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萱野茂 ニㇱパ イェ イタㇰ 萱野茂さんの言葉を聞いて
クヌ ワ
（アイヌ イタㇰ [アイヌ語]）

（日本語）

テエタ、萱野茂 ニㇱパ テレビ オㇿ タ エネ
ハウェアン ヒ;
"エチオカ アナㇰ エチコㇿ イタㇰ エチイェ エ
アㇱカイ ルウェ ネ。
コㇿカ、チュタリ アナㇰ チコㇿ イタㇰ チイェ
クニ ハットホ アン ワ アイネ、チイェ エアイ
カㇷ゚ ルウェ ネ。
チコㇿ ケウトゥㇺ エチエラㇺペウテㇰ ナンコ
ㇿ。" セコㇿ ハウェアン ヒ クヌカㇻ アㇺキ
ㇼ。
オヤ テレビ 番組 オㇿ タ "民族 コㇿ イタㇰ
アナㇰ、ネ 民族 イッケウェ ネ。" セコㇿ ハ
ウェアン ヒ カ クヌカㇻ ルウェ ネ。
シサㇺ イタㇰ タクㇷ゚ イェ ウタㇻ、ネ イタㇰ イ
ペ エラㇺペウテㇰ ナンコㇿ クニ クラム。
アイヌイタㇰ アエネパカㇱヌ コㇿ カン ヒケ、
イタㇰ アアニ、アイヌ ウタㇻ マカナㇰ カムイ
エオリパㇰ ヤ カ ケラマン。
アイヌ ウタㇻ マカナㇰ ピㇼカ ケウトゥㇺ ピㇼ
カ プリ コㇿ ウタㇻ ネ ヤ カ ケラマン。
ウサ オカ ウタㇻ コㇿ イタㇰ カ コㇿ プリ
カ、オピッタ アエヤㇺ ペ ネ クニ クラム。
オヤ ウタㇻ コㇿ プリ カ ケウトゥㇺピㇼカ ノ
アヌ ワ アエラマン ヤクン、エトコ タ アエラ
ㇺペウテㇰ ペ カ アエラマン エトクㇱ ルウェ
ネ。

昔、萱野茂さんがテレビでこのように言いまし
た。
『あなたたちは自分の言葉を話すことができま
す。
でも、私たちは自分の言葉を話すのを禁じられ
て、ついに話すことができなくなりました。
私たちの気持ちはあなたたちにはわからない
でしょう』と話したのを見たことがあります。
別のテレビ番組で『民族の言葉は、その民族
の根幹です』と話したのも見ました。
日本語しか話さない人たちは、この意味はわ
からないだろうと思います。
私はアイヌ語を教えられていますが、アイヌ語
で、アイヌの人たちがどのように神様を敬って
いるかがわかりました。
アイヌの人たちがどのように良い心良い行いを
持つ人たちかもわかりました。
いろいろな人たちの言葉も文化も全て大切な
ものだと私は思います。
他の人たちの文化も心よく聞いて理解するな
らば、以前にはわからなかったこともわかるよ
うになります。

ネワアンペ シノ ピㇼカ ㇷ゚ ネ セコㇿ クヤイ
ヌ。
タネ、インネ ウタㇻ 英語 イタㇰ パテㇰ イェ
ワ、ネ "英語 モシㇼ" アナㇰ "グローバル・ス
タンダード" セコㇿ カ アポロセ ㇷ゚ ネ コㇿ
カ、イタㇰ シネㇷ゚ ネ ヤㇰ ウェン セコㇿ クヤ
イヌ。
ヘマンタ クス ウサ オカ 民族 ウコトゥムウ
ェン ヒ カ アン ヤ？
カニ アナㇰネ エスペラント イタㇰ エラマン
ペ クネ ヒケ、1887 パ タ ザメンホフ ネ イ
タㇰ カㇻ ルウェ ネ。
"アニ 民族 ウトゥㇽ アウェンテ ㇷ゚ 宗教 ネ
ワ イタㇰ ネ" セコㇿ ネ クㇽ ヤイヌ ルウェ
ネ。
エポソカネ、オヤ モトホ オカ ナンコㇿ コㇿ
カ、エスペラント イタㇰ イェ ウタㇻ エネ ヤイ
ヌ ヒ;
エスペラント イタㇰ イナン 民族 コㇿ ペ カ
ソモ ネ クス、アコㇿ イタㇰ ネヤ アコㇿ プリ
ネヤ オヤ 民族 ウタㇻ コㇿ クニ イカㇱパオ
ッテ カ ソモ キ ノ、ネン カ ソモ ウタサ ロ
ㇱキ ノ、ウサ オカ 民族 ウタㇻ ウコイタㇰ ク
ニ ㇷ゚ ネ、セコㇿ ヤイヌ ルウェ ネ。

それはとても素晴らしいことだと思います。
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(シサㇺ イタㇰ)

参考：「プラハ宣言」
http://www.hokkajda-espligo.jp/jp/AinaManifestoDePrago.htm
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アコㇿ プリ カ アコㇿ イタㇰ カ アエヤㇺ ノ、
アウタリ オピッタ ウウェカタイェロッケアン
ヤㇰ ピㇼカ セコㇿ クヤイヌ。
萱野 ニㇱパ イェ イタㇰ アナㇰネ、イタㇰ ピㇱ
ノ アコチャヌㇷ゚コㇿ ペ アン セコㇿ クヤイ
ヌ。
テ パㇰノ アリキキ ノ アイヌ プリ イエパカ
ㇱヌ ワ イコレ ルウェ ネ。
カムイ モシㇼ タ カムイ ネ アン クㇽ カイヌ
コㇿ コㇿ コンカミ ナ。

文化も言葉も尊重して、私たちみんな仲良くな
ればいいと思います。

今は多くの人たちが英語ばかりを話し、その
『英語の国』は『グローバル・スタンダード』とも
称されるものですが、言葉は一つではいけな
いのだと私は思います。
なぜいろんな民族は仲が悪いこともあるのでし
ょうか？
私はエスペラント語を勉強する者です。1887 年
に、ザメンホフがその言語を作りました。
『人が民族を仲違いさせる物は、宗教であり言
語である』とその人は考えました。
もちろん、それがすべてではないでしょうが、エ
スペラントを使っている人は、次のように考え
ます。
「エスペラント語はどの民族のものでもないた
め、私たちの言葉や文化を他の民族たちに持
つように命令せずに、誰も争わずに、いろんな
民族の人たちが会話できるものである、と考え
ます。

萱野さんの語る言葉は、言葉ごとに聴いて参
考になるところがいっぱいあると私は思いま
す。
今まで一生懸命アイヌ文化を教えて下さいまし
た。
神の国で神になった人を、私は尊敬しながら
礼拝しますよ。
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