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no. 形式 執筆者など 年月日 題名 新聞紙名

1 記事 富士雄志 2016年5月14日
象徴空間施設　名称決定 歓迎の声 町長「20年

開設を実感」
室蘭民報（朝刊）

2 記事 坂本隆浩 2016年5月9日
民族共生の象徴空間施設概要固まる 博物館と

公園、来年度着工
苫小牧民報（朝刊）

3 記事 三股智子 2016年6月2日 「国立アイヌ民族博物館」文化庁が展示計画
毎日新聞（朝刊）北海道：

札幌

4 記事 福島英博 2016年7月25日 「象徴空間」白老町で説明会
毎日新聞（朝刊）北海道：

札幌

5 記事 細川智子 2016年11月28日
白老の民間博物館 国立施設へ アイヌ文化継承

に懸念
北海道新聞（朝刊）

6 記事 坂本隆浩 2016年12月20日 民族象徴空間 まちの受け皿 づくりも本格化 苫小牧民報（朝刊）

7 執筆記事 本田優子 2017年5月24日 人材育てアイヌ語復興を 札大・本田教授 北海道新聞（朝刊）

8 記事 藤本卓郎 2017年12月23日 「象徴空間」整備を加速 アイヌ政策 北海道新聞（朝刊）

9 記事

本田優子

野本正博

大西雅之

2018年1月4日
こころ揺らす第6部番外編 2020年「象徴空

間」アイヌ民族と観光 展望は
北海道新聞（朝刊）

10 執筆記事 村田亮 2018年1月21日
アイヌ民族らしさ集客のカギ 白老に「共生象

徴空間」記者の視点
北海道新聞（朝刊）

11 記事
斉藤千絵

金子文太郎
2018年12月12日 来場100万人 課題は認知度 北海道新聞（朝刊）

12 記事 岩村和彦 2019年1月16日 アイヌ民族の誇りに胸熱く 苫小牧民報（朝刊）

13 記事 田鍋里奈 2019年2月16日 海風 共生社会の実現願う 北海道新聞（朝刊）

14 記事 金子文太郎 2019年2月22日 海風 白老の魅力、世界に発信を 北海道新聞（朝刊）

15 記事
吉田夏也

金子俊介
2019年4月3日 舞台裏を読む アイヌ新法、色濃い観光戦略 北海道新聞（朝刊）

16 記事
村田亮

内藤量太
2019年4月4日 道知事選2019 アイヌ民族政策 対照的 北海道新聞（朝刊）

17 記事

川崎博之

中橋郁仁

金子文太郎

2019年4月20日 アイヌ新法成立 「民族の自立後押しを」 苫小牧民報（朝刊）

18 記事

金子俊介

斉藤千絵

佐藤陽介

2019年4月20日 アイヌ新法 審議は生煮え 北海道新聞（朝刊）

19 インタビュー
萱野志朗

萱野公裕
2019年4月20日

新法 大樹となれ アイヌ民族先導 故萱野茂さん

家族
北海道新聞（朝刊）

20 記事 完戸雅美 2019年4月27日 東胆振 平成回顧８ 民族共生象徴空間 開設へ 苫小牧民報（朝刊）

21 インタビュー 山丸和幸 2019年6月5日
新法とウポポイに対応 文化伝承に力 多様性守

る
苫小牧民報（朝刊）

22 インタビュー
林啓介

林オルガ
2019年6月15日

新北海道ひと紀行 第20部　白老・ウポポイで

共に生きる②
北海道新聞（朝刊）

23 インタビュー
滝谷栄

蒲原亮平
2019年6月22日

新北海道ひと紀行 第20部　白老・ウポポイで

共に生きる③
北海道新聞（朝刊）

24 インタビュー
田村直美

佐藤春光
2019年6月29日

新北海道ひと紀行 第20部　白老・ウポポイで

共に生きる④
北海道新聞（朝刊）

25 執筆記事 池澤夏樹 2019年7月8日 天はあおあお 野はひろびろ 新法とウポポイ 北海道新聞（朝刊）

26 記事

金子文太郎

川崎博之

斉藤千絵

2019年8月24日 フォーカス アイヌ新法施行3カ月 北海道新聞（朝刊）



27 執筆記事 川村湊 2019年8月30日 川村湊が掘る アイヌ文化とは何か 北海道新聞（朝刊）

28 記事
斉藤千絵

金子文太郎
2019年10月22日 ウポポイ 準備急ピンチ 開業まで半年 北海道新聞（朝刊）

29 記事 津野慶 2019年10月28日

あなたはウポポイに行きますか 行く アイヌ民

族の歩み理解 行かない 入場料高く 魅力分から

ず

北海道新聞（朝刊）

30 インタビュー 竹田敏雄 2019年12月19日 ウポポイ 波及効果も期待 苫小牧民報（日刊）

31 記事 下川原毅 2019年12月26日
成功の鍵は地元全体の姿勢 開業への期待感に

温度差
苫小牧民報（日刊）

32 インタビュー 笠師利章 2019年12月29日
ウポポイをPRする「浜フェス」開催 白老一体

で盛り上げを
北海道新聞（朝刊）

33 インタビュー 鈴木直道 2020年1月1日
新春対談　新たな視点で地域創生 「ウポポ

イ」大きな期待
室蘭民報（朝刊）

34 記事 富士雄志 2020年1月4日 ウポポイ元年 アイヌ民族との共生象徴 室蘭民報（朝刊）

35 記事 富士雄志 2020年1月5日 ウポポイ元年 新たな文化創造の拠点 室蘭民報（朝刊）

36 記事 富士雄志 2020年1月6日 ウポポイ元年 修学旅行、既に250校予約 室蘭民報（朝刊）

37 記事 富士雄志 2020年1月8日 ウポポイ元年 安定的な資金運営目指す 室蘭民報（朝刊）

38 インタビュー 山丸和幸 2020年2月26日 伝承活動の道筋示して
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

39 インタビュー 森本泰行 2020年2月28日 経済への波及効果期待
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

40 インタビュー 八重樫志仁 2020年3月4日 知識や技術 還元願う
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

41 インタビュー 高木香葉 2020年3月6日 ムックリ体験楽しみ
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

42 インタビュー 椎木直和 2020年3月11日 馬産地への誘客期待
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

43 インタビュー 佐々木義春 2020年3月13日 子どもが学べる施設に
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

44 インタビュー 堀悦子 2020年3月20日 文化継承に収益活用を
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

45 インタビュー 桐本真喜子 2020年4月2日 刺しゅう着物受け継ぐ
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

46 インタビュー 岩波連 2020年4月3日 文化への理解 共生の道
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

47 インタビュー 加藤忠 2020年4月9日
ウポポイ開業延期 「やむを得ぬ」「明るい未

来に期待」
苫小牧民報（日刊）

48 インタビュー 佐々木廣大 2020年4月10日 新型コロナ終息して
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

49 インタビュー 佐渡日出男 2020年4月17日 若い担い手育成の好機
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

50 インタビュー 乾哲也 2020年5月10日 資料100点 思い巡らせて
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

51 インタビュー 山丸和幸 2020年5月11日
「これからがスタート」地域の文化伝承へ決

意新た

「アイヌ民族　ウポポイを

思う」、苫小牧民放＿日刊

52 インタビュー 木村二三夫 2020年5月12日 遺骨の尊厳守って 慰霊施設への集約に憤り
「アイヌ民族　ウポポイを

思う」苫小牧民放＿日刊

53 インタビュー 萱野志朗 2020年5月13日 文化継承につなげて 研究機関の役割に期待
「アイヌ民族　ウポポイを

思う」苫小牧民放＿日刊



54 インタビュー 佐々木義春 2020年5月14日 若い力応援する「格好だけ」は駄目
「アイヌ民族　ウポポイを

思う」苫小牧民放＿日刊

55 インタビュー 高橋民枝 2020年5月16日 歴史や自然 体感して
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

56 インタビュー 山丸和幸 2020年5月17日
一般社団法人化後の取り組みは 収益力強化し

伝承に力
北海道新聞（朝刊）

57 インタビュー 葛野次雄 2020年5月19日
遺骨集約「土に返れない」 アイヌのための施

設なのか

「アイヌ民族　ウポポイを

思う」苫小牧民放＿日刊

58 インタビュー 貝澤守 2020年5月20日 技術継承の場に 若手育てる仕組みを
「アイヌ民族　ウポポイを

思う」苫小牧民放＿日刊

59 インタビュー 佐々木翔太 2020年5月21日 若手の学ぶ場に 伝承活動活発になれば
「アイヌ民族　ウポポイを

思う」苫小牧民放＿日刊

60 インタビュー 斎野伊知郎 2020年5月22日 歴史研究 市民と共に
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

61 インタビュー 加藤忠 2020年5月23日
「ようやく」感慨と期待 多様性認め合う大切

さ発信を

「アイヌ民族　ウポポイを

思う」苫小牧民放＿日刊

62 インタビュー 坂下一幸 2020年5月30日 既存施設のPRが必要
「みんなのウポポイ」北海

道新聞（朝刊）

63 インタビュー 加藤忠 2020年6月20日 教育・生活支援が課題 苫小牧民報（日刊）

64 インタビュー 吉村さん一家 2020年7月2日 文様彫る姿　胸張り子へ
「ウポポイとわたし」1、北

海道新聞＿朝刊

65 インタビュー 折茂武彦 2020年7月3日 文化つなぐ重みバスケにも
「ウポポイとわたし」2、北

海道新聞＿朝刊

66 インタビュー 天内重樹 2020年7月4日 文化伝え共生の道開く
「ウポポイとわたし」3、北

海道新聞＿朝刊

67 インタビュー 今野沙菜 2020年7月5日 白老から世界へ　うれしい
「ウポポイとわたし」4、北

海道新聞＿朝刊

68 インタビュー 戸田安彦 2020年7月6日 アイヌ文化 白老から世界へ
「ウポポイ誕生」苫小牧民

報（日刊）

69 インタビュー 荒木繁 2020年7月6日 作品、踊り　個性見せて
「ウポポイとわたし」5、北

海道新聞＿朝刊

70 インタビュー 熊谷威二 2020年7月7日 魅力生かし滞在型観光を
「ウポポイ誕生」苫小牧民

報（日刊）

71 インタビュー 竹森巧 2020年7月7日 劇で描いた友情、現実に
「ウポポイとわたし」6、北

海道新聞＿朝刊

72 インタビュー 岩崎考真 2020年7月8日 子どもが誇れる郷土に
「ウポポイ誕生」苫小牧民

報（日刊）

73 インタビュー 木戸忍 2020年7月8日 歴史に興味持つ契機に
「ウポポイとわたし」7、北

海道新聞＿朝刊

74 インタビュー 高野繁広 2020年7月9日 触って先人の知恵感じて
「ウポポイとわたし」8、北

海道新聞＿朝刊

75 インタビュー 岡田路明 2020年7月10日 民族の誇り尊重する社会へ
「ウポポイ誕生」苫小牧民

報（日刊）

76 インタビュー 木村マサヱ 2020年7月10日 悔しかった差別　時代は変わる
「ウポポイとわたし」9、北

海道新聞＿朝刊

77 インタビュー 長谷川義郎 2020年7月11日 地名の意味にも触れる観光を
「ウポポイとわたし」10、

北海道新聞＿朝刊



78 インタビュー 宇佐照代 2020年7月12日 誇りも差別も正しく伝えて
「ウポポイとわたし」11、

北海道新聞＿朝刊

79 インタビュー 下河ヤエ 2020年7月15日 伝承の喜び　働く人にも
「ウポポイとわたし」13、

北海道新聞＿朝刊

80 インタビュー 川村兼一 2020年7月16日 文化継承、地域性も重視を
「ウポポイとわたし」14、

北海道新聞＿朝刊

81 インタビュー 山崎正人 2020年7月18日 阿寒にも注目集めたい
「ウポポイとわたし」15、

北海道新聞＿朝刊

82 インタビュー 中原直彦 2020年7月19日 学校にはない体験　子どもに
「ウポポイとわたし」16、

北海道新聞＿朝刊

83 インタビュー 葛野次雄 2020年7月20日 苦しみの連鎖　背景伝えて
「ウポポイとわたし」17、

北海道新聞＿朝刊

84 インタビュー 佐藤花耶 2020年7月21日 かしこまらず集える場に
「ウポポイとわたし」18、

北海道新聞＿朝刊

85 インタビュー 福田茂穂 2020年8月13日 ウポポイ共生の森「宿泊施設に予想以上の客」 北海道新聞（朝刊）

86 インタビュー 山丸和幸 2020年8月13日
ウポポイ共生の森「地元の「伝承活動」にも

力」
北海道新聞（朝刊）

87 インタビュー 長谷川邦彦 2020年8月23日 力強い踊り　伝承者増へ 北海道新聞（朝刊）

88 執筆記事 山本栄子 2020年9月8日 ウポポイ差別投稿に対処を 北海道新聞（朝刊）

89 執筆記事
新井喜美子（北

広島市）
2020年9月9日 読者の声「ウポポイ訪ね文化に理解を」 北海道新聞（朝刊）

90 執筆記事 山下 明美 2020年10月9日 歴史に向き合うウポポイに
北海道新聞＿苫小牧・日高

（朝刊）

91 インタビュー 萱野志朗 2020年10月11日
ウポポイ　今後の課題を聞く「民族の権利回

復が大切」
北海道新聞（夕刊）

92 執筆記事 宇梶静江 2020年10月21日
ウコチャランケ　「ウポポイ」と民族共生 歴

史的不正義 まず反省を

北海道新聞＿苫小牧・日高

（朝刊）

93 インタビュー 鈴木直道 2021年1月1日 ウポポイ誘客に取り組む 苫小牧民報

94 インタビュー 山丸和幸 2021年1月12日 復興、発展の役割を 苫小牧民報

95 インタビュー 北平将 2021年1月15日
アイヌ文化の注目度向上（斎藤佑樹「ウポポ

イ開業半年 私はこう見る」）
北海道新聞（朝刊）

96 インタビュー 岡田路明 2021年1月15日
「発信」機能充分ではない（斎藤佑樹「ウポ

ポイ開業半年 私はこう見る」）
北海道新聞（朝刊）

97 執筆記事 富樫利一 2021年2月2日 ウポポイは観光施設なのか
北海道新聞＿苫小牧・日高

（朝刊）

98 執筆記事 富樫利一 2021年4月10日 者某（シャモ）国家 室蘭民報（朝刊）

99 インタビュー 岡田路明 2021年7月13日
国民の関心高まった　歴史正しく伝えること

が大きな役割

ウポポイ1年　成果と課題㊥　

苫小牧民報（日刊）

100 インタビュー 匿名 2021年7月26日
「民族共生」実現への道筋を　取り組みの先

に広がる世界は

開業1年　ウポポイができて

①　苫小牧民報（日刊）

101 インタビュー 田村直美 2021年7月27日
精神文化を学び、伝いたい　海外見渡せば先

進例は幾つも

開業1年　ウポポイができて

②　苫小牧民報（日刊）

102 インタビュー

貝澤耕一

北原モコットゥナㇱ

加藤忠

2021年7月28日
過去の政策で深い悲しみ　苦難強いた歴史を

正しく伝えるべき

開業1年　ウポポイができて

③　苫小牧民報（日刊）

103 インタビュー
山丸和幸

岡田路明
2021年7月29日

白老の文化継承に課題山積　ウポポイと引き

換えに旧博物館失う

開業1年　ウポポイができて

④　苫小牧民報（日刊）

開館後



1 執筆記事 小田原のどか 2020年8月30日 「”私はあなたの『アイヌ』ではない"」 美術手帳

2 執筆記事 宇梶静江 2020年9月15日 「ウポポイ」をいかにして育てるか

「アイヌは、「ウポポイ」

をどう見ているか？」

『機』9月号（342号）

3 執筆記事 山本栄子 2020年9月15日
「生きたアイヌ文化」に触れる「ウポポイ」

に期待

「アイヌは、「ウポポイ」

をどう見ているか？」

『機』9月号（342号）

4 執筆記事 清水裕二 2020年9月15日
「民族共生象徴空間」見聞記ーその課題と提

言ー

「アイヌは、「ウポポイ」

をどう見ているか？」

『機』9月号（342号）

5 執筆記事 木村二三夫 2020年9月15日 アイヌへの歴史認識の欠如

「アイヌは、「ウポポイ」

をどう見ているか？」

『機』9月号（342号）

6 執筆記事 結城幸司 2020年9月15日 まだ「迷い」の中に

「アイヌは、「ウポポイ」

をどう見ているか？」

『機』9月号（342号）

7 執筆記事 原田公久枝 2020年9月15日 「ウポポイ」から色々はじまる

「アイヌは、「ウポポイ」

をどう見ているか？」

『機』9月号（342号）

8 執筆記事 渡部宏樹 2020年10月31日 文化は魅せなければならないのか？ note

9 年次リポート
アイヌ政策検討

市民会議
2021年1月15日 ウポポイについて考えよう アイヌ政策検討市民会議

10 論文 村田麻里子 2021年9月

ミュージアムの展示における脱植民地化－

「コロニアル・テクノロジー」を脱構築する

手法の検討

関西大学　社会学部紀要第

53巻第1号

11 展示批評 坂田美奈子 2021年9月
日本のアイヌ政策の矛盾－国立アイヌ民族博

物館の基本展示が伝えること
同時代史研究　第14号

新聞以外の媒体による意見


