
チベット高原の東北部に位置する青

海省。その山深い村々に住む土族の

人びとの暮らしを紹介する。

土（トゥー）族のふるさと
1646

13分 2000年撮影

中国青海省

夏は祭りの季節。集まった人びとは

華やかな衣装で歌を楽しむ。土族の

民族衣装と歌謡を紹介する。

土（トゥー）族の歌謡と衣装
1647

10分 2000年撮影

中国青海省

チワン族の伝統的住まいには、ガス

も水道もない。ホワンさん一家の生

活と町に立つ市の様子をみる。

高床式住居のくらし
1674

18分 2004年撮影

中国 広西チワン族自治区

400年前から米作りが続く棚田。その

壮大な風景を見に観光客が訪れ、民

宿や芸能ショーで村人の生活は潤

う。

棚田のくらし
1675

21分 2004年撮影

中国 高低差500mの大水田地帯

村の風景を彩る風雨橋と鼓楼。設計

図はなく、釘を一本も使わずに、太い

柱を組み合わせて建てられる。

風雨橋（ふううきょう）と鼓楼（ころう）

1676

19分 2004年撮影

中国 トン族の建築とくらし

月餅（げっぺい）を食べ、ザボンを供

える中秋節（ちゅうしゅうせつ）。町一

番の大通りは、家族連れで賑わう。

チワン族の中秋節
1677

19分 2004年撮影

中国 広西チワン族自治区

季節は秋。この時期ミャオ族の村は

新年を迎える準備で忙しい。ミャオ族

の正月の一家の様子を紹介する。

苗年節（ミャオねんせつ）

1683

19分 2006年撮影

貴州省雷山県 ミャオ族の正月

雷山県では今年も闘牛大会が開か

れる。人々の熱気に包まれるなか各

地から集められた水牛が牛王の名を

かけて戦う。

牛王
1684

23分 2006年撮影

貴州省雷山県 ミャオ族の闘牛

かわいらしい絵のようなトンパ文字。

トンパと呼ばれるナシ族の宗教儀礼

をつかさどる人々が、手製の紙と筆

をもちいて書き記し、現代まで伝えて

きた。

トンパ文字
1695

20分 2007年撮影

中国雲南省ナシ族の文字

社会が急速に変化している現在、故

郷での幼い頃の思い出や日常の中

で体験した感動を描き続ける張春

亭。彼の絵を見るとナシ族の生活や

日々の心情が伝わってくる。

雲南省ナシ族の農民画家 張春亭（チョウシュンテイ）

1696

24分 2007年撮影
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漢族地域ではほとんど見られなくなっ

た、死者に対する子孫の孝の観念を

色濃く残す葬礼の細部を雲南省大理

盆地で収録している。

雲南省ペー族の葬式
1700

20分 2007年撮影

2007年秋の婚礼。二人は町のホテル

の職場で出会い、花婿の実家のある

村で伝統にのっとった式を挙げた。

雲南省ペー族の結婚式
1710

23分 2007年撮影

日本のお盆に似たペー族の中元節。

家型厨子（ずし） に納められた位牌

（いはい） をまつり、供物を捧げて祖

先の霊を迎える。

雲南省ペー族の中元節
1711

23分 2010年撮影

大理盆地のぺー族のたいまつ祭り。

人々はたいまつの下を回って火の粉

を浴び、一年の無病息災を祈る。

雲南省ペー族のたいまつ祭り
1712

24分 2010年撮影

ペー族にとって、冠婚葬祭や儀礼の

場面でスオナー（嗩吶）の音は欠か

せない。村一番の楽士、楊順銀さん

の演奏が周城村に響き渡る。

雲南省ペー族の楽士
1718

23分 2007,2010,2012年撮影

春節には家族一緒に毎年恒例の食

事をとり、神に祈りをささげる。ある

ペー族一家の、大晦日から正月二日

までの様子を紹介する。

雲南省周城村の春節
1719

20分 2012年撮影

漢族の祖廟は父系親族の祖先の霊

をまつるところ。また、婚礼や葬儀、

一族の重要な会議などもここで行わ

れる。

漢族の祖廟（そびょう）

1720

14分 2012年撮影

中国福建省南部

鉄観音は、茶葉を半発酵させて作る

烏龍茶の一種。鉄観音の生みの親と

言われる茶農家の９代目・魏月徳（ぎ

げつとく）さんを訪ねた。

福建省安渓県の烏龍茶 鉄観音
1721

20分 2012年撮影

客家とは、中国語の客家方言を話す

漢族の支流の一つ。世界遺産となっ

た客家土楼にはかつて300人ほどが

居住していた。

客家（はっか）のふるさと 福建土楼（どろう））

1722

15分 2012年撮影

大理の回族はぺー語を話すが、この

ようにぺー族の花嫁が嫁いでくるの

は珍しい。イスラム教徒と中国との両

方の特徴がみられる結婚式。

回族の婚礼
1726

33分 2012年撮影

中国雲南省大理
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ぺー族の地域の守護神は「本主」と

総称される。この村の本主は大蛇退

治の英雄で、毎年、旧暦の１月に本

主の祭りがおこなわれる。

周城村の本主節
1741

19分 2012年撮影

雲南省ペー族の祭り

日本との類似点もあるペー族の伝統

的な上棟式。家屋の素材や構造の

変化による儀式の改変を経ながら、

今日まで継承されている。

雲南省ペー族の上棟式の今
1742

20分 2012年撮影

「安龍謝土」は家屋の完成後、土の

神をなだめ、家内安全を祈るために

おこなわれる。ぺー族が伝承する中

国の道教由来の儀礼。

安龍謝土
1743

22分 2010年撮影

雲南省ペー族の家屋完成後の儀礼

三階建ての家の新築祝いの礼拝に

集まった村の人々。インタビューで家

主は、一家で出稼ぎをして資金をた

めてきた経験を語る。

新築祝い
1750

24分 2010, 2012年撮影

雲南省回族の家屋落成式典

回族のアラビア書道家がその腕前を

披露する。インタビューでは書体と筆

の種類、どのようにアラビア書道を学

んだかを語る。

アラビア書道家
1751

27分 2012年撮影

雲南省大理市南五里橋村の回族

モスクとその周辺、墓地の映像を通

して、ぺー族が多数派の大理で暮ら

す回族の人々の生活とエスニック・ア

イデンティティを描く。

回族の村の生活
1752

12分 2010, 2012年撮影

雲南省大理盆地のイスラム教徒

カトマンドゥのチベット・ポン教寺院で

行われたツキを呼ぶ儀礼｢ヤン

グー｣。その全プロセスを紹介する。

ポン教のツキを呼ぶ儀礼 ヤングー
2803

14分 2003年撮影

字幕

山間の平地で小麦栽培をいとなむ農

耕民の土族。日常生活を特徴的な民

族衣装や伝統歌謡とともに紹介す

る。

中国青海省土（トゥー）族の暮らし
7150

55分 2000年撮影

研究用映像

1979年、文字をもたなかった土族語

に表記法が考案された。文字表記を

普及させるためのさまざまな試みを

えがく。

文字をつくる
7151

23分 2000年撮影

中国青海省土（トゥー）族の母語維持

研究用映像

伝統文化がのこるチワン族。住居、

芸能、行事、ベトナムとの国境貿易

や観光開発の動きなどを紹介する。

壮（チワン）族
7189

44分 2004年撮影

中国最大の少数民族

研究用映像
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苗年節（ミャオねんせつ）や闘牛大会

を中心に、精巧な銀の装飾衣装や民

族楽器の製作技術など、ミャオ族の

さまざまな伝統文化を紹介する。

ミャオ族の伝統文化
7199

32分 2006年撮影

中国 貴州省 雷山県

研究用映像

漢族地域ではほとんど見られなくなっ

た死者に対する子孫の孝の観念を

色濃く残す葬礼の細部を雲南省大理

盆地で収録している。

ぺー族の葬送儀礼
7209

62分 2007年撮影

研究用映像

トンパ文化の再生に取り組むトンパ

村で行われた災難除けの儀礼の一

部始終を記録し、トンパの姿と儀礼

文化の一端を紹介する。

ナシ族の宗教的職能者 トンパ
7210

54分 2007年撮影

研究用映像

規模の大きなペー族の農村、周城。

秋、夏、冬の年中行事、農作業、人

生儀礼を通して、人々の暮らしや

ぺー族の文化を描く。

雲南省大理ペー族自治州大理市周城村

7224

92分 2007,2010,2012年撮影

研究用映像

中国では、祖先の霊をあがめ、加護

を祈る風習が今でも強い。祖先を大

切にしながら名や子孫を残すことを

生き甲斐とする人が多い。

漢族の祖先祭祀（さいし）

7225

50分 2012年撮影

福建省南部における一事例

研究用映像

4/4ページ中国地域


