspective.
■National Ainu park
This is an experiential field museum. It has a variety of experience programs including
traditional dance performances.
■Memorial facility
It is a memorial place for Ainu people. It will be built on the east side of Lake Porot.
This is the first national museum featuring indigenous Ainu people. However, only
4.6% Japanese people recognize the museum currently.

In March 2019, a space to show Ainu
culture was opened at Sapporo Station.
The name is "Minapa", meaning “laughing
in a large group” in Ainu language. It shows
Ainu culture with light and sound. The
symbol of this apace is an owl called “イウ
ォル ンパセ カムイ". It means “Revered
deity who protects each person’s sacred
spaces”.
In May of this year, our IR students
interacted with Raukura team who Rotorua
Boys & Girs High School’s Kapahaka team
at SGH. SGH is Japanese government’s
program. And SGH is short for Super Global
High school. Our school’s theme for SGH is
living in a harmony with many ethnic
groups. We danced together “yosakoi”
dance, a traditional dance of Hokkaido.
The Raukura showed us Kapahaka.
We took Ainu language lecture by
Mr.Sekine.He is the president of Nibutani
Ainu culture museum in Biratori town,
Hokkaido. He told us a song. It was one
of the famous Japanese nursery rhymes.

We sing the song in the Ainu class. Let’s sing together.

