第 4 章(1)	
  コース別時系列観光情報（道央編）	
 
	
 
	
 
１日目（千歳→苫小牧→白老→登別）	
 
	
 

移動距離	
 
11:30	
  新千歳空港⇒（ウトナイ湖・苫小牧・樽前山）	
 

45ｋｍ	
 

12:30	
  ⇒白老にて昼食（白老牛）	
 

	
 

	
  	
 

	
 

13:40	
  白老ポロトコタン⇒	
 

30ｋｍ	
 

15:30	
  登別温泉	
 
17:10	
  （カルルス温泉・地獄谷・大湯沼）	
 
	
  登別温泉泊	
 
	
 
	
 

	
 

	
 

	
 
２日目（登別→室蘭→昭和新山→洞爺湖）	
 
	
 

移動距離	
 
8:30	
  登別温泉⇒クッタラ湖	
 

11ｋｍ	
 

9:30	
  クッタラ湖⇒室蘭市・地球岬	
 

35ｋｍ	
 

10:00	
  地球岬⇒エンルムマリーナ（ホエルウォッチング）	
 

8ｋｍ	
 

	
  	
 

	
 

12:00	
  昼食	
 

	
 

13:15	
  室蘭⇒（白鳥大橋・伊達市）⇒昭和新山	
 

30ｋｍ	
 

14:30	
  昭和新山クマ牧場	
 

	
 

16:00	
  有珠山西山火口散策路	
 

10ｋｍ	
 

17:30	
  洞爺湖ウィンザーホテル泊	
 

14ｋｍ	
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３日目（洞爺湖→羊蹄山→余市→積丹→小樽→札幌）	
 
	
 

移動距離	
 
9:00	
  洞爺湖温泉⇒（真狩村）⇒京極ふきだし公園	
 

42ｋｍ	
 

10:00	
  京極ふきだし公園⇒仁木町	
 

53ｋｍ	
 

11:30	
  くだもの狩り	
 

	
 

12:00	
  仁木町⇒余市（昼食）	
 

6ｋｍ	
 

13:30	
  余市ニッカウヰスキー工場	
 

	
 

14:15	
  余市⇒積丹町⇒神威岬	
 

50ｋｍ	
 

16:30	
  神威岬⇒小樽	
 

	
 

	
  小樽市内観光	
 

68ｋｍ	
 

	
  〔小樽運河・北一硝子/オルゴール堂〕	
 

	
 

19:15	
  小樽天狗山夜景	
 

4ｋｍ	
 

小樽⇒札幌	
 

40ｋｍ	
 

札幌市内泊	
 
	
 
	
 

	
 

	
  	
 

	
 
４日目（札幌→支笏湖・北広島→千歳）	
 
	
 

移動距離	
 
8:00	
  札幌市内観光	
 
	
 

	
 

〔白い恋人パーク・時計台・	
 

	
 

	
 

北海道庁旧本庁舎・北海道神宮・	
 

	
 

	
 

大倉山ジャンプ競技場・羊ヶ丘展望台	
 

	
 

	
 

さっぽろドーム）	
 

	
 

14:00	
  	
 

	
 

	
  三井アウトレットパーク	
 札幌北広島⇒	
 
15:30	
  えこりん村⇒千歳サケのふるさと館⇒	
 

札幌⇒新千歳空港	
 
44ｋｍ	
 

	
  千歳アウトレットモールレラ⇒	
 
17:00	
  新千歳空港	
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〔１〕１日目（千歳→苫小牧→白老→登別）	
 
	
 
◆千岁市

◆千歳市	
 

和中国一样，鹤在日本也象征着长寿，“鹤千
年”的说法广为流传。因为这里在 1805 年聚集了
大量鹤群，所以得名“千岁”。

中国と同じように、日本でも「鶴は千年」
という長生きの象徴としての言い方があり
ます。1805 年当時、この地に多くの鶴がい
たことにちなみ、縁起を担いで「千歳」と命

新千岁机场也曾因拥有“世界最大客流量”被
载入吉尼斯世界纪录。2006 年，往返于东京和新
千岁之间的航线乘客人数突破千万，成为世界上第
一条年间乘客人数超过 1000 万人的航线。

名されました。	
 
新千歳空港は、以前ギネス認定の世界最大
の乗降客数かあるとされた空港です。特に東
京新千歳往復便は、2006 年には単一路線と
しては世界で初めて年間乗降客 1,000 万人

另外，千岁市还是日本最大的自卫队基地，自
卫队员人数位居日本第一。千岁市人口数约为 9 万
人，其中三分之一约 3 万人左右，都是自卫队员及
其家人。

を突破しました。	
 
また千歳市は、日本で規模最大の自衛隊基
地があり、隊員数も日本一で、市の人口 9 万
人の約 3 分の 1 の 3 万人が、自衛隊員とその
家族などです。	
 

◆新千岁机场国际航站楼

◆新千歳空港国際ターミナル	
 

新千岁机场以前一直是国内线与国际线共用同
一航站楼。近年因为国际航班利用乘客人数剧增，
共用同一航站楼已难满足需求，所以 2008 年开始

新千歳空港は以前、国内線と国際線が同じ
ターミナルビルで運用していました。最近、
急増する国際線の乗客を捌くのに不自由だ
ったため、2008 年に新しい国際ターミナル

建立新的航站楼。新国际航站楼于 2010 年 3 月投

の建設を着工し、2010 年の 3 月にオープン

入使用。

しました。	
 

◆UTONAI 湖

◆ウトナイ湖	
 

UTONAI 湖是被载入《国际湿地公约》的一片
湿地。《国际湿地公约》是为保护世界重要湿地，
及在此生存的动植物而设立的国际性条约。

国際的に重要な湿地と生息する動植物の
保全を目的としたラムサール条約（ラムサー
ル条約とは：特に水鳥の生息地として国際
約）登録湿地があります。	
 

UTONAI 湖是 250 余种候鸟的中转地和过冬

250 種類以上の渡り鳥の重要な中継地、越

地：超过 5 万羽的大雁和野鸭将这里作为迁徙中转

冬地。最大 5 万羽を越すガン、カモ類が渡り

地；300 羽大天鹅则会在这里度过寒冷冬季。中国
黑龙江省齐齐哈尔市的扎龙等中国境内的 30 余处
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の中継地として利用し、冬にはオオハクチョ
ウ約 300 羽程度が湖で越冬しています。中国
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では、黒竜江省札竜など 30 カ所以上の湿地

湿地，也有被记入《国际湿地公约》。

が「ラムサール条約」の世界の重要湿地に登
録されています。	
 
	
 

◆苫小牧

◆苫小牧	
 

苫小牧是拥有 17.3 万人左右的工业型都市，
石油化学和造纸工业比较发达。城市的东部地区建
有众多石油化学联合企业。国家企业和民间企业全
部统计在内，是日本最大的石油储备地。

苫小牧市は人口 17 万 3 千人の工業都市で、
石油化学工業や製紙業が盛んな都市です。市
東部には、石油化学コンビナートが林立し、
特に国家、民間合わせて日本最大の石油が備
蓄されています。	
 

烟筒高耸的巨大建筑物是造纸工场。北海道的
虾夷松、椴松和从其他地方引进的各种木材，在这
里进行加工，制作成报纸用纸和纸箱等。

高い煙突や大きな建物は製紙工場のもの
です。北海道産のエゾマツやトドマツや輸入
材を使用して、新聞用紙、ダンボール原紙等
を生産しています。	
 

苫小牧地处太平洋周边一带，在北海道内属于

この苫小牧周辺の太平洋に面した地域は、

降雪较少，气候比较温暖的地区。另外，在苫小牧

雪が少なく、北海道の中でも比較的気候が温

地区，滑冰比滑雪的普及率高。大多数人都是从中
小学生时代开始接触滑冰。此地区也因冰球运动盛
行而闻名。每年的亚洲冰球联赛，中国也会派出选

暖なところです。小中学生の頃からスキーよ
りスケートの方が一般的なので、アイスホッ
ケーという競技が強いことで知られていま
す。アイスホッケーのアジアリーグでは、中

手组队参加。苫小牧市与中国河北省秦皇岛市之间， 国からも選手が来ることが多いです。中国の
河北省・秦皇島市と友好提携しています。	
 

建有友好提携城市的关系。

◆樽前山

◆樽前山	
 

樽前山是世界少见的三重式活火山。山顶处有
一个像布丁似的大岩石，叫做“熔岩圆顶丘”，在
世界上也很稀有。大岩石是火山爆发时喷出来的熔

樽前山は世界的に珍しい三重式活火山と
して知られています。山頂にある台形のもの
は、溶岩円頂丘といい、世界的にも珍しいも
ので、噴出した溶岩が遠くまで流れずに盛り

岩流下来，固定在原地凝固而成的。直径约为 450

上がったものです。直径 450ｍ、高さが 100

米，高度有 100 米。

ｍもあります。	
 
	
 

◆爱努族介绍

◆アイヌ族の説明	
 

爱努民族是居住在日本和俄罗斯的北方先住民
族。爱努族曾居住于日本本州东北部到北海道、千
岛列岛和库页岛（桦太岛）等多处。进入现代后则
主要以北海道为中心，部分分散于关东城市。

アイヌ民族は、日本とロシアにまたがる北
方先住民族です。本州東北部から北海道、千
島列島、樺太（サハリン）を生活圏としてい
ました。現代では北海道を中心に関東ほか都
市部で生活を営んでいます。	
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爱努族崇拜大自然。他们把居住的土地称之为
“ainumoshiri”，意为人类聚居的宁静大地。同
时，他们视大自然为神灵，对大自然充满感谢与感

アイヌ民族の特徴は、住んでいる土地のこ
とを「人間の静かなる大地」と言う意味のア
イヌモシリと呼び、自然界を神々と言う意味
のカムイとして謙虚に祈ることで、自然の恵

激之情。在爱努语中，自然“kamui”的意思为众

みに感謝をし、「カムイありて我あり、我あ

神，强调“有众神的地方有我们，有我们的地方神

りてカムイあり」との互助精神で、自然を改

也同在”的互助精神。可以说，爱努族是杜绝改造、

造・破壊・汚染することなく共存生活してき
た民族であることです。	
 

破坏和污染自然，坚决强调与自然同生的民族。

1869 年以后，俄罗斯出于边境国防保护的目
的，将当时被称为大和民族的日本人移居到了现在
的北海道。

1869 年以降、ロシアからの国防などの目
的で、北海道に日本民族が移り住むようにな
りました。	
 
明治政府による蝦夷地の開拓事業が開始

当时的明治政府决定开发这片虾夷地，并将其

され、島の名を北海道と改められました。こ

正式更名为“北海道”。此举动也意味着明治政府

のことは、政府が異民族の居住地として特別

将异民族居住地，即当时的虾夷地收归于日本领土，
并正式承认岛上居住的爱努族为国家成员。

扱いにしてきた蝦夷地を名実と共に日本国
家の領土に編入し、島の住民であるアイヌの
人々を国家の構成員として直接支配するこ
とを意味していました。	
 
	
 

针对领土问题，与俄罗斯持续着紧张关系的明
治政府，此时打出“富国强兵，产业振兴”的口号，
开始了北海道土地的开拓进程。与此同时，自江户

領土をめぐってロシアと緊張関係が続く
中、政府は富国強兵・殖産興業のスローガン
を掲げて北海道の開拓政策を推し進めまし
た。その一方で、江戸時代から続くアイヌ民

时代起开始的爱努族同化政策愈发被强化，这也注

族の同化政策は一層強化され、アイヌ社会の

定了爱努族社会被瓦解的命运。

崩壊は決定的となりました。	
 
	
 

1899 年颁布的《北海道旧土人保护法》，是
最能代表同化政策的法律之一。根据这部法律的规
定，爱努族一直作为生活支柱的狩猎、捕鱼活动受

同化政策の代表的な法律に、1899 年制定
の「北海道旧土人保護法」があります。これ
はアイヌの生活の糧となってきた狩猟・漁労
を制限する代わりに農業を激励し、学校教育

到严格限制，取而代之开始发展农业。学校教育也

のよって和風化を図るものであり、生活基盤

越来越强调日本式传统教育。这些举措导致爱努族

を失ったアイヌの人々はひどく困窮してい
きました。	
 

逐渐失去生活基础，陷入一种穷困状态。

	
 

长期针对爱努族执行同化政策，最终招致了来
自爱努族人的强烈反抗。爱努族人的民族自觉性逐
渐提高，并于昭和 21 年即 1946 年，成立了北海
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アイヌの人々への同化政策は長い間続き
ましたが、次第にアイヌの人々の間で現状に
対する批判が高まり始めました。民族として
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道爱努族协会。此后，爱努族加强了与世界先住民
族的联络和交流，并最终促成了《北海道旧土人保
护法》的废除，爱努族权利回复运动不断展开。
1997 年，爱努文化振兴法制定。

の自覚が強まり、1946 年には北海道アイヌ
協会を結成。その後は、世界の先住民族との
交流、連帯を深めながら「北海道旧土人保護
法」撤廃と、アイヌの権利回復を求める運動
を展開してきました。そして、1997 年に、
アイヌ文化振興法が制定されました。	
 
	
 

现在，重建爱努族的传统居住房间“ioru”的
计划也正在执行中。2011 年，保护爱努族生活的
自然环境；保存传承传统礼仪和口头文化等事业也
将陆续展开。

今後は、イオルという伝統的生活空間の再
生事業の計画があります。アイヌ民族の生活
を支えてきた自然環境、伝統的な儀礼や口承
文芸などの文化を保存、継承する事業が、
2011 年から始まる予定です。	
 

而且从 1995 年起，日本环境厅公布的环境白
皮书《学习爱努等传统文化》从文明论的立场上出
发，也提倡修正现代人的生存方式。现在，除了强

1995 年、当時の環境庁が環境白書で「ア
イヌなどの伝統文化に学べ」と訴え、文明論
の立場から生き方の見直しを呼びかけまし
た。自然とともに生きるアイヌ文化は歴史的

调将与自然共存的爱努族文化作为历史遗产保存的

遺産として貴重であるとともに、これを現代

重要性之外，将这种文化在现代生活中加以利用发

に生かし発展させ、広く世界の人々が共有す

展，作为世界人类所共有的财产的行动也备受瞩目。

◆Porotokotan

べき財産として注目されています。	
 

◆ポロトコタン	
 

“Porotokotan”在爱努语中意为“湖泊村
落”。现在则是一家位于郊外，介绍北海道先住民
族爱努族历史和文化的博物馆。这家博物馆仿照过

ポロトコタンとは、アイヌ語で「大きな湖
の集落」という意味で、北海道の先住民族ア
イヌの歴史と文化を紹介する博物館です。チ
セと呼ばれる、当時の家をかたどったユニー

去爱努族独一无二的住宅样式“chise”建成，集

クな建物で、アイヌ民族の衣食住や信仰・生

中展示着爱努族的衣食住行、信仰和生活方式等资

活様式などの生活文化を紹介した資料や文
化財が展示されています。	
 

料文物。

また、ここはアイヌ文化の調査研究、世界

同时，这里也是进行爱努族文化调查研究；与

各地の先住民族との交流の拠点にもなって

世界各地先住民族交流资料展示的重要场所。在这

おり、文化交流や資料の展示も行われており

里表演的“iomante	
 rimse（送熊灵之舞）”等

ます。「イオマンテリムセ」という熊の霊を

古典舞蹈，被评定为日本重要无形文化遗产。游客
也可以在这里试穿爱努民俗服饰，拍照留念。

神様に送り返す踊り等の古式舞踊は、国の重
用無形民俗文化財に指定されています。ま
た、アイヌ民俗衣装を身に付け、記念写真も
撮ることもできます。	
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◆白老牛

◆白老牛	
 

号称“肉质绝不输于松阪牛、神户牛”的白老
牛在 2007 年进行了商标注册，作为黑毛和牛的名
牌变得越来越有名。北海道内养育的黑毛和牛，过

「肉質なら松阪牛、神戸牛に引けを取らな
い」として 2007 年に商標登録された黒毛和
牛が有名になりつつあります。かつては、道
内で生まれた黒毛和牛が本州で育てられ、松

去也曾有过被送到本州喂养，然后当做松阪牛与飞

阪牛や飛騨牛として取引された時代もあり

驒牛销售的历史。现在作为松阪牛的对手，白老牛

ました。現在は松阪牛がライバルとして、
「白
老牛」のブランド化戦略が進められていま

的品牌化发展正在不断推进中。

す。	
 

白老町每年举办的一次“白老牛祭”，因为可

年に一度開催される「白老牛肉まつり」で

以以极低的价格品尝到高级牛肉，所以每年都能吸

は、最高級の和牛を格安で味わえるとして道

引 4 万余游客前来。这项活动在北海道内外的知名

内外で認知度が高まり、今では４万人を集客

度不断提高，现在已发展成白老町内最大的活动。
白老町内由和牛农家自己经营的烤肉店也如雨后春

する町内最大のイベントにまで発展。和牛農
家直営の焼き肉レストランも町内に相次い
で開業し、大手旅行会社のツアーにも組み込

笋般不断涌现。旅行社也设计了很多参观旅游线路。 まれています。2008 年に開催された「北海
2008 年在北海道洞爷湖举办八国峰会时，白老牛
也作为晚餐宴会的主打被端上餐桌，受到了各国领

道洞爺湖サミット」では、晩餐会のメインメ
ニューとして提供され、各国の首脳から高い
評価を受けました。	
 

导人的好评。

◆登别市

◆登別市	
 

现在开始进入登别市。登别是北海道的代表观
光旅游地，市内拥有登别温泉和 karurusu 温泉两
处著名温泉地。虽然这个小城市的人口只有 5.2 万

登別市に入りました。登別市は、北海道を
代表する観光地です。市内には登別温泉とカ
ルルス温泉の 2 つの有名な温泉地を持って
います。登別市は人口 5 万 2 千人（2009 年）

人左右，但根据 2008 年的统计，来这里住宿或者

の小さな都市ですが、2008 年の統計で、宿

一日游的年间游客量却超过了 300 万人次。

泊客、日帰り客を合わせて、年間で 300 万人
以上の観光客を受け入れています。	
 
	
 

◆登别温泉介绍

◆登別温泉の説明	
 

登别温泉种类繁多，包括从地狱谷涌出的硫磺
泉、食盐泉、明矾泉和镭泉等 11 种温泉不断涌出。
这里也因为温泉种类多而被称为“温泉百货店”。

登別温泉は、地獄谷から流れ出る硫黄泉を
はじめ、食塩泉、明ばん泉、ラジウム泉など
11 種類もの温泉が湧き出ており、その種類
の多さから温泉のデパートとも言われてい
ます。	
 

	
 
各种温泉功效不同，对慢性支气管炎、动脉硬
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化、神经痛、腰疼、体寒、皮肤病及高血压等有一
定治疗效果。建议有这些病症的游客不妨多泡一泡。
日本的鬼来迎接大家了。中文中的“鬼”是指

動脈硬化症、神経痛、腰痛、冷え性、皮膚病、
高血圧症などに効きます。お困りの方は長め
に浸かりましょう。	
 
日本の鬼が皆さんをお迎えしています。中

幽灵、亡魂；日文中的“鬼”是指怪物和妖怪。在

国の鬼は、霊魂のことですが、日本の鬼は化

一些日本传说中，鬼是地狱的看门人。这个登别温

け物の意味です。日本の鬼は地獄の門番とさ

泉的欢迎鬼身高 18 米，重 18 吨，由硬化塑料制
成。

れています。あの登別温泉歓迎鬼像は高さ
18ｍ、重さ 18ｔ。強化プラスチック製です。	
 
	
 

◆地狱谷

◆	
 地獄谷	
 

现在要出发前往的地狱谷，是距今约 1 万年前
火山爆发时的喷火口。直径 450 米的擂钵形状的洼
坑处，有很多温泉涌出口和喷气孔。热温泉水汇流
成河，山谷好像被完全煮沸一般。热汤翻滚的场景

これから向かう地獄谷は、約１万年前、火
山が噴火したときの爆裂火口跡です。直径
450m のすり鉢状のくぼみには、数多くの湧
出口や噴気孔があり、熱湯の川が流れ、谷全
体が煮えたぎっているような風景が鬼の棲

让人想起鬼的居住地“地狱”——这就是“地狱谷” む地「地獄」を彷彿し、地獄谷の名前の由来
名字的来历。周围酒店宾馆的温泉源头也多来自这
里。15 处源泉孔涌出有 11 中不同泉质的温泉，涌

となりました。また、ここから周囲のホテル
に温泉を供給しており、15 ほどの源泉の穴
から、11 の泉質を持つ温泉が、毎分 3000ℓ

出量为每分种 3000 升，所以被叫做“温泉百货店”。 ほども湧き出しており、"温泉のデパート"
とも形容されます。	
 
	
 

◆大汤沼

◆大湯沼	
 

大汤沼是日和山爆发时，在喷火口周围形成的
约 1000 米的沼泽。热温泉水自沼泽底部涌出，水
蒸气袅袅而生热气弥漫充满了硫磺气味，水面上堆

大湯沼は日和山が噴火した時、爆裂火口跡
の周囲約１㎞に形成された沼です。沼底から
は熱湯が湧き出し、湯気が立ち込め、硫黄臭
が漂っています。水面には灰黒い硫化鉄が浮

积着灰黑色的硫化铁物质。从这里流出的热水汇集

かぶように堆積しています。ここから流れ出

成河流入地狱谷。里面还有一处小沼泽池也在不断

る熱湯が小川を形成して地獄谷まで流れ込

涌现着温泉水，这个小沼泽也是在同一次爆发中形
成的。火山活动的正中心是这里，可以看见激烈喷
出和热气上升的样子。

んでいます。奥には同じく爆裂火口跡にでき
た小さな沼、奥の湯があります。火山活動の
中心は現在こちらにあり、より激しい噴出と
湯気が上がる様子が見てとれます。	
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〔２〕２日目（登別→室蘭→昭和新山→洞爺湖）	
 
	
 

◆Kuttara 湖

◆クッタラ湖	
 

Kuttara 湖面积只有 8 公里，是由火山爆发形
成的破火山口湖。整个湖泊被原始森林所包围。湖
水透明度为 28.3 米，是仅次于摩周湖的日本第二透

クッタラ湖も火山の爆発によって形成さ
れたカルデラ湖です。周囲 8ｋｍの湖と小
さな湖です。湖の回りは原生林が囲んでい
ます。透明度は 28.3ｍ、日本で摩周湖に次

明的湖泊。此外，这里也是经日本环境省评定，被

いで第 2 位ですが、環境省の調査で水質日

认为是日本水质第一好的湖。这是由于 Kuttara 湖

本一とされたことがある奇麗な湖です。流

既没有河川流入，也没有泥叶、排泄物等污染物流
入，所以才保持了这样的水质。而且因为几乎没有

れ込む川が無く、泥や葉、人が排出する物
など、汚染物質が流れ込むことがないため、
水質を保持することができるのです。プラ

浮游生物生存的缘故，Kuttara 湖水是可以直接饮

ンクトンもほとんど存在しないため、クッ

用的。

タラ湖の水はそのまま飲むことができるそ
うです。	
 
	
 

◆室兰市

◆室蘭市	
 

室兰市被称为“铁的城市”。这里以钢铁行业
起家，造船、煤炭运输和石油提炼行业也十分发达，
是北海道代表性的重化工业城市。这里以前曾居住

室蘭市は、鉄のまち室蘭と称されほど、
鉄鋼業の大企業城下町として発展し、また
造船、石炭の積み出し、石油精製などの産
業を伴う、北海道を代表する重化学工業都

着大约 20 万左右的人口。不过随着制铁制造业的规

市です。かつては人口 20 万人近くを有する

模合理化，以及造船业的衰退等因素，现在的人口

都市でしたが、製鉄所の大規模な合理化や
造船業の衰退等があり、現在人口は約半分

只有过去的一半，约 9.5 万左右。

の 9 万 5 千人（2009 年）ほどです。	
 

◆地球岬

◆地球岬	
 

现在要前往的，是曾获得北海道人气旅游胜地
调查排名第一，能眺望太平洋的海岬地球岬。离海
面 120 米的绝壁处树立着美丽白色灯台，是观赏夕

これから以前北海道の景勝地人気アンケ
ートで得票１位になったことがある太平洋
を一望できる岬に向かいます。海面から
120m 余の絶壁に美しい白い灯台が立ってお

阳以及恋人约会的好去处。展望台上建有一座幸福

り、夕日の美しい場所、恋人が恋を語らう

钟，传说敲响这个钟的人一定会获得幸福。“地球

場所としても有名です。展望台には幸福の

(chikyuu)”在爱努语中是“悬崖”的意思，这也
是“地球岬”得名的原因。

鐘が設置され、鐘を鳴らす人には幸福をも
たらすと言われている。
「地球（チキュウ）」
とは、アイヌ語の「断崖」の意味から名前
を得ました｡	
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◆ホエルウォッチングについて	
 

◆关于赏鲸（在地球岬）

（地球岬にて）	
 

成群海鸥不断俯冲进一望无边的海洋。而这一
连续势头随时可能被水貂鲸的巨大身驱打断。能看
见如此雄壮景象的海岸莫过于这里——喷火湾。乘

果てしなく広がる海原を埋め尽くすミズ
ナギドリの群れ、そしてその群れを割って
現れるミンククジラの美しい巨体、そんな
勇壮な光景に出合える海がここ噴火湾で

坐观光船进入喷火湾，能看到的不仅只有水貂鲸。

す。噴火湾ではミンククジラだけでなく、

春天破海前进的石海豚；夏季高高跃起的镰海豚；

春の海を切り裂くように泳ぐイシイルカや

几百头同时横穿室兰海的巨头鲸；运气好的时候甚
至可以看到“海上霸王”虎鲸。

夏の海を華麗なハイジャンプで彩るカマイ
ルカ、何百頭という大群で室蘭沖を横切っ
ていくコビレゴンドウに、時には海の王
者・シャチとも出合うことができます。	
 
	
 

◆白鸟大桥

◆白鳥大橋	
 

白鸟大桥全场 1380 米，是东日本最大的吊桥。
通常见到的吊桥大多没有侧塔，但是白鸟大桥却有 2
座侧塔，这也使得白鸟大桥看起来更加漂亮。白鸟

白鳥大橋は長さ 1,380ｍの東日本最大の
つり橋です。通常、つり橋には側塔がない
ものが多いのですが、白鳥大橋は２基の側
塔がついており、この側塔が白鳥大橋をよ

大桥所使用的电缆，是先由 127 束直径 5.2 毫米的

り一層美しい橋にしています。また白鳥大

钢琴线捆绑成的六角形电缆，再把 52 束六角形电缆

橋に使われているケーブルは、直径 5.2ｍ

捆绑成直径 47 厘米的电缆线。为保护经常风吹日晒
的电缆，白鸟大桥还是世界上首次采用 S 字型线和

ｍのピアノ線 127 本を 6 角形に束ね、これ
をさらに 52 本束ね直径 47ｃｍにもなって
いて、常に風雨にさらされるケーブルを保

特殊涂料的包装的吊桥。夜间开放照明设施后，白

護するため、これまた、世界で初めてＳ字

鸟大桥也会变身成为知名旅游景点，在市内有也有

型ワイヤーと特殊塗料によるラッピングが
採用されています。夜間にはライトアップ

几处可观赏白鸟大桥的场地。

がおこなわれ、観光名所としても有名であ
る白鳥大橋ですが、市内には幾つかの白鳥
大橋ビューポイントがあります。	
 
	
 

◆伊达市

◆伊達市	
 

伊达市是北海道内气候最好的地方，拥有人口

伊達市は北海道で最も気候の良い所で

3.7 万人口(2009 年统计)。这个小城市近年开始出

す。現在の人口は 3 万 7000 人（2009 年）

现人口增加的趋势，这对于北海道内其他城市而言

の小都市ですが、北海道の地方都市には珍
しく、近年、人口が増えてきています。暖

实属新奇。伊达市受暖流的直接影响，冬天降雪少， 流からの直接の影響を受けるため、冬は雪
春季到来得也比较早，夏天凉快舒适。因为城市周 が少なく、春が早く、夏は涼しく快適であ
边保存有完整的自然风景，很多退休后的日本人纷
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ることと、多くの自然が周囲に残っている

纷迁至到这里。伊达市政府也在吸引老年人和残疾

ため、特に退職者を中心に移住者が多く、
さらに市側も積極的に高齢者や障害者の移

人移住上表现出十分积极的态度。

住を受け入れているためです。	
 

◆有珠山

◆有珠山	
 

现在在对面能看到的那座山，就是有珠山。这
座山标高 737 米，在 2000 年 3 月刚刚有过一次
喷发纪录。2000 年火山爆发时，包括游客在内，

向こうに見えるあの山は有珠山です。標
高 737ｍ。2000 年 3 月に噴火活動があった
ばかりの山です。2000 年の火山噴火時は、
観光客も含め約 1 万 6000 人の避難者に成功

共 1 万 6000 人成功避难，突破历史最高避难人数

しました。火山噴火の事前予知ができたこ

纪录。因为这次火山爆发被提前预测到，根据事前

と、事前に作成されていた非難計画の地図

设计好的避难计划疏散，所以没有出现一名死伤者。
这次预测，也是日本第一次成功预测到火山爆

が作成されていたことにより、一人の死傷
者も出ませんでした。	
 
実はこれが日本で初めて火山噴火の事前

发。有珠山在 20 世纪的 100 年内共有过 4 次爆发。 予知に成功した例です。有珠山は 20 世紀の
2 万年前，有珠山也是像富士山一样是成层火山。但
在约 7000 年前，山顶部因爆发而消失。有珠山一
带，现在也被认为是火山活动频繁的地域之一。

100 年間に 4 回の噴火がありました。2 万年
前は富士山のような成層火山でしたが、約
7 千年前に山頂部が爆発してなくなったと
されています。ここ有珠山一帯は、現在、
火山活動がもっとも盛んな地域の一つとさ
れています。	
 
	
 

◆昭和新山

◆昭和新山	
 

现在我们要前往的昭和新山，是在 1943 年喷
气上升而形成的火山。火山的活动中心位于从这里
向西的地方，岩浆在地下像鼹鼠挖洞一样，不断涌

これから 1943 年に噴気を上げた昭和新
山という火山に向かいます。昭和新山は、
火山活動の中心地であるこの地の西部域よ
り、まるでモグラが地中で穴を掘り進めて

向东边涌动，并在快要冲出地面的时候凝固。凝固

上がってくるかのように東上したマグマ

的岩浆不断上拱，最终形成了现在的昭和新山。也

が、地表に出る前に凝固し、その後地表を

因此故，这一片土地只有火山部分隆起，周围几乎
看不出曾受过任何影响。

押し上げてできたものです。そのため、火
山の部分のみが隆起し、周りはほとんど影
響を受けず地盤の隆起がほとんど見られま

昭和新山的形成，在世界范围内也被认为十分
罕见。这片土地的附近，曾经是村落和麦田地。从
1943 年末到 1945 年秋天，这里屡次发生地震、
大地隆起与火山爆发，昭和新山就是在这个阶段诞
生的。当时正逢第二次世界大战，学者们无法进行

せん。	
 
その火山形成は世界でも非常に珍しいも
のと言われています。この辺りは、もとも
と集落と麦畑が広がる土地でした。この昭
和新山は 1943 年暮れから 1945 年の秋にか
けて、頻発地震と大地の隆起・噴火を経て
誕生したのです。この頃は第二次世界大戦
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足够的调查取证。在这个混乱时间，当地的邮政局
长(三松正夫)，回想起 1910 年(明治 43 年)有珠山
喷火时候接受过的学者教导，不忍心将这个新火山

中であり、学者たちも十分な調査ができな
い世相でした。この混乱の中、地元の郵便
局長（三松正夫さん）は、1910 年の有珠山
噴火の際に受けた学者の教えを思い起こ

的诞生白白浪费掉，经过多次努力为后世留下了昭

し、この新しい火山誕生を無駄にしてはな

和新山这份贵重资料。之后，在战争结束后的混乱

らないと、努力を重ねて後世に貴重な資料

期，三松先生为了这个新火山的保护，以及帮助那
些因为火山爆发而失去田地难以为生的农家，用自

を残しました。さらに戦後の混乱の中、三
松さんはこの新しい火山の保護と畑が火山
になって生活できなくなった農家の人々を

己的财产购置下土地。当时的风景也得以保留至今。 助けるため、私財を投げうち土地を購入し、
そのままの自然の姿を今日まで残してきま
した。	
 
	
 

◆昭和新山熊牧场

◆昭和新山クマ牧場	
 

这里喂养着约 100 头左右的棕熊。黑熊们在宽
阔的牧场园内玩耍，是个可以近距离看到棕熊放松
神情模样的地方。当棕熊发现发现人手中拿着饵食

およそ１００頭の熊が飼われており、広
い熊牧場の園内で遊んだり、くつろいだり
している様子を間近に見ることが出来ま
す。人間が手にえさを持っているのを見つ

的话，游客还能看到棕熊们摆出起身起来招手；打

けると、立ち上がって手招きするクマや寝

滚和拍肚子等很多可笑动作。

転がって開脚するクマ、お腹を叩くクマな
ど、いろんな可笑しな動作をするクマを見
ることができます。	
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◆西山火口散步路线

◆西山火口散策路	
 

沿着这条散步路线，可以看到 2000 年有珠山
爆发后留下的惨状。有珠山爆发时，在 2、3 天内反
复喷火多次，喷火口散布于数 10 处。房屋和车辆被

2000 年に発生した有珠山噴火の惨状を間
近に見ることができる散策路です。2，3 日
の間に何度も噴火を繰り返し、その噴火口
は 10 数ヶ所もあります。家や車が沈む沼、

沼泽吞没；折断的电线杆和道路标识；分裂成无数

折れた電柱や道路標識、断層状に変化した

断层的柏油路；倒塌的工场；被火山喷石击出洞穴

アスファルト路、倒壊した工場、噴石で壁

的墙壁；玻璃破裂的幼儿园等等灾害场景，在这条
散步路上都能看到。

に穴があき、窓ガラスか割れている幼稚園
などの噴火による被害状況を見ることがで
きます。	
 

时至今日，火山口还有白烟在不断上升。这里

また火口からは今でも白い噴煙が上がっ

因为能够近距离看到自然灾害的规模和灾难后荒凉

ています。自然災害の規模の大きさと災害

场景，所以也成为一处比较少见的旅游观光地。

◆洞爷湖・有珠山地质公园

後の荒涼とした風景を間近に見ることがで
きる珍しい観光地です。	
 

◆	
 洞爺湖・有珠山のジオパーク	
 

洞爷湖•有珠山在 2009 年 8 月被联合国教科文
组织认定为“世界地质公园”。世界地质公园是指，
在地理学上具有重要特征的地域，进行地质遗迹保

洞爺湖・有珠山が 2009 年 8 月ユネスコの
世界ジオパーク地域として認定されまし
た。ジオパークとは地球科学的に見て貴重
な特徴を持つ地域で、地質遺跡を保護しつ

护的同时，还被作为教育科学普及地加以利用的自

つ、教育や科学の普及などに活用されてい

然公园。(世界自然地遗产是为保护环境而设置的认

る自然公園のことを言います。（世界自然
遺産は主に環境保護を目的とされる認証シ

证系统。)

ステムです。）	
 

在中国，被认定的世界地质公园地域超过 20

中国には現在 20 以上の世界ジオパーク

处，是世界上数量最多的国家。比较有名的包括黄

地域が認証されており、世界で最も多い国

山、泰山、张家界和石林等，很多地方也同时被认

となっています。有名なところでは、黄山、
泰山、張家界、石林などがそうで、世界自

定为“世界自然遗产”。

然遺産と重複する場所が多いです。	
 
	
 

◆洞爷湖

◆洞爺湖	
 

洞爷湖是面积约为 70 平方公里的破火山口湖，

70k ㎡の大きなカルデラ湖で冬も氷を張
らない不凍湖です。	
 

整个湖面即使在冬季也不会结冰。

約１１万年前この地一帯は海でしたが、

大约 11 万年前这一带曾经是海洋，不过随着有

有珠山周辺の火山活動が活発になり、陸地

珠山周边火山的频繁活动，而逐渐形成了陆地。洞

を形成。その後洞爺湖のあるこの地でも、

爷湖所处的这片地，因大规模火山爆发形成了破裂

大きな火山爆発による大きな爆裂火口跡が
でき、そこに水がたまり、洞爺湖ができま
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火山口，此后不断有水流入积累，最终形成了现在
的洞爷湖。洞爷湖上的 4 个岛，是在湖出现之后，

した。洞爺湖に浮かぶ４つの中島は、湖が
できた後、火山活動によって地底からのマ
グマが隆起し、凝固してできた島です。	
 

火山活动带来的地底岩浆逐渐隆起凝固而成的。

◆ウィンザーホテルと G8 主要国首脳

◆温莎酒店与 G8 首脑高峰会谈

会議	
 

温莎酒店是建在山上，可以俯看洞爷湖全景的
一家酒店。同时，这里也是 2008 年八国首脑峰会
的主会场。客房价格最便宜的也要一晚 4 万日元，

洞爺湖を見下ろす高台にあるホテルが、
2008 年の主要国首脳会議の会場になったウ
ィンザーホテルです。室料は一泊 4 万円前
後からで、スイートは 10 万円前後、一泊

套房价约 10 万日元左右，据说这里还有一晚 136

136 万円の部屋もあるそうです（2009 年）。

万日元的房间(2009 年统计)。1997 年，受日本

1997 年日本のバブル崩壊の影響で、ホテル

泡沫经济崩溃影响，温莎酒店曾一度因酒店管理公
司破产导致关门。直到 2002 年，这里才作为超豪
华酒店重新开业。

の運営会社が経営破綻したため、ホテルは
一時廃業となりましたが、2002 年に最高級
ホテルとして営業を再開しました。	
 
G8 サミットは 1970 年代のオイルショッ

1970 年代，石油冲击的影响波及整个世界经
济。在这种背景下，以讨论经济问题为主旨的 G8
峰会应运而生。第一次会议于 1975 年举行，当时

クが世界経済に大きな影響を及ばす中、経
済的課題を討議するために開かれました。
第一回は 1975 年に開かれました。当時はフ
ランス、西ドイツ、イタリア、英国の六カ

只有法国、德国、意大利、英国等六个国家参加。

国が参加しました。翌 1976 年よりアメリカ

第二年即 1976 年，在美国的要求下，加拿大正式

の要請によりカナダが参加、7 カ国首脳会

加入，成为 7 国峰会。1994 年在冷战后召开的那

議となりました。冷戦後の 1994 年首脳会議
のうちロシアが「政治討議」に参加するよ

届会议上，俄罗斯因“政治讨论”加入。自此之后， うになり、八カ国首脳会議という呼称が使
这个峰会正式定名为“八国首脑峰会”。
われるようになりました。	
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〔３〕３日目（洞爺湖→羊蹄山→余市→積丹→小樽→札幌）	
 
	
 

◆羊蹄山

◆羊蹄山	
 

标高 1898 米的羊蹄山，因为形状与富士山十
分相似，所以也被称为“虾夷富士”，并入选了“日
本 100 座名山”。

標高 1,898ｍの羊蹄山は、富士山に良く
似たその整ったその姿から、蝦夷富士とも
称され「日本百名山」のひとつに選ばれて
います。	
 

像羊蹄山和富士山这种形状的火山，被称作成

羊蹄山や富士山のような火山は成層火山

层火山。这类火山的主要特点是，从一处喷火口反

といい、主に 1 ヶ所の火口から噴火を繰り

复喷火，熔岩和火山灰不断垒积在周围，形成了漂
亮 的 圆 锥 形 。 爱 努 人 从 前 称 这 座 山 为

返して、その周囲に溶岩と火山灰が積み重
なって、きれいな円錐形に近い形の火山に
なりました。アイヌの人は昔この山をマッ

“makarinupuri”。意思是河流围绕着的山。过

カリヌプリと呼んでいました。川が取り巻

去，在这座山的附近生息着很多羊，遍地留下羊的

いている山という意味です。昔、あの山の
付近に羊がたくさん棲んでおり蹄の後がた

蹄印，羊蹄山的名字由此而来。

くさんあったことからこの名前がついたと
もいわれております。	
 
	
 

◆京极町吹出公园与真狩村 Kamuiwakka

◆京極町の「吹き出し公園」と真狩村
の「カムイワッカ」	
 

羊蹄山这种成层火山的山麓处，大多会有甜美
泉水涌出。落到成层火山上的雨雪向地下渗透，经
过火山斜面堆积数十年甚至数千年的火山灰过滤，

羊蹄山のような、成層火山の裾野にはお
いしい水が湧出する泉があります。これら
は成層火山上に降った雨や雪が地下へ浸透
し、斜面に積もった火山灰の中を数十年～

成为富含矿物质成分的天然优质矿泉水，在山麓一

数千年の歳月をかけて濾過され、ミネラル

气涌出。羊蹄山山脚处，目前被发现的优质丰富水

成分を添加された最良のミネラルウォータ
ーとなり、山麓で一気に噴き出します。羊

源有 10 多处。

蹄山の麓にも、質・量ともに優れた泉が１

其中汇集了京极町泉眼的“吹出公园”，和真

０カ所以上知られています。	
 

狩村的“kamuiwakka(神水)”，几乎每天都会吸

中でも京極町にある泉の周辺は「吹き出

引很多游客和前来汲水的市民。这些水如果带到东

し公園」として整備されており、真狩村の

京，每升可以买出 200 日元。在这里却是这般持续
流出，不得不说这是个奢侈的设施。这些水源也入

「カムイワッカ（神の水）」と共に毎日多
くの観光客と水を求める市民を集めていま
す。東京へ持っていけば 1ℓ200 円くらいす

选了日本环境省评定的“100 处名水”，被称为“长

るような水を、常時流し続けるという贅沢

寿水”。水温一年四季几乎没有任何变化，持续保

な施設です。環境省の名水百選にも選ばれ、
長寿の水とも言われています。水温は１年

持着 6.5 摄氏度。

四季を通してほとんど変化は無く、約 6.5
度です。	
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◆フルーツの街－仁木町	
 

◆水果之乡-仁木町
素有“果实与安乐之乡”之称的仁木町是水果
的王国。春天草莓，初夏樱桃、蓝莓，秋天的水果
有葡萄、苹果、西梅等，四季都能品尝到好吃的水

「果実とやすらぎの里」仁木町は、フル
ーツ王国。四季を通じて美味しい果物がい
っぱいです。春はいちご、初夏はさくらん
ぼ、ブルーベリー、秋の果物は、ぶどう、

果。在仁木町的旅游农场，游人可直接放心、安全

りんご、プルーンなど。仁木町の観光農園

地品尝从树上摘下的新鲜水果，享受“水果采摘”

では、「安心」「安全」で新鮮な果物を、
直接、木からもぎとって食べる「くだもの

所带来的乐趣。

狩り」が楽しめます。	
 
	
 

◆余市および日本のウイスキー製造	
 

◆余市及日本的威士忌制造
余市町作为 Nikka 威士忌酒的创业地而威扬海
外，充满苏格兰风格的余市蒸馏场至今仍保留着传
统的制造工艺，成为一个旅游场所。创业者竹鹤政

余市町はニッカウヰスキーが創業した地
としても知られ、スコットランドの情緒あ
ふれる余市蒸留所は今でも伝統的な製造法
を守っており、観光名所となっています。

孝曾表示，由于余市的气候与威士忌酒的王国苏格

創業者の竹鶴政孝は、気候がスコッチウイ

兰近似，且有威士忌造酒所不可缺少的泥炭，因此

スキーの王国スコットランドに似ていたこ
とと、ウイスキーの製造に欠かせないピー

选择了此地。

ト（泥炭）が入手できたことから、この地

威士忌博物馆内，不仅有关于威士忌酒制造方

を選んだと言われています。	
 

法，日本威士忌酒制造历史的介绍资料，还设有专

館内のウイスキー博物館には、ウイスキ

门的地方供游客免费品尝，以及在多种威士忌酒中

ー製造方法や日本のウイスキー製造の歴史
の紹介および無料で試飲や匂いの違いを比

进行气味比较。

べることのできるコーナーなどあります。	
 
	
 

◆農業の街－赤井川村とキロロリゾ

◆农业之村-赤井川村与喜乐乐度假村

ート	
 
在赤井川村，农业与旅游业是不可或缺的两项
产业。农产品品种繁多，任何在北海道可以栽培的
农产品在这里都能生长。旅游业方面，自以滑雪场

赤井川村では農業と観光業を欠かすこと
ができません。農産物の品目は多岐にわた
り、北海道で栽培できる農産物は何でも出
来ると言われています。観光業では、スキ

为中心的喜乐乐度假村开业以来，越来越受到游客

ー場を中心としたキロロリゾートがオープ

欢迎。同时，冬季运动之外，高尔夫球和网球的人

ンし以来さらに観光客の人気となっていま
す。また、ウィンタースポーツに限らずゴ

气也逐步高涨。

ルフやテニスの人気も高まっています。	
 
	
 

◆セタカムイ海岸	
 

◆Setakamui 海岸
现在我们正在沿着日本海的海岸线行驶。从小

現在我々は日本海の海岸沿いを走ってい
ます。小樽から我々が現在向かっている神
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樽到接下来要前往的神威岬之间的这段海岸线，也
是日本国定公园之一，海岸线变化极其丰富。在爱
努语中，这里被叫做“Setakamui 海岸”，意为“狗

威岬までの海岸線は、国定公園に指定され
ています。変化に富んだ海岸線が続いてい
ます。ここはセタカムイ海岸と言われてい
ます。セタカムイとはアイヌ語で犬の神様

之神”。这是因为在这段海岸线上有一块岩石的形

のことで、犬が吼えているような岩がある

状很像狗在叫的样子，所以得此名。

ことからこの名前が付けられました。	
 

◆蜡烛岩

◆	
 ローソク岩	
 
右海上に立っている岩は、ローソク岩と

竖立在右边海面上的岩石，被称作蜡烛岩。因
为与岸边相隔 550 米，所以虽然高度达 49 米，但
远看仍会感觉比较小。关于“蜡烛岩”名字的由来

呼ばれています。岸から約 550ｍも離れて
いるので小さく見えますが、高さ 49 メート
もあります。名前の由来はいくつかありま

有几个不同版本。普遍流传的是，因为岩石的形状

す。一般的には、まさに形状が火を灯した

比较像点燃的蜡烛，所以得此名。但也有人说是因

ローソクの形状をしているからですが、か

为以前这里经常有成群的鲱鱼游来，鲱鱼的鳞片贴
服在岩石上，发出像蜡烛一样的亮光，所以才被叫

つて、ニシンの大群がやってくると、ウロ
コが岩に張り付きローソクのように光った
から、などの説もあるようです。	
 

做蜡烛岩。

また、ローソク岩に関するアイヌの神話

另外，爱努族中也流传着一个关于蜡烛岩的神
话。据说以前大陆之神企图把积丹半岛划归成自己
的领土，于是掀起暴风骤雨，准备强行夺走积丹半

がありますのでご紹介します。以前大陸の
神様が、積丹半島を領土にしようと大暴風
と大津波を巻き起こし、積丹半島を引きち
ぎろうとしたそうです。その時北海道の神

岛。北海道的神为了阻止大陆之神，用粗绳捆住积

様がそれを防ぐため、太い縄で積丹半島を

丹半岛，并把绳子拴在了蜡烛岩上，最后终于保住

縛り、その端をローソク岩の根元に結びつ
けたため、積丹半島は引きちぎられずに済

积丹半岛没有被夺走。

んだのだそうです。	
 
	
 

◆ソーラン節発祥の地	
 

◆拉网小调的发祥地
(注：进入丰浜隧道前。大型旅游车无法通过。)
在这个寂静的小渔港，树立有拉网小调发祥地纪念
碑。民谣拉网小调，是由渔夫们捕捞鲱渔时哼唱歌
曲的一部分演变而来。

（注：豊浜トンネル入る手前。大型バス
では行けません。）寂れた小さな漁港があ
り、そこにソーラン節発祥の地記念碑が立
っております。民謡ソーラン節は、ニシン
漁の際に漁師達が歌っていた歌の一部が独

日 语 中 民 谣 拉 网 小 调 被 叫 做 “ soran ” 。
“soran”原本是渔夫们拉网时的号子声。之后慢
慢演变，直至成为现在的拉网小调。这里过去是鲱
鱼的卸货渔港。现在供步行者来往的隧道，是在鲱
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自に変化したものです。	
 
「ソーラン」とは、まさにニシン漁で網
を引く漁師たちの掛け声で、この掛け声に
ちなんでソーラン節と呼ばれるようになり
ました。昔、ここはニシンを水揚げする漁
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鱼捕捞业繁荣时，当地人为运送鲱鱼方便，用手挖
出来的隧道。据说以前的渔夫们，经常要上上下下
往返于这个悬崖传送鲱鱼。海岸线的这一带，也被
认为是北海道著名民谣“拉网小调”的起源地。

港でした。今通ってきた歩行者トンネルは、
ニシン漁が盛んだった頃にニシンを運ぶた
めに人の手によって掘られたトンネルで
す。以前の漁師たちは、この崖を何度も上
り下りしてニシンを運んだそうです。この
海岸線一帯は、北海道の民謡として有名な
ソーラン節の発祥の地とされています。	
 
	
 

拉网小调

ソーラン節	
 

依呀嗨兰 索兰索兰
索兰索兰索兰咳咳
你听那海鸥声声 在歌唱呀在歌唱
勇敢的渔民 爱海洋爱海洋
呀萨哎嗯力呀 萨可诺
多阔秀
澳多阔秀多阔秀

	
  ヤーレン	
  ソーランソーラン	
 
ソーランソーランソーラン（ハイハイ）	
 
冲の鴎（かもめ）に	
  潮どき問えば	
 
わたしゃ立つ鳥	
  波に聞け	
 
チョイ	
  ヤサエエンヤンサノ	
 
ドッコイショ	
 
（ハ	
  ドッコイショドッコイショ）	
 
	
  	
 

依呀嗨兰 索兰索兰
索兰索兰索兰咳咳
今天晚上 安宁的夜晚
明天晚上 摇晃的夜晚
呀萨哎嗯力呀 萨可诺
多阔秀
噢多阔秀多阔秀

ヤーレン	
  ソーランソーラン	
 
ソーランソーランソーラン（ハイハイ）	
 
今宵ひと夜は	
  どんすの枕	
 
あすは出船の	
  波枕	
 
チョイ	
  ヤサエエンヤンサノ	
 
ドッコイショ	
 
（ハ	
  ドッコイショドッコイショ）	
 
	
  	
 

依呀嗨兰 索兰索兰
索兰索兰索兰咳咳
五尺的男子汉哪 志气高啊胆量壮
乘风破浪 向海洋向海洋
呀萨哎嗯力呀 萨可诺
多阔秀
噢多阔秀多阔秀

ヤーレン	
  ソーランソーラン	
 
ソーランソーランソーラン（ハイハイ）	
 
男度胸なら	
  五尺の身体（からだ）	
 
どんと乗り出せ	
  波の上	
 
チョイ	
  ヤサエエンヤンサノ	
 
ドッコイショ	
 
（ハ	
  ドッコイショドッコイショ）	
 
	
  	
 
ヤーレン	
  ソーランソーラン	
 
ソーランソーランソーラン（ハイハイ）	
 
冲の鴎が	
  物言うならば	
 
便りきいたり	
  聞かせたり	
 
チョイ	
  ヤサエエンヤンサノ	
 
ドッコイショ	
 
（ハ	
  ドッコイショドッコイショ）	
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ヤーレン	
  ソーランソーラン	
 
ソーランソーランソーラン（ハイハイ）	
 
冲の鴎の	
  啼く声きけば	
 
船乗り稼業は	
  やめられぬ	
 
チョイ	
  ヤサエエンヤンサノ	
 
ドッコイショ	
 
（ハ	
  ドッコイショドッコイショ）	
 
	
 

◆絶景の海の街－積丹町	
 

◆绝美海景之城-积丹町
作为积丹町产业中心的渔业，这里的特产海胆
非常出名。6 月的海胆钓，秋天的鲑鱼钓，冬季的鳕
鱼钓，四季渔获丰富。另外，被称之为积丹蓝的神

積丹町の産業の中心である漁業の中でも
特にウニが名物で 6 月のウニ漁、秋のサケ
漁、冬季のタラ漁と四季を通して水揚げが
あります。また、シャコタンブルーといわ

威岬气势宏伟，积丹海在北海道被指定为唯一的海

れる神威岬の景観は絶景で、積丹の海は北

中公园。

海道で唯一、海中公園に指定されています。	
 

◆神威岬

◆神威岬	
 

	
 

接下来要前往的，是让人感觉好像到达天涯海
角一般的地方——积丹半岛的代表性海岬，神威岬。
走到神威岬尽头，大概需要 20 分钟左右。在这

これからまさに天地の果てを彷彿させる
積丹半島を代表する岬に向かっています。	
 
岬の先２０分の遊歩道では、両側に海が
広がる断崖絶壁の景観を一望できます。神

段路途中，可以看到悬崖绝壁伫立在一望无垠海面

威岬には、失恋のため海に身を投げた娘チ

中的绝壮景观。神威岬有一个伤心的故事，说酋长

ャレンカの悲哀物語の伝説があり、岬の先

女儿因失恋而在此投海自尽。树立在神威岬最前端
的神威岩，也被传说是酋长女儿的化身。传说如果

には、その伝説で自殺した娘の化身と言わ
れる神威岩が立っています。以前は女性が
岬に入ると、自殺した娘が嫉妬心から、船

有女性进入神威岬，会引发酋长女儿的嫉妒心，做

を沈めるなどの悪さをするという迷信があ

出弄沉出海的渔船等恶劣行为，所以以前，这里是

り、女人禁制の場所でした。	
 
神威（カムイ）とはアイヌ語で神の意味

禁止女性踏足的地方。

です。まさに神が居る岬とされていた所で

“神威”(kamui)在爱努语中意为“神”，神

す。（６月中旬にはオレンジ色のエゾカン

威岬也被认为是神灵居住的海岬。（6 月中旬，满开

ゾウという花が岬全体に咲き、非常に美し

的橘色虾夷萱草覆盖整个神威岬，可在前往海岬尽

いです。）	
 

头的沿途上尽情欣赏。十分漂亮。）
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第 4 章(1)	
  コース別時系列観光情報（道央編）	
 

◆小樽	
 

◆小樽
“小樽”这一地名来自爱努语 Otarunai，意为
“沙滩中的河流”。江户时代起，北海道的日本海
一侧就因鲱鱼捕捞业而繁盛，因此吸引了很多捕捞

「小樽」という地名は、昔この地がアイ
ヌ語で「オタルナイ」（砂の中の川という
意味）と呼ばれていたことに由来します。
江戸時代から、北海道の日本海側では鰊（に

鲱鱼的本州人迁移到此地。1865 年形成以渔业为

しん）漁が盛んで、鰊を求めて本州から多

中心的村落，1869 年改名为小樽。鲱鱼奠定了小

くの人々が移住してきました。1865 年に漁
業を中心とした集落が建ち、1869 年「小樽」

樽经济的发展基础。

と改めました。鰊漁が小樽経済の基盤を築

不久，众多银行与商社纷纷进入之后被誉为“北

きました。	
 

方的华尔街”的小樽。小樽的谷物市价也曾对伦敦

やがて「北のウォール街」と呼ばれるほ

的市价产生过影响。小樽港于 1899 年被指定为贸

ど、多くの都市銀行や商社が軒を連ね、小
樽の穀物相場はロンドンの相場に影響を与

易港，海外贸易日益繁盛。

えるほどの力を持つようになりました。小

现在日本使用的肥料和饲料，大部分依赖于美
国和俄罗斯等国家的进口。小樽港也成为这些货物
的运输窗口，在北海道的农业发展中担负着重要任
务。此外，从中国进口的大豆等农作物，也都是通
过小樽港运入日本。

樽港は 1899 年に貿易港に指定され、海外と
の交易が盛んです。	
 
現在日本は、肥料や飼料のほとんどをア
メリカ、ロシアなど外国からの輸入に頼っ
ております。小樽港はその窓口になる港で、
北海道の農業にとって大事な役目を果たし
ています。また、中国からも大豆などを輸
入しています。	
 
	
 

◆小樽運河	
 

◆小樽运河
小樽港以前并有没有防波堤。为了方便卸货，
1923 年小樽运河竣工。建成初期，大船运来的货
物接连不断地穿梭于运河，数千货运工人从早到晚

小樽運河は防波堤がありませんでした。
小樽港に運ばれた荷物の積み下ろしを便利
にするために、1923 年に竣工しました。建
設初期は、荷物を運送する大型船が絶え間

辛勤忙碌。作为海上贸易的动脉，小樽运河与建在

なく運河を通過し、数千人もの労働者が朝

周围的石筑仓库一起，担负起了重要作用。

早くから夜遅くまでせっせと働いていまし

但随着时代变迁，运河渐渐失去了原有的实际
作用。河底淤泥堆积被指责“又脏又臭”。因此相

た。海運貿易の動脈として、運河沿いに建
てられた石造り倉庫とともに、重要な役割
を担っていました。	
 

关政府部门曾在 1960 年代计划填满掉运河。不过

しかし、近年運河の役割の縮小後、底に

因为小樽市民自发的保护及整备活动，使得小樽运

はヘドロがたまり、「汚い、臭い」と言わ

河在 1985 年作为新的小樽旅游点脱胎换骨，以现
在的面貌重新出现。

れるようにもなり、行政は 1960 年代に運河
を埋め立てようと動きました。しかし、小
樽市民の自発的な保存運動と整備により、

现如今，修建于运河边的石铺散步小道已成为
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1985 年新たな小樽を代表する観光スポット

小樽观光的象征，众多游客的到访使具有古典怀旧
情趣的小樽呈现出热闹非凡的景象。到了夜晚，设
于运河边的煤油灯被点亮，照亮石筑仓库，整个小

として生まれ変わりました。	
 
現在では、小樽運河沿いに建設された
石畳の散歩道は小樽観光のシンボルとな
り、多くの観光客が訪れる古典的でノスタ

樽展示出与白天截然不同的景致。周边的石筑仓库， ルジックな趣きのある小樽は飛びぬけて賑
很多都已变成了餐馆和旅游设施，成为一大旅游区

やかな様子を見せています。夜になると運
河沿いに運設置された街灯が石造りの倉庫

域。

を照らし、昼とは異なる風景をみせていま
す。周辺の石造りの倉庫の多くはレストラ
ンや観光施設に変わり一大観光エリアとな
りました。	
 
	
 

◆小樽貴賓館(旧青山別邸)	
 

◆小樽贵宾馆（旧青山别邸）
1923 年建，是靠鲱鱼捕捞业起家的祝津大船
主青山家的别墅。在当时建筑“伊势丹”新宿百货
店只要 50 万日元工程费的年代，这个私人木造建筑

1923 年建築されました。鰊漁で財を築い
た、祝津の大網元・青山家の別荘。当時、
新宿の百貨店「伊勢丹」が総工費５０万円
かかった時代に、個人の木造住宅に３１万

的花费却高达 31 万日元，成为一座极度奢侈的历史

円をかけた贅沢な第一級の歴史的建築物で

建筑物。后来青山别邸放弃了成为有诸多制约条件

す。制約のある重要文化財の指定を辞退し、

的重要文化遗产的权利，改建为贵宾馆经营日式餐
厅。为了别墅的保存与维修管理，贵宾馆对外实行

貴賓館を建設して和風レストランを営業
し、別邸の保存維持管理をして有料開放し
ています。	
 

有偿开放。

◆北一ガラス・オルゴール堂	
 

◆北一玻璃·音乐盒堂
早期以制作渔业用的玻璃球以及煤油灯为主，
后来因为渔捞方式的改变以及电灯的普及，玻璃产
业渐渐没落。1930 年，北一玻璃开始尝试将玻璃

以前は漁業用のガラス製の浮き球やラン
プ球などの製造をしていましたが、漁法の
変化や電気の普及により使われなくなり、
1930 年代ガラスを利用した工芸品の製造が

制品开发成工艺品和装饰品。现今，玻璃工艺品以

始められました。現在、ガラス工芸品はオ

及音乐盒，已成为小樽的代表性商品、受到游客的

ルゴールとともに小樽のお土産として、多
くの観光客の人気を集めています。	
 

欢迎。
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◆北海道三大夜景

小樽天狗山空中缆车

◆北海道三大夜景	
  小樽天狗山ロー
プウェイ	
 

从市街中心部位乘车 15 分，即可抵达小樽地标
性建筑“天狗山”。从山麓到山顶，有每个 4 分钟
运营一趟可乘坐 30 人的天狗山空中缆车。

市街中心部から車で 15 分、小樽のシンボ
ル的な存在の山は天狗山です。山麓から山
頂まで約 4 分でつなぐ 30 人乗りの「天狗山」
ロープウェイがあります。	
 

乘上缆车，庭园盆景式的市街在眼前延展，除

これに乗ると、眼下には箱庭のように市

了小樽港和石狩湾，天晴的时候还可看到远方的署

街が開け、小樽港や石狩湾、晴れた日は遠

寒别峰峦和积丹半岛，是绝好的观光景点之一。
从山顶眺望到的风景，在知名导游手册《米其

く署寒別連峰や積丹半島が一望できる絶好
のビューポイントです。	
 
山頂からの眺望はミシュラン・グリーン

林·绿色向导·日本 2009》中，被评价为一颗星。 ガイド・ジャポン 2009 の中で一つ星として
这里的夜景也被评为“北海道三大夜景之一”。
从小樽天狗山，可以看到夕阳下沉时海边积丹
渔火点点闪烁的景色。稍微移动视线，还能看到在
富有变化的石狩湾天空下，街灯在美丽闪耀。

掲載されました。この美しい夜景は「北海
道三大夜景」の一つに数えられています。	
 
小樽天狗山から、夕日が積丹に沈み漁火
が灯る情景が望める。目を移すと、変化に
富む石狩湾の空の下、街は美しくきらめい
ています。	
 
	
 

◆田中酒造	
 

◆田中造酒
田中造酒创建于 1899 年。现在的负责人是田
中家第四代继承人。在继承创业者遗志延续古代优
良时代风情的同时，一边也在不断进行技术革新，

田中酒造は 1899 年に建てられました。現
在の当主は四代目で、創業者の遺志を継い
で古き良き時代の風情を残しながらも、常
に新しい技術を取り込み、小樽の清酒「寳

维护着小樽清酒名牌“宝河”的美誉。像田中造酒

川（たからがわ）」を守り続けております。

这样的酿酒厂，在日本全国共有 1700 处左右，生

田中酒造のような醸造祖は、日本では 1700

产出 1 万余种口味不同的日本酒。日本酒的好坏主
要取决于水和米的质量，请大家一定去品尝一下酒
厂旁边井口涌出的井水，亲自判断一下。

箇所前後あり、1 万種あまりの味が違う日
本酒を生産しています。日本種の質のよし
あしは水と米で決まります、皆さん、醸造
所近くの井戸水を味わって、自分で判断し
て見てください。	
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◆钱函

◆銭函	
 

现在车经过的这个地方叫钱函，过去是鲱鱼渔
港。“函”在日语中是箱子的意思。据说过去鲱渔
业昌盛时，附近渔夫借鲱渔捕捞发了大财，各家为

現在車で通っているこの地域の地名は、
銭函といいます。昔はニシン漁の漁港があ
ったところです。ニシン漁で栄えた頃は、
この付近の漁師はニシン漁で大儲けをして

了装钱不得不预备个大箱子，因此这里得名“钱函”。 いたため、どの家にもお金を入れるための
这个说法听起来像是虚构的谎话，但在过去，
这里确实因为鲱鱼捕捞业繁荣而具备了当做“钱箱”
的实力。

大きな箱があったことから、この地名がつ
けられたそうです。	
 
今は寂れてしまっているので、嘘のよう
な気がしますが、「銭箱」と呼ばれるくら
い、このあたりはニシン漁で栄えていまし
た。	
 
	
 

	
 

〔４〕４日目（札幌→支笏湖・北広島→千歳）	
 
	
 

◆札幌

◆札幌	
 
札幌の名前の語源は、アイヌ語の「サッ・

札幌这个名字，来源于爱努语
“sa·poro·pet”，意为干涸·宽广·河川。1869
年，爱努族居住的虾夷地改称“北海道”，开拓使

ポロ・ペッ」（乾いた・大きな・川）など
の説があります。アイヌの人たちが住んで
いた蝦夷地は、1869 年に北海道と改称され

在札幌开始本府建设。最早的一批屯田兵于 1875

て、開拓使が置かれ札幌本府の建設が始ま

年移居到此，依据设定好的札幌建设计划，开始铺

りました。1875 年に最初の屯田兵が入植し、

建铁路兴办产业，逐渐构筑起道都札幌。全长 1.2
公里的大通公园是札幌市区南北部的分割线。它以

札幌建設計画に基づいて、鉄道を敷き、産
業を興して、道都・札幌を築きました。長
さ 1.2 ㎞の大通公園を南北の起点として、

原先作为渠道而挖掘的创成川为东西起点，将城市

用水路として掘られた創成川を東西の起点

街道像棋盘一样整齐划分。

として、碁盤の目のように街が作られてい

札幌行政区分为 10 处，好像一副麻将牌一样，
包括东、南、西、北、白(白石区)，中(中央区)等。

ます。	
 
札幌の行政区は 10 つに分かれており、麻
雀のように東南西北、白(白石区)、中(中央

不过比较可惜的是在重新划分西区范围时，将发寒

区)などがあります。惜しいことに西区が２

区划入了手稻区，使得这副行政区麻将牌中缺少了

つに分かれる時に発寒区とはならずに手稲

一个“发”。此外，札幌的行政区还有厚别区、丰
平区和清田区。

区になってしまったので、リーチのまま積
もりませんでした。この他に厚別区、豊平
区、清田区があります。	
 

现在北海道人口的三分之一，约 190 万人都居
住在札幌市。札幌也是东京、横滨、大阪和名古屋

現在は北海道の人口の約 3 割の 190 万人
が札幌に住んでおり、東京、横浜、大阪、
名古屋についで５番目に大きな都市です。
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之后，排名日本第五的大都市。根据日本一项针对
国内 1000 个市区镇村进行的抽样调查结果显示，
2006 年至 2008 年，札幌市始终排名“最富有魅

日本国内の 1000 市区町村から日本国民に
行った調査では、2006 年から 2008 年まで
札幌市が魅力的な都市 No.1 になりました。
(2009 年は函館についで第 2 位／「地域ブ

力的城市”的第一位。(2009 年，札幌位居函馆之

ランド調査」による。)	
 この調査は、日本

后排名第二位／“地域品牌调查”) 这个调查结果是

人 3 万人に「①行ってみたい、②住んでみ

综合 3 万名日本人，就“①想去；②想居住；③想
购买相关商品；④对哪里抱有良好印象”所提出的
回答而得出的。札幌市与中国的沈阳市于 1980 年

たい、③商品を買ってみたい、④場所のイ
メージが良い場所はどこか？」という質問
に答えてもらったものです。中国瀋陽市と
は、1980 年 11 月に友好提携しました。	
 
	
 

11 月建立了友好提携城市关系。

◆时计台（钟楼）

◆時計台	
 

时计台是札幌旅游地标式建筑物。这座建筑于
1878 年被建成，原是札幌农学校(北海道大学的前
身)的练武场(军训与体育课用的教室)。

札幌観光の象徴的建造物です。1878 年に
旧札幌農学校（北海道大学の前身）の演武
場として建設。	
 
時計の主要な部品はこの 120 余年もの間

钟楼的主要零部件在 120 多年内从未进行过更
换。作为日本最古老的钟塔持续不断地报时，堪称
罕见。钟楼也是代表着札幌开拓史的重要历史建造
物。

交換されることなく、日本最古の塔時計と
して時を刻み続けており、極めて珍しいと
言われています。札幌における開拓時代を
語る重要な歴史建造物。	
 
明治時代の開拓に関連のある施設には、

明治时代，与开荒相关的建筑大多会附有红星
图案。时计台共有 17 个红星图案，试着找一下这些

赤い星がついており、ここ時計台にも赤い
星が 17 ケ所あるので、「赤い星」探しを楽
しんでみるのもいいかもしれません。	
 

红星，说不定也是充满乐趣的一件事。

◆北海道厅旧址

◆北海道庁旧本庁舎	
 

爱称为“红砖楼”的北海道厅旧址，是仿照
1888 年建成的美国州议会会厅的新巴洛克格样式
而建。砖、硬石和木材等建筑材料，大多产自北海
道。

「赤レンガ」の愛称で知られる 1888 年に
アメリカの州議会議事堂を手本に建てられ
たネオ・バロック様式の建物。建築資材の
れんが、硬石、木材などの多くは、北海道
産を使用。	
 

直至新的北海道办公楼完成为止的 80 年间，这
里始终担负着北海道政治中心的角色。现在“红砖
楼”内部的一部分被改造成博物馆和资料馆对外开
放，另一部分则被当做会议室继续加以利用。

新北海道庁舎完成までの 80 年にわたり、
北海道政治の拠点としての役割を果たして
います。現在中の一部は博物館と資料館に
なっていますが、会議室としてまだ利用さ
れています。	
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◆北海道神宫

◆北海道神宮	
 
北海道神宮は 1869 年に建てられました。

北海道神宫建于 1869 年。北海道开拓初期，
为了阻止俄罗斯进入库页岛(萨哈林岛)、千岛群岛，
北海道神宫在建设正门时特意将方向朝向了东北

北海道の開拓当時、樺太・千島に進出を進
めていたロシアに対する守りということ
で、正門が北東を向いており、間宮林蔵な

方。在这里，供奉着间宫林藏等北海道开荒期的功

どの北海道開拓の功労者や明治天皇がまつ

臣和明治天皇。

られています。	
 

神宫最初的名字为“札幌神社”。但后来因为
这里成为了北海道全境的总镇守和道民的守护神，

もともとは札幌神社といいましたが、そ
の後、北海道全土の総鎮守、道民の氏神様
として 1964(昭和 39)年に、北海道神宮と改

所以在 1964 年(昭和 39)改名为“北海道神宫”。 称しました。この神宮を囲む一帯は円山公
环绕神宫的这一带是圆山公园，公园内种植着很多

園になっており、広い境内には桜の木がた
くさんあるお花見の名所となっています。	
 

樱树，所以这里也是观赏樱花的好地方。

春の桜の季節には、早朝から場所取りの

在春季的樱花季节，札幌市民有来这里占据地

人で賑わい、ジンギスカンや焼肉をして楽

方，然后在樱花树下吃烤肉的习惯。每年从新年的

しむ習慣があります。毎年、初詣をはじめ、

首次参拜开始，神宫都会吸引很多参拜客前来。6

多くの参拝客が訪れるほか、6 月には北海

月份会固定举办北海道神宫例祭(札幌祭)。伴着音乐
节奏，可以看到供奉着神排位的轿子、布满各种彩

道神宮例祭（札幌まつり）が開かれ、お囃
子にのって、神輿や山車が市内を練り歩く
姿が見られます。	
 

饰的花车在市内游行的样子。

◆札幌圆山动物园

◆札幌市円山動物園	
 
ほ乳類、鳥類、爬虫類など動物約 160 種、

这里饲养着约 160 种，700 头左右的哺乳类、
鸟类和爬行类动物，是北海道内非常有名的动物园
之一。

700 点を飼育する道内有数の動物園です。	
 
子どもに人気のライオンやキリンがいる
熱帯動物館をはじめ、6 種類のクマを展示

包括有非常受小朋友欢迎的，有狮子和长颈鹿
的热带动物馆；展示着六类熊的世界熊馆；设有 15
米高攀登架，展示原生状态的黑猩猩馆；兼顾动物
与人舒适度的虾夷鹿和狼舍；能直接触摸羊和山羊
的体验区等等，在这里全年都能看到动物。

している世界の熊館、高さ 15m のジャング
ルジムがあり生態展示を目的としたチンパ
ンジー館、人も動物も快適に過ごせるエゾ
シカ・オオカミ舎、ヒツジやヤギに触れる
ことができるこども動物園などがあり、年
間を通して動物を見ることができます。	
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◆大仓山跳台竞技场

◆大倉山ジャンプ競技場	
 

和召开 2008 年奥运会的北京一样，札幌也因
为奥运会的举办使得整个城市有了很大发展。为了
举办 1972 年冬季奥运会，札幌开通了地铁；大规

2008 年の北京オリンピックで大きく発展
したのと同じく、札幌も 1972 年冬季オリン
ピックに合わせて地下鉄が開通し、大規模
なホテルがいくつも開業して飛躍的に発展

模酒店也相继建成，整个城市容貌有了飞跃发展。

しました。この時に 90ｍ級ジャンプ（現ラ

1972 年冬季奥运会时，举办 90 米跳跃台比赛（现

ージヒル）の舞台となった場所が大倉山ジ

在的跳台滑雪）的地方，就是眼前的这个大仓山跳
台竞技场。

ャンプ競技場です。	
 
標高 300m にあるジャンプ競技のスター
ト地点までペアリフトで登ることができ、

游客可乘缆车到达标高 300 米的跳台竞技的出

展望ラウンジからは、札幌市街や雄大な石

发点。从展望休息室能眺望到札幌市街和雄伟的石

狩平野を一望できることから、観光客にも

狩平原，是备受欢迎的旅游景点之一。在同时建设
的“札幌冬季体育博物馆”内，除了有介绍冬季体

人気のスポットです。併設の「札幌ウィン
タースポーツミュージアム」では、ウィン
タースポーツの歴史を紹介する貴重な資料

育历史的贵重资料展示之外，还能通过最新模拟器， の展示があるほか、最新のシミュレーター
によりスキージャンプやバイアスロンなど

体验滑雪跳跃和滑雪射击等冬季体育项目。

のウィンタースポーツを疑似体験できま
す。	
 

	
 

◆羊之丘展望台

◆羊ヶ丘展望台	
 

树立在此的克拉克博士雕像，是羊之丘展望台

クラーク博士のブロンズ像が羊ヶ丘のシ
ンボルとして立っています。	
 

的象征。

ウィリアム・スミス・クラーク	
 （William	
 

威廉・史密斯・克拉克（William Smith Clark，克

Smith	
 Clark、クラーク博士、1826 年	
 -	
 1886

拉克博士，1826 年-1886 年），是札幌农学校(现

年）	
 は札幌農学校	
 （現北海道大学）初代

在的北海道大学)的首任教授。当时，以开拓北海道

教頭。北海道開拓のために、日本政府の熱

为目的，日本政府热烈邀请并雇用了很多外国人，
从美国来的克拉克博士也是其中的一员。

烈な要請を受けてアメリカから雇用した外
国人です。	
 
8 ヶ月間札幌に滞在し、翌年の 1877 年 5

克拉克博士一共在札幌逗留了 8 个月，于

月に離日しました。札幌農学校 1 期生との

1877 年 5 月离开了日本。在与札幌农学第一届毕

別れの際に、「‘Boys	
 Be	
 Ambitious’（少

业生分别时，留下了“Boys Be Ambitious(年轻
人，要胸怀大志)”这句名言。树立在这里的克拉克

年よ、大志をいだけ）	
 青年奮起立功名」と
いう言葉を残しました。ここにあるクラー
ク博士のブロンズ像の台座には、この言葉

博士青铜像的台座上也刻有这句名言，叙说着开荒

が刻まれ、今も開拓の志を語りかけていま

期的志向。

す。	
 

从札幌羊之丘展望台所处的这个平缓山坡之
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さっぽろ羊ヶ丘展望台は札幌市街地や石
狩平野を見渡すことができる緩やかな丘の

上，可以纵览到札幌市区全景和石狩平原。以札幌
市区街景为背景，欣赏牧羊在山岗吃牧草的牧歌风
景。山脚处即是札幌多目体育场，从展望台可以清

上にあります。市街地の景色を背景に丘の
上で羊が牧草をはむ牧歌的な風景を見るこ
とができます。麓には札幌ドームがあり、
その形が展望台から良く見えます。	
 

晰地看清它的形状。

◆札幌多目体育场

◆さっぽろドーム	
 
2001 年に６月にオープンした全天候型多

于 2001 年 6 月开放的全天候多功能设施，是
2002 年日韩共同举办的世界杯足球比赛会场之
一。德国对沙特阿拉伯，意大利对厄瓜多尔，英格

目的施設です。2002 年にはワールド日韓共
同開催のワールドカップの会場の一つに選
ばれ、ドイツーサウジアラビア、イタリア

兰对阿根廷的 3 场比赛，都是在这里进行的。移动

―エクアドル、イングランド―アルゼンチ

式天然草坪的设置，使得体育场内部可在棒球场和

ンの 3 試合が行われました。移動式の天然

足球场之间自由转换。春天到秋天，札幌多目体育
场会举办职业棒球和足球比赛。偶尔也有国内外著

芝により、内部は野球場にもサッカー場に
も変わり、春から秋にかけてはプロ野球、
プロサッカーの試合が行われます。また、

名歌手的演唱会在这里召开，吸引很多人来此欣赏。 コンサートも開かれることもあり、多くの
人を魅了しています。	
 
	
 

◆场外市场

◆場外市場	
 

许多店铺相连成一排，形成的市场。位于汇集
了全道各地新鲜海产品的札幌中央批发市场南侧。
每天早晨由中央批发市场运来大量新鲜海产品和山

数多くの店鋪が軒をつらねる市場。全道
各地から新鮮な海産物が集まる札幌中央卸
売市場の南側にあり、そこから毎朝新鮮な
海の幸・山の幸が入荷するため、札幌市民

珍在此销售，是深受札幌市民和游客欢迎的市场。

はもとより観光客にも大人気の市場となっ

这里同时也是零售海鲜铺和餐饮店进货的地方，仅

ています。さらに小売りの魚屋や飲食店関

此一点也能保证这里东西的质量和新鲜度货真价
实。这里也是购买北海道地方特产的首选。吆喝声
此起彼伏的市场内总是充满活力。

係者が商品を仕入れにやってくる市場だけ
に、素材の良さ、鮮度は本物。北海道のお
土産選びに立ち寄りたい場所です。威勢の
いい声がこだまする市場内は、いつも活気
にあふれています。	
 
	
 

◆Moere 沼公园

◆モエレ沼公園	
 

Moere 沼公园，原来是一块因丰平河反复泛
滥，受洪水冲击而成的沼泽地。也是泡沫期经济急
速成长的札幌的不可燃垃圾处理场，填埋了 270 万
顿的废弃物。将这片沼泽地建成公园的设想，来源
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モエレ沼公園は、もともと豊平川の度重
なる氾濫と洪水で形成された沼沢地でし
た。バブル期に急膨張した札幌の不燃ゴミ
の最終処理場となり、270 万ｔもの廃棄物
が埋められました。この地の公園化構想に
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于世界著名雕刻家野口勇。将 1.89 平方公里广大的
公园“全体当做一件雕刻品”——野口勇在完成这
个公园的规划后的 1988 年末，在纽约突然去世。

強い関心を示したのが世界的な彫刻家イサ
ム・ノグチ氏です。1.89km²の広大な公園を
「全体をひとつの彫刻とみなした公園」と
して、ノグチ氏はマスタープランを完成さ

2005 年（平成 17 年）7 月 1 日，雕刻家的梦想

せた 1988 年末、ニューヨークで急逝しまし

终于在这片绿地上得以实现。

た。広大な緑の大地に刻まれた偉大な彫刻
家の夢が完成したのは、2005	
 (平成 17)年 7
月 1 日でした。	
 
	
 

◆札幌艺术之森

◆札幌芸術の森	
 

札幌艺术之森，是从 1986 年开始到 1999 年，
花费 15 年时间聚集起札幌市内所有相关艺术设施，
建成的城市公园。艺术之森除了森美术馆之外，还

札幌芸術の森は、1986 年から 1999 年の
15 年間、札幌市が整備を進めてきた芸術関
係施設を集めた都市公園です。札幌芸術の
森美術館のほか、彫刻を屋外に展示した野

有在室外展示的野外美术馆；艺术家工作室和户外

外美術館、芸術家たちの工房、野外ステー

舞台等。同时，这里也是每年定期举办的 PMF 主会

ジなどがあり、毎年開催される PMF の会場
にもなっています。	
 

场。

ＰＭＦとは、太平洋音楽祭という名前が

PMF（Pacific Music Festival）是太平洋音

表すとおり、太平洋の国で音楽家の卵を育

乐节的英文缩写，旨在培养太平洋国家年轻音乐家

てようと、20 世紀を代表する音楽家レナー

的音乐节。PMF 由 20 世纪代表音乐家雷昂纳德·伯

ド・バーンスタインの提唱で始まった音楽

恩斯坦提倡成立。1990 年夏天举行的第一届 PMF
吸引了超过 4 万名的听众，取得了极大的成功。那

祭です。1990 年夏の第 1 回 PMF は４万人を
超す聴衆を集め、大成功を収めました。そ
の年、生みの親のバーンスタインが死去。

一年因为发起者伯恩斯坦去世， PMF 也曾一度被

継続が危ぶまれましたが、札幌市が組織委

担心是否可以持续下去。最后由札幌市出面成立了

を設立し、その遺志を継ぎました。これま

组织委员会，将伯恩斯坦的遗志继承了下来。到现

でに 64 ヶ国、2100 人の若い音楽家が学び、
世界中の舞台で活躍しています。	
 

在为止，已有 64 个国家，2100 名的年轻音乐家
在这里表演，活跃于世界舞台。

◆白色恋人公园

◆白い恋人パーク	
 

“白色恋人”自 1976 年 12 月起开始销售。
关于“白色恋人”这个商品名，据说是从创使者滑

白い恋人は 1976 年 12 月に発売開始され
ました。商品名の由来は、創業者がスキー
を楽しんだ帰りに「白い恋人たちが降って

雪归来后一句不经意的“下了很多‘白色恋人’啊！” きたよ。」と何気なくいった一言によると
引申而来。
されています。	
 
白色的商品颜色使人联想起北海道的雪景，而

商品の色が白いことが北海道の雪景色を
連想させることや、北海道限定販売にした
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且仅在北海道内销售的营销策略也十分奏效，因此

ことが功を奏し、出張や旅行の際の土産品
として人気商品になりました。	
 

该商品成为出差和旅行时最抢手的馈赠礼品。

白い恋人パークは、白い恋人の製造工場

白色恋人公园，是以白色恋人的制造工厂为中

を中心としたチョコレートファクトリー、

心的巧克力主题公园。模仿中世纪英国的都铎王朝

中世イギリスのチュダー王朝(1485-	
 1603)

(公元 1485 年-1603 年)木桁架建筑样式(将柱子

時代のハーフティンバー様式（柱や梁を壁

和房梁露出墙面的木造住宅样式)建成的都铎式梦幻
城堡。同时，城堡旁边的北海道职业足球队札幌

面に露出させた木造住宅様式）の建築を模
したチュダーハウスなどがある夢のお城で
す。北海道のサッカーチーム、コンサドー

Consadole 足球队的训练场，也属于白色恋人公园。 レ札幌の練習場もあります。	
 
	
 

◆藻岩山空中索道

◆もいわ山ロープウェイ	
 

几乎位于札幌市正中央地区，标高 531 米的藻
岩山，是风景极好的旅游观光景点。这里以被深邃
原始林包围的自然宝库闻名，春季绿树繁茂，秋季

札幌市のほぼ中央に位置する標高 531ｍ
の藻岩山は、眺望がすばらしい観光スポッ
ト。深い原始林に囲まれた自然の宝庫とし
ても知られ、春から秋にかけては豊かな緑

红叶迷人，冬季银装素裹，一年四季都可欣赏到不

や紅葉、冬は純白に雪化粧をした絶景を楽

同风景。

しむ観光客でオールシーズン賑わっていま

每年的 5 月 31 日也被定为“藻岩山之日”，
当天会举办很多纪念活动。从山顶展望台，除了市
街之外，还能遥望到日本海石狩湾的绝美景色。
从黄昏时分起到夜晚看到的景色，则充满浪漫
气息。好像铺上一层光毯般的夜景，会让人忘记时
间流逝。前往藻岩山山顶的话，可乘坐空中缆车，
以空中散步心情欣赏雄伟的景色慢慢而上。

す。	
 
5 月 31 日は「藻岩山の日」と名付けられ、
記念イベントが行われます。山頂にある展
望台からは、市街はもちろん、遥か日本海
石狩湾までを望む絶景が広がります。	
 
また夕暮れ時から夜にかけての景色は、
ロマンチックそのもの。光のじゅうたんを
敷き詰めたような夜景は、しばし時間を忘
れるほどの美しさです。藻岩山山頂へは、
雄大な景色を空中散歩気分で楽しめるロー
プウェイで行くことができます。	
 
	
 

◆拉面横丁

◆ラーメン横丁	
 

札幌拉面在日本变得有名，是因为这里是味噌

札幌のラーメンが日本で有名になったの
は、味噌ラーメン発祥の地であるからです。	
 

面的发祥地。

ラーメン横丁は 1951 年に、南 5 条西 3 丁

拉面横丁最早的位置是在南 5 条西 3 丁目。

目に「公楽ラーメン名店街」として雑誌な

1951 年，这里作为“公乐拉面名店街” 被杂志介

どで全国に紹介され有名になりました。

绍之后变得全国闻名。1969 年，因札幌冬季奥林

1969 年に札幌オリンピックに備えての道路

匹克运动会的道路展宽施工，原址被拆毁并迁移到
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拡幅工事で取り壊され、現在の場所に移り
ました。定番の味噌・醤油・塩味から、北
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现在的地方。从常见的味噌、酱油和盐味，到加入
了北海道产螃蟹、 扇贝、玉米和黄油的北海道特色
拉面，在札幌能品尝到各式各样的美味拉面。

海道産のカニやホタテ、コーンやバターな
どがのったラーメンまであり、札幌ならで
はのおいしいラーメンを味わうことができ
ます。	
 

2001 年，包括札幌拉面在内的北海道拉面被

2001 年には札幌ラーメンを含む北海道の

认定为北海道遗产。现在札幌市内有大约有 1000

ラーメンが北海道遺産として認定されまし

间以上的拉面店。很多美食杂志也经常刊登出人气

た。現在札幌には 1000 軒以上のラーメン店
があり、グルメ雑誌には人気ラーメン店ラ

拉面店排行榜，因此要是问“哪家的拉面最好吃？”， ンキングが数多いので、どこのお店が一番
恐怕会得到各式各样的答案。
美味しいかという質問の答えは人によって
様々です。	
 
	
 

◆札幌啤酒园

◆サッポロビール園	
 

是建在红砖开荒使馆内，可以品味从工场直接
输送来的扎啤和成吉思汗烤肉的啤酒园。宽广的啤
酒园内，除了有摆放着大正元年制造的大型炖锅的

赤レンガの開拓使館で工場直送の生ビー
ルとジンギスカンを味わえるビール園。広
い敷地内には、大正元年製造の仕込み釜が
ある「ケッセルホール」をはじめ、「ポプ

凯塞路餐厅，还有“白杨馆”、“丁香花馆”和啤

ラ館」「ライラック館」のほかに、ビアレ

酒餐馆“classical 大厅”。

ストラン「クラシックホール」もあります。	
 

本州游客到北海道后，无论如何也要来品尝的，
是在北海道地域限定的“札幌 classical”啤酒。

◆札幌工厂红转馆

本州の観光客には、北海道地域限定サッ
ポロクラシックもぜひ味わってほしいビー
ルです。	
 

◆サッポロファクトリーレンガ館	
 

利用明治 9 年建成的开荒使麦酒酿造（札幌啤
酒发祥地），而建成的综合商业设施。历史性的红
砖建筑物在现代得到活用，增添配置了大型购物中
心、餐馆、酒店和健身俱乐部等各种各样的设施。
其中，“二条馆”和“三条馆”聚集了主要经
营流行、室内装饰、生活杂货等店铺；“一条馆”
有商品展览和电影院；“砖馆”销售纪念礼品和工

明治 9 年、開拓使麦酒醸造所として発足
したサッポロビール発祥の地に建てられた
総合商業施設。歴史的な赤レンガの建物を
生かしてショッピングモール、レストラン、
ホテルなど、さまざまな施設を配置。	
 
大きく分けてファッション、インテリア、
生活雑貨などのショップが揃っている「二
条館」「三条館」をはじめ、ショールーム
や映画館がある「一条館」、土産品や工芸

艺杂货；“西馆”有酒店和大厅；“国境馆”设有

雑貨が揃う「レンガ館」、スーパーなども

超市，每个馆之间都有联络道路方便通行。

ある「フロンティア館」があり、それぞれ

在札幌工厂馆内，标志性符号区域——全天候
型中庭处设有舞台，在这里经常会举办各种形式的
促销活动。在一层从三层的回廊道路也能看到舞台
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連絡通路でつながっています。	
 
シンボルエリアになっている全天候型ア
トリウムにはステージが設けられ、イベン
トなど多目的に使用されており、1 階から 3

上的表演。

階の回廊通路から眺めることもできます。	
 

◆薄野与狸小路

◆ススキノと狸小路	
 
ススキノは札幌の夜の歓楽街で、日本の

薄野是札幌夜晚的欢乐街，也是日本三大欢乐
街之一。1986 年在薄野街发现了天然温泉，自此
之后薄野温泉也被周边的宾馆广泛利用。

3 大歓楽街の一つといわれています。1986
年には天然温泉が発見され、すすきの温泉
として、周辺のホテルで利用されています。	
 

狸小路是札幌有名的商店街。关于“狸小路”

狸小路は、札幌の有名な商店街です。
「狸

这个名字的由来也有不同的说法。有一种说法是，

小路」という名前はいろいろな由来があり

以前的日本人迷信狸猫会诱惑人，而这里以前经常
有一些女性像狸一样，用花言巧语诱惑男性，所以
得此名。

ます。ひとつの由来として、昔から日本人
は「狸は人を化かす」と信じられていまし
たが、この歓楽街の女性たちも狸と同じよ
うに、言葉巧みに男性を惑わすことから、
このように名づけられたと言います。	
 

	
 

◆支芴湖

◆支笏湖	
 

接下来将要前往参观支笏湖。支笏湖是大约 2
万年前，因火山爆发造成土地陷落，然后积水形成
的破火山口湖。火山与原始森林相互环绕，至今仍
保持着最初的原始姿态。

これから支笏湖に向かいます。支笏湖は
今から 2 万年ほど前、火山活動によって土
地が陥没し、そこに水がたまったカルデラ
湖です。火山と原生林に囲まれた、今も原
始の姿を残す山の湖です。	
 

支笏湖面积为 78.4 平方公里，是日本第二深的
湖泊，也是位于日本最北方的不冻湖。从新千岁机
场乘车到支芴湖大约需要 1 个小时。支芴湖周长约

面積は 78.4km²。日本で 2 番目に深い湖
で、日本最北の不凍湖です。新千歳空港か
ら、車で約１時間。周囲約 40km、最大深度
363m（国内第 2 位）、国内有数の透明度を

40 公里，最深处的深度可达 363 米（居日本国内

誇る、蒼く澄んだ湖面が美しいカルデラ湖

第二），湖水的透明度在日本国内也是屈指可数。

です。	
 
1,000m 級の山々、９割以上が自然林の森

支芴湖湖面碧波荡漾，是一座美丽的火山湖。

に囲まれ、原始の面影を色濃く残していま

支芴湖的四周有很多 1000 米以上的高山，这
些高山的 9 成以上被天然的森林所包围，葱郁的原

す。毎年 6～8 月に解禁となる、チップ（ヒ
メマス）釣りは、初夏の風物詩として有名。	
 

始林倒映在湖面上感觉美极了。每年 6 月到 8 月支
芴湖对外开放，钓虹鳟鱼成为了这里初夏的一道靓
丽的风景。

◆支芴湖温泉

◆支笏湖の温泉	
 

支芴湖的东岸有“支芴湖温泉”，西北岸有“伊

支笏湖東岸に「支笏湖温泉」、北西岸に
「いとう温泉」「丸駒温泉」があります。

藤温泉”和“丸驹温泉”。
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“支芴湖温泉”具有滋润肌肤的功能；“伊藤
温泉”则因露天温泉和湖之间只相隔一块岩石，充
满野外情趣而闻名；“丸驹温泉”创立于 1915 年,
是一家老铺。其天然露天温泉从创业伊始就未曾改

「支笏湖温泉」は「美肌の温泉」として、
「いとう温泉」は湖に岩一枚を隔てた、野
趣あふれる露天風呂の温泉として知られて
います。また、「丸駒温泉」は 1915（大正
4）年創業の老舗で、創業時代から変わらぬ

变，倍受欢迎。这里因处于国立公园内，虽不华丽， 天然露天風呂が人気を集めています。国立
公園内に立地しているため、派手さはあり

但还是吸引了众多追求安静的游客前来。

ませんが、「静けさと癒し」を求めて、多
くの人が訪れています。	
 
	
 

◆えこりん村	
 

◆Ekorin 村
Ekorin 村是 2006 年以动植物为主题建成的，

えこりん村は、2006 年に、動植物をはじ
めとする自然環境とのつながり<輪=りん>

跟自然环境密切相连的主题公园。

を大切にしながら展開するテーマパークで

这里由一家经营汉堡牛肉饼餐馆的公司营运。

す。	
 

将生产肉、乳制品的酪农和餐厅产出的生活垃圾、

ハンバーグレストランを経営する会社が

家畜粪便等当做有机肥料循环利用——主题公园为

運営し、肉や乳製品の材料となる酪農とレ
ストランから出る生ゴミや家畜糞尿を有機

宣传这个环保理念而建。

肥料へリサイクルの循環などの環境問題の

在公园内，除了有英国人造园家设计监修的银
河庭园，园艺中心“花牧场”和餐馆以外，还饲养

情報発信を目的につくられました。	
 
イギリス人造園家が設計・監修する銀河
庭園、ガーデニング・センター「花の牧場」

着牛、绵羊，马等很多动物。

やレストランなどがあるほか、牛や羊、馬
などたくさんの動物が飼育されています。	
 
	
 

◆三井奥特莱斯公园 札幌北广岛

◆三井アウトレットパーク	
 札幌北広島	
 

2010 年春季开业的奥特莱斯商城。店铺数量
约有 120 家。在二层高的建筑中，汇集有时装、儿

2010 年春にオープンしたアウトレットモ
ールです。店舗数約 120 店舗、建物は地上
2 階建てで、ファッション、キッズ、スポ

童用品、体育户外用品、各种装饰品和时尚生活杂

ーツ＆アウトドア、アクセサリー、ファッ

货用品等众多国内外名牌产品。

ション雑貨など国内外の有力ブランドなど
が入っています。	
 
	
 

◆千歳アウトレットモール	
 レラ	
 

◆千岁奥特莱斯 RERA 商城
这里是 2005 年开业的奥特莱斯商城，汇集了
约 95 家左右店铺。很多店铺在北海道甚至全日本，

2005 年にオープンしたアウトレットモー
ルです。店舗数約 95 店舗。北海道初はもち
ろん、日本初進出のショップも多数出店し

都只有这一家。因为临近新千岁机场，乘飞机之前

ました。新千歳空港からすぐ近く、飛行機

可以在此购物稍事停留。

に乗る前の少しの時間でも買い物ができる
ロケーションです。	
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◆路边休息站 千岁鲑鱼公园

◆道の駅「サーモンパーク千歳」	
 
千歳サケのふるさと館	
 
インディアン水車	
 

千岁鲑鱼之乡（淡水鱼水族馆）
印第安水车（捕鱼车）
地处 337 号国道沿线，离 JR 千岁站，新千岁
机场，道央汽车道/千岁 IC 比较近，这里还被当做

国道 337 号線沿いにあり、JR 千歳駅や新
千歳空港、道央自動車道・千歳 IC から近く、
車による北海道観光の起点として利用され

乘车旅游北海道的一个起点利用。公园内有日本国

ています。敷地内にはサケの遡上で有名な、

内最大的淡水鱼水族馆等很多有关鲑鱼的设施。在

千歳川の水中を窓越しに観察できる、国内

淡水鱼水族馆可以透过玻璃来观察因鲑鱼逆流而上

最大の淡水魚水族館など、サケにちなんだ

而闻名的千岁河。每年的 9 月中旬到 10 月中旬是
鲑鱼逆流而上的最高峰。

施設があります。毎年 9 月中旬から 10 月中
旬にかけて遡上のピークを迎えます。	
 

	
 

	
 

86	
 

第 4 章(2)	
  コース別時系列観光情報（道南編）	
 
	
 
１日目（函館市内）	
 
	
 

移動距離	
 
9:30	
  函館市内観光	
 

	
 

	
 

トラピスチヌ修道院で記念写真撮影	
 

	
 

五稜郭（五稜郭タワーに昇る）	
 

	
 

（箱館奉行所見学）	
 

12:30	
  昼食（金森倉庫にて、地ビールで乾杯）	
 
13:30	
 

元町公園を自由散策	
 

	
 

（ハリストス正教会・元町カトリック教会）	
 

	
 

旧函館区公会堂・中華会館	
 

	
  	
 
18:00	
  函館山夜景	
 
	
  	
 
19:30	
  湯の川温泉泊	
 
	
 

	
 

	
  	
 

	
 
２日目（函館→松前→江差→大沼）	
 
	
 

移動距離	
 
7:30	
  湯の川温泉	
 

	
 

8:00	
  函館朝市	
 

	
 

	
  （自由散策・海鮮丼を賞味／いかさし試食）	
 
9:30	
  函館⇒トラピスト修道院	
 

	
 
25ｋｍ	
 

10:30	
  トラピスト修道院⇒白神岬⇒松前城	
 

72ｋｍ	
 

	
  （松前藩入藩ガイドが案内。竹馬、コマ、弓矢で遊ぶ）	
  	
 
	
  （甲冑着付体験）	
 

	
 

12:15	
  昼食	
 

	
 

14:00	
  松前城⇒江差	
  鴎島	
 

63ｋｍ	
 

	
  （江差・五勝手屋羊羹で休憩）	
 

	
 

17:00	
  江差⇒大沼公園	
 
	
 

68ｋｍ	
 

	
 
大沼公園泊	
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３日目（大沼→森→八雲→長万部→ニセコ）	
 
	
 

移動距離	
 
8:30	
  大沼国定公園	
 

	
 

	
 

大沼・小沼にてカヌーによるプライベートツアー	
 

	
 

（または、グリーンピア大沼乗馬園にて乗馬体験）	
  	
 

	
  大沼公園⇒長万部	
 

	
 
80ｋｍ	
 

12:00	
  昼食（かにめし）	
 

	
 

	
  	
 

	
 

15:00	
  長万部⇒ニセコ	
 

68ｋｍ	
 

	
 

（ネイチャーガイドによる案内でトレッキング）	
 

	
 

	
 

神仙沼散策・五色温泉入浴	
 

	
 

17:00	
  ニセコ泊	
 
	
 

	
 

	
  	
 

	
 
４日目（ニセコ→中山峠→定山渓→札幌）	
 
	
 

移動距離	
 
8:00	
  ニセコ⇒ルスツリゾート	
 

22ｋｍ	
 

	
  	
 

	
 

	
  ルスツリゾート⇒（中山峠・定山渓）⇒札幌	
 

73ｋｍ	
 

12:00	
  札幌市内観光	
 
	
 

	
 

〔白い恋人パーク・時計台・	
 
北海道庁旧本庁舎・羊ヶ丘展望台	
 

	
 

	
 

さっぽろドーム）	
 

	
 

15:30	
  三井アウトレットパーク	
 札幌北広島⇒	
 
	
  千歳アウトレットモールレラ⇒	
 

	
 
札幌⇒新千歳空港	
 

17:00	
  新千歳空港	
 
	
 

	
 

	
 

44ｋｍ	
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〔１〕１日目（函館市内）	
 
	
 
◆函馆

◆函館	
 

函馆是继札幌、旭川之后，北海道排名第三的
大城市。作为北海道的海上之窗对外敞开，并发展
至今。

函館は、札幌、旭川に次ぐ、北海道第 3
の都市です。北海道の海の玄関口として開
け、発展してきました。	
 
	
  かつては、本州との間を青函連絡線が行

从前，这里运行着往返于北海道与日本本州之

きかっていました。また、漁業の基地とし

间的青函连络航线。同时，作为渔业基地，大批海

て海産商人が集まって繁栄の時代を築いた

产品商人聚集到这里，筑造了函馆的繁荣时代。现

こともありました。現在は、青函連絡も廃
止されています。	
 

在，青函连络航线已被废止，港口建起了石油炼制、 	
  函館は、北海道で最も古い歴史を持つ町
水泥、纸箱、合成板等工厂。
です。北海道で一番早く外国の文化が入っ
函馆是北海道历史最古老的城市，也是北海道
最早引入外国文化的城市。石板路、教堂等充满异

たところでもあります。石畳の道、教会な
どエキゾチックな町は多くの観光客を引き
つけています。	
 

国情调的景色吸引了众多的游客。

◆特拉皮斯丁努修道院

◆トラピスチヌ修道院	
 

特拉皮斯丁努修道院，是 1899 年由 8 位法国
修女创建的。正式名称是“天使的圣母特拉皮斯丁
努修道院”。修道院由４米高的石墙围起，在面积

トラピスチヌ修道院は 1899 年 8 人のフラ
ンス人修道女によって創設されました。正
式名称は「天使の聖母トラピスチヌ修道院」
といいます。修道院は４ｋｍの石垣に囲ま

为 50 多公顷的修道院内，基本维持着自给自足的

れています。面積は５０ｈａあまりで自給

生活。

自足に近い生活を営んでおります。	
 

•聖ミカエル（悪魔を踏んでいる）	
 

•圣米开罗(踩踏恶魔)

これはフランスから送られてきた聖ミカ

这是法国送来的圣米开罗的塑像。圣米开罗是
消灭恶魔的勇敢天使。

エル像です。聖ミカエルは悪魔を滅ぼす最
も勇敢な天使です。	
 

•天使園	
 

•天使园
虽然写着是天使园，但实际上是资料室和商店。
除了展示修道院的历史和生活情景，这里也出售手
工制作的点心和手工艺品等。

天使園と書かれているところは、資料館
と売店です。修道院の歴史や生活の様子を
伝えるほか手製のお菓子や手芸品も販売し
ています。	
 

•ルルドの聖母	
 

•lourdes 圣母
这被称作 lourdes 圣母。塑像是仿照法国南部
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的一个洞窟制作的。跪着的是在这个洞窟中接受了
天启的少女贝露娜得特。贝露娜得特根据天启创造
了多个奇迹。

ざまづいでいるのはこの洞窟でお告げを受
けたベルナデットという少女です。ベルナ
デットはお告げによって数々の奇跡を生み
ました。	
 

•圣特雷齐亚

•聖テレジアの像	
 

这座塑像也是法国送来的。圣特雷齐亚 15 岁

この像もフランスから送られたもので

进入修道院，22 岁成为修炼长，并致力于修女育成。
但年仅 24 岁就离开了人世。

す。聖テレジアは 15 歳で修道院に入り、22
歳のときに修練長となって修道女の養成に
努めましたが、24 歳の若さでなくなってい

•祭司室

ます。	
 

最左边的建筑物是祭司馆。由男子修道院或神
父交替，对修女进行教导。横贯圆形地带的是教堂。
每天早晨举行弥撒，祷告则是每天进行 7 次。

•司祭館	
 
この左はしの建物は司祭館です。男子修
道院か神父が交代できて修道女に教えをと
いています。丸みを帯びたところは礼拝堂

•圣女贞德的像

です。毎朝ミサが捧げられ、お祈りは日に 7

礼拜堂的墙壁上，手持旗帜和剑的少女像是贞

回行われます。	
 

德。英法之间爆发百年战争的时候，接受天启的贞
德率领法国军队，取得了胜利。

•ジャンヌ・ダルクの像	
 
礼拝堂の壁の旗と剣を持った少女はジャ
ンヌ・ダルクの像です。イギリスとフラン

•安捷拉斯的钟

スの間で争われた百年戦争のとき、神のお

屋顶上一大一小的两个钟，被称为安捷拉斯钟。 告げを受けてフランス軍の先頭に立ち、フ
钟的不同报时方式表示着吃饭时间、工作时间等。

ランスの勝利をもたらした少女です。	
 

•アンジェラスの鐘	
 
屋根の上の大小 2 つの鐘はアンジェラス
の鐘と呼ばれています。鐘の鳴らし方によ
って、食事の時間、仕事の時間などを知ら
せています。	
 
	
 

◇修女的生活

◇修道女の生活	
 

修女每天早晨 3 点半起床，祈祷、读书、弥撒
结束后吃饭，8 点以后开始劳动。在 50 公顷的用
地中进行农田、畜牧等作业，和点心制作。冬天制
作饰物及手工艺品等。晚上 7 点 45 分就寝。
进入修道院的条件有：天主教徒；受洗礼后三
年以上；未婚；年龄在 23-30 岁之间；有家长的许
可和教会的推荐。进入特拉皮斯丁努修道院后有一
年半的志愿期，两年的修炼期，和三年的有效誓愿
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修道女は毎朝 3 時半起床、お祈り、読書、
ミサのあと食事、8 時過ぎから労働を始めま
す。50ha の敷地では、畑作。牧畜などの農
作業を行い、お菓子つくりを行っておりま
す。また、冬はペンダントや手芸品などを
つくっています。夜は 7 時 45 分に眠ります。	
 
	
 	
 修道院に入るためには、カトリック信者
であること、洗礼を受けてから 3 年以上た
つこと、未婚であること、年齢は 23 歳から
30 歳までであること、両親の許可と教会の

期。在这六年半里，可以以精神上的或体力上的理
由，或家长的要求等退离修道院。六年半的修炼期
满后，不允许走出修道院。但因病需接受治疗或住
院；父母受伤或病重等；选举投票的时候除外。

推薦があることが条件となっております。	
 
トラピスチヌ入会後は志願期が一年半、修
練期が 2 年、有期誓願が 3 年です。この 6
年半で精神的、体力的な理由、家族の要望
などで修道院を去ることができます。その
期間が経過すると院外へ出ることが出来ま
せん。例外として病気による診療または入
院、両親の怪我や病気で重体のとき、選挙
の投票のときでることができます。	
 
	
 

◆五稜郭

◆五稜郭	
 

五稜郭是历经七年修建的日本最早的西洋式城
郭。本来是为了抵御俄国、加强北方警备而修建的，
后来却在新政府军和反新政府组织之间发生的日本

五稜郭は 7 年間の工事を経て 1864 年に竣
工した日本最初の西洋式の城郭です。元は
ロシアに対する北方警備の強化のための要
塞として建造されました。新政府軍とそれ

内战——箱馆战争（1868~1869）的时候成了最

に抵抗した人々との日本国内の内戦・箱館

后战场，五稜郭也应此而闻名。

戦争での最後の戦場となった場所として有

组成星形角部的五个棱堡是放置打炮的场所，
相互防御时可起到消除死角的作用。现在这里被指

名です。	
 
	
 	
 星型を形成している五つの角は大砲を設
置する場所で、お互いに防御戦となった時、

定为国家的特别历史遗迹。因公园内种植了 1600

死角を消す役割を果たしています。現在で

株樱花，这里也成为了赏花的著名场所。

は国の特別歴史遺跡に指定されています。

除了遗留下来的这个五角形城郭，五稜郭内还
曾有一座作为御役所使用的奉行所。1871 年奉行

公園に 1600 本の桜の木があり、お花見の名
所になっています。	
 
	
 	
 五角形の囲い以外、五稜郭内には役所の

所因北海道行政中心迁移到札幌而解体。2006 年， 役割を果していた奉行所がありました。１
函馆市政府根据当时的照片开始复原工程，预计于

８７１年、北海道の行政の中心が札幌に移
ったとき解体されました。2006 年、函館市

2010 年内春季完工。

は当時の写真を基に復元工事を始めまし
た。2010 年の春に完成予定です。	
 
	
 

◆金森仓库

◆金森倉庫	
 

19 世纪末期修建的仓库，现在被改造成了餐

19 世紀の終わりに建てられ倉庫はレスト
ラン、ミニコンサート会場、博物館として

厅、小型音乐会场和博物馆。

利用されています。	
 

从长崎县移居到此地的企业家渡边熊四郎，在

	
 	
 1869 年に長崎県から来た実業家（渡辺熊

1869 年开创了洋货店后，1878 年开创了钟表店

四郎）が洋品店を開いたのが始まりです。

和船具店，又于 1887 年开始经营仓库事业。当时

1878 年には時計店と船具店を開業し、1887
年に営業倉庫を開業しました。現在ある倉

92	
 

第 4 章(2)	
  コース別時系列観光情報（道南編）	
 

所建的仓库在 1907 年的函馆大火中被烧毁，所以
现在大家所看到的仓库是在 1909 年重建的。
1988 年这里被改造成为商业设施。

庫は 1907 年に函館大火で焼失した代替とし
て１９０９年に建てられたものです。その
後、1988 年に商業施設として再生しました。	
 
	
 

◆明治馆

◆明治館	
 

1910 年，作为函馆邮电局而建成的明治馆。
内部经过重新装修，现在已成为玻璃艺术品店、咖
啡屋和室内装饰品店的聚集处。

1910 年に函館郵便局として建てられまし
た。現在は中がリニューアルされ、ガラス
工芸、喫茶店、インテリアショップなどが
ならんでいます。	
 

◆元町公园

◆元町公園	
 

19 世纪末，函馆作为日本最早开放的贸易港
口，经济发展繁荣一时。元町公园当时正好位处于
市中心地带，所以留下了很多历史悠久的建筑物。
·哈利斯特斯希腊正教会

19 世紀末、函館が日本で最初の貿易港と
して開かれたとき、町の中心部にあったた
め、歴史的な建築物が多く残っております。	
 
	
 	
 ・ハリストス正教会	
 
	
 	
 ハリストスとはギリシャ語でキリストと

哈利斯特斯是希腊语中“基督”的意思。哈利
斯特斯正教会是最早建成的希腊正教会。1859 年
作为俄国领事馆的附属教堂而修建。被指定为国家
的重要文化财产。

いう意味です。ハリストス正教会は最初に
できたギリシャ正教会です。1859 年、ロシ
ア領事館の付属聖堂として建てられまし
た。国の重要文化財にも指定されています。	
 
	
 	
 ・元町カトリック教会	
 
	
 	
 元町カトリック教会は、北海道で最初の

·元町天主教会
元町天主教会是北海道最早的天主教会。
1859 年由法国传教士美鲁美·德·卡秀恩设立。
·圣约翰教会(红色屋顶的小教会)

カトリック教会です。1859 年、フランス人
宣教師、メルメ・デ・カションによって設
立されました。	
 
	
 	
 ・聖ヨハネ教会（赤い屋根の小さい教会）	
 

新教系的教会圣约翰教会，从 1874 年开始在
函馆传道，创立女子学校、爱努族学校、修建医院
等，在社会福利事业中做出了很大贡献。元町天主

	
 	
 プロテスタント系の教会、聖ヨハネ教会
は翌 1874 年より函館で伝道を始め、女学校
やアイヌの学校、病院を作るなど社会福祉
の面でも大きな業績を残しました。元町カ

教会曾遭遇三次火灾，现在的教会是 1979 年修建

トリック教会同様 3 度の火災に遭い現在の

的，在元町算是比较新的建筑。整个建筑的设计采

教会は 1979 年に建てられたものです。この

用中世纪欧洲教会的式样。屋顶的十字形设计是当
时的建筑特征之一。

あたりではもっとも新しい建物です。中世
ヨーロッパの教会に見られる建築様式を取
り入れ、屋根の十字架の形をしているなど
デザインに特徴があります。	
 

◆旧函馆区公会堂

◆旧函館区公会堂	
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旧函馆区公会堂是 1906 年修建的美国开拓期
式样的两层木结构建筑。1983 年进行保存修复时
涂装为蓝灰色和黄色。这种颜色经过擦磨手法，形
成了这个建筑的独特颜色。

旧函館区公会堂は 1906 年に建てられた木
造 2 階建て、アメリカ開拓期様式の建築物
です。1983 年の保存修復のときブルーグレ
ーと黄色に塗り替えられました。この色は
こすり出しによってわかった建設当時の色
です。	
 
	
 

◆中华会馆

◆中華会館	
 

中华会馆是 1910 年由华人修建的集会场所。
据说当时从上海、福建招来了大批砖瓦匠、木工、
雕刻匠、漆器手艺人进行施工。当时函馆是海带、

中華会館は 1910 年中国出身者の集会所と
して建てられました。上海や福建からレン
ガ工や大工、彫刻師、うるし職人を招いて
建てさせたそうです。当時函館は昆布やス

干鱿鱼集散地，与中国的贸易也非常盛行。函馆还

ルメの集散地で中国との交易も盛んに行わ

拥有北海道内唯一的一座关帝庙。

れていました。中には北海道唯一の関帝廟
があります。	
 

◆函馆山

◆函館山	
 

函馆山标高 335 米，从远处看仿佛是一头巨牛

函館山は標高 33ｍ、遠くから見ると牛が
伏せているように見えることから臥牛山と

卧居于此，因此也被称为“卧牛山”。

も呼ばれています。	
 

函馆山是远古时期由火山喷发而成。6000 年

函館山は昔、火山の噴火によって生まれ

前曾是海中的一个岛屿，海流推运砂石聚集，经过

たといわれ、6,000 年くらい前までは、海中

长期的堆积，孤岛与陆地连为一体，形成了现在的

の島でしたが、長い間に海流の運んだ砂が
たまり、陸地とつながりました。	
 

函馆山。

	
  1899 年から 1945 年までは軍の要塞として

函馆山在 1899 年到 1945 年作为军事要塞， 使われていたので、長い間、一般の人々は
长期以来不允许一般人随便进入。现在，这里已经 立ち入ることができなかったのですが、今
成为函馆的代表性观光地。与长崎、神户并列成为

では函館を代表する観光地になりました。	
 
長崎、神戸とならんで日本の 3 大夜景に挙

日本的三大夜景观赏地。

げられるようになりました。	
 

同时，与中国香港、意大利那不勒斯并称为“世

	
 	
 香港ナポリと並び世界三大夜景に挙げら

界三大夜景”的函馆山夜景，一年四季都有大批来

れていて、季節を問わず多くの観光客で賑

访的观光游客，热闹非凡。在夜晚，无数条浮动在

わっています。この「100 万ドルの夜景」と

海上的墨鱼渔船，好似宝石散落在漆黑的大海上一
般，发出闪闪的亮光。使得被誉为“百万美金的夜

呼ばれる函館の夜景を一段と美しくしてい
るのは、海に浮かぶたくさんのイカ漁り火
です。宝石を散りばめたような明りの両側

景”的函馆夜景变得更加美丽动人。

は漆黒の海。	
 

◆汤之川温泉

◆湯の川温泉	
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北海道で一番早く開けた温泉です。函館

汤之川温泉是北海道最早开设的温泉。从函馆
机场出发只需 5 分钟车程。因临近机场交通方便，
吸引了众多的游客到访。最近在每个独立房间内增
设露天温泉的酒店不断增加。

空港から自動車で 5 分という便利な場所に
あるため、多くの観光客で賑わっておりま
す。最近は部屋ごとに露天風呂を有するホ
テルも多くなってきました。	
  	
 
この温泉の近くは、火山がありませんが、

这个温泉的附近虽然没有火山，但因为这里是
100 万年前火山活动活跃的地区，那时的热岩浆聚
集在地下深处，使得现在地下水仍然被加热成为温

100 万年前は火山活動が活発な地域でその
時の熱いマグマが地下深くに入っているた
め、今でも地下水が温められて温泉となっ

泉喷涌出来。汤之川温泉的泉质为弱食盐泉，对神

て湧き出すのです。泉質は弱食塩泉で、神

经痛、风湿、肠胃病都有很好的缓解效果。

経痛・リウマチ・胃腸病に効き目があるそ
うです。	
 
	
 

	
 

〔２〕２日目（函館→松前→江差→大沼）	
 
	
 

◆早市

◆朝市	
 

地处于函馆车站旁边，在北海道道内也是屈指
可数的市场之一。每年都有 200 万游客来访，是函

函館駅のすぐそばにある、道内有数の市
場。年間 200 万人が訪れる函館有数の観光

馆的重要观光地。这里出售各种各样的商品，尤以

スポットです。多種多様の商品が販売され

海产品最受欢迎。函馆早市的前身是 1945 年函馆

ているが、中でも海産物は人気が高いです。

近郊农家的蔬菜销售市场，现在则变身成为汇集了

函館朝市は 1945 年に函館近郊の農家が野菜
の販売を始めたのが前身と言われていま

400 家店铺的大市场。

す。現在では４００店舗構成されています。	
 

◆特拉皮斯特男子修道院

◆	
 トラピスト男子修道院	
 

特拉皮斯特男子修道院是 1898 年，加入法国
籍的日本人冈田普理卫创建的。修道院的生活与女
子特拉皮斯丁努修道院基本相同。根据“自己的生

トラピスト男子修道院は 1898 年、フラン
スの帰化人岡田普理衛によって創設されま
した。修道院の生活は女子のトラピスチヌ
修道院とほぼ同じです。「自分たちの生活

活靠自己的劳动解决”的方针，每天以祷告和劳动

は、自分たちの労働でささえる」という方

为日常活动内容。这里制作的特拉皮斯特黄油、饼

針のもと祈りと労働の日々をおくっていま
す。ここで作られているトラピストバター

干等是有名的特产。

やクッキーはおみやげとして有名です。	
 

◆白神岬

◆白神岬	
 

现在到达了北海道的最南端——白神岬。这里
与青森县龙飞崎隔着津轻海峡，距离只有 19 公里。
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  北海道の最南端、白神岬に到着しました。
津軽海峡を挟んで、青森県の竜飛崎との距

天气晴朗的时候，可以看到被称为“津轻富士”的

離はわずか 19 ㎞です。晴れているときには
津軽富士と呼ばれる岩木山も見ることがで

岩木山。

きます。	
 

◆青函海底隧道

◆青函海底トンネル	
 
青函海底トンネルは 1971 年に工事を開始

青函海底工程开始于 1971 年，历经 14 年，
于 1985 年开通。从北海道的隧道入口侧到日本本
州岛的隧道入口，全长 53.85 公里，是世界第一长
的隧道。其中海底部分的长度为 23.3 公里。

し、14 年後の 1985 年に開通しました。北海
道側からの入り口から本州側の入り口まで
の距離が 53.85km の世界一長いトンネルで
す。このうち海底部分が 23.3km です。	
 
トンネルの総工費は 6,890 億円、延べ人

隧道总工程费用为 6890 亿日元、共动用了
1263 名员工参加建设。在这里顺便告诉大家，英
法海峡的欧联隧道的海底部分为 37 米、全长 50.5

数は 1,263 人が働きました。因みに英仏海
峡のユーロトンネルは海底部分 37km、全長
50.5km です。	
 

公里。

	
 

◆松前城

◆松前城	
 

这是北海道唯一的一座日本式城郭。松前城的
建筑工程耗时 5 年，于 1854 年建成。当时是外国
船只频繁行驶到北海道海域的时期。

	
  北海道にある唯一の日本式城郭です。松
前城は外国船が頻繁に北海道の海に姿を見
せるようになった、1854 年に 5 年の歳月を
かけて造られました。	
 

松前城总面积为 78000 平方米，是日本最北

	
 	
 総面積 78、000 ㎡、の日本で最も北に位

端的城郭。城郭的主要目的抵御从海面上攻击而来

置する城郭です。海からの攻撃に対する守

的敌人，因此面向海岸设置了 7 尊炮台，并采用最
新的近代筑成法建造而成。

りが主な目的でしたので、海岸に向って 7
台の砲台が配備されるなど最新の近代築城
法が採用されました。	
 

日本新政府成立之后，除了保留一部分之外，
其余的都被当时的北海道行政机关北海道开拓使拆
除。保留下来的这部分松前城遗址，在 1900 年以
前一直被当作小学使用。1941 年，松前城被指定

	
  日本が新政府を設立した後、一部を残し、
当時の北海道行政機関、北海道開拓使によ
って取り壊されました。この残された部分
は 1900 年まで、小学校舎として利用されて
いました。1941 年に国宝に指定を受けまし

为国宝，1949 年被町政府机关建筑的火灾殃及烧

たが、1949 年に町役場の火災の飛び火によ

毁。现在的松前城是 1959 年重新修建的。

り焼失してしまいました。現在の松前城は
1959 年に再建されたものです。	
 

	
 

◆松前樱花

◆松前の桜	
 

据说松前有 250 种 10000 余株樱花树。其中
品种最多的是八重樱，开出黄绿色花朵的御衣黄和
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250 枚花瓣的菊樱等许多美丽而珍贵的樱花。
同时,松前还有白色的蒲公英，叶边为白色的熊

色の花をつける御衣黄、250 枚の花びらをつ
ける菊桜など、美しく珍しい花がたくさん
あります。	
 

竹，孟宗竹竹林等在北海道以外的地方无法看到的

また、松前には白いタンポポや葉のふち

植物。在这里，甚至还可以看到被认为只能存活在

が白い隈笹や孟宗竹の竹林など北海道の他

青森以南的茶花。

の地域では見られない植物もあります。青
森が北限とされる椿の花も至る所でみるこ
とができます。	
 
	
 

◆津軽海峡冬景色	
 

◆津轻海峡的冬季风光

「津軽海峡冬景色」という歌をご紹介しま

介绍一首名为“津轻海峡冬景色”的歌曲。这
首被邓丽君翻唱为《一片落叶》的歌曲，在中国可
能也被广泛流传。

す。中国ではテレサテンが「一片落叶」と
いうタイトルでカバーしているので、ご存
知の方も多いでしょう。	
 

歌曲表现了一位在东京失恋而返回故乡北海道

恋に破れて東京を去り、北海道へ帰郷す

时，乘渡船穿越津轻海峡的女子的悲伤心情，是一

るため真冬の津軽海峡を連絡船で渡って行
く女の辛い心情を哀調をこめて切々と歌っ

首凄切哀伤的歌曲。由石川小百合演唱。

た曲で、石川さゆりという歌手が歌ってい
ます。	
 
	
 

作詞：阿久悠	
 	
 作曲：三木たかし

作詞：阿久悠	
 	
 	
 作曲：三木たかし	
 

看那一片片落叶

上野発の夜行列車	
  おりた時から	
 

谁知道落叶

随着秋风飘起

飘向哪里

你不必问那落叶
若有缘还会

随风

青森駅は	
  雪の中	
 

飘向哪里

北へ帰る人の群れは	
  誰も無口（むくち）で	
 
海鳴（うみな）りだけを	
  きいている	
 

和你相遇

你就把我当做

私もひとり	
  連絡船に乗り	
 

树上的一片落叶

こごえそうな鴎（かもめ）見つめ	
 

我会记得你珍贵的情意

泣いていました	
 

就象春天的风
和雨

滋润那大地

看那一片片落叶

ああ	
  津軽海峡	
  冬景色	
 

和我的心

	
 
ごらんあれが竜飛岬（たっぴみさき）	
  北のは

随着秋风飘起

ずれと	
 

谁知道落叶飘向哪里
你不必问那落叶
若有缘还会
你就把我当做

見知らぬ人が	
  指をさす	
 

随风

飘向哪里

息でくもる窓のガラス	
  ふいてみたけど	
 

和你相遇

はるかにかすみ	
  見えるだけ	
 

树上的一片落叶

さよならあなた	
  私は帰ります	
 

我会记得你珍贵的情意

風の音が胸をゆする	
 

就象春天的风

泣けとばかりに	
 

和雨

滋润那大地

ああ	
  津軽海峡	
  冬景色	
 

和我的心
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你就把我当做

さよならあなた	
  私は帰ります	
 

树上的一片落叶

我会记得你珍贵的情意

風の音が胸をゆする	
 

就象春天的风

泣けとばかりに	
 

和雨

滋润那大地

ああ	
  津軽海峡	
  冬景色	
 

和我的心

◆江差的鸥岛

◆江差の鴎島	
 

被称为鸥岛的岛屿，是江差的标志。从上方俯
瞰时，好似一只张开羽翼的海鸥，岛名因此而得。
岛的平均海拔为 20 米，过去没有船只根本无法接
近。现在则通过放波堤，与陆地连接起来。

鴎島と呼ばれる島で、江差のシンボルと
言われています。あの島を上から見ると、
鴎が翼を広げたように見えるのでこの名前
がつけられています。島の海抜は平均 20ｍ、
周囲は船でなければいけませんでしたが、
今では、防波堤で陸地と結ばれています。	
 
	
 

◆江差的姥神大神宫的传说

◆江差の姥神大神宮の言い伝え	
 

姥神大神宫是 1447 年为鲱鱼之神而修建的。

姥神大神宮は、ニシンの神様として、1447
年に建てられたといわれています。その物

下面就给大家介绍这个动人传说。

語をご紹介しましょう。	
 

从前这里居住着一位叫“折居婆婆”的老婆婆。 	
 	
 昔、ここに「折居ばあさん」いう信心深
老婆婆的占卦非常灵验，于是大家都请她占卜捕捞 おばあさんがいいました。このおばあさん
鲱鱼、风向等事情。因为占卜后，每次都能捕获到

の占いがよく当たるので、ニシン漁や風を
占ってもらったお陰で沢山のニシンが取

很多鲱鱼，所以大家都非常尊敬折居婆婆。

れ、みんな「折居ばあさん」を尊敬してい

有一年，村里捕获的鲱鱼量非常少，于是折居

ました。	
 

婆婆就每天向神祈祷。一天晚上鸥岛附近燃起了紫

	
 	
 ある年、大変な不漁に見舞われ、「折居

色的火光，走到那里一看，有位白发老人对折居婆

ばあさん」は、毎日神様にお祈りしました。

婆说：“给你这瓶酒。净身后把里面的酒倒入海中。
这样的话鲱鱼还会来的”。说完老人就消失了。折

ある晩、鴎島の付近で火が紫色に燃えてい
ました。そこに行ってみると、白髪の老人
が「折居ばあさん」に「お前にこの酒瓶を

居婆婆非常高兴，认为这是神的启示，马上按照老

授けるから、身を清めて、中のものを海中

人说的去做了。不可思议的是，海面变成了白色，

に注ぎなさい。そうすれば、ニシンがまた

大群鲱鱼蜂拥而至。就这样，江差的人们得救了，
可折居婆婆却从此消失。于是，江差人建起姥神大
神宫，用来感谢神和折居婆婆。

来るよ」と言い残して消えてしまいました。
神のお告げと喜んだ「折井ばあさん」がさ
っそく、言われたとおりにしたとたん、不
思議なことに、海が白くなって、ニシンの
大群が押し寄せてきました。	
 
	
 	
 こうして江差の人は救われましたが、そ
れ以来、「折居ばあさん」は消えてしまい
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ました。そこで江差の人が、「折井ばあさ
ん」と神様に感謝して祀ったのが、この姥
神大神宮と言われています。	
 
	
 

◆驹之岳

◆駒ケ岳	
 

驹之岳是高 1133 米的活火山。山的全体被溶
岩覆盖，由剑之峰、砂原岳、隅田盛三个山峰和被
称为马背的山脊构成。

駒ケ岳は高さ 1,133ｍの活火山で、山全体
が溶岩に覆われ、剣ヶ峰、砂原岳、隅田盛
の 3 つの峰と、馬の背と呼ばれる稜線によ
って、形づくられています。	
 

驹之岳最早的形状，与富士山十分相像。但经
历过几次大型喷发之后，逐渐变成了现在的样子。
有记载的几次大喷火发生在 1640 年、1856 年和
1929 年。特别是 1640 年的喷火，不仅把山顶的

	
 	
 以前は、富士山のような形をしていたの
ですが、大きな噴火が何度も繰り返されて、
現在のような姿になりました。記録に残る
大噴火は 1640 年、1856 年、1929 年の 3 回
です。特に、1640 年の噴火のときは山頂の

一部分喷发掉了，还发生了海啸，导致 700 多人死

一部が吹き飛ばされ、津波も起きて 700 名

亡。这次喷发降下的火山灰堆积了近 2 米。最近一

あまりが犠牲になりました。このとき降っ

次的喷发发生在 1929 年，附近的村庄被大量的石
头埋没，遭受了巨大打击。

た灰は 2ｍ近く積もりました。	
 
	
  一番新しい 1929 年の噴火では、大量の石
が付近の村を埋め尽くし、大打撃受けまし
た。	
 

	
 

〔３〕３日目（大沼→森→八雲→長万部→ニセコ）	
 
	
 

◆大沼国定公园

◆大沼国定公園	
 

大沼国定公园于 1905 年被指定为道立公园；
1958 年被指定为国定公园。与大分县的耶马溪、
静冈县三保的松原一起，被称为“新日本三景”。

大沼国定公園は 1905 年には道立公園、1958
年には国定公園に指定されています。	
 
大分県の耶馬溪、静岡県の三保の松原とともに
新日本三景とされています。	
 

公园面积约为 9100 公顷，以驹之岳和映衬着

	
 	
 面積は約 9,1ｈａ、駒ヶ岳とその影を映す大

驹之岳倒影的大沼、小沼、莼菜沼为中心，是道南

沼、小沼、じゅん菜沼を中心とした、道南を代

有代表性的风景名胜。湖面上浮有大小 126 个岛

表する景勝地です。湖には大小 126 の島が浮か
び、30 の入り江、湖畔も針葉樹、広葉樹に囲

屿、30 个海湾湖叉。湖畔围绕着针叶树、阔叶树， まれ、変化に富んだ景観が見られます。	
 
景观丰富、变化多彩。
	
 	
 大沼は駒ヶ岳の噴火で流出した泥流が、山麓
大沼是驹之岳喷火流出的泥流，堵截山麓的溪
谷后贮水而形成的；小沼在大沼的西侧，是与大沼
隔月见桥相望的湖泊。常有天鹅飞落到这里；莼菜
沼则是因为可以采集到食用的莼菜而得名的。

の渓谷をふさいで川を堰き止めて造られまし
た。小沼は月見橋を挟んで大沼の西側にある湖
です。白鳥が飛来することでもしられていま
す。ジュン菜沼は食用となるジュン菜が取れる
ことからこの名前がつけられました。	
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◆大沼

◆大沼	
 

大沼周边长 24 公里、深 13.6 公里，是这个

大沼は周囲 24ｋｍ、深さ 13.6ｍ、この公園
で一番大きく、81 の島が浮かんでいます。	
 

公园里最大的湖，有 81 个岛屿浮在其中。

◆小沼

◆小沼	
 

小沼周边长 16 公里，最深的地方 5.5 米，8

小沼は周囲 16ｋｍ、一番深いところは深さ
5，5ｍ、8 月から 10 月までは睡蓮の花が咲き

月到 10 月盛开睡莲。

ます。	
 

◆ジュン菜沼	
 

◆莼菜沼
莼菜沼周边长 8 公里、最深的地方为 5 米，因

ジュン菜沼は周囲 8ｋｍ、一番深いところが
5ｍ、ジュン菜がたくさん取れるところからこ

为这里可以采集到大量的莼菜而得名。

う呼ばれます。	
 

◆日暮山

◆日暮山	
 

小沼的西岸是日暮山。“登上这座山的人被大
沼的美景吸引，只顾眺望景色而忘记了时间，等想
起看时间时，已经时日暮时分了”。日暮山的名字

小沼の西岸にある日暮山は、『この山に登っ
た人が大沼の美しさに気をとられ、時間を忘れ
て眺めていたため、気づいたときにはもう日暮
れの時間であった。』という逸話より名づけら

就是由此美谈而来。这里也是观赏大沼全景的展望

れました。大沼の全景を観賞するための展望台

台。

にもなっています。	
 

◆森町

◆森町	
 

从前爱努族人把这里称作“oniushi”。这是

かつて、アイヌの人はこの地を「オニウシ」

爱努语中“森林”的意思，这也是这个地方名字的

と呼んでいました。オニウシとはアイヌ語で森

由来。

という意味で、この町の名前の由来となりまし

这一区域气候温暖，自古就有原住民居住。这

た。	
 
この地域は気候も温暖なため古くから先住

里也曾有鲱鱼捕捞的黄金时期。直至现在，森町的

民族が住んでいました。かつては、ニシン漁で

渔业仍然非常发达。但与捕获渔业相比，这里更偏

栄えていました。現在も漁業が盛んですが、獲

重于饲养渔业，特别是扇贝的养殖。

る漁業より育てる漁業に力を入れ、特に、ホタ

森町的“鱿鱼饭”是北海道的名特产品之一。

テの養殖がさかんです。	
 
この森町の「イカめし」は北海道名物のひと

鱿鱼饭是把少量的米饭放到鱿鱼的肚子里，加入酱

つです。イカ飯というのはイカのお腹に少量の

油再蒸熟而成的料理。北海道的一般家庭也会做这

米を入れ、醤油で味つけをして蒸した料理で、
北海道の家庭でも作られます。	
 

种料理。
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◇墨鱼

◇イカ	
 
イカ漁は夏の終わりから、秋に最盛期をむか

墨鱼捕捞从夏末开始，在秋季进入旺季。墨鱼
每年成群地绕日本列岛从南往北往返。2 月到 3 月
期间，在南面的海里产卵，4、5 天后孵化。这时的

えます。イカは群れをつくり、1 年間で日本列
島を南から北へ往復します。2 月から 3 月頃、
南の海で産卵、4、5 日後に孵化しますが、こ

墨鱼只有 1 厘米大小。等到水温上升时，墨鱼群继

のときの大きさは 1 ミリくらいです。やがて水

续北上，8 月末到达北海道库页岛（萨哈林）。之

温の上昇とともに北上を続け、8 月末には北海

后游过北海道沿岸后于 1 月份回到本州岛产卵，结
束一生。

道やサハリンに到達します。再び北海道の沿岸
を通って、1 月にはすべて本州にもどり、卵を
産んで一生を終えます。	
 

◆八雲	
 

◆八云
这里以北海道奶酪畜牧业的发祥地而闻名。19

ここは、北海道の酪農の発祥の地として知ら

世纪后半到 20 世纪初，八云曾盛行过栽培土豆，

れています。19 世紀後半から 20 世紀初頭にか

后来改为奶酪畜牧业。

けてジャガイモの栽培が盛んでしたが、その後

同时，这里也作为北海道代表性民间工艺品“熊
木雕”的发祥地而闻名。1916 年，开拓这片土地

酪農に切り替えました。	
 
また、八雲は北海道を代表する民芸品木彫り
の熊の木彫りの発祥地としてもしられていま

的农场主，在访问瑞士时看到了当地农民们制作的

す。1916 年、この地の開拓を手がけた農場主

熊木雕。“在自己农场里劳动的人们，不也能做这

がスイスを訪れたとき、農民たちの作った木彫

个吗？”于是，农场主买回一些样品，并教授给在

りの熊に出会いました。そして、これは自分の

农场劳动的工人们制作方法，建议大家当作农闲期
间的副业进行。这就是这种手工艺品在北海道的开

農場で働く人にも作れるのでは、と思い、サン
プルをいくつか持ち帰り彫り方を教え、農閑期
の副業に勧めたのが始まりといわれています。	
 

始。

もともとは大きくて重い品物でしたが、最近

“熊木雕”原本是制作一些大而重的木雕，不过

では手のひらに載るような小さなものが人気
を集めています。	
 

最近放到手掌上的小木雕正受到欢迎。

	
 

	
 

◆長万部	
 

◆长万部
这一带的海岸可捕获到平目、蝶鱼等多种鱼类

この辺りの海岸は、ヒラメやカレイなどたく
さんの魚介類が獲れます。ホタテ養殖が盛んな

贝类。长万部也是盛产养殖扇贝的地区。

地域です。	
 
	
 

◇螃蟹饭便当

◇カニ飯弁当	
 

长万部的螃蟹饭便当非常有名。日本大约有
370 个车站出售车站便当，种类到达 2800 多种。
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長万部はカニ飯弁当でも有名です。日本では
370 箇所の駅で駅弁が売られ、その種類はおよ
そ 2,800 種といわれています。その中でも長万

长万部的螃蟹饭便当经常在全国车站便当竞赛获得

部のカニめし弁当は、全国駅弁コンテストで常
に上位に入賞しています。	
 

好的名次。

日本人は冷たいご飯やおかずを食べても平

大多的日本人通常不介意吃凉饭或凉菜。坐列

気な人が多いです。列車で旅行する場合、各地

车旅游的时候，品尝由各地的名特产制成的便当是

の名産品の入った弁当を食べるのは旅行の楽

旅途的享受之一。

しみのひとつです。	
 

在日本，除了车站，超市、便利店也都出售多
种多样的便当。上班族午休的时候也经常把这些便

日本では駅の他、スーやコンビニエンススト
アでも多種多様の弁当が販売されています。職
場の昼休みにこのような市販の弁当を利用す

当当作是午饭，当然也有人从家里带便当到学校或

る人もいますし、家からお弁当を持って学校や

工作场所。

職場へ行く人もいます。	
 

◆喷火湾

◆噴火湾	
 

这个湾由周围大约 150 公里长的海岸线所包
围形成圆形，好像一个巨大的湖泊。四周被驹之岳、
有珠山、樽前山等多个活火山包围，因此得名喷火
湾。

この湾の周りにはおよそ 150ｋｍの海岸線に
より円に近い形を形成しています。まるで、大
きな湖のようです、この湾の周りには駒ケ岳、
有珠山、樽前山などの活火山に囲まれているこ
とからこの名前で呼ばれています。	
 

喷火湾以养殖扇贝著名。这里的扇贝养殖是把
幼贝放入圆形笼子里，再用绳子吊放在海里。需要
两年的时间才可以收获。

	
 	
 噴火湾はホタテの養殖で知られています。噴
火湾のホタテ養殖は稚貝を丸い籠に入れ、海中
のロープに吊るしておく方法で出荷まで 2 年
かかります。	
 

	
 

102	
 

第 4 章(2)	
  コース別時系列観光情報（道南編）	
 

〔４〕４日目（ニセコ→中山峠→定山渓→札幌）	
 
	
 
◆二世谷

◆ニセコ	
 

二世谷是以二世谷群山和羊蹄山为中心的一大
休闲胜地。周围风景优美，温泉涌出量丰富。特别
是冬天，丰富的降雪量及像粉末一样的优良雪质，
吸引了澳大利亚等众多海外游客前来一试身手。
二世谷度假村由 Annupuri、二世谷山庄、格
兰比罗夫比罗夫和格兰比罗夫花园四个区域组成。
滑雪季从每年 11 月开始到次年 4 月。滑雪高手可
以体验从海拔 1000 多米的高处俯冲直下的快感。

ニセコはニセコの山々と羊蹄山一帯のリ
ゾート地です。周囲には優美な景色があり、
豊富に湧き出る有名な温泉もあります。	
 
特に豊富な降雪量の良質な雪質のパウダー
スノウが、スキーの腕前を試そうとするオ
ースストラリア等海外の観光客をひきつけ
ています。	
 
ニセコリゾートはアンヌプリ、ニセコビ
レッジ、グラン比羅夫、グラン比羅夫ガー
デンの４つのエリアからなりたっていま
す。スキーシーズンは毎年 11 月から次の年
の 4 月まで、スキー名人は 1000m 以上の高
さから急降下する快感を味わえます。	
 
	
 

◆二世谷规则

◆ニセコルール	
 

在二世谷有一项名为“二世谷规则”的地方规
则。这是因为二世谷虽然雪质非常好，但严酷的自
然环境也曾经导致很多滑雪者因卷入雪崩而死亡的

ニセコにはニセコルールというローカル
ルールがあります。雪質が優れていてスキ
ーに格好の環境ではありますが、厳しい自
然のもと過去に何人もの人が雪崩れに巻き

事例。尤其是滑雪初级者因为不了解雪的可怕之处， 込まれて死亡しています。特に初心者が雪
发生骨折、遇难等事件不断增加。因此一些二世谷
的滑雪高手特意制作如下这个“二世谷规则”。
•无论有任何理由，都请不要进入“禁止进入”区

の怖さを知らずにルールを守らないため骨
折したり、遭難する場合が増えております。
ニセコの山のベテランが作ったこのルール
をご紹介しましょう。	
 
	
 	
 •『完全立ち入り禁止区域』にはいかなる

域；

理由があろうと入ってはならない	
 

•不要从索道缆车间穿行；
•一旦在滑雪场管理区域以外的地方发生意外，责
任由滑雪者本人承担；

•ロープでくぐってはならない	
 
•スキー場管理区域外は安全管理が行われ
ていないので、万一事故が起こった場合、

•锁门后请不要出管理区域；

自己責任になる	
 

•请随时关注二世谷雪崩信息汇报。（二世谷雪崩
信息汇报是是“二世谷规则”的官方消息。这个消
息汇报会在滑雪场缆车乘坐处、各滑雪场入口及网
络上随时更新发布。）

•ゲートが閉じられている時は管理区域
外に出てはならない	
 

•ニセコなだれ情報に注意すること。「ニ
セコなだれ情報」はニセコルールの公式情
報です。この情報はリフト乗り場、各ゲー
ト及びインターネット上に掲示されます。	
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◆中山岭展望台

◆中山峠展望台	
 

中山岭标高 836 米。在此可以看到标高 1898
米，被誉为“虾夷富士山”的羊蹄山，及以滑雪场

標高 836ｍの中山峠です。蝦夷富士とよば
れる標高 1898ｍの羊蹄をはじめスキーで有
名なニセコ連邦が見えます。	
 

著名的二世谷连邦。

◆定山溪

◆定山渓	
 

定山溪被誉为札幌的客厅。距札幌中心区大约
60 公里，开车 1 个小时左右便可到达。因此，从
札幌当日往返来此享受温泉的客人众多。

ここ定山渓は札幌の奥座敷とよばれてい
ます。札幌の中心部からの距離は約 60ｋｍ
で、車で 1 時間位で来ることができます。
このため、札幌から日帰りで温泉を楽しみ

定山溪这个名字，取自发现这里温泉的，一名
叫“美泉定山”的和尚的名字。他从爱努人那里听
说受伤的野兽在河里治愈伤口，便来此探访，结果
发现了这里的温泉。

に来る人も多いです。	
 
	
 	
 定山渓という名前はこの温泉を開いた
「美泉定山」というお坊さんの名前からつ
けられました。彼は、アイヌの人たちから、
傷ついた獣が川に入って傷をいやしている

这里温泉的水质有食盐温泉、硫磺温泉、铁矿
温泉等非常丰富。传说定山溪有类似青蛙名称河童

ことを聞き、ここをたずねて、温泉を見つ
けたのです。	
 
この温泉の泉質は、食塩泉、硫黄泉、鉄

妖怪出没。这里介绍其中的一个传说。

鉱泉等と種類が豊富です。定山渓には「河

有个青年在捕鱼的时候，并没有失足而像是被
拽入河底一般沉了下去。附近的人看到后，马上跳
入河中搜寻却没有发现他。一年后的一个晚上，青
年在他父亲的梦里出现，并对父亲说：“我现在和
河童妻子及孩子们幸福地生活着”。人们都说，因

童」というカエルに似た妖怪伝説がありま
すので、そのひとつを紹介します。	
 
ある青年が魚獲りをしていると、突然、
足を滑らせたわけでもないのに、引き込ま
れるように川底へ沈んでしまいました。す
ぐに、近くにいた人たちが飛び込んで探し

为那个年轻人是个美男子，所以一定是被河童女选

ましたが、見つかりませんでした。1 年後の

中作了驸马。

ある晩のこと、青年が父親の夢枕に立ち「私
は今、河童の妻と子供たちと幸せに暮らし
ています」と話しました。その青年は大変
な美男子でしたので、「河童の娘に見初め
られたのだろう」、と噂になりました。	
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１日目（札幌→砂川→富良野→美瑛→旭川）	
 
	
 

移動距離	
 
8:00	
  札幌市⇒（江別・石狩川・石狩平野・岩見沢・美唄市	
  86km（高速道路利用）	
 	
 
9:00	
  奈井江町・砂川市）⇒砂川ハイウェイオアシス	
 
	
  （ソフトクリームを購入）	
 

	
 
	
 

9:10	
  砂川ハイウェイオアシス⇒（赤平市・芦別・富良野市） 62km	
 
10:30	
  ⇒富良野ワイン工場	
 

	
 

	
  （ワインを試飲）	
 

	
 

11:30	
  富良野ワイン工場⇒中富良野ラベンダー畑	
 
	
  （自由散策）	
 

10km	
 
	
 

12:30	
  中富良野ラベンダー畑⇒美瑛	
 

25km	
 

	
  昼食	
 

	
 

13:50	
  美瑛（パッチワークの丘など）	
 

	
 

15:30	
  美瑛⇒（十勝岳）⇒旭川	
 

25km	
 

18:30	
  夕食後、旭川泊	
 
	
 

	
 

	
 

	
 

	
  	
 

	
 
２日目（旭川→層雲峡→上士幌→糠平→鹿追→然別湖）	
 
	
 

移動距離	
 
8:30	
  旭川市内観光	
 

	
 

11:00	
  （男山酒造・旭山動物園）	
 

	
 

11:10	
  旭川⇒（上川町）⇒層雲峡	
 

68ｋｍ	
 

12:30	
  昼食	
 

	
 

13:45	
  層雲峡⇒（流星の滝・銀河の滝）⇒糠平湖	
 

65ｋｍ	
 

15:30	
  糠平湖⇒神田日勝記念美術館	
 

50ｋｍ	
 

	
  	
 

	
 

17:30	
  神田日勝記念美術館⇒然別湖	
 

27ｋｍ	
 

18:00	
  然別湖泊	
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３日目（然別湖→十勝清水→帯広近郊→池田→十勝川温泉）	
 
	
 

移動距離	
 
8:30	
  然別湖⇒十勝千年の森	
 

53ｋｍ	
 

	
  （セグウェイ体験乗車）	
 

	
 

10:00	
  十勝千年の森⇒ばんえい十勝(帯広競馬場)	
 

30ｋｍ	
 

12:45	
  昼食：豚丼	
 

	
 

14:00	
  ばんえい十勝(帯広競馬場)⇒紫竹ガーデン遊華	
 

24ｋｍ	
 

14:30	
  紫竹ガーデン遊華⇒真鍋庭園	
 

20ｋｍ	
 

15:00	
  真鍋庭園⇒池田ワイン城	
 

26ｋｍ	
 

	
  池田ワイン城⇒十勝が丘公園	
 

16ｋｍ	
 

	
  （花時計「ハナック」前で記念撮影）	
 

	
 

17:00	
  十勝が丘公園⇒十勝川温泉	
 

1ｋｍ	
 

モール温泉の十勝川温泉に宿泊	
 
	
 
	
 

	
 

	
 

	
 
４日目（帯広→幸福駅→広尾→襟裳岬→静内→夕張→千歳）	
 
	
 

移動距離	
 
8:00	
  十勝川温泉⇒旧愛国駅	
 

15ｋｍ	
 

8:20	
  旧愛国駅⇒旧幸福駅	
 

18ｋｍ	
 

	
  （幸福駅でウェイディングドレスを着て記念撮影）	
 
9:40	
  旧幸福駅⇒花畑牧場	
 

	
 
16ｋｍ	
 

11:30	
  花畑牧場⇒広尾町（昼食）	
 

50ｋｍ	
 

12:00	
  	
 

	
 

12:30	
  広尾町⇒襟裳岬	
 

46ｋｍ	
 

	
  （「風の館」で風速 25m を体験）	
 

	
 

13:15	
  襟裳岬⇒静内二十間道路	
 

102ｋｍ	
 

16:00	
  静内二十間道路⇒夕張	
 

144ｋｍ	
 

18:20	
  （静内二十間道路⇒新千歳空港）	
 

（100ｋｍ）	
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〔１〕１日目（札幌→砂川→富良野→美瑛→旭川）	
 
	
 
◆江别市
◆江別市	
 
江别市是作为札幌市的卫星城市发展起来
的。这里现在已成为汇集着大学等教育机构的校

江別市は札幌のベッドタウンとして発展
してきました。また大学等の学校が集まる
学園都市、酪農の町、レンガ工場、製紙工

园城市、砖厂、特色乳酪之乡以及造纸厂之都。 場のある工業の町という側面もある都市で
人口为 12 万 3 千人（2009 年统计）。
す。人口は 12 万 3 千人（2009 年）。	
 
	
 

◆石狩川

◆石狩川	
 

石狩川全长 268 公里，是北海道最长的河
流。在爱努语中，石狩川意味着“弯曲的河流”。

石狩川は長さ 268km、北海道で最も長い
川です。昔、アイヌの人たちはこの河を曲
がりくねった川、とこの河を呼んでおり、

正如这个名字一样，弯曲的河流在水量增长时， 曲がりくねった流れは、増水すると氾濫を
经常会造成洪水泛滥。这个问题过去一直困扰着 繰り返し、流域の農民を困らせていました。
流域周边的农民。不过，现在经过修改河道、修
护堤坝、在上流建造水库等方式，洪水已基本得
到了控制。

その後、川の流れを変えたり、護岸工事を
したり、上流にダムをつくるなどの河川工
事が行われ、今では、洪水はほとんどあり
ません。	
 

石狩川还因可以钓到大马哈鱼而闻名。但过

	
  また、石狩川はサケが上ってくる川とし

去由于各种各样的水利工程对河水造成污染，使

て有名です。一時、様々な工事のために河

得大马哈鱼数量在一段时期内有所减少。但随着
后来环保活动的展开，大马哈鱼又恢复到了以前
的数量。

が汚染し、サケが少なくなりましたが、最
近では、環境保護活動の成果のお陰で、昔
のようにサケが増えてきています。	
 
	
 

◆石狩平原

◆石狩平野	
 

这一片布满水田的区域就是石狩平原。石狩
平原总面积约 4000 平方公里，是仅次于关东
平原的日本第二大平原。

このあたりの水田地帯は、石狩平野です。
広さは関東平野に次ぎ、およそ 4,000km²の
日本で 2 番目に広い平野です。	
 
	
 

◆岩见泽市

◆岩見沢市	
 

从前的岩见泽市曾因是煤矿之都而繁荣一
时。1882 年，随着铁路开通，岩见泽市的经济
迅速地发展起来。此后借助铁道运输的不断发展
与扩大，逐渐发展成为农业之城。

ここ岩見沢市はかつて炭鉱の町として栄
えていたところです。1882 年鉄道が岩見沢
に開通すると岩見沢は次第に開発されてい
きました。鉄路はその後も拡張され、これ
をきっかけに農業の町としても発展してき
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在东京、大阪等大城市，修建铁路是为了改
变及完善客运条件。但在北海道，修建铁路则是
为了开发矿场及运输煤矿石。

ました。	
 
東京や大阪の鉄道は人間を運ぶことを目
的に開通しましたが、北海道の鉄道はまず、
炭田の開発と、石炭を運ぶために鉄道がし

现在的岩见泽市，是北海道屈指可数的大米

かれたのです。	
 

之乡。同时，这里还盛产洋葱、卷心菜等农作物。 	
 	
 岩見沢はいまでも北海道有数の米どころ
であり、タマネギ、キャベツなどの畑作も	
 

人口约为 9.1 万人（2009 年统计）。

盛んな地域です。人口は 9 万 1 千人（2009
年）。	
 
	
 

◇专栏：屯田兵制度

◇コラム：屯田兵制度	
 

说起北海道的历史，不得提到的“屯田兵制

ここで北海道の歴史を語るのに欠かすこ
とのできない屯田兵制度について説明させ

度”。
19 世纪末至 20 世纪初，北海道的警备及
拓荒士兵部队，被称为“屯田兵”。19 世纪末，
北海道开发之初，政府征集了很多愿意前往北海
道进行拓荒、从事警备工作的家庭。并支付给这
些愿意移居北海道者路费、奖金和 3 年的食品。
当年北海道共有 37 处屯田兵聚集地。

ていただきます。	
 
19 世紀の終わりから 20 世紀初頭にかけ
て、政府は北海道の警備と開拓のため本州
各地からの移住を募集しました。その移住
希望者には３年間の食料支給を約束しまし
た。その施策によって北海道へ渡り警備と
開拓にあたった武士を屯田兵と呼びまし
た。屯田兵が入植、開拓したところは、北
海道に 37 箇所あります。	
 
	
 

◆美呗市

◆美唄市	
 

美呗市是 1891 年至 1894 年，由屯田兵

ここ美唄市は 1891 年から 1894 年にかけ

开拓出的城市。400 户屯田兵家庭移居至此，

て 400 戸の家族が屯田兵として入植し、開

进行拓荒与军事训练。

拓と軍事訓練を行い開かれた街です。	
 

美呗市作为煤矿之城曾繁荣一时，1950
年人口曾达到 8.7 万。不过后来受到能源转换
政策的影响，1973 年矿山关闭。仅凭采矿业发
展起来的美呗市因为没有其它大型产业，所以导
致人口外流，现在的人口只剩下 2.6 万人

	
 	
 美唄はかつて、炭鉱の町として栄えまし
た。しかし、1950 年代には、エネルギー転
換政策の影響を受け、1973 年をもって炭鉱
は閉山しました。炭鉱以外の主要産業が無
いため、現在人口は 2 万 6 千人（2009 年）
まで減少してしました。	
 

（2009 年统计）。

◇专栏：煤矿的故事

◇コラム：炭鉱の話	
 

北海道自 1879 年开始正式开采煤矿。北

北海道で本格的な石炭採掘が始まったの

海道的铁路覆盖面积居日本第三，兴建铁路也是

は 1879 年からです。日本で 3 番目の鉄道が

为了方便煤炭运输。地下资源开发，与发展农业

敷かれたのも石炭を運びだすためでした。
地下資源の開発と農業の基礎作りは、北海
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基础建设，曾是开拓北海道经济的重要课题。

道の開拓を進める上で重要な課題でした。	
 

1920 年开始，煤炭业作为北海道的代表产

	
  1920 年代から、石炭は北海道の代表的な

业得到全面发展，北海道也曾因此被称为“煤炭

産業に発展し、石炭王国とよばれていまし

王国”。不过随着 1960 年开始，日本能源从

た。しかし、1960 年代から、日本で使われ

煤炭向石油转换。煤炭的生产量骤减，北海道的
煤矿也接二连三地关闭，出现了大批失业者。
2002 年，伴随着最后一个矿场的关闭，煤矿场
也彻底从北海道消失了。

るエネルギーは石炭から石油へ転換したた
め、石炭の生産量は激減し、炭鉱も相次い
で閉山、たくさんの離職者を出しました。
そして、2002 年、最後の炭鉱も閉山し、北
海道から全ての炭鉱が消えてしまいまし
た。	
 
	
 

◆砂川市

◆砂川市	
 

砂川市从 1891 年开始开发。为了运送煤
矿，当时甚至把铁路修到了周边城市的矿场。现

砂川市の開拓は 1891 年に始まりました。
石炭を運ぶための鉄道が、隣町の炭鉱まで

在的砂川市，以盛产洋葱、果树等农产品而出名。 開通してからのことです。現在では、玉ネ
ギ、果樹などの農業も盛んです。	
 
	
 

◆砂川“高速绿洲”

◆砂川ハイウェイ・オアシス	
 

“高速绿洲”是高速路服务区、公园、餐厅

ハイウェイ・オアシスというのは、高速

与土特产商店等汇集一处的综合区域。砂川高速

道路のサービスエリアと公園、レストラン、

绿洲也是日本兴建的第二个“高速绿洲”。

お土産店等を合わせた建物です。砂川ハイ
ウェイ・オアシスは全国で 2 番目にできた
ものです。	
 
	
 

◆赤平市

◆赤平市	
 

这里以前也是繁荣一时的煤矿区。最多的时

ここも以前は炭鉱で栄えた所です。最大

候曾有 6 万人居住在这里。煤矿关闭后，人员

時は約 6 万人居た人口も、炭鉱が閉山され

骤减，现在只有原来的五分之一，约 1.2 万人

たことにより、人口が激減、現在は約 5 分

左右。以前市内的主要产业几乎都与煤矿相关， の 1 の 1 万 2 千人になってしまいました。
所以第二产业从业人口比率明显超出了日本的
平均值。赤平市也因此被载入过日本的地理教科
书。

以前は、鉱業関連の産業が市の産業の大部
分を占めていたので、第 2 産業人口率が日
本の平均よりも突出して多く、日本の地理
教科書に紹介されていたこともあります。	
 
	
 

◆芦别市

◆芦別市	
 

芦别市以前也因煤矿开采繁荣一时，人口最

芦別市も以前は炭鉱で栄えたところで

多时曾达到过 7 万人以上。不过现在已急剧下

す。人口も最盛期は 7 万人以上いましたが、

降至 1.7 万人（2009 年统计）。

現在は約 1 万 7 千人（2009 年）ほどまで激
減してしまいました。	
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◇芦别含多汤

◇芦別ガタタン	
 

在芦别市有一种叫做“含多汤”的乡土料理。

この芦別には、ガタタンという郷土料理

是一道把白菜、胡萝卜、墨鱼腿、猪肉、野菜、 があります。白菜、人参、イカげそ、豚肉、
肉丸和鸡蛋等十多种食材，放入鸡汤或猪骨汤中 山菜、だんご、卵など十数種類の具材をた
勾芡制成的，营养丰富又美味可口的料理。
据说它是在第二次世界大战后由中国东北
地方迁往此处的人们，受中国家庭料理的启发而
创作的菜肴。最近，含多汤拉面等很多改良菜肴
也应运而生。

っぷり使い、鶏がらやとんこつ味のスープ
にとろみをつけたボリューム満点の料理で
す。	
 
戦後中国東北地方から芦別に引き揚げて
来た人が、中国の家庭料理をヒントに創作
したものだそうです。最近は、ガタタンラ
ーメンなどのアレンジメニューも多数登場
しています。	
 
	
 

◆富良野市

◆富良野市	
 

富良野又被称作“肚脐之乡”。这是因为富

富良野は「ヘソのまち」と言われていま

良野市位于东经 142 度 23 分，北纬 43 度 00

す。ここ富良野市は「東経 142 度 23 分、北

分，正好处于北海道的正中心。按人体来说就正

緯 43 度 00 分」に位置しています。これは

好是肚脐的位置，所以得此名。

ちょうど北海道の中心にあたるところで、

这个地区盛产稻子、马铃薯、洋葱、胡萝卜
和芦笋等农作物。此外，富良野的养猪业也非常
繁荣，是盛产猪肉的地区。使用富良野产的蔬菜、
肉和大米制成的富良野咖喱，非常受本地人及游
客的欢迎。

人間の体に喩えるとヘソの部分に位置する
ことから、富良野はヘソの町と呼ばれてい
るのです。	
 
	
  この地域はまた、稲作をはじめ、ジャガ
イモ、玉ネギ、にんじん、アスパラなど農
作物がとても豊富です。また、富良野は養
豚業も盛んで豚肉の生産量も多い地域で
す。最近では、富良野産の野菜、肉、米を
使った富良野カレーが人気を集めていま
す。	
 
	
 

◇肚脐节日

◇へそ祭り	
 

刚才已经介绍过，富良野被称作“肚脐之
乡”。在这里每年都要举办“肚脐节”。
“肚脐节”是 1969 年为了祈求人民身体健
康及事事一帆风顺而创立的一项祭祀活动。参加
者身着露出肚皮的服装，并在肚皮上画上脸谱在
街道中穿行。体态丰腴的人边走边摇晃肚子的样
子，令人忍俊不禁。

先程紹介したように、富良野はヘソの町
と呼ばれています。それにちなんで富良野
では、毎年「ヘソまつり」というイベント
を行われています。	
 
	
 	
 ヘソまつりは 1969 年に人々の健康と順
風満帆な人生を祈って始められました。参
加者はお腹をさらけ出した衣装を身につ
け、お腹に顔の絵を描いて町を練り歩きま
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す。太った人がお腹に顔の絵描き、それを
揺すりながら踊る様子はとてもユーモラス
です。	
 
	
 

◇富良野葡萄酒

◇富良野ワイン	
 

北海道自 1873 年开始种植葡萄。虽然最

北海道でぶどうの栽培が始まったのは、

初期曾经历失败，但随着种植技术的进步，葡萄

1873 年のことです。初期の栽培は失敗しま

栽培逐步趋于稳定。近年，专供葡萄酒酿造而种

したが、その後、栽培技術も進歩し安定し

植的葡萄产量也不断增多。富良野葡萄酒厂于

た栽培ができるようになりました。近年は
ワイン用の栽培が増えてきました。富良野

1976 年落成。
1977 年举办世界杯滑雪比赛时，向运动员
村提供的葡萄酒就出自富良野葡萄酒厂。富良野
的葡萄酒，是由法国产葡萄与富良野山葡萄混合
在一起酿制而成的。

のワイン工場は 1976 年に完成しました。	
 	
 
1977 年に富良野でスキーワールドカップ
が開かれたとき、選手村にこちらのワイン
が提供されました。ここ富良野産のワイン
はフランス産のぶどうと地元富良野の山ぶ
どうをブレンドして造られています	
 
	
 

◆富良野盆地

◆富良野盆地	
 

这里是被大雪山等高山包围的地区。盆地气

大雪山をはじめとする高山に囲まれた場

候的最大特征就是温差大，日照时间较长，日照

所です。盆地気候の特徴として、暑さと寒

量充足。因此在富良野盆地周围开垦了很多田

さの差が大きいことです。また、日照時間

地，成为水田集中的地区。

も長く日射量も多いです。このため、盆地
のまわりには畑が開け、水田地帯となって
います。	
 
	
 

◆中富良野

◆中富良野	
 

中富良野町从 1897 年开始开垦，以前专

中富良野町の開拓は 1897 年に始まりまし

门种植水稻等农作物。现在除了大米之外，还种

た。以前は稲作地帯でしたが、今では米の

植哈密瓜、芦笋等。

ほかメロン、アスパラなどの生産もおこな
われています。	
 
	
 

◇专栏：啤酒花

◇コラム：ホップ	
 

上富良野町是啤酒制造中必不可缺材料之

上富良野町はビール作りに欠かせないホ

一——啤酒花的产地。啤酒花带有特别的香气与

ップの生産地です。ホップは、特有の香り

清爽苦味，使啤酒的泡沫变得更加细腻。

と爽快な苦味を与え、泡立ちを良くします。	
 

◆薰衣草田

◆ラベンダー畑	
 

上富良野是富良野薰衣草田诞生的地方。

112	
 

上富良野は富良野のラベンダー畑が誕生

第 4 章(3)	
  コース別時系列観光情報（上川十勝編）	
 

上富良野自 1958 年开始栽培香料用薰衣
草。在薰衣草田作为旅游观光地被关注之前，富

した町です。	
 
香料用としてのラベンダー栽培がここ上
富良野で始まったのは 1958 年からです。ラ

良野的薰衣草田仅有一处。
但随着后来薰衣草田的美景被挂历、杂志等
媒体报道，薰衣草田地面积开始增加，并在日本
国内掀起了一股薰衣草田热。现在的富良野，共
有大小 10 处以上的薰衣草田。
北海道的寒冷气候非常适合薰衣草生长。这

ベンダー畑が観光地として注目されるまで
は、富良野にはラベンダー畑は一つしかあ
りませんでした。	
 
しかし、その後ラベンダー畑のその美し
い景観がカレンダー写真や雑誌などで紹介
されるにつれラベンダー畑は増えていきま

里的薰衣草品质优良，薰衣草香水和薰衣草肥皂

した。日本全国に一大ブームが起こりまし

是人气最高的小礼品。此外，因为薰衣草还具有

た。現在は大小合わせて 10 以上のラベンダ

镇静、安眠的效果，所以薰衣草枕头也格外受欢

ー畑が富良野にはあります。	
 

迎。

	
 	
 ラベンダーは寒冷な北海道の気候に適し

由于种类不同，薰衣草开花时期也有所不

ているため、この地域のラベンダーはとて

同。为了能长时间的观赏到薰衣草的美景，各薰

も高品質で、ラベンダーの香水や石鹸が人

衣草园现在同时种植了浓紫、羊蹄、花藻岩、丘

気のあるお土産になっています。	
 

紫等四种薰衣草。这样就可以保证从 6 月中旬

	
  またラベンダーは鎮静、安眠に効くと言
われおり、ラベンダー入りのまくらもお土

至 8 月上旬，都可以观赏到薰衣草了。

産として人気になっています。	
 
	
  ラベンダーは種類によって開花時期がず
れており、長い期間ラベンダーを楽しめる
ようと各ラベンダー園は現在、濃紫早咲、
ようてい、はなもいわ、おかむらさきの 4
種類のラベンダーを植えています。そのた
め 6 月中から 8 月上旬までラベンダーを観
賞することができます。	
 
	
 

◆美瑛

◆美瑛	
 

这个城镇是十胜丘山下原野延伸而成的田

この町は十勝岳の裾野に広がる田園地帯

园地带。美瑛盛产麦子、马铃薯、豆类和甜菜等

です。麦、ジャガイモ、豆、ビートなどの

农作物。

畑作が盛んです。	
 

薰衣草、大波斯菊等季节性花卉盛开时的美
瑛也非常美丽。由多种多样的农作物与花卉组成
的风景被称作“拼布之丘”，每年都会吸引非常
多的观光客参观到访。

また、農作物のはか、ラベンダーやコス
モスなど季節ごとに咲く花々も美瑛の景色
を美しくしています。このように、多種多
様の農作物や花によって作られる風景はパ
ッチワークの丘と呼ばれ毎年多くの観光客
を引き付けています。	
 

◇专栏：铃兰

◇コラム：	
  スズラン	
 

此地区的丘陵地带因为有铃兰花开放而闻
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  この地域の丘陵地帯はスズランの花が咲

名。但是由于随意采摘，铃兰花的数量在一段时

くところとして有名でした。しかし、乱獲

间内曾经骤减。为此，美瑛町于 1979 年选定

のため激減してしまいました。このため、

铃兰为町花，并开始进行大量栽培。

美瑛町は 1979 年スズランを町の花に定め

铃兰花虽然拥有非常可爱的白色花朵，但是

て栽培し、増やす努力をしています。	
 
スズランは大変可愛らしい白い花です

根部却含有毒素。

が、根には毒を持っています。	
 

◆十胜岳

◆十勝岳	
 

十勝岳は今も噴煙を上げている活火山で
十胜岳是一座至今仍在活动的活火山。有记
载的几次爆发分别发生在 1857 年、1925 年、 す。記録に残っているもので、1857 年、1925
年、1962 年、1988 年です。	
 

1962 年和 1988 年。
针对十胜岳活动状况，现在已强化了地震观
测及防灾体制。据称，在 1988 年喷发时，十
胜当地的温泉被迫停业长达 4 个月以上，奶酪
畜牧业的农户也不得不将奶牛牵往其他地区进
行避难。

	
  今は、地震観測や防災体制が強化されて
います。1988 年に噴火したときは、地元の
温泉は 4 ヶ月以上営業を休み、酪農家は牛
を連れて他の土地へ避難をしなければなり
ませんでした。	
 
	
 

◆旭川

◆	
 旭川	
 

旭川是继札幌之后，北海道的第二大城市。
同时，这里也是北海道内最寒冷的地方之一。
根据记载，1902 年旭川的最低温度曾经达
到过零下 41 摄氏度，这也是官方发布过的日本
最低气温。近年来，旭川虽然不再像过去那样寒
冷，但 1 月至 2 月的温度也都在零下 10 摄氏
度左右，有时甚至还会低到零下 20 摄氏度。
在日本天气预报中，常会使用一个叫做“真
冬日”的词汇，意思就是说一天内的气温始终在

旭川は札幌に次ぐ北海道第二の都市で
す。北海道の中でも寒さの厳しいところで
知られています。	
 
1902 年には氷点下 41 度まで下がったこ
ともあります。これは公式の日本最低気温
です。近年ではこのような厳しい寒さはあ
りませんが、それでも、1 月から 2 月にか
けては-10 度以下に日が続き、時には-20 度
以下に下がることもあります。	
 
日本では、天気予報で真冬日という言葉

零度以下。旭川一年中约有 80 天都是“真冬

が使われます。これは一日中、気温が 0 度

日”。（中国的最低气温是 1968 年黑龙江漠

未満の日のことです。旭川は平均して年間

河创下的零下 52.3 摄氏度的记录）

80 日以上の真冬日があります。	
 

旭川还被称作“河之乡”。在旭川市内流淌

（ちなみに中国の最低気温は、1968 年黒竜

着石狩川、美瑛川、忠别川等 129 条河流。为

江省の漠河で記録された－52.3 度）	
 

此市内也修建有大小 700 多座桥。

	
  旭川はまた、川の町として知られていま
す。市内には石狩川をはじめ美瑛川、忠別
川など 129 の川が流れています。そのため、
市内には大小あわせて 700 あまりの橋があ
ります。	
 

〔２〕２日目（旭川→層雲峡→上士幌→糠平→鹿追→然別湖）	
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◆旭山动物园

◆旭山動物園	
 

旭山动物园于 1967 年开业，是日本最北端的

１９６７年に開園した日本最北端の動物

动物园。近几年，这里也逐渐成为了北海道最有代

園です。この動物園は近年、北海道を代表

表性的观光地之一。不光日本游客，很多海外游客

する観光地として定着し、日本国内だけで

也慕名前来。2006 年，旭山动物园的入园人数超

なく海外からも多くの観光客が訪れていま
す。2006 年の入園者数は 300 万人を超え全

过 300 万人，位居日本第二位。
园内展示着 136 种，761 头动物。为了让游
客可以观赏到动物最原生的行走与游动的模样，旭
山动物园采用了特殊的设计建造方式。

国２位になりました。	
 
園内には１３６種、７６１頭の動物が展
示されています。訪れた人に、走ったり、
泳いだりする動物本来の姿を見せるため

例如，在企鹅游泳池中建有水中隧道；狮子、

に、特殊な設計方法が採用されています。	
 

老虎等可在近乎纯自然的环境中自由自在地行走
等。旭山动物园也因展示方式独特而闻名。

例えば、ペンギンのプール内の水中ト
ンネルや、ライオンやトラが自由に動き回
れる自然に近い環境等独特の施設づくりを
行っていることで有名です。	
 
	
 

◆男山造酒厂

◆男山酒造	
 

男山酒造は約 350 年の歴史を持つ酒造で
男山造酒是有着约 350 年悠久历史的造酒厂。
自江户时代开始，这里就因受到将军的爱戴而闻名， す。江戸時代から名酒として将軍家の愛用
の酒として知られ、今も昔も変わらず日本

至今仍是日本酒的代表品牌之一。
男山造酒曾多次在海外酒类比赛中获奖，并应
海外客户的强烈要求大量出口，是著名的日本酒品

酒の代表的なブランドとなっています。	
 
また海外の酒類コンクールで数々の賞を
受けており、有名な日本酒のブランﾄﾞの一

牌之一。
造酒厂位于北海道中央。这里有大雪山群峰的
万年积雪，男山造酒选取这些深藏地下多年的地下

つになっています。	
 
	
 	
 ここの特色は、北海道の中央、大雪山連
峰の万年雪に発し、地下深く幾年もの歳月

水为原料，制成了独具特色的日本酒。北海道的寒

を経た地下水を汲み上げて仕込みに使って

冷气候，也十分利于低温发酵而成好酒。

おり、また北海道の寒冷な気候は低温長期
発酵に適しているために良いお酒ができる
のです。	
 
	
 

◆大雪山	
 

◆大雪山
大雪山于 1934 年被制定为国立公园。整体面

この地域は 1934 年に国立公園に指定さ

积比东京还要大。2004 年，大雪山与知床一同被

れました。東京都よりも広い面積を持ちま

列入世界自然遗产的候补。

す。2004 年に知床と並び、大雪山も候補に

大雪山山系被称为北海道屋顶。这里的山丘高
度为 2000 米左右，但却拥有可以和本州 3000 米
的高山相媲美的环境，可观赏到种类繁多的高山植
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なっていました。	
 
北海道の屋根と呼ばれる大雪山系の山々
が連なります。これらの山岳は 2000ｍ前後
の高さですが、本州の 3000ｍの山岳に匹敵

物。

する環境を持ち、高山植物もが図多くみら
れます。	
 
	
 

◇专栏：鼠兔

◇コラム：ナキウサギ	
 
大雪山国立公園のなかで、最も珍しいの

大雪山国立公园中最珍贵的动物莫过于鼠兔。
鼠兔的大小与老鼠相仿，且耳朵小于普通的兔子，
所以常常让人感觉不像兔子。

がナキウサギです。ちょうどネズミくらい
の大きさで、耳も小さく、ウサギという感
じがしません。	
 

鼠兔生存于大雪山至日高山脉的岩架中，以高
山植物为食。鼠兔据说是从冰河时代繁衍至今。现
在只活动于喜马拉雅、中亚、西伯利亚、堪察加半
岛等遗留有冰川的地方。

日本では、この大雪山から日高山脈の岩
場に住み高山植物を食べて暮らしていま
す。ナキウサギは氷河時代の生き残りと言
われ、いまではヒマラヤ・中央アジア・シ
ベリア・カムチャッカなど、氷河のあとが
残っているところにしか生息しておりませ
ん。	
 
	
 

◆上川町

◆上川町	
 
上川町は全面積の 90％以上を森林が占め

上川町面积的 90％都被森林覆盖。因此，上川

ています。そのため上川町は林業や、その

町的林业、及其木材工业也十分繁荣。

木材を利用した工業が盛んです。	
 

同时，这里作为大雪山国立公园、层云峡的入
口非常受观光客的喜爱。

	
  また、この町は、大雪山国立公園、層雲
峡の入り口として多くの観光客に人気があ
ります。	
 
	
 

◆层云峡

◆層雲峡	
 

层云峡溪谷高 200 米以上的柱状节理岩壁连绵
不断。峡谷中的岩石主要以浮石、火山灰凝固的熔
岩为主。柱状节理是由于熔岩凝固后产生裂纹而形
成的，这也是层云峡特有的景观。

	
  柱状節理と呼ばれる高さ 200ｍを越える、
岩壁が続いています。この層雲峡の柱をつ
くっている岩石は、軽石や、火山灰が熱で
固められた溶結凝灰岩です。溶岩よりも柔
らかくもろいもので、それが冷えて固まる
ときにできた割れ目が、柱状節理です。こ
の柱状節理が層雲峡の独特の景観を造って
おります。	
 
	
 

◆层云峡温泉

◆層雲峡温泉	
 

层云峡温泉在 19 世纪末就已被发现。但因为交

層雲峡温泉は 19 世紀末に見つかってい
ましたが、交通が不便なため利用者はほと

通不便，而始终无人问津。

んどいませんでした。1934 年に大雪山が国

1934 年，大雪山被指定为国立公园。层云峡
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温泉也随之名声大振，成为深受游客喜爱的旅游观
光地。层云峡溪谷中有多处珠帘瀑布。其中最漂亮
的是自 90 米落差处飞流而下的“流星瀑布”，以及
纤细水流的“银河瀑布”。

立公園に指定されてからは有名になり、に
人気の観光地となりました。	
 
層雲峡の渓谷には幾筋もの滝がありま
す。その中で最も美しいとされるのが、約
90ｍの落差を激しく流れ落ちる｢流星の滝｣
と、繊細なラインの「銀河の滝」です。	
 
	
 

◆流星瀑布

◆流星の滝	
 

从高 90 米的断崖上飞流直下。由于具有一气呵

90ｍの断崖から、一気にとどろき落ちる
豪快なひびきは力強い感じのするところか

成奔流而下的气势，又被称作“男瀑布”。

ら男滝ともいわれています。	
 

◆银河瀑布

◆銀河の滝	
 

从高 120 米处流下，纤细的水流落下时的优美

120ｍの高さから、流れ落ちる様子が女性
的な感じのするところから、女滝ともいわ

感如女性一样柔美，又被称作“女瀑布”。

れています。	
 
	
 

◆黑岳

◆黒岳	
 

大雪山中最受欢迎的观光地就是标高 1984 米

大雪山の中で一番気軽に観光できる山は
標高 1,984ｍの黒岳です。かつてアイヌの

的黑岳。爱努人以前将这座山称作

人はこの山を「カムイミンタラ（神々の遊

“kamuiminntara”（众神游玩场所）。

ぶところ）」と呼んでいました。	
 

山间有登山道可以登上山峰，也可乘坐缆车抵

登山道もあり、5 合目までロープウェイ

达半山腰，秋季赏红叶；冬季滑雪……四季皆有不

にも乗ることができます。秋には紅葉、冬
にはスキーと四季折々の楽しみがありま

同的观光项目可以体验。

す。	
 
	
 

◆层云峡冰瀑节

◆層雲峡氷瀑まつり	
 

层云峡冰瀑节自 1976 年开始，每年 1 月至 3
月中旬举行。会场中设有冰屋、雪窖、隧道、冰雕
等。除夜晚进行点灯之外，还举行鼓乐演奏等多种
活动。每逢周末更有令人兴奋的焰火大会。

氷瀑まつりは 1976 年に始まり、毎年１月
から３月中旬まで開催されます。会場には
氷でできた建物、かまくら、トンネル、氷
の彫刻が設置されます。夜には美しくライ
トアップされるほか、太鼓演奏などいろい
ろなイベントが開かれます。また、週末に
は盛大な花火大会も行なわれています。	
 
	
 

◆上士幌町

◆上士幌町	
 

上士幌町是以林业与奶酪畜牧业为主导的城
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上士幌町は森林資源を生かした林業と酪

市。近年，为利用空旷土地，还开始举办热气球节。 農の町です。近年では、広い土地、広い空
を利用し、熱気球フェスティバルが行われ
ております。	
 
	
 

◆糠平湖

◆糠平湖	
 

糠平湖是 1956 年建造糠平大坝时产生的人工

糠平湖は 1956 年の糠平ダムの建設によ

湖，周长 33 公里。很久以前爱努人称其为“魔人的

って生まれた人造湖です。周囲は 33 ㎞。昔、

峡谷”，周围巨树繁茂，湖面映衬者东侧大雪山的

アイヌの人たちが「魔人の峡谷」と呼んだ

倒影。

ところで、巨木が生い茂り、湖には、東大

糠平大坝以电力开发为目的，于 1953 年动工，
经 4 年竣工。大坝充分利用十胜川支流，6 个发电
厂合计发电 17 万 2000 千瓦，向札幌方向输送电
力。

雪の山々が影を落としていました。	
 
糠平ダムは、電源開発を目的として、1953
年に起工し、4 年がかりで竣工しました。
十勝川の支流を十分に利用し、6 つの発電
所の合計出力は 17 万 2,000ｋｗで札幌方面
にも送られます。	
 
	
 

◆糠平温泉

◆糠平温泉	
 

糠平温泉从古代开始就作为“温泉治疗所”而

糠平温泉は古くから湯治場として知られ

闻名。1956 年糠平湖诞生后，成为沿湖温泉。温

ていました。1956 年、糠平湖の誕生ととも

泉水为碱性的单纯泉与食盐泉等，对肠胃病及神经

に湖畔の温泉となりました。泉質はアルカ

疼有很好的疗效。

リ性の単純泉、食塩泉などで、胃腸病・神
経痛に効果があります。	
 
	
 

◆鹿追町

◆鹿追町	
 

鹿追町名字的来源于爱努语，意为“追逐鹿的

鹿追町は、この地域のアイヌ語地名が鹿

土地”。在 1921 年成立这个町县时，就直接将爱

を追う広大な土地という意味であったこと

努语翻译成为了町名。

から、1921 年に町が出来たとき、そのまま

画家神田日胜的纪念美术馆也建在鹿追町。神
田日胜在 1970 年就已去世，年仅 32 岁。但他的
作品却在美术史上永久地保留下来。农民出身的神
田日胜一边从事农业劳动，一边独自学习油画技巧，
记录下战争后十胜地区开拓期的模样。代表作为未

訳して町名にしました。	
 
鹿追町には神田日勝記念美術館がありま
す。神田日勝は 1970 年に 32 歳で急逝しま
したが、美術史に残る有名な画家の一人で
す。農家でありながら、独学で油絵を学び、
終戦後の十勝開拓の様子を描きました。代

完成的绝笔之作《马》。这幅作品现已成为神田日

表作は絶筆となった末完成の「馬」という

胜纪念美术馆的代表标记。

絵です。この絵は神田日勝記念美術館のシ
ンボルマークにもなっています。	
 

◆然别湖

◆然別湖	
 

然别胡是一个周长 16 公里，深 100 米，南北
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细长的湖泊。周围被海拔 1000 米的高山包围，森

に長い湖です。周囲を 1,000ｍ級の山に囲

林延续到水边，营造出一片神秘的风景。

まれ、水際まで森林せまり、神秘的な風景

湖泊本身的海拔为 800 米，所以经常多云多雾， を作りだしています。	
 
水面也经常兴起细小波浪。湖面从 11 月到次年 4
月半年的时间，全部被冰雪覆盖。所以以前冬季很
少有游客光顾，附近的旅馆也只在夏季营业。
不过随着近年冬季，一个叫做“然别湖 kotan
（爱努语 kotan 为村落的意思）”活动的举办，冬
季的游客人数也开始增加。特别是在结冰的湖面上
建起的露天浴场和冰吧，非常受游客欢迎。

湖の標高は 800ｍと高いところにあるた
め、雲や霧の発生が多くそれとともにささ
波が立ちます。然別湖は 11 月から翌年の 4
月までの半年間、ここ然別湖は雪に覆われ
ます。そのため、以前は冬季に訪れる観光
客はおらず、ホテルの営業は夏の間になる
ほどでした。	
 
最近は、然別湖コタン（コタンはアイヌ
語で村の意味）でイベントが行われ、冬の
然別湖を訪れる人も増えました。特に凍っ
た湖上に造られる露天風呂やアイスバーが
人気になっています。	
 
	
 

	
 
〔３〕３日目（然別湖→十勝清水→帯広近郊→池田→十勝川温泉）	
 
	
 

◆千年之森（赛格威）

千年の森（セグウェイ）	
 

千年之森将造林与农业相结合，培育有 280 种
植物，并有棕熊、虾夷鹿、北狐等多种动物在这里

千年の森は森づくりと農業に取り組んで
います。280 種の植物が育ち、ヒグマ、エ

繁衍生息。森林区域内的牧场还养殖着 150 头山羊。 ゾシカ、キタキツネ等多種の動物が生息し
此外，千年之森内的餐厅还提供山羊奶制品，和从
直营农场采摘来的蔬菜为材料制作的精美饭菜。
从 2007 年，千年之森开始首次在日本开展赛
格威旅游项目。赛格威是按照体重移动调节速度，
可变换前后左右方向的神奇交通工具。使用充电电
池，是环保无尾气排放的交通工具。

ています。敷地内の牧場には 150 頭のヤギ
が飼育されています。レストランではヤギ
の乳製品の他、直営農園で採れた野菜を使
った料理が提供されています。	
 
2007 年より日本初の「セグウェイツアー」
がスタートしました。体重移動によって速
度調節から、前後新、方向転換を行うこと
ができる不思議な乗り物です。充電式バッ
テリーを使用しているため、排気ガスを出
さない環境に優しい乗り物です。	
 
	
 

◆十胜地区·带广市

◆十勝地方・帯広市	
 

十胜地区土地平坦辽阔，是日本具有代表性的

十勝地方は広く平地が広がっているた

谷物生产地和奶酪农业产地。这里农作物产量丰富， め、日本を代表する穀倉地帯であり酪農地
帯です。日本の食料基地とも言われるほど
被誉为日本的食材基地。特别是马铃薯、甜菜和山
豊かな農産物を産出しています。特にここ

药的生产量，居日本首位。
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带广是十胜地区的中心城市，拥有 16.8 万人口
（2009 年）。1883 年，静冈县出身的依田勉三

じゃがいも、ビート、長いもの生産量日本
一を誇っています。	
 
帯広市は、人口は 16 万 8 千人（2009 年）

带领着社团“晚成社”的成员来到带广，开始了这

で、十勝地方の中心都市です。1883 年に静

里的开拓活动。
带广的代表美食，是将腌制过的猪肉切成薄片
后，放在米饭上的“猪肉盖饭”。现在带广猪肉盖
饭已成为日本家喻户晓的一道美食。

岡県出身の依田勉三率いる晩成社という団
体が入植したのが開拓の始まりです。	
 
帯広の名物郷土料理は、『豚丼』です。
豚丼とは豚肉をたれに絡めて焼き、ご飯の
上に盛り付けるだけのシンプルな料理です
が観光客からは人気のグルメです。	
 
	
 

◇挽曳赛马

◇ばんえい競馬	
 

挽曳赛马顾名思意，就是让农耕马拉上雪橇后

ばんえい競馬は名前が示す通り、農耕馬

进行比赛。这是世界上仅在日本北海道才有的特殊

によるソリ引きの競馬のことです。世界で

赛马竞技。

も日本の北海道にしかない独特の競馬で

雪橇最重时可达 1 吨，比赛直线距离为 200 米。 す。	
 
最も重い時で 1ｔにもなるソリを、直線

挽曳赛马所使用的农耕马的体重在 1 吨左右，是一
般赛马比赛所使用的“撒拉布列特马”的 2 倍。
很久以前，北海道人民借助马匹开垦农田，祭
祀时借助马匹的力量竞争。在娱乐匮乏的时代，举

距離 200ｍを競争させて行われます。ばん
えい競馬に使われる馬の体重は約１t で、
通常の競馬で使われるサラブレッドの２倍
です。	
 

行各种各样的草地赛马、农耕马赛马比赛，从而慢

	
 	
  かつて、北海道の人は、農耕や開拓に馬

慢发展成为挽曳赛马。以前在岩见泽市或旭川市也

の力を借り、お祭りには馬の力を競い合い

有举行，现在则只在带广市内举办。

ました。娯楽の少ない時代、あちこちで草
競馬や、農耕馬の競争が行われ、それが後
にばんえい競馬と発展しました。以前は岩
見沢市や旭川市でも行われていましたが、
現在は、帯広市のみで行われています。	
 
	
 

◆紫竹花园

◆紫竹ガーデン	
 

每年 4 月至 10 月开园。可以观赏到 2000 种

4 月から 10 月までが開園期間です。2000

左右的花草。园内分为彩石花园、野生花园等 22 个

種の草花が見られます。園内はロックガー

区域。5、6 月份园内盛开着 160 万棵郁金香。园

デン、ワイルド、フラワーガーデン等２２

内还有销售花种的商店及餐厅。

のゾーン分かれています。5，6 月には１６
０万本のチューリップが咲きます。花の種
を売るショップやレストランもあります。	
 
	
 

◆真锅花园

◆真鍋ガーデン	
 

真锅花园是日本首家针叶树花园。在这里可以
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日本初のコニファー(針葉樹）ガーデン
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观赏到欧式花园、日式庭院、风景式庭院等不同风

で、ヨーロッパガーデンや日本庭園、風景

景。

式庭園に区分けされており、それぞれの風

同时，园内还销售上百种从北欧、加拿大等地

景を楽しむことができます。北ヨーロッパ、
カナダ等から輸入された北方系外来種が何

进口的北方系外来种植物。

百もあり園内でも販売されております。	
 
	
 

◆札内川

◆札内川	
 

札内川曾入选过日本国土交通省评定的“最干

札内川は、日本の国土交通省が選定する

净水质，无污染河流”排名榜（简称清澈河流排名

きれいで水質汚染のない河川ランキング

榜）。在最近 20 年内，也曾多次当选“日本最干净

（清流ランキングと言いますが、）で、清

的无污染河流”。

流日本一の川としてここ 20 年で何度も選

札内川虽然在地表上的水流量非常少，但地下

ばれたことのある汚染のないきれいな川と
して知られています。見た目、地表を流れ

的伏流水量却非常丰富。

る水量は少ないのですが、地下には伏流水
が豊かに流れています。	
 
	
 

◆池田葡萄酒城（池田町葡萄、葡萄酒研究所）
池田町自 1960 年代末开始制作葡萄酒，现在

◆池田ワイン城（池田町ブドウ、ブド
ウ酒研究所）	
 
池田町は 1960 年代後半から町営でワイ
ン作りをはじめワインの町として知られて

被誉为“葡萄酒之乡”。
在葡萄酒城内，可以参观葡萄酒制造工序，享
用美酒与佳肴。葡萄酒城在秋季会定期举办葡萄酒
节。同时，这里还创立了“十胜葡萄酒顾问”这一

ます。	
 
ワイン城では、ワイン製造工程の見学、
ワインと食事が楽しめます。秋にはワイン
祭りを行なっています。また、同ワイン城

特有资格制度。

ではオリジナル資格制度「十勝ワインアド
バイザー」を創設しています。	
 
	
 

◆十胜展望台

◆十勝が丘展望台	
 

从展望台可以眺望到十胜川、十胜平原和日高

十勝川、十勝平野、日高山脈を見渡せる

山脉。同时，这里也因为可欣赏到美丽的夕阳日落

展望台。綺麗な夕日が眺められる場所とし

景色而知名。

ても知られています。	
 
	
 

◆花坛钟

◆花時計	
 

十胜温泉的十胜之丘公园内，有世界屈指可数

十勝川温泉の「十勝が丘公園」には、世

的大型花坛钟，其名称为“hanakku”。大钟直径

界でも有数の大きな花時計があり、『ハナ

为 18 米，周长为 56 米，长指针 10 米，短指针

ック』と呼ばれています。時計の直径は 18m、

7.2 米。在字幕盘外 2 米宽的面积内，种满了四季

円周 56ｍ、長針は 10ｍ、短針 7.2ｍです。
これに文字盤の周りに 2ｍ幅で、マリーゴ

常开的金盏花、鼠尾草、矮牵牛花等。

ールド・サルビア・ペチュニアなど四季折々
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の花が植えられています。	
 
	
 

◆十胜川温泉

◆十勝川温泉	
 

十胜温泉是世界稀有的，含有植物成分的天然

十勝川温泉は世界でも珍しい植物性の温

“MOOR 温泉（褐煤泉）”。温泉水颜色呈茶褐色。 泉で、モール温泉と呼ばれ、茶褐色の濁っ
“MOOR”是德语沼泽、泥炭的意思。地下堆 た色をしています。	
 
积的植物产生热量，使得水温增高。植物性水质温
和，不刺激皮肤，并蕴含有丰富的天然保湿成分。
入浴后肌肤光滑透亮，享有“返老还童泉”、“美
女泉”和“天然化妆水”的美誉。“MOOR 温泉”
格外受女性欢迎。据说轻度的皮肤干燥，只要泡过
一次就会痊愈。

モールというのはドイツ語で、沼地、泥
炭のことで、地下に堆積する植物の発行熱
によって地下水があたためられてできたも
のです。植物性の泉質はまろやかで皮膚を
刺激せず、天然保湿成分が豊富で、入浴後
はお肌がツルツルになります。「若返りの
湯」「美人の湯」「天然の化粧水」などの
美称を誇り、特に女性に人気のある温泉で
す。また軽い肌荒れなら一回浸かれば治る
とも言われています。	
 
	
 

	
 
〔４〕４日目（帯広→幸福駅→広尾→襟裳岬→静内→夕張→千歳）	
 
	
 

◆带广畜产大学

◆帯広畜産大学	
 

带广畜产大学是日本唯一的一所国立畜产大

帯広畜産大学は、日本で唯一の国立の畜

学。其前身是 1941 年创立的带广兽医学校，现在

産大学です。1941 年に、帯広高等獣医学校

开设有兽医、农业工学和畜产环境学等 7 个学科。

として誕生しまたが、現在は、獣医、農業

校园面积宽广，达 200 公顷，内设有研究用牧场与

工学、畜産環境学など 7 学科があります。
およそ 200ｈａという広大なキャンパスを

家畜医院。

持ち、研究用牧場や家畜病院などが付属さ
れています。	
 
	
 

◆旧愛国駅	
 

◆旧爱国车站
现在前往以前被称作“爱国”的铁路车站。此
车站与同时前往的“幸福车站”一起，于 1973 年

現在以前『愛国』という名前の鉄道駅だ
った跡に向かっています。この旧駅はこれ

被电视介绍。“从爱国到幸福”的流行语因此诞生， から向かう幸福駅とともに 1973 年にテレ
并在日本引起了一股狂潮。此前每天只有 20 名乘客
的使用的小车站，一个月的车票销售却超过 30 万
张。自此之后的四年，共计卖出了 1000 万张左右
的车票。
1987 年，通行于两个车站间的铁路被废止，
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ビ番組で紹介され、「愛の国から幸福へ」
のキャッチフレーズとともに一躍脚光を浴
び、日本で一大ブームを巻き起こしました。
それまでは、1 日 20 人たらずの利用者しか
ない鄙びた駅に過ぎませんでしたが、1 ヶ
月間の切符の売り上げが 30 万枚を越えた
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但爱国车站的候车室却得到了保留。现在的爱国车

月もあるそうです。それから 4 年間で 1 千

站，作为爱国交通纪念馆的观光地，受到游客的欢

万枚もの切符が売れたそうです。	
 
1987 年にこの駅と路線は廃止になりまし

迎。

たが、駅舎は残され、現在は愛国交通記念
館として観光地となっています。	
 
	
 

◆幸福车站

◆幸福駅	
 

这个地方最早的名字叫做“幸震”。后来从“福

もともとこの辺りは、幸震と呼ばれてい

井”来的开荒者们从“幸震”与“福井”两个地名

たのですが、開墾のため福井という所から

中各取一字，组成了现在的名称“幸福”。

この地に移住してきた人達によって、幸震

1987 年幸福车站与爱国车站同时被废除，但
两处均保留下了当时的候车室，演变成为旅游观光
地。自此之后，很多祈求幸福的人们，都会慕名来
到这块儿吉祥宝地，希望可以讨到一个好兆头。这
里销售的各种纪念品也非常受欢迎。

の幸と福井の福を一字ずつ取って、幸福と
名づけられました。	
 
	
 	
 1987 年にこの駅とその路線は愛国駅と同
様に廃止になりましたが、愛国駅と同様に
駅舎は残され、観光地として生まれ変わり、
その後も駅名にあやかって幸せを願う人々
が多く訪れており賑わっています。幸福グ
ッズが人気です。	
 
	
 

◆花畑牧场

◆花畑牧場	
 

这是由日本演员田中义刚先生创建经营的牧
场，同时还制造销售各种乳制食品，是十胜地区受

1992 年にタレントの田中義剛氏によって
設立されました。牧場経営の他、食品の製

欢迎的旅游观光地之一。花畑牧场生产的生牛奶糖、 造販売も行なっている十勝地方の人気観光
冰淇淋、奶酪在北海道内各观光地及百货店非常受

地です。同牧場ブランドの生キャラメル、
アイスクリーム、チーズは道内各観光地、

欢迎。

デパートで人気を博しています。	
 
	
 

◆圣诞乐园

◆サンタランド	
 

广尾町的圣诞乐园是圣诞老人的故乡，也是获

ここ広尾町のサンタランドはサンタクロ

得挪威认可的日本唯一的圣诞乐园。每年 10 月 24

ースのふるさと、ノルウェーが認めた日本

日至 12 月 31 日都会举行大型灯会。在 10 月 24

唯一のサンタランドです。毎年 10 月 24 日

日就会举行圣诞树的点灯仪式，可以更早感受到圣

から 12 月 31 日まで、イルミネーションが
灯されます。10 月 24 日にはメインツリー

诞节气氛。

にイルミネーションが灯される点灯式が行
なわれ、一足早いクリスマス気分が味わえ
ます。	
 
	
 

◆日高山脉

◆日高山脈	
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日高山脉位于北海道中南部，长约 150 公里，

北海道の中央南部に位置する山脈です。

最高峰为 2050 米。周边地区几乎全部属于日高山

長さは約 150 ㎞。最高峰は 2050ｍです。ほ

脉襟裳国家公园范围内。

ぼ全域が日高山脈襟裳国定公園に指定され
ています。	
 
	
 

◆襟裳岬

◆襟裳岬	
 

襟裳岬位于日高山脉的南端，是一块延伸至太

日高山脈の南端部に位置し、太平洋に接

平洋的海岬。海岬周围全部为高 60 米的断崖。海岬

する岬です。岬の周囲は高さ 60m に及ぶ断

灯台海拔 33 米，1889 年初次点灯。

崖となっています。岬の灯台は海抜 33m に

明治时期以后，由于拓荒农民需要与强风寒冷

位置し、1889 年に初点灯しました。	
 
襟裳岬は明治時代以降、開拓農民が強風

作斗争，为了保暖等的生活原因开始砍伐森林树木。
另外，造纸也是导致不断砍伐的一个原因。最终，
襟裳岬这片土地变为了沙漠。
沙漠化后，海带不再生长，大马哈鱼等洄游鱼

と寒さに耐えながら、暖をとるなど生きる
ために森の木を切り続けました。また、紙
の材料としても木がつぎつぎに切り倒さ
れ、ついに砂漠となってしまいました。	
 

也不再到来，使海洋渔获量大幅下降。

砂漠化後、コンブが生えなくなり、サケ

为此，1953 年开始整治森林。第一步是播种， などの回遊魚も来なくなり、海産物の漁獲
然后为了防风将海藻覆盖在地面上，经过不懈的努
量が激減しました。	
 
力最终完成了草本绿化。随后，在防风堤上集中种

このため、1953 年以降治山事業を開始。

植黑松，在 1999 年末，接近 89%的荒地面积被

まず、草本の種子を蒔き、風を防ぐために

170 公顷的绿树覆盖。

海藻で覆うことにより最終的に草本緑化を

在襟裳岬有一处“风之馆”，除可在强风中观

完了。その後、防風垣で覆った上でクロマ

望襟裳岬以外，还有一处即使在风和日丽的日子里

ツを中心とした植林が行われ、1999 年度末
で、荒廃地面積のほぼ 89%にあたる 170ha

也可到体验风速 25 米的强风体验区。

の木本緑化を終了しました。	
 
襟裳岬には「風の館」という施設があり、
強風の中でも襟裳岬を展望することができ
るほか、風のない日には風速 25m の強風体
験ができるコーナーがあります。	
 
	
 

《襟裳岬》是日本歌手森进一的歌曲。曾经被邓

「襟裳岬」という歌は森進一の歌ですが、
鄧麗君がカバーし、その後瀋陽出身の歌手

丽君和沈阳歌手那英翻唱过。

那英もこの歌を歌っています。	
 
	
 
	
 

作词：OKAMOTO OSAMI 作曲：吉田拓郎

作詞:岡本おさみ作曲:吉田拓郎	
 	
 
演唱:鄧麗君	
 

演唱：邓丽君
在北方的城镇似乎已经开始用暖炉

北の街ではもう悲しみを暖炉で	
 

来燃烧忧伤了

燃やしはじめてるらしい	
 

124	
 

第 4 章(3)	
  コース別時系列観光情報（上川十勝編）	
 

为了一些莫名其妙的事情而

わけのわからないことで	
 

烦恼的同时

悩んでいるうちに	
 

人会很快地衰老

おいぼれてしまうから	
 

所以我们把持续沉默的岁月

黙りとおした歳月をひろい集めて	
 

拾起并聚集起来 互相温暖吧

暖めあおう	
 

襟裳的春天

襟裳の春は何もない春です	
 

是空无一物的春天

	
 

你已经是喝了第二杯了吧

咖啡杯里

君は二杯目だよねコーヒーカップに	
 

放了一块方糖

角砂糖ひとつだったね	
 

将从前扔掉的繁琐杂事

捨ててきしまった	
 

已经忘掉的事情

わずらわしさだけを	
 

不停地搅拌着

くるくるかきまわして	
 

过去了的夏天的气息

通りすぎた夏のにおい想い出して	
 

回想起来真令人怀念啊

なつかしいね	
 

襟裳的春天

襟裳の春は何もない春です	
 

是空无一物的春天

	
 

每天的生活即使厌烦

也一样会来临

日々の暮らしはいやでもやってくるけど	
 

静静地笑吧

静に笑ってしまおう	
 

只有个性怪癖

いじけることだけが	
 

才能生存

生きることだと	
 

因为过于娇生惯养

かいならしすぎたので	
 

所以才摆架子这样说话

身構えながら話すなんて	
 

啊！我很懦弱胆小吧

アー臆病なんだよね	
 

襟裳的春天

襟裳の春は何もない春です	
 

是空无一物的春天

耐不住寒冷的朋友来访了

寒い友達が訪ねてきたよ	
 

不要客气 来暖和一下再走吧

遠慮はいらないから暖まってゆきなよ	
 
	
 

◆日高地区与马的历史

◆日高地方と馬の歴史	
 

日高地区作为“骏马之乡”在全日本闻名。气

日高地方では「優駿のふるさと」として、

候适宜是原因之一。日高地处在北海道内温暖雪少

全国に名を馳せています。その理由のひと

的地区，同时雾气较重。由于火山灰地层较厚，与

つとして気候があります。日高地方の気候

普通农业相比，日高地区更适合于发展畜牧业，所

は、北海道のなかでは温暖で雪も少ない地
域です。しかし、濃い霧がよく発生し、火

以从古至今一直被视为马匹的重要产地。
1907 年（明治 40 年），在浦河町创建了农
林省日高种马牧场，开始饲养撒拉布列特马。现在，
日高仍是赛马马匹的重要出产地，日本 73%的赛马
都产自这里。

山灰地が厚いため、農業としては普通作物
よりむしろ畜産に適切であり、古くから馬
産地として位置づけられてきました。	
 
1907(明治 40)年には浦河町に農林省日高
種馬牧場が開設され、サラブレッド生産が

饲养赛马需要放牧地、储草地、马场、和设施
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始められました。現在、日高の競走馬生産

用地等宽阔场地。随着日高以外其他牧场的衰败，

の全国に占める割合は、生産頭数７３％で

日高地区自二战之后，逐渐发展成为日本赛马的主

す。	
 

要产地。

	
 	
 競走馬を飼育するには、放牧地、採草地、
馬場、施設用地などの広大な土地が必要な
ので、日高地方以外の場産地は衰退し、結
果として、日高地方が戦後競馬の発展とと
もに日本馬産の主要集積地になりました。	
 
	
 

◆静内二十间道路

◆静内二十間道路	
 

宽 36 米、长约 8 公里的“二十间道路”，是

幅 36m、長さ約 8km のこの道は二十間道

北海道地区屈指可数的樱花观赏地之一。此处自

路と呼ばれ道内でも有数の桜の名所として

1916 年开始种植樱花。当时，牧场员工通过 3 年

知られています。この地に桜が植えられた

的时间，从周边的山间移植了大量虾夷山樱花。现

のは 1916 年です。当時の牧場の職員が 3 年

在此处的樱花被称为是“日本第一樱花”，五月份
3000 棵樱花树相继盛开，每年都有 20 万的观光
客前来观赏此美景。

の月日をかけて近隣の山からエゾヤマサク
ラを移植しました。今では日本一の桜と称
され、5 月には 3000 本の桜が咲き、毎年 20
万人の観光客が訪れています。	
 

◆夕张市

◆夕張市	
 

夕张市以前是煤矿城市。最繁荣时期的 1960

夕張市は以前炭鉱の街でした。最盛期の

年，人口曾经达到 11.7 万人。但随着矿山关闭，矿

1960 年には 11 万 7,000 人もの人口があり

场工人及家属外流，现在人口还不及原来的十分之

ましたが、炭鉱の閉山により、炭鉱労働者

一，仅有 1.1 万人（2009 年统计）。

およびその家族などは全て夕張を離れ、現

煤矿关闭后，夕张为了开发新兴产业而建造的
观光设施反而引发了财政赤字，并在 2006 年导致
财政破产，被制定为日本第四个因私营企业破产，
导致财政体制重组的团体。

在人口はその 10 分の 1 以下の 1 万 1,000 人
（2009 年）しかいなくなってしまいました。	
 
	
 	
 炭鉱閉鎖後、新しい産業を興すために造
られた観光施設が逆に赤字を生んだことな
どから、2006 年には財政破綻し、日本で 4
番目の、民間企業でいう倒産に当たる財政
再建団体の指定を受けてしまいました。	
 
	
 

	
 

126	
 

第 4 章(4)	
  コース別時系列観光情報（道東編）	
 
	
 
１日目（釧路→厚岸→釧路湿原→阿寒湖）	
 
	
 

移動距離	
 
10:00	
  釧路空港	
 

	
 

10:15	
  釧路市丹頂鶴自然公園	
 

2.5ｋｍ	
 

	
  （丹頂鶴の自然な姿を観察できる）	
 

	
 

12:00	
  国泰寺	
 

70ｋｍ	
 

13:45	
  昼食（道の駅「コンキリエ」炙屋で蛎の炭焼き）	
 

3.8ｋｍ	
 

16:00	
  釧路湿原	
 

48km	
 

	
  	
 

	
 

18:30	
  阿寒湖着	
 

64km	
 

アイヌ生活記念館でアイヌの古式舞踊を鑑賞	
 
映画の炉ばた浜っこ	
 
あかん鶴雅別荘鄙の座泊	
 
	
 

	
 

	
  	
 

	
 
２日目（阿寒湖→屈斜路湖→摩周湖→川湯温泉）	
 
	
 

移動距離	
 
8:00	
  阿寒湖温泉（アイヌコタン・ボッケ）	
 
	
 

阿寒湖遊覧船乗船、天然記念物マリモの観察	
 

	
  双湖台	
 

	
 
	
 
14ｋｍ	
 

10:00	
  美幌峠（標高 525m 屈斜路湖の展望地）	
 

56ｋｍ	
 

11:30	
  屈斜路湖砂湯（手作り温泉を掘り地熱を体感）	
 

27ｋｍ	
 

12:30	
  昼食	
 

	
 

13:30	
  硫黄山（今なお噴煙を上げる活火山を観る）	
 

10ｋｍ	
 

15:30	
  摩周湖（第一展望台・第三展望台）	
 

11ｋｍ	
 

	
  ⇒透明度日本一のカルデラ湖を観る	
 

	
 

	
  	
 

	
 

17:00	
  川湯温泉泊	
 

13ｋｍ	
 

	
 
	
 

	
 

	
  	
 

128	
 

第 4 章(4)	
  コース別時系列観光情報（道東編）	
 

３日目（川湯温泉→知床）	
 
3 日目：	
 

移動距離	
 

7:30	
  川湯温泉	
 

	
 

9:30	
  ウトロ（オロンコ岩・ゴジラ岩）	
 

80km	
 

	
  知床観光船で知床半島の自然を満喫	
 

	
 

	
  （ヒグマやイルカに逢えるかも･･･）	
 

	
 

12:00	
  昼食	
 

	
 

13:30	
  オシンコシンの滝	
 

8km	
 

	
  （別称：双美の滝・日本の滝１００選）	
 

	
 

	
 

16:00	
  知床硫黄山	
 

23km	
 

	
  岩尾別温泉	
 

18km	
 

17:00	
  知床五湖（森に囲まれた神秘の湖を行く）	
 

8km	
 

18:30	
  知床グランドホテル北こぶし泊	
 

14km	
 

	
 

	
  	
 

	
 
４日目（知床→斜里→網走→能取岬→サロマ湖→湧別→女満別空港）	
 
	
 

移動距離	
 
8:00	
  ウトロ	
 

	
 

9:00	
  キリスト兄弟団斜里教会	
 

40km	
 

10:00	
  北浜駅	
 

28km	
 

	
  	
 

	
 

11:30	
  博物館網走監獄	
 

16km	
 

12:00	
  昼食は「監獄食」	
 

	
 

13:15	
  映画「狙った恋の落とし方。」ロケ地・能取岬	
 

16km	
 

	
  	
 

	
 

14:00	
  ワッカ原生花園	
 

48km	
 

	
  （日本最大の海岸草原でレンタサイクル）	
 
15:00	
  サロマ展望台（オホーツク海と知床連山を一望）	
 
	
  	
 

	
 
20km	
 
	
 

16:00	
  湧別チューリップ公園	
 

28km	
 

	
  （120 種、120 万本のチューリップが咲く）	
 
19:00	
  女満別空港着	
 

	
 
84km	
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〔１〕１日目（釧路→厚岸→釧路湿原→阿寒湖）	
 
◆映画『狙った恋の落とし方。』のロケ地
◆电影《非诚勿扰》拍摄地－北海道道东
―道東	
 

北海道东部被称为道东地区，这片风景优美的
大地被电影《非诚勿扰》选为了外景拍摄地。借助
电影的东风，道东深受万千中国人的喜爱，来这里
观光的游客也与日俱增。

道東地方は、映画『狙った恋の落とし方。』
のロケ地にも選ばれて、中国語圏からのお
客さんが急増しました。	
 
高倉健が出演する映画の舞台にも度々選
ばれるほどの風景が美しい地方で、馮小剛

日本著名男影星高仓健主演的多部电影，也是
在这里拍摄完成的。据说冯小刚导演就是看了高仓

監督はかつて見た高倉健の映画の舞台に憧
れて道東を『狙った恋の落とし方。』のロ
ケ地に選んだとも言われています。	
 

健的电影后爱上了这里的美丽风景，于是决定将道
东选为《非诚勿扰》的外景地。

◆厚岸町

◆厚岸町	
 国泰（こくたい）寺	
 

国泰寺

“北海道是我的福地，我见佛就拜肯定错不了”
——《非诚勿扰》中，秦奋原本想参拜日本神佛，
结果却阴错阳差参加了日本黑社会举行葬礼的寺
庙。这里，会不会成为您的福地呢？

『狙った恋の落とし方。』の中で、日本
の神様にお参りしたいと、結局日本のやく
ざのお葬式に参加することになったお寺。
「北海道是我的福地．我見仏就拜肯定錯不
了」と秦奮が語るお寺。あなたにとってこ
こは福地になりますか？	
 
	
 

◆釧路空港	
 

◆钏路机场
钏路是著名的雾城。飞机起飞降落的钏路机场，
过去曾多次出现因能见度低，飞机无法降落的情况。
现在有了无线降落导航装置等现代化设备，航班停
飞现象基本消除，方便了很多。

釧路は霧の街としても知られています。
皆さんが降り立った釧路空港もかつては
度々、霧による視界不良のため着陸できな
いことが良くありましたが、今では無線着
陸援助装置等の近代化により、欠航便はほ
とんどなくなり利便性が向上しました。	
 
	
 

◆釧路市	
 

◆钏路市
钏路市是道东地区最大的城市，人口为 18.6 万
人（2009 年统计），略多于带广的 16.8 万人。
钏路原名 KUSURI，原住民爱努人曾在河岸建立村
落，并生活于这里。钏路湾因为是南方暖流和北方
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釧路市は道東の最大の都市で人口が 18
万 6 千人(2009 年 12 月現在)で、帯広の 16
万 8 千人より少し多いです。釧路はもとも
とクスリとよばれ、アイヌの人々が川岸に
コタンという集落を作って生活していまし
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寒流交汇处，所以渔业非常发达。大约在 350 年前
就有建立了渔场。1870 年开始，函馆和东北地区
居民响应明治政府的迁移方针，移居于此。

た。釧路の沖は南からの暖流と北からの寒
流がぶつかることで魚が良く捕れることか
らおよそ 350 年前漁場が開設され、その後、
1870 年頃から明治政府の方針で函館や東北

钏路在 1945 年战争结束后，水产、造纸和煤

地方からの移住がはじまりました。	
 
戦争が終わった 1945 年以降、水産・製

炭三大基础工业急速发展，使得这里成为道东地区
政治经济的重要城市。通过与周边小城市的合并，
钏路市进一步得以扩大。电影《非诚勿扰》外景地

紙・石炭の三大基幹産業が急速に発展し、
道東の政治経済の拠点都市としての役割を
もつようになりました。さらに周辺の町と

之一的阿寒湖，也是在 2005 年才被划入钏路市的。 合併をしながら拡大し、映画『狙った恋の
落とし方。』のロケ地である阿寒湖も 2005
年に釧路市の一部になりました。	
 
	
 

◆釧路の夕陽	
 

◆钏路市的夕阳
知道“世界三大夕阳城市”吗？就是印尼的巴
厘岛、菲律宾的马尼拉和日本的钏路。这三座城市
被称为世界三大夕阳最美的城市。

「世界三大夕日のまち」って知っています
か？インドネシアのバリ、	
 フィリピンのマ
ニラ、日本の釧路。この 3 都市が夕陽の美
しい世界ベスト 3	
 と呼ばれたりしました。	
 

据说此称呼始于 1965 年左右，因辗转于世界

言われはじめたのは、1965 年頃だそうで

各地港口城市的船员们被钏路夕阳的美景所深深吸

す。かつて世界の港を転々とする船乗りが

引，因此而被传开。秋冬季节，这里空气清澈，美
丽的夕阳一览无遗。特别是冬日的夕阳，可千万不

釧路の夕陽の美しさに注目し、そう言い始
めたと言われています。特に秋や冬には空
気が澄んで夕日が美しく見えます。オスス

要错过。横跨钏路川的币舞桥上的四季人体雕像，

メは冬の夕日。釧路川河口付近にかかる幣

在夕阳的映照下熠熠生辉，令人流连忘返。

舞橋上にある四季の像が夕陽を背景にして
美しい姿を見せています。	
 

◆釧路湿原	
 

◆钏路湿地
钏路湿地面积 182.9 平方公里，是北京奥林匹
克公园（11.59 平方公里）的 15 倍，为日本最大
的湿地。1980 年成为日本首个被列入拉姆萨尔公
约的指定湿地。

釧路湿原は、面積 182.９平方㎞の日本最
大の湿原で、北京のオリンピック公園
（11.59 平方ｋｍ）の 15 倍です。1980 年、
日本初のラムサール条約指定湿地に登録さ
れました。	
 

拉姆萨尔公约不仅仅是关于作为水禽栖息地的
国际重要湿地保护公约，也是长久维持保护湿地功
能、资源和价值的重要公约。

ラムサール条約は、国際的に重要な湿地
を国際的に協力して保全し、水鳥の生息地
としてだけではなく、湿地そのものが持つ
機能・資源・価値を将来にわたり維持して

1987 年，钏路湿地被确立为第 28 个国立公
园。日本的国立公园隶属环境省管辖，目的在于通
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いこうとする条約です。	
 
	
 	
 その後、1987 年に日本で 28 番目の国立

过自然公园法保护自然风景。因此虽说是公园，但
游人能够进入的地方是有限的，甚至如折损树枝这
样的行为也是要受罚的。但为了满足游客一览美景

公園に指定されました。日本の国立公園は
環境省の管轄で、自然公園法という法律で
自然風景地を保護する目的なので、公園と
は言っても人が入れる場所は制限されてい

的愿望，在国立公园的外面特别设置了瞭望台和住

て、枝を折ったりしても罰せられます。そ

宿设施。

のような理由で、国立公園の外に展望台や
宿泊施設があります。	
 
	
 

◆丹頂鶴	
 

◆丹顶鹤
钏路湿地的代表非丹顶鹤莫属。由于野火和开
发对栖息地造成的破坏，导致丹顶鹤的数量不断减
少，现已被列为濒危物种。日本环境省和北海道每

釧路湿原の代表はまさに丹頂鶴です。野
火や開発による繁殖地の破壊などにより生
息数は減少しており、絶滅危惧種に指定さ
れています。毎年、環境省と北海道が丹頂

年都会联合对丹顶鹤进行调查。最早在 1952 年做

鶴の一斉調査を行っています。最初の 1952

调查时只有 33 只，现在已经超过了 1000 只。包

年の調査では 33 羽とされていますが、現在

括日本的丹顶鹤在内，现在全世界约有 3000 只丹
顶鹤存在。

では 1000 羽を超えるほどになりました。ま
た、日本の丹頂鶴を含めて世界では約 3000
羽の丹頂鶴がいるとされています。	
 

丹顶鹤展开羽毛时长度超过 2 米，是日本最大
的鸟类。其身姿优雅、气质非凡，被称为“湿地贵
妇人”、“红色贝雷恋人”。人说千年之鹤，鹤是
长寿之鸟，钏路的丹顶鹤自然公园饲养的丹顶鹤有
生长了 36 年的记录。

タンチョウは、羽を広げると 2m 超え、日
本では最も大きな鳥です。その姿の優雅さ、
気品の高さから「湿原の貴婦人」とか「赤
いベレーの恋人」と呼ばれています。ツル
は千年生きると言われるように、ツルは長
生きの鳥で、釧路のここ丹頂鶴自然公園の

为保护日本特殊天然纪念物“丹顶鹤”，1958
年，钏路市丹顶鹤自然公园饲养了 5 只丹顶鹤。自
从 1968 年园内自然孵化，1970 年人工孵化成功

飼育下で 36 年生きたといいう記録があり
ます。	
 
釧路市丹頂鶴自然公園は日本国の特別天
然記念物「タンチョウ」を保護するため、

以来，采取了多种繁殖手段，2005 年诞生了第五

1958 年に 5 羽を放して開園しました。1968

代丹顶鹤。在钏路公园，游客可以观赏到最接近自

年には園内での自然ふ化、1970 年には人工
ふ化に成功して以来多くの増殖を手がけ、

然生存状态的丹顶鹤。

2005 年には初代から数えて５代目が誕生し

中国的黑龙江省齐齐哈尔市附近的扎龙自然保
护区也是著名的丹顶鹤栖息地。在 2004 年的网上
调查中，丹顶鹤以高达约 70%的得票率作为中国的
国鸟位居榜首，但据说因为丹顶鹤的拉丁语学名和
英文名都是“日本鹤”，而难以做决定。

ました。タンチョウを自然に近い状態で見
ることができる公園です。	
 
中国でも黒龍江省チチハル市付近の扎竜
自然保護区は丹頂鶴の生息地として知られ
ていますね。2004	
 年のインターネットアン
ケートでは、約７割の投票率で中国の国鳥
として丹頂鶴が第１位になりましたが、丹
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頂鶴のラテン語と英語の学名が、両方とも
「日本鶴」であるため、選定に困っている
と言う話を聞きました。	
 
	
 

◆あかん鶴雅別荘	
 鄙の座	
 

◆阿寒鹤雅别莊 鄙之座

おおきな窓から雄大な湖の景色が広が

静立于阿寒湖湖畔的高级温泉旅店，从巨大落
地窗可眺望广阔湖景。电影《非诚勿扰》中，笑笑
从这里的窗户遥望到游览船，回想起过往的恋情片

る、阿寒湖の湖畔に建つ静かな高級温泉旅
館。映画『狙った恋の落とし方。』のなか
で笑笑は、窓から見える遊覧船の姿が過去

断。

の恋をフラッシュバックさせました。	
 	
 

◆阿寒湖町 阿寒湖温泉 炉端烧滨之子

阿寒湖町	
 阿寒湖温泉	
 炉ばた浜っこ	
 
春子、夏代、秋美、雪江－合わせて３０

春子、夏代、秋美和雪江四姐妹，加起来足有
300 岁。您会喜欢哪一位呢？这里电影《非诚勿扰》
中主人公们欢唱卡拉 OK 的“四姐妹居酒屋”的取

０歳。あなたはどれがお好み？物語の中で
は主人公たちがカラオケを楽しむ「居酒屋
四姉妹」として登場。映画公開後、中国か

景地。电影公映后，到访这里的中国游客日益增多。 らの観光客が急増中です。	
 
下面这首“昴”，是《非诚勿扰》电影中邬桑
在四姐妹居酒屋演唱的歌。这首歌是日本著名歌手
谷村新司的代表作之一，也是其成名之作，创下了
60 万张的单曲销售最高记录。

	
 	
 この｢昴｣という歌は、『狙った恋の落と
し方。』の映画の中で、ウーサンが四姉妹
の居酒屋で歌った歌です。これは日本の有
名な歌手谷村新司の代表曲の一つで、ソロ
としては自身最高の 60 万枚のヒット曲で
す。	
 
	
 

<星>

「昴(すばる)」	
 

曲:谷村新司 / 词:郑国江

作詞・作曲：谷村新司	
 

闭起双眼睛 心中感觉清静

目を閉じて	
  何も見えず	
 

再张开眼睛 怕观望前程

哀しくて	
  目を開ければ	
 

夜冷风更清 这一片荒野地

荒野に	
  向かう道より	
 

沿途是岐路 我方向未能明

他(ほか)に	
  見えるものはなし	
 

啊... 不见朗月 导我迷途只有星

ああ	
  砕け散る	
  運命(さだめ)の星たちよ	
 

啊... 荒野路 伴我独行是流萤

せめて密(ひそ)やかに	
  この身を照らせよ	
 

纵步独行 沿途寂静 似只有呼吸声

我は行く	
  蒼白き頬のままで	
 

缓步前往 决意走崎岖山径

我は行く	
  さらば昴よ	
 
	
 

踏过荒郊 苦中找到安静

呼吸(いき)をすれば	
  胸の中	
 

踏过荆棘 我双脚是泥泞

凩(こがらし)は	
  吠(な)き続ける	
 

满天星光 我不怕风正劲

されど	
  我が胸は熱く	
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满心是期望 过黑暗是黎明

夢を	
  追い続けるなり	
 

啊... 星也灿烂 伴我夜行给我影

ああ	
  さんざめく	
  名も無き星たちよ	
 

啊... 星光引路 风之语轻轻听

せめて鮮やかに	
  その身を終われよ	
 

带着热情 我要找理想 理想是和平

我も行く	
  心の命ずるままに	
 

寻梦而去 那怕走崎岖险径

我も行く	
  さらば昴よ	
 
	
 

啊... 不见朗月 导我迷途只有星

ああ	
  いつの日か	
  誰かがこの道を	
 

啊... 星光引路 风之语轻轻听

ああ	
  いつの日か	
  誰かがこの道を	
 

带着热情 我要找理想 理想是和平

我は行く	
  蒼白き頬のままで	
 

寻梦而去 那怕走崎岖险径

我は行く	
  さらば昴よ	
 

明日谁步过 这星也带领

我は行く	
  さらば昴よ	
 
	
 

	
 

〔２〕２日目（阿寒湖→屈斜路湖→摩周湖→川湯温泉）	
 
	
 

◆阿寒湖町

◆阿寒湖町	
 阿寒湖	
 

阿寒湖

出现在电影《非诚勿扰》官方海报中的美丽湖

『狙った恋の落とし方。』のタイトルポ
スターにも使われた美しい湖。	
 

畔。

火山の爆発によって誕生したカルデラ湖

由火山爆发而形成的破火山口湖，至今仍保持

で、原始の風景をひときわ残す神秘的な魅

着原始风景所具有的格外魅力。

力を持っています。	
 

◆ 阿寒湖游览船

◆	
 阿寒湖遊覧船	
 

在这里您可搭乘一览阿寒湖雄伟壮观自然景色
的游览船。这艘游览船将带您登上生长着绿球藻的
忠类岛，参观保护和展览绿球藻自然生态的绿球藻

阿寒湖の雄大な自然を観察でき、チュウ
ルイ島にある、マリモの保護と、自然の姿
をそのままを紹介する目的で作られたマリ
モ観測センターに行くための遊覧船に乗り

观测中心。此外，还可以乘船游览由 19 个美丽小岛

ます。またこの船は、十九列島と呼ばれる

组成的 19 列岛。

小さな島が十九ある景勝地を見ることがで

电影《非诚勿扰》中，就有主人公抵达酒店后
从房间的窗户眺望游览船的场景。

きます。映画『狙った恋の落とし方。』で
は、ホテルに着いた主人公たちが窓から遊
覧船を眺めるシーンで使われました。	
 

◆マリモ	
 

◆绿球藻
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绿球藻是阿寒湖特有的产物，也是北海道最早
被指定为天然纪念物的植物，现在已被列入濒危Ⅰ
类的稀有植物。

マリモは阿寒湖特有の植物です。マリモ
は北海道で最初に天然記念物の指定をうけ
ました。現在も絶滅危惧種Ⅰ類に分類され
ている希少な植物です。	
 

这种像绿色毛绒球的美丽球藻大小各异，大的
直径有 20 厘米，小的仅 1 厘米。除北海道以外，
北美、北欧、俄罗斯等北纬 45 度以北的淡水湖也生
长着绿球藻。据说绿球藻长到用手能轻轻握住的大
小，通常需要百年以上。

緑色の美しいビロード状の丸い藻で、大
きいものは直径 20cm から、小さいものは
1cm とさまざまです。北海道以外には、北
アメリカ、北ヨーロッパ、ロシアなどの北
緯 45 度より北の淡水湖で見られます。ふつ
う、手を軽く握ったぐらいになるまでに 100

以前，很多人喜欢将绿球藻作为当地土特产礼
物带回去。绿球藻因此被大量捕获用以销售，致使
绿球藻的数量锐减。1955 年开展了绿球藻还湖活

年以上掛かるそうです。	
 
	
 	
 以前はお土産に持って帰る人や、売りさ
ばくために捕獲されるなどして、その数が
激減してしまいました。1955 年に返還運動

动，据说因此有 3500 个左右的绿球藻被送回到了

が行われ、3,500 個ほどのマリモが阿寒湖

阿寒湖。在阿寒湖湖畔的生态博物馆中心，能够免

に返還されたそうです。阿寒湖湖畔エコミ
ュージアムセンターでは、無料でマリモが

费观赏到绿球藻。

見ることができます。	
 

据说中国 1937 年曾报告在云南省发现了绿球

	
 	
 中国では、1937 年に雲南省で発見された

藻，这也中国唯一一例有关绿球藻的报告。

報告が唯一の例としてあるそうです。	
 

◆ Bokke——泥浆翻滚沸腾之地（沿游客中

◆	
 ボッケ（ビジターセンター横の散

心旁边的步行道走 10 分钟可到）

策路を歩いて 10 分の所にある）	
 

Bokke 在爱努语中是“煮得沸腾”的意思。
小型泥火山不断活动，从地底下冒出热气，摄氏 80
度到 100 度的灰色热泥发出“咕咚咕咚”的声音沸

ボッケは、アイヌ語で「煮えたぎる」と
いう意味。小さな泥火山が活動を続けてお
り、底からガスが湧きだし、灰色の 80 度か
ら 100 度の熱い泥が「ボコッ・ボコッ」と

腾着。附近的原始林步行道也弥漫着强烈的硫磺味

音を立てながら噴き上げている景勝地で

道。

す。付近の原始林散策路は強烈な硫黄の臭
いで充満しています。	
 
	
 

◆アイヌコタン	
 

◆爱努村落
阿寒湖的爱努村落，是北海道最大的爱努村落，
有 36 户约 200 名居民在这里生活。在这里，可以
观赏到爱努人世代相传的传统爱努古典舞蹈。
这种舞蹈已被指定为国家重要无形民俗文化遗
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阿寒湖のアイヌコタンでは、戸数３６・
約２００名と北海道で一番大きなアイヌコ
タンです。ここでは祖先から伝承されてき
た、伝統あるアイヌ古式舞踊を見学するこ
とができます。	
 

产，也是北海道唯一的重要无形民俗文化遗产。

この踊りは北海道唯一の、国の重要無形
民俗文化財に指定されています。	
 

◆ 双湖台（panketo 和 penketo）

◆	
 双湖台（パンケトー・ペンケトー）	
 

从无边的森林之中，可以看到被称为
panketo 和 penketo 的两个湖。在爱努语中，
penketo 是“上面的湖”、panketo 是“下面的

樹海の中に、ペンケトー、パンケトーと
呼ばれる 2 つの湖がご覧いただけます。ア
イヌ語でペンケトーとは上の湖、パンケト
ーは下の湖という意味です。いずれも付近

湖”的意思。这两个湖都是由于附近的火山喷发而

の火山噴火によってできた堰き止め湖で

形成的堰塞湖。最早的阿寒湖面积，包括现在的阿

す。かつては現在の阿寒湖、パンケトーと

寒湖和 panketo，后来由于砂土淤积而一分为三。
（从双湖台方向）近前菱形的湖是 penketo，

一体で古阿寒湖を形成していたが、土砂の
堰き止めにより 3 つの湖に別れたと考えら
れています。	
 

其后面（penketo 的西北部）只能看到一小部分细

	
 （双湖台から）手前菱形の湖がペンケト

长形状的是 panketo。实际上 panketo 的面积约

ー、その奥（ペンケトーの北西）の細長く
わずかに見えるのがパンケトーです。実際

为 penketo 的 10 倍之大。

はパンケトーの方が約 10 倍の面積があり
ます。	
 
	
 

◆ 弟子屈町

◆	
 弟子屈町	
 

弟子屈町是观光胜地摩周湖、硫磺山及著名温
泉“川汤温泉”和摩周温泉等的所在地。每年都会
有大量日本本土游客光临这里。

ここは屈斜路湖、摩周湖、硫黄山、川湯
温泉、摩周温泉等の観光地や有名温泉のあ
る観光の町です。日本全国から多くの観光
客が訪れています。	
 

◆ 美幌峠和屈斜路湖

◆	
 美幌峠と屈斜路湖	
 

美幌峠海拔 525 米，是远眺屈斜路湖的最佳地
点。有人说这里是日本三大绝美景色山峠之一。日

標高 525 メートルの、屈斜路湖を眺める
絶好の展望地です。ここを日本三大絶景峠
のうちの一つだという言い方もあります。

本电视剧常常在此取景，是闻名全日本的旅游胜地。 日本のドラマのロケーションの地となり観
从这里可以远眺鄂霍次克海和钏路湿地的美景。电
光地として日本全国に知れ渡りました。こ
こからは遠くオホーツク海や釧路湿原まで

影《非诚勿扰》中，3 人驱车从此通过。
屈斜路湖是日本最大的破火山口湖。横卧在湖
中的中岛，是日本最大的湖中岛，周长 12 公里。中

見渡すことができます。映画『狙った恋の
落とし方。』で、3 人がドライブ中にここ
を通ります。	
 

岛是双重式火山的山顶部分。右手边从湖的一端突

屈斜路湖は日本最大のカルデラ湖で、湖

出的是和琴半岛。和琴半岛和中岛一样，原本也是

の中に横たわって見えますのは、日本最大

火山的山顶形成的湖中岛。但由于河流冲积扇形成
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的沙洲，而变成了陆连岛。半岛突出的一端不断涌

湖の端から突き出ておりますのは和琴半島
と言います。和琴半島は、中島と同様、火

出温泉。

山の山頂が湖中島になったものですが、川

越过中间的岛屿，向左边看去，在湖的对面有

の扇状地から成長した砂州により陸繋島と

两座山亲密相偎，左边的是帽子山，右边是头盔山。 なりました。半島の突端には、温泉が出て
此外，远处大雪山峰峦依稀可见。在右边其下面的
平原上，网走湖以及略远处的能取湖和佐吕间湖一

います。	
 
湖の向こう側、中の島の左肩越しに、仲
良く並んだ 2 つの山が見えますが、左は帽

览无遗。除此之外，右边的鄂霍次克海也一收眼底。 子山、右はカブト山といいます。遠くかす
んで見えるのは、大雪山連峰といいます。
右側、直ぐ下の平野の中に見えていますの
が、網走湖、その先に能取湖、サロマ湖が
あります。さらに右側に見えますのはオホ
ーツク海です。	
 
	
 

◆屈斜路湖砂汤

◆	
 屈斜路湖砂湯	
 

挖开湖边的沙子，就有温泉一涌而出。您可在
此轻易地动手制作属于自己的露天温泉浴，享受大
自然的惠顾。由于地热的影响，这里的冬季依然温

ここの湖畔の砂を掘ると温泉が湧き出て
くるため誰でも手作り露天風呂が作れま
す。ここは地熱の影響で冬でも暖かいこと
から、ハクチョウも数多く飛来します。	
 

暖，因此有很多天鹅来此栖息。

◆ 硫磺山

◆	
 硫黄山	
 

接下来就是爱努语称为“赤裸的山”的硫磺山。
喷火口大大小小合计有 1500 多处，是座至今依然
持续活动的活火山。

次はアイヌ語で裸の山という名前を持つ
硫黄山をご案内します。噴火口の数が大小
合わせて 1,500 以上あり、現在も噴気を上
げる活火山です。	
 

硫磺山不同的喷火口，喷出的气体成分各异，

成分は噴気孔により異なりますが、水蒸

水蒸气和火山气体（硫化氢和二氧化硫等）的喷气

気や、火山性ガス（硫化水素や二酸化硫黄

呈白色烟雾状。登上岩石，可以看到一处深 50 米，
被称为捕熊陷阱的爆裂喷火口。周围弥漫着浓重的
硫磺味道，对硫磺气味不适的游客要多加小心。
硫磺山喷发着含硫酸的气体，因此周围的土壤
多为酸性。只适合耐酸性的伏松等的生长，有着独
特的植被。

など）の噴気を、常時白い噴煙として噴出
しています。岩肌を登ると熊落としと呼ば
れる深さ 50m の爆裂火口があります。周囲
は硫黄臭が立ち込めていますので硫黄臭に
弱い方はご注意ください。	
 
	
 	
 この硫黄山から硫酸を含んだガスが噴出
しています。このため、周囲には酸性の土
壌が広がり、酸性に強いハイマツしか生育
しないなど、独特の植生を見せてくれます。	
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◆摩周湖

◆	
 摩周湖	
 

以前是世界上透明度最高的湖，现在退居世界
第二，但在日本仍是位居榜首。1931 年透明度曾
高达 41 米。但据最近的调查显示，其透明度已降至

過去透明度世界第一位であった湖です。
現在は世界第 2 位、もちろん日本第一位の
透明度を誇ります。1931 年には 41m の透明
度がありましたが、最近の調査では 19m ま

19 米。有人说是由于地震的影响，也有人说是由于

で下がってしまったそうです。原因は諸説

周边栖息的虾夷鹿增多的影响，众说纷纭。

あり、地震による影響や周囲に生息するエ

摩周湖被称为“雾的摩周湖”，很少放晴。据
迷信说，如果清晰地看到了对岸的风景，女性会晚

ゾシカの増加などが言われています。	
 
	
 	
 霧の摩周湖と言われるように、滅多に晴
れない摩周湖ですが、もし対岸まではっき

三年结婚，男性则晚三年发迹。不知道现在怎样了

り見えた場合、女性は 3 年婚期が遅れ、男

呢？被称为“雾的摩周湖”因为完全没有河川的流

性は 3 年出世が遅れるという言い伝えがあ

入和流出，所以其水位几乎常年保持不变，极为神

るそうです。今日はどうでしょうか。	
 
	
 	
 「霧の摩周湖」と呼ばれ、注ぎ込む川も

奇。湖水色呈独特的深蓝色，又被称为“摩周蓝”。 流れ出る川もないのに水位はいつも変わら
ない不思議な湖。まるで藍を流したかのよ
うな独特の深い青は「摩周ブルー」と言わ
れている。	
 
	
 

◆川汤温泉

◆川湯温泉	
 

川汤温泉的水来自之前看到的硫磺山。据说川
汤温泉除相思病之外，有治百病之功效。温泉功效
多达 30 多种，特别是有利于皮肤病、神经痛和糖尿
病的治愈。

川湯温泉は先程ご覧いただきました硫黄
山を源泉としている温泉です。効能は「恋
の病以外は何でも効く」とも言われ、約 30
種類の効能があり、特に皮膚病や神経痛・
糖尿病によいとされています。	
 

泉质为强酸性，富含硫磺成分，金属放进去也
会立即氧化，因此，也被称为“酸性硫磺泉”。据
说失恋的人泡过温泉，受到其强酸性刺激后，就会
从浴后的开放感中全然忘记失恋的痛苦。

泉質は金属までも即時酸化させてしまう
程の強い酸性度と多量の硫黄成分を含むこ
とから「酸性硫黄泉」と呼ばれています。
温泉に浸かりますと、その強い強酸性の刺
激と、入浴後の開放感から、失恋の痛みも
忘れてしまったという話もあります。	
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〔３〕３日目（川湯温泉→知床）	
 
	
 

◆知床

◆	
 知床	
 

知床被称为“日本最后的秘境”，2005 年被
联合国教科文组织列入世界自然文化遗产。知床是
爱努语“大地尽头”的意思。

知床は日本最後の秘境と言われ、2005 年
ユネスコの世界自然遺産に登録されたとこ
ろです。知床はまさにアイヌ語で『地の果
て』を意味します。	
 

冬季，知床作为流冰可到达的世界最南端海岸

冬には世界で最も南端に接岸する流氷が

而闻名于世。此外，知床还是世界上屈指可数的，

訪れることで知られます。また知床は、ヒ

棕熊高密度栖息之地。在日本，只有来到这里才能
看到棕熊的原生面目。

グマが高密度で生息する地域としては世界
有数と言われます。ヒグマの自然本来の姿	
 
が見られるのは日本では唯一ここだけで

此外知床出名的，还有“知床八景”，即知床

す。	
 

五湖、知床崖、OSHINKOSHIN 瀑布(双美瀑布）、 	
 	
 また知床八景として、知床五湖、知床峠、
ORONKO 岩、FUREPE 瀑布（傅雷佩瀑布）、
KAMUIWAKKA 瀑布（卡木伊瓦卡瀑布）、

オシンコシンの滝、オロンコ岩、フレペの
滝、カムイワッカの湯、プユニ岬、夕陽台
の 8 つの景色が選定されています。	
 

BUYUNI 山崖（布由尼山崖）和夕阳台。

◆斜里町宇登吕

◆斜里町ウトロ	
 知床野営場	
 

知床野营场

位于世界自然遗产知床的一处露营地。电影《非
诚勿扰》中秦奋假扮棕熊，进行户外生存训练的地
方。

世界自然遺産知床にあるキャンプ場。映
画「狙った恋の落とし方。」の中では秦奮
がクマの格好をして、クマと遭遇した時の
サバイバル訓練をするシーンとして登場す
る場所です。	
 
	
 

◆鄂霍次克海的流冰

◆オホーツク海流氷の話	
 

眼前开阔的鄂霍次克海沿岸，每到冬天就有大
量的流冰流入。流冰能到达的世界最南端，就是这
边的沿海一带。

目の前に広がるこのオホーツク海沿岸に
は冬、大量の流氷が流れ着きます。世界で
流氷が流れ着く最も南に位置するのがこの
海岸一帯です。	
 

流冰是由于中国黑龙江的江水大量流入鄂霍次

流氷は黒龍江の水がオホーツク海に大量

克海，使海水盐分变得稀薄结冰而形成的。因此，

に流れ込み、塩分が薄まることにより凍り

可以说是黑龙江的江水千里跋涉来到了这里。
由于全球气候变暖，流冰量逐年递减。这 100

易くなった海水が、凍ったものです。です
から黒竜江の水が 1000 ㎞の旅をしてここ
まで来ていると言えるでしょう。	
 

年来，鄂霍次克海沿岸地区的年平均气温上升了 0.7

	
 	
 地球温暖化は流氷にも影響し、流氷の量

度，而流冰量减少了约 40%。

は年々減り続けています。ここ 100 年で、
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オホーツク海沿岸地域の年平均気温は 0.7
度上昇し、流氷の量は逆に約 40％減少して
います。	
 
	
 

◆OSHINKOSHIN 瀑布

◆	
 オシンコシンの滝	
 
オシンコシンとは、アイヌ語で「そこに

OSHINKOSHIN 是爱努语“这里是鱼鳞松生
长茂密之地”的意思。因为水流在半途左右一分为
二，所以又被称为“双美瀑布”。

エゾマツが生い茂っている所」の意味です。
左右に分かれて落ちることから、双美の滝
とも呼ばれています。	
 

瀑布飞流直下，如给岩石裹上了白色的衣装，
蔚为壮观。瀑布落差 80 米，被选为“日本有名的瀑
布 100”之一和“知床八景”之一，是有名的旅游

幅広い岩肌を白く覆うように流れ下る豪
快な姿が美しいとされています。落差 80ｍ、
日本の滝 100 選や知床八景に選ばれている
景勝地です。	
 

胜地。

◆宇登吕港

◆ウトロ港	
 

这是知床半岛西部唯一的渔港，是知床观光的
基地，有温泉。海角顶端的大岩石被叫做“三角岩”。

知床半島西側唯一の漁港です。知床観光の
拠点となるところで、温泉もあります。岬
の先端にある大岩は、三角岩と言います。	
 
	
 

◆哥斯拉岩

◆ゴジラ岩	
 

哥斯拉岩以前被称为蜡烛岩，因为酷似日本电

ゴジラ岩は、以前はローソク岩と呼ばれ
ていましたが、日本の映画に出てくるゴジ

影中的怪兽哥斯拉而得名，并广为人知。

ラという怪獣に似ているということで現在

由于地壳变动，这里还被海水覆盖时，从地底

はゴジラ岩として知られています。	
 

挤出的熔岩同时露出地面，周围柔软的部分被侵蚀

地殻変動により、この地が海中にあった

而消失，只留下了耐侵蚀的熔岩部分，而形成了这

ときに地底よりせり上がってきた溶岩も同
時に地上に出て、周りの柔らかい部分が浸

种形状。

食されてなくなり、浸食に強いあの溶岩部
分だけが残りこの形になりました。	
 
	
 

◆ ORONKO 岩

◆	
 オロンコ岩	
 

ORONKO 岩是知床八景之一。这块巨大岩石

知床八景のうちのひとつ、オロンコ岩で
す。約 56ｍの高さがあるこの大岩には、伝

高约 50 米，有着悠久的传说。

説があります。	
 

传说很久以前，这块岩石上住着 OROKKO 族

	
 	
 昔、この岩の上にオロッコ族が砦を構え

人，他们筑寨而居，不断攻击下面经由的船只，恶

て住み、下を通る舟を攻撃したりして悪さ

行累累。由此引起了爱努人的愤怒。于是，爱努人

を続けたそうです。そのためアイヌの人た

心生一计，夜晚在海岸用海藻做成了鲸鱼的形状。
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第二天一早，OROKKO 人看到后以为是鲸鱼被冲
到了海岸，于是都从岩石上跑了下来，结果被爱努
人一举歼灭。从那以后，这块大岩石就被称为了
ORONKO 岩。

人は朝それを見て鯨が流れ着いたと勘違い
し、岩から駆け下りて来たところをアイヌ
によって全滅させられたということです。
それ以降、この大岩はオロンコ岩と呼ばれ
るようになったと言われています。	
 
	
 

◆斜里町 知床格兰德酒店北 KOBUSHI
电影《非诚勿扰》中，笑笑给秦奋留下遗书的
酒店。从酒店的露天温泉可同时眺望到知床宇登吕
港与鄂霍斯克海。作为世界自然遗产知床的玄关，
这里得到越来越多中国游客的关注。

◆斜里町	
 	
 
知床グランドホテル北こぶし	
 
映画『狙った恋の落とし方。』で笑笑が
秦奮に宛てて、遺書をしたためるシーンを
撮影した高級温泉旅館。知床ウトロ港、オ
ホーツク海を一望できる露天風呂があり、
世界自然遺産「知床」の入り口として、中
国観光客からの注目度が上昇中。	
 
	
 

◆知床观光船

◆知床観光船	
 

说到知床，都说耸立在海上的断崖是最具知床
特色的美景。要感受其惊心动魄的气势，最好的办
法就是乘坐观光船。

知床と言えば、海からそそり立つ断崖は
最も知床らしい美しさを備えた風景と言わ
れています。その迫力を実感できるのが、
この観光船です。	
 

高达 80 至 200 米的连绵断崖；断崖上飞流直
下的瀑布；惊涛骇浪在岩石上切下的洞窟；从海上
眺望雄伟壮观的知床山峦，这些在岸上难以体味的
生动风景，一定能够让您叹为观止。

80～200ｍもの高さで続く断崖や断崖か
ら落ちる滝、荒波によって岩盤が削り取ら
れた洞窟、海上から見る壮大な知床連山の
眺めなど、地上では味わえないダイナミッ
クな風景に圧倒されるでしょう。	
 

此外，从观光船上还可以看到众多海鸟繁殖的

	
 	
 また観光船からは、たくさんの海鳥が繁

情形，听到海鸟热闹的啼鸣。如果运气好的话，也

殖している姿を見られ、にぎやかな鳴き声

许海豚、鲸鱼和逆戟鲸会出现在您的视线之中。除
此之外，还可以看到在岩礁上悠然自得的北海狮和
从头顶从容飞过的白尾海雕。

が聞こえます。運が良いとイルカやクジラ、
シャチを見ることができます。また岩礁で
くつろぐトドたち、オジロワシが頭上を飛
ぶ姿も見られます。	
 
	
 

◆知床五湖

◆知床五湖	
 

这里是被原始森林环绕，充满了梦幻色彩的 5

原生林に囲まれてたたずむ幻想的な５つ
の湖です。	
 

个湖泊。

５つの湖を一周できる遊歩道がありま

有步行道可周游这 5 个湖泊。湖泊周围的树林

す。周りの樹林や知床連山を湖面に写しな

和知床连绵的山峦倒映在湖面，沉寂宁静。这种如

がら静寂を保っているその姿は、まさに原

画的风光正是大自然的乐园，适合众多植物和动物

始の中の楽園にふさわしく、数多くの植物、
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生长栖息。除了步行道之外，在微微凸起的小山丘
上还有一处瞭望台。站在这里，第一湖和知床山峦
的全景尽收眼底。

動物たちを目にすることができます。五湖
すべてを巡って約１時間 30 分、第一湖、第
二湖だけなら約 40 分です。遊歩道のほか小
高い丘の上にある展望台からは第一湖と知
床連山の大パノラマが見渡せます。	
 
	
 

◆游览知床五湖时的注意事项

◆知床五湖周遊時の注意	
 

第三湖到第五湖的区域，设置的电栅栏会在棕
熊活动频繁期（通常是 6 月至 7 月）关闭。有棕熊
出没时，第一湖到第二湖区域有时也关闭。

3～5 湖エリアは、熊の活動が活発な時期
（通常 6～7 月）は電気柵を設置し、閉鎖し
ています。熊が出没したときは、１～２湖
エリアも閉鎖されることがあります。	
 

为了将出没的棕熊赶走，瞭望台和高架木道有

	
 	
 展望台や高架木道は、熊が出没した時に

规定好的正常路线。因此，务请按照规定的周游路

追い払い等の対応をとるために順路が決め

线行走，千万不要带食物并投喂给野生动物。有步
行道和木道的地方，请不要踩偏。因为如果留下踩

られていますので、決められた周回順路を
守ってください。食べ物の持ち込みや野生
動物へのエサやりは絶対にしないでくださ

踏的痕迹，植被一时难以恢复。此外，拍照时也请

い。歩道や木道があるところは道を外れな

不要离开道路。

いでください。踏み痕ができてしまうと植
生は簡単には回復しません。写真は道から
外れずに撮影しましょう。	
 
	
 

◆知床硫磺山

◆知床硫黄山	
 

从知床五湖远眺，最左边有着尖尖山顶的就是
知床硫磺山。右边知床峰峦的最高峰是罗臼岳。知
床硫磺山是知床半岛的火山中最大的，至少在距今

知床五湖から見て、最も左側の頂上が尖
っている山が知床硫黄山で、右側の知床連
峰の最高峰は羅臼岳です。知床硫黄山は、
知床半島に存在する火山のうちで最も大き

24 万年前就开始了火山活动。山顶并列有两个爆裂

く、少なくとも今から 24 万年前には活動を

喷火口，现在依然在持续活动，经常喷出大量的熔

開始しました。山頂部に 2 つの爆裂火口が
並び、今なお活動を続け、しばしば多量の

融硫磺。是世界上弥足珍贵的喷火式火山。

溶融硫黄を噴出しています。世界的に珍し
い噴火形式の火山です。	
 
	
 

◆熊とソーセージの話	
 

◆熊与香肠
关于知床的熊与人共存的话题，1997 年曾经
发生了这样一件事。一只出生不久的幼熊，出现在
车流如织的国立公园门口，随后马上传来了令人意
想不到的消息，那就是游客们向它投食了香肠。

知床の熊と人間との共存について、1997
年に 1 つの事件がありました。あまり世の
中を知らなかった熊の子供が、たくさんの
車が行きかう国立公園入口近くに姿を現す
ようになりました。その後すぐ、とんでも
ない知らせが飛び込んできました。観光客
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第一次吃到了这么诱人的食物，幼熊的行动发
生了巨大的变化，它开始执着地出现在道路沿线，
并且每次都满足而归。第二年春天，它终于来到了

が彼女にソーセージを投げ与えていたとい
うのでました。	
 
初めての魅惑的な食物に行動は大きく変
わり、しつこく道路沿いに姿を見せるよう

市区。一天早上它在小学旁边开始吃死鹿的死体。

になり、そのたびに見物の車列ができまし

“必须在孩子们上学之前结束这一切”。一直负责

た。翌春、ついに彼女は市街地にまで入り

保护棕熊的知床自然保护官不得不忍痛射杀了这只
棕熊。

こむようになりました。そしてある朝、彼
女は小学校のそばでシカの死体を食べはじ
めたのでした。「子供たちの通学が始まる

人与野生动物必须相互保持适当的距离。熊一
旦尝到了人类食物的味道，就无法继续野生生存下
去，也许这只是一根香肠而已，但会酿成很大的事
件。

前にすべてを終わらせなければならない。」
熊を見守ってきた知床の自然保護の係官
は、悲しみながらもその熊を撃ち殺さなけ
ればなりませんでした。	
 
人間と野生動物は、お互いに適度な距離
を保たなくてはいけません。熊が一度、人
間の食べ物の味を知ってしまうと、熊は野
生で行き続けられなくなります。それは、
たった 1 本のソーセージかもしれません
が、大きな事件のきっかけでもあるのです。	
 
	
 

◆斜里町 知床

◆斜里町	
 知床	
 岩尾別温泉	
 

岩尾别温泉

世界自然遗产知床罗臼岳登山道入口处的涌现

世界自然遺産知床の羅臼岳登山道の入口
近くに湧く温泉。	
 

的一眼温泉。

映画『狙った恋の落とし方。』で、下山

电影《非诚勿扰》中，秦奋等人在此遭遇下山

してきた日本人登山者に「入山したときに

的日本登山游客，并被告知“他们说进山的时候，

は 4 人だったのに、残ったのは 2 人だった」

他们四个人。出来的时候只剩他们俩了”的地方。

とだまされた場所。笑笑が海へ飛び込む前

这里也是笑笑跳海前来过的温泉。不用惧怕棕熊，

に入った温泉。クマを恐れずに秘境の露天
風呂を楽しんでみましょう。	
 

在此可体验秘境般的露天温泉。

◇专栏：北海道的海豹

◇コラム：北海道のアザラシ	
 

全世界的海豹共有 18 种。其中在北海道可以见
到的海豹有 5 种，分别是胡麻斑海豹、钱形海豹、
环斑海豹、下颚胡须海豹和鞍挂海豹。

世界にはアザラシが 18 種類います。その
内北海道で見られるアザラシは主に 5 種類
で、ゴマフアザラシ（胡麻斑海豹）、ゼニ
ガタアザラシ（銭形海豹）、ワモンアザラ

而在北海道固定栖息繁殖的几乎都是钱形海

シ（輪紋海豹）、アゴヒゲアザラシ（顎鬚

豹。其他的海豹冬天随着近海的流冰南下至北海道， 海豹）、クラカケアザラシ（鞍掛海豹）で
す。	
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在北海道繁殖生育。到了春天，大部分海豹又会回

さらにその内北海道に定住して繁殖する
のは、ほとんどがゼニガタアザラシです。

到北方。

その他のアザラシは冬近海から流氷ととも
に北海道に南下します。北海道で繁殖と子
育てを行ない、春になると、大部分は、ま
た北の方へ帰っていきます。	
 
	
 

	
 
〔４〕４日目（知床→斜里→網走→能取岬→サロマ湖→温根湯温泉→女満別空港）	
 
	
 

◆ 小清水原生花园

◆	
 小清水原生花園	
 

每年的 6 月至 8 月，可以在这里观赏到大约 40
种花。6 月中旬至 7 月下旬，是鲜花最漂亮的时期，
野生玫瑰、胡堇草、蝦夷透百合等在原生花园鲜艳
绽放。

６月から８月にかけて、約４０種類の花
がその時々で楽しむことができ、６月中旬
から７月下旬がもっとも美しい時期とな
り、野生のハマナスやエゾキスゲ、エゾス
カシユリなどの色鮮やかな花々で原生花園
が賑わいます。	
 

◆涛沸湖

◆濤沸湖	
 

从秋末到春初，约有 4000 只天鹅飞来涛沸湖
越冬，因此这里又“优雅的天鹅湖”之爱称。除此
之外，还可以看到成群结队的野鸭和伫立在浅滩的

濤沸湖は、秋の終わりから春にかけて、
約 4000 羽の白鳥が飛来することから、優雅
な白鳥の湖という愛称を持っております。
他に群れ遊ぶ鴨や浅瀬にたたずむ青サギ、

蓝鹭鸶。到了秋天，大雁也在会这里稍作休憩。涛

更に秋には、旅するカリが翼を休めるなど、

沸湖可以说是水鸟们的乐园。

水鳥たちのパラダイスといえる湖です。	
 

◇专栏：天鹅

◇コラム：白鳥	
 

渔夫们曾误以为天鹅是吃鱼贝类的不羁之鸟。但
后来才知道，天鹅只食水草根和水藻。天鹅被指定
为受保护鸟类。天鹅非常热爱家庭，基本上几十只
一群地生活。

白鳥は、かつては、魚介類を食い荒らす
不届き者ということで、漁師たちから誤解
されていましたが、水草の根や水藻しか食
べないことがわかり、保護鳥に指定されま
した。白鳥は、ほとんどが数十羽ずつの群
れをつくる、家族愛の強い鳥です。	
 

◆斜里町

◆斜里町	
 キリスト兄弟団斜里教会	
 

基督兄弟团斜里教会

《非诚勿扰》电影中，“我们的教堂太小，已经
装不下他的罪恶了。”牧师所说的，距离斜里町市
街稍远的小教会。您想要忏悔的事情，这个小教堂

映画『狙った恋の落とし方。』で「我々の
協会では小さすぎて彼の罪が収まりませ
ん」と牧師さんに言わしめた斜里町市街地
はずれにある小さな教会。あなたが懺悔す

能否承载下？

る事柄はこの教会に収まりますか？	
 

◆网走市 北滨站

◆網走市	
 北浜駅	
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北滨站离海岸线仅 20 米，以“离鄂霍次克海最

海岸線からわずか 20ｍ。「オホーツク海
に一番近い駅」として有名です。	
 

近的车站”而闻名。

	
 	
 無人駅で、駅員はいません。駅舎内部の

车站为无人车站，站内没有工作人员。车站楼
内部的墙壁上，被游人贴满了车票和名片。

壁には、旅人が貼り付けた切符や名刺で覆
われています。	
 

这里也是《非诚勿扰》电影中秦奋和梁笑笑到
达北海道，第一次与邬桑相见的地方。在此下车，
会不会也被说“乍一看像是北海道农民。就是眼神
儿比日本人贼点儿”呢？

	
 	
 映画「狙った恋の落とし方。」の中で、
秦奮と梁笑笑が北海道に到着して、鄔桑と
出会う駅。あなたもここに降りたって、
「乍
一看像是北海道農民。就是眼神比日本人賊
點兒」と言われてみませんか？	
 
	
 

◆能取岬

◆能取岬	
 

能取岬的下面绵延着 40 米到 60 米的断崖。在
灯塔下的岩礁地带，不时可以看到海豹游玩的身姿。
从能取岬可以眺望到知床半岛和知床山峦。能取岬
周围视野开阔，清澄透彻的鄂霍次克海近在眼前。
《非诚勿扰》中，笑笑 3 年前与前男友一同游览
并许下诺言的地方；也是与秦奋故地重游，准备开
始新生活的地方。但最终，笑笑还是从这个高 40～
50 米的悬崖处投身跳入了鄂霍斯克海。

能取岬の下は、40m から 60m の断崖が続
きます。灯台下の岩礁地帯では、時折りア
ザラシの遊んでいる姿を見ることができま
す。能取岬からは知床半島、知床連山が眺
められます。周囲に目の前を遮るものは何
一つ無いため、澄み切ったオホーツク海が
間近に迫ってきます。	
 
笑笑が３年前に以前の恋人と約束をした
思い出の場所。今回、秦奮と再びこの地を
訪れて、新しい人生を始めようとするが、
結局このオホーツク海に突き出た、高さ 40
～50ｍの崖から身を投げます。	
 
	
 

◆能取湖与珊瑚草大群落

◆能取湖とサンゴ草群落	
 

（9 月上旬至 10 月中旬）

（9 月上旬から 10 月中旬）	
 

能取湖是网走国定公园内的代表性湖泊之一，
呈椭圆形。一条宽 150 米的人工水路将能取湖和鄂
霍次克海相连。湖水含有盐分。最有名的是入秋时
湖上红色一片的珊瑚草大群落美景。

網走国定公園内の代表的な湖の一つ、ほ
ぼ楕円形の湖です。オホーツク海と、幅 150m
の人工水路で結ばれていますので、塩分を
含み、また秋ともなると、一面を赤く染め
るサンゴ草の群落で有名な湖です。	
 

夏天过后，珊瑚草的枝头最先出现颜色。9 月中
旬至下旬，就变成了鲜艳的红珊瑚，给湖畔裹上了
一片红色，恍如在湖面铺上了一层红色的绒毯。珊

	
 	
 夏が終わるとサンゴ草の枝先早くも色づ
きます。9 月の中旬から下旬に掛けてまる
で真紅のサンゴのように、鮮やかな色へと
変身し、紅色で湖畔をつつみます。まるで

瑚草生长在富含盐分的海岸砂地，草高 15 厘米左

湖面に 1 面の赤いじゅうたんを敷いたかの

右，叶子退化消失，只有茎和枝。

ようになります。サンゴ草は塩分を多く含
む海岸の砂地に生える植物で、草丈は 15cm
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ほど、葉は退化して無く、茎と枝だけしか
ありません。	
 
	
 

◆网走湖

◆	
 網走湖	
 

网走湖是靠近陆地的海岸，因近代的变化和土
砂堆积等的地理变化与海分离而变成的湖，是海岸
内陆湖。湖面海拔 0 米，涨潮时下游的海水逆流而
上，因此湖底滞留着盐分很高的水。

網走湖は以前海だったところが近くの変
動や土砂などによって、海と切り離されて
しまい、湖として残ったもので、海跡湖と
いいます。湖面標高は 0m で、潮が満ちると
下流部から海水が逆流するため、湖底には
塩分濃度の高い水が滞留しています。	
 
	
 

◆ 网走市

◆	
 網走市	
 

网走之所以有名，是因为日本著名电影演员高
仓健主演的电影中，曾有多部是在网走监狱取材的。
受电影的影响，监狱所在地的网走在日本本土一夜
成名。

網走は、以前は、網走刑務所を舞台にし
た映画（高倉健主演）の影響もあり、刑務
所のあるところとして有名になったところ
です。	
 
	
 	
 1984 年の新しい網走刑務所建設の際に、

1984 年新网走监狱建成。之前的木结构监狱
在迁建后，也开始作为监狱博物馆对外开放。网走
的冬天长，而且风大寒冷。据说以前是最边远的监
狱，也是犯人们谈虎变色的地方（网走市的最低气

1983 年以前の木造の刑務所は移築され、監
獄博物館として開館しました。網走の冬は
風も強いので寒く、そして長いため、以前
の刑務所は最果ての監獄として、囚人たち
からも恐れられていたそうです。（網走市

温记录为-25.7 摄氏度）。实际上，网走夏季凉爽， の最低気温記録－25.7 度）実際は、夏涼し
く、自然が多い避暑地として最適な場所で

是拥有众多自然风光的最佳避暑胜地。

もあります。	
 
	
 

◆大空町女満別	
 町道朝日 10 号線	
 

◆大空町女满别 町道朝日 10 号线
《非诚勿扰》电影中，与秦奋在笑笑入住的医院
门口处分别后，邬桑怀念过往两人友情，独自驾车
潸然泪下的丘陵之路。邬桑所唱的《知床旅情》也
是日本非常有名的一首民歌。

映画「狙った恋の落とし方。」の中で、
笑笑が入院中の病院で秦奮と別れた鄔桑
が、友情に涙しながら車を走らせる丘陵地
帯。運転しながら鄔桑が歌う歌は「知床旅
情」という日本では有名な曲。	
 
	
 

◇《知床旅情》歌词

◇知床旅情	
 

在美丽的知床半岛，越橘花朵朵迎风含笑，

知床の岬に	
  はまなすの咲く頃	
 

在这鲜花盛开的时节，往事请你不要忘掉。

思い出しておくれ	
  俺たちのことを	
 

一起在欢饮歌唱，爬上了山坡远眺，

飲んで騒いで	
  丘にのぼれば	
 

远远地望见国后岛，白夜过去天将晓。

はるかクナシリに	
  白夜は明ける	
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不是因为风光好，漫步海滨醉意难消，

旅の情(なさけ)か	
  酔うほどにさまよい	
 

看这里四处多寂静，月儿照海面银波闪耀。

浜に出てみれば	
  月は照る波の上(え)	
 

那一天月色多美妙，想把你轻轻拥抱，

今宵こそ君を	
  抱きしめんと	
 

当我悄然靠近岩礁，你已在那里微笑。

岩影に寄れば	
  ピリカが笑う	
 	
 
	
 

离别的时刻终已来到，和我分手就在今宵，

別れの日は来た	
  ラウスの村にも	
 

你跨过了高山峻岭，又来到这知床半岛。

君は出てゆく	
  峠をこえて	
 

劳燕分飞时过境迁，切不要把我忘掉，

忘れちゃいやだよ	
  気まぐれカラスさん	
 

我这白色的海鸥啊，别让她泪雨潇潇。

私を泣かすな	
  白いかもめを	
 

别让她泪雨潇潇。

白いかもめを	
 

◆ WAKKA 原生花园

◆	
 ワッカ原生花園	
 

鄂霍次克海沿岸的原生花园是普通游客很少会
来的地方，但在专业“驴友”中却拥有极高的人气。
WAKKA 原生花园把清冷的大海与大自然巧妙

オホーツク海沿岸の原生花園は、あまり
観光客が来ない場所ですが、旅人たちに秘
かな人気がある場所です。	
 
冷たい海と自然が見事に融合しており、

地溶合在了一起。只有在这里，才能让人感受到北

北海道というものをまさに感じさせる場所

海道的真谛。位于佐吕间湖畔的 WAKKA 原生花园

だそうです。サロマ湖畔にあるにあるワッ

自然景观丰富。宽 300 米长 20 公里的沙洲是日本
最大的海岸草原。有森林、沙丘和湿地，300 多种

カ原生花園は自然が豊かな場所です。幅 300
ｍ全長２０ｋｍに及ぶ、砂州は日本最大の
海岸草原です。森、砂丘、湿地が混在し、

花草在这里竞相绽放，这里还有野鸟栖息。1991

300 種以上の草花が咲き、野鳥が生息して

年，为了保护 WAKKA 的自然环境，开始禁止一般

います。１９９１年はワッカの自然環境を
保護するため、一般車両の乗り入れを規制

车辆进入。

しています。	
 
	
 

◆ 佐吕间湖

◆	
 サロマ湖（佐呂間湖）	
 

右边就是日本第三大湖的佐吕间湖，也是日本
最大的汽水湖。汽水湖是指海水和淡水相混合的湖
泊。

右に見えてきたのは、日本で 3 番目に大
きい湖のサロマ湖です。海水と淡水が混ざ
る湖・汽水湖としては日本最大の湖です。	
 
	
 	
 以前は、海と切り離されており、湖から

以前佐吕间湖是与海水分隔开的。当时，为防

の洪水を防ぐため、以前は春に人為的に別

止湖水引起的洪水泛滥，在春天人工挖开了其他地

の場所を開削していましたが、毎年秋にな

方，但每一到秋天就会被沙子堵死。因此 1929 年，
在现在的地方挖了一个与大海相接的湖口，并成为
永久性的湖口。自从挖了永久性湖口以后，流入佐

ると砂で閉鎖されてしまうので、1929 年に
今の場所に海への湖口を作ったところ、そ
れが永久湖口になりました。永久湖口の開
削以降サロマ湖への海水の流入は増え、現
在は湖水の塩分は海水に近いものとなって
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吕间湖的海水增加，现在湖水的盐分已基本上接近

います。	
 
	
 	
 夏にはサロマ湖で 100km マラソンが開催

海水。

され、日本全国から多くの人が参加してい

夏天，在佐吕间湖举办 100 公里马拉松，会有
很多来自日本全国各地的人参加比赛。

ます。	
 
	
 

◆湧别郁金香公园（5 月上旬～6 月上旬）
公园的总面积为 12.5 公顷，其中约 7 公顷的
花田里栽培有 120 种、120 万株郁金香。从 1998
年起，每年鄂霍次克大地回春的 5 月上旬到 6 月上

◆	
 湧別チューリップ公園（5 月上旬～
6 月上旬）	
 
この公園は総面積が 12.5ｈａ、このうち
約 7ｈａの畑に 120 品種、120 万本のチュー
リップを栽培しています。1998 年からはオ
ホーツクに春が訪れる 5 月上旬から 6 月上

旬，在公园内举办郁金香展，并举行鲜花和栽培用

旬まで公園内ではチューリップフェアが開

球根的预约和销售等丰富多彩的活动。访客超过 10

催され、切り花や球根の予約、販売など多
彩な催しが行われ、10 万人以上が訪れます。	
 

万人。

	
 

◆ 泷上芝樱公园（5 月上旬～6 月上旬）
1959 年在泷上町种植了芝樱苗。自此以来，
芝樱每年增加，现在已变成了 10 万平方米的芝樱大
群落。从 5 月上旬到 6 月上旬，芝樱给大地染上了

◆	
 滝上公園シバザクラ（5 月上旬～6
月上旬）	
 
1959 年に滝上町に芝桜の苗が植えられま
した。以来、毎年増殖し、今では１０万㎡
の大群落になりました。5 月上旬から 6 月
上旬にかけてシバザクラによって鮮やかな

一层粉嫩粉嫩的浅红色，到处都弥漫着清香。在这

ピンク色に染まり、甘い香りに包まれます。

期间，举行芝樱花节，还可乘坐直升机观光游览。

この期間中、芝桜まつりが開催され、ヘリ
コプターによる遊覧飛行もおこなわれま
す。	
 
	
 

◆ 温根汤温泉北狐牧场

◆	
 温根湯温泉北キツネ牧場	
 

这里是狐狸动物园。在这里可近距离观察北海
道的吉祥物——北狐的自然生态。有时，狐狸也会
挨近游客身边。

キツネ専門の動物園で、北海道のマスコ
ット的な存在のキタキツネの生態を間近に
観察できます。時にはキツネが観光客のそ
ばまで寄り添ってくることもあります。	
 

牧场占地总面积为 6 万平方米（约为鸟巢的四
分之一），放养着 100 只北狐。此外，春天还可以

総面積 6 万 m²（鳥の巣の約 4 分の一）の
敷地内に常時 100 匹の北キツネを放し飼い
しています。また、春にはその年に生まれ

看到当年出生的小狐狸。

た子きつねを見ることができます。	
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１日目（札幌→石狩→増毛→留萌）	
 
	
 

移動距離	
 
10:00	
  札幌⇒（浜益・厚田海岸）⇒雄冬岬展望台	
 
	
  「岩尾温泉あったま～る」にて温泉入浴	
 

94ｋｍ	
 
4.2ｋｍ	
 

10:15	
  国稀酒造（日本酒を試飲）	
 

18km	
 

12:00	
  高倉健「駅 STATION ロケ地」増毛駅	
 

0.3km	
 

	
  礼受牧場「オーシャン・サイド・ファーム	
 トリム」

18ｋｍ	
 

	
  にて昼食（オロオンラーメン）	
 

	
 

13:45	
  留萌黄金岬	
 

17ｋｍ	
 

15:00	
  明治時代の「旧商家丸一本間家」建物見学	
 

17ｋｍ	
 

18:30	
  夕食（オーベルジュましけ）	
 

1.5ｋｍ	
 

	
 

	
 

	
  	
 

	
 
２日目（留萌→苫前→天塩→豊富温泉）	
 
	
 

移動距離	
 
8:00	
  留萌出発	
 

	
 

9:00	
  旧花田家番屋	
 

23ｋｍ	
 

	
 

日本最北の国指定重要文化財「ニシン御殿」	
 

	
 

	
 

現存する道内最大の漁夫の宿泊施設	
 

	
 

11:00	
  とままえベアロード（熊出没注意）	
 

44ｋｍ	
 

	
 

ヒグマの惨劇のあった現場を復元した、隠れた	
 

	
 

	
 

人気スポット（ヒグマが出現しそうな雰囲気）	
 

	
 

	
  昼食	
 

	
 

15:30	
  とままえ夕陽丘ホワイトビーチ	
 

23ｋｍ	
 

	
 

「家庭円満	
 子孫繁栄」のご利益がある	
 

	
 

	
 

「夫婦愛の鐘」を鳴らす	
 

	
 

	
  （風力発電の風車群を眺めながら日本海を北上）	
 
18:00	
  豊富温泉	
 
	
 

	
 
100ｋｍ	
 

湯ざめしにくいナトリウム塩化泉の自然温泉で
体の芯から温まる	
 
夕食	
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３日目（幌延→サロベツ原生花園→稚内→宗谷岬／利尻島・礼文島）	
 
	
 

移動距離	
 
8:30	
  豊富温泉	
 

	
 

9:00	
  幌延町トナカイ観光牧場	
 

8ｋｍ	
 

	
  （サンタの衣装でトナカイと一緒に記念写真撮影）	
 
9:45	
  サロベツ原生花園	
 

	
 
21ｋｍ	
 

	
  （ビジターセンターから木道を散策）	
 
12:00	
  昼食(レストハウスサロベツ)	
 

	
 
	
 

	
  	
 

	
 

13:30	
  ノシャップ岬	
 

50ｋｍ	
 

14:30	
  稚内市立ノシャップ寒流水族館	
 

	
 

	
 

（フウセンウオに癒される）	
 

	
 

16:00	
  稚内温泉	
 

4ｋｍ	
 

17:15	
  稚内市内泊	
 

7ｋｍ	
 

	
 

	
 

	
  	
 

	
 
４日目（稚内→猿払→興部→紋別→旭川空港）	
 
	
 

	
 

移動距離	
 
8:00	
  稚内市内	
 

	
 

8:20	
  大沼バードハウスにて白鳥ウォッチング	
 

7ｋｍ	
 

9:40	
  宗谷岬にて記念撮影（氷雪の門・九人の乙女の像）	
 

23ｋｍ	
 

10:30	
  浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館	
 

63ｋｍ	
 

	
  オホーツクミュージアムえさし	
 

30ｋｍ	
 

	
  （オホーツク沿岸の遺跡や昔の暮らしを学ぶ）	
 

	
 

13:00	
  ノースプレインファーム（ミルクホールにて昼食）	
 

77ｋｍ	
 

14:30	
  紋別オホーツクタワー	
 

33ｋｍ	
 

	
  （海底階の海中展望フロアから海の様子を観覧）	
 

	
 

	
  ガリンコ号に乗って、オホーツク海クルーズ	
 

	
 

	
 

	
 

（所要時間 2 時間）	
 

17:00	
  滝上公園（芝桜の丘で休憩）	
 

35ｋｍ	
 

19:30	
  旭川空港着	
 

113ｋｍ	
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〔１〕１日目（札幌→石狩→増毛→留萌）	
 
	
 
◆石狩市

◆石狩市	
 

关于“石狩”名称的起源众说纷纭。有人说源
于爱努语发音“i-sikarpet”、意指弯曲的河川。
石狩川河口附近的石狩市，位于海运和石狩川水运

石狩は、曲がりくねった川という意味の
「イ・シカラ・ペッ	
 i-sikar-pet」などい
ろいろな説がありますが、アイヌ語から付
けられた名前です。石狩川の河口付近にあ

的衔接处，利用这种地理优势，人们把海运来的货

る石狩市は、古くから海運と石狩川の水運

物从大船卸下后聚集在此，再利用水运把货物运往

の連携拠点として重要な役割を果たし、大

札幌。所以自古以来，这里就发挥着重要的运输功
能。

きな船で運ばれてきた品物がいったんここ
で集められ、ここから小船を利用して、札
幌へ届けられていました。	
 

这里曾经盛产鲱鱼和三文鱼。但现在已经根本

ニシンや鮭漁で賑わいましたが、現在は

看不到鲱鱼的影子了，三文鱼的产量也无法和以前

そのニシンがまったく姿を消してしまい、

相提并论。石狩已经失去了往日渔业之城的风貌，

鮭もむかしほどとれなくなって、漁業の街
石狩の面影はなくなりましたが、代わって、

取而代之的是，作为大都市札幌的卫星城市的身份。 大都市札幌を控え、ベッドタウンとしての
同时，石狩湾新港是北海道港湾货运量第六位
役割を持つようになりました。	
 
的港口(第一位苫小牧、第二位室兰、第三位钏路、
第四位函馆、第五位小樽)。这里有固定的航线，集
装箱货船定期往返于日本、中国和韩国之间。

また石狩湾新港は、北海道内での港湾貨
物取扱量は 6 位（1 位	
 苫小牧	
 2 位	
 室蘭	
 3
位	
 釧路	
 4 位	
 函館	
 5 位小樽）の港で、中
国・韓国との間に定期コンテナ航路が運行
されています。	
 
	
 

◆暑寒别天卖烧尻国定公园

◆暑寒別天売焼尻国定公園	
 

暑寒别天卖烧尻国定公园，由暑寒别岳连山、
雄冬海岸、浜益·厚田海岸、雨龙沼湿地、天卖岛
和烧尻岛六个地区组成。其中，增毛町内的暑寒别
岳连山的大部分和雄冬海岸合起来，占据了公园面
积的四成以上。国立公园是由国家环境大臣指定的
自然公园。国定公园是都道府县管理的自然公园。

暑寒別岳連山と雄冬海岸、浜益・厚田海
岸、雨竜沼湿原、天売島、焼尻島の６つの
地区からなり、中でも、増毛町内には暑寒
別岳連山の大部分と雄冬海岸を合わせると
公園面積の４割以上を占めています。	
 
国立公園は国の環境大臣が指定する自然
公園ですが、国定公園は都道府県が管理す
る自然公園です。	
 
	
 

●暑寒别岳连山

●暑寒別岳連山	
 

暑寒别山系的最高峰暑寒别岳(1491 米)，是爱

暑寒別山系の最高峰である暑寒別岳
（1,491m）は、アイヌ語で「ソー・カ・ア
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努语中“瀑布上的河流”的意思。冬天寒风凛冽，
积雪皑皑的高山上，生长着许多贵重的高山植物。

●雨龙沼湿地

ン・ペツ」（滝の上にある川）という意味
です。冬の季節風が厳しく、積雪も多い山
で、貴重な高山植物も多く見られます。	
 

●雨竜沼湿原	
 

这片湿地位于暑寒别火山东中腹地，标高约
850-900 米的高地上，东西方向全长 4 公里、南
北方向全长 2 公里，是一片广阔的湿地。1964 年
作为雨龙沼高层湿地带，被指定为北海道的天然纪

暑寒別火山の東中腹、標高約 850〜900m
の高地にある東西 4km 南北 2km にわたって
広がる湿原で、1964 年雨竜沼高層湿原帯と
して北海道の天然記念物に指定されまし
た。	
 
	
 

念物。

●雄冬海岸

●雄冬海岸	
 

过去由于道路交通的不发达，去雄冬海岸观光
是件非常困难的事情。正因为这样，雄冬海岸以日
本海的雄大和周边地区的荒寂而成为“北海道三大
秘岬”之一(另外两处为室兰市的地球岬、根室市的

道路が未整備で訪問が著しく困難であっ
たことから雄冬岬は、日本海の雄大さと周
辺の荒寂さが「北海道三大秘岬」の一つと
されています（ちなみに後の二つは室蘭市
の地球岬、根室市の落石岬）。	
 
「陸の孤島」であった雄冬集落は、1981

落石岬)。
有“陆地孤岛”之称的雄冬村落，在 1981 年
11 月 10 日开通了梦寐以求的国道。但因为 1981

年 11 月 10 日に悲願が適って国道が開通し
ました。その後、1981 年 12 月 19 日には国
道上の雄冬岬トンネルで大規模な崩落事故

年 12 月 19 日国道上的雄冬岬隧道发生了大规模崩

が発生し、国道は通行不能、雄冬集落は再

塌事故，国道阻塞，导致雄冬村落再次悲剧性地沦

び「陸の孤島」へ逆戻りする悲劇に見舞わ

为“陆地孤岛”。直到 1984 年 5 月 15 日修复工
程完成，雄冬岬隧道才得以再次开通。

れました。復旧工事が完了し雄冬岬トンネ
ルの再度の開通は 1984 年 5 月 15 日のこと
でありました。	
 
	
 

●浜益·厚田海岸

●浜益・厚田海岸	
 

在石狩市厚田区北部，陡峭的悬崖逼近海面、
奇石、洞窟到处可见，因此这个区域被称为录兰海
岸。录兰是爱努语，意思为“神仙通过的陡峭的坡

石狩市厚田区の北部は、切り立った崖が
海に迫り、奇岩や洞窟があちらこちらに見
えるところで、ルーラン海岸と呼ばれてい
ます。ルーランとは、アイヌ語で「神様の

道”。由于这里经常发生悬崖崩塌事故，因此曾多

通る急な坂道」という意味です。崖崩れが

次修建隧道，现在成为只能从海上观看的秘境。

よく発生する場所なので、次々とトンネル

每年的 7 月中旬到 8 月中旬的一个月期间,浜益
海滨公园开放海水浴场。来海滨游泳、野餐的客人
络绎不绝，热闹非凡。

が作られ、今では海からしか見られない秘
境となっています。	
 
浜益海浜公園には、7 月中旬から 8 月中
旬の約 1 ヶ月の間開かれる海水浴場があり
ます。この期間は、海水浴客やキャンパー
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で賑わうところです。	
 

●天卖岛、烧尻岛

●天売島、焼尻島	
 

包括海鸠在内，天卖岛拥有受世界瞩目的 8 种
海鸟，是 100 万只海鸟的繁殖地。天卖岛的西海岸，
高达一百几十米连绵不断的悬崖断壁占据了全岛面

天売島はオロロン鳥を含め、世界的にも
注目される８種類、100 万羽の海鳥繁殖地
となっている島です。天売島の西海岸だけ
は高い所で百数十メートルに及ぶ断崖絶壁

积的三分之一。正由于这里人类难以接近，所以形

が島の約 1/3 にあたる距離続いています。

成了一个很好的鸟类繁殖地域。岛上人口不到 400

ここには人も容易に近づけない事もあって
海鳥たちの恰好の繁殖地となっているので

人。

す。人口 400 名弱。	
 

与天卖岛不同，烧尻岛内植物种类繁多，构成

焼尻島は天売島とは違って多様な植物が

了繁茂的天然森林，还有可令鸟类们畅饮嬉戏的水

繁る自然林や、多くの小鳥たちの水飲み場

池、溪谷。拥有丰富自然资源的烧尻岛，也因野花

にもなっている池、渓谷があります。花の

缤纷繁多而被称为花的岛屿。岛上居民约 300 人。

島と呼ばれる程多くの花々が咲き、豊かな
自然が魅力的な離島です。人口約 300 名。	
 
	
 

◆Ororon 鸟(海鸠)

◆オロロン鳥（ウミガラス）	
 

现在走的这条路被称为 Ororon 路线。Ororon
鸟（又称海鸠）是这个区域的代表性海鸟，Ororon
的名称是由它们的叫声而来的。它们在地面上时身

現在走っているルートをオロロンルート
と呼ぶように、ウミガラスはこの地域を代
表する鳥です。その鳴き声からオロロン鳥
とも呼ばれています。地上では体を直立さ

体直立，那种胖墩墩的样子令人想到企鹅。在日本， せているので、そのずんぐりとした姿はど
Ororon 鸟只在天卖岛繁殖，在日本国内正面临着
绝灭的危险。海鸠的寿命大约有 20 几年，一旦组成
夫妻就会终生相伴相守。

こかペンギンに似ています。オロロン鳥の
日本の繁殖地は天売島だけで、日本国内で
は絶滅の危機にあります。ウミガラスは寿
命が 20 年ほどですが、一度カップルを作る
と、ずっと連れ添うそうです。	
 

◆写成“增毛”、却读成“mashike”的城市
“mashike”是爱努语“海鸥很多的地方”之
意。据说是由于早春时节鲱鱼成群游来时，捕食鱼
群的海鸥纷飞而至而得名。增毛车站在头发稀少的

◆増毛と書いて「マシケ」と読むまち	
 
マシケとはアイヌ語で「カモメの多い所」
の意味と言われています。ニシンが春先群
来(くき)すると、群れを求めてカモメが乱
れ飛ぶためこの地名があるといいます。増

人群当中很有人气，在以前车站售卖车票的时代，

毛駅は、髪の毛が少なくなった人に人気が

这里的入场券非常抢手。1981 年高仓健主演的《车

あり、駅にきっぷが売っていた時代には入

站 STATION》曾经以这个车站为舞台。现在增毛
车站前也依然有很多充满风情的旅馆、杂货店等建
筑物，可以体验到好似电影画面一样的情景。

場券が良く売れました。この駅は、1981 年
に高倉健さん主演の「駅 STATION」の舞台
にもなりました。今でも増毛駅前には旅館
や雑貨店などの風情ある建物が並び、映画
のワンカットのような佇まいを味わうこと
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增毛这个地方有日本最北的酒窖、国稀造酒公
司。国稀造酒创立于 1882 年，至今已有近 130
年的历史。据说创立者本来是在此地行销和服的商

ができます。	
 
増毛には、日本最北の酒造、国稀酒造が
あります。創業は 1882 年、約 130 年以上も
前のことです。創業者は元々呉服屋の行商

人，也曾参与过当时此地最兴盛的鲱鱼生意，然后

をこの地で行っていましたが、当時この地

就开始了造酒行业。由于当时日本酒主要是从日本

第一の産業であったニシン漁にも手を拡

的本岛运来的，价格比较贵，因此便在此地开始了
酿造业。

げ、醸造業も始めるようになったそうです。
当時日本酒の多くは本州からの移入酒であ
ったため値段が高かったことが、この地で

国稀造酒里面有介绍历史等的资料室，展示着
造酒用的工具、酒器和旧商标等。在资料室的最里
边，摆放着贮藏用的酒桶，和试饮的品酒柜台。
在远离酒窖的地方有个仓库，仓库里展示着当
时用来捕捞鲱鱼的渔船。当时的渔船能够以这么完
整的形状保留下来实属罕见，在这里人们可以深深

醸造業をはじめるきっかけになりました。	
 
国稀酒造には、歴史等を紹介する資料室
があります。酒造りに使用していた道具や
酒器、古いラベルなどを展示しています。
その奥には、貯蔵タンクが並んでおり、利
き酒コーナーもあります。	
 
また、酒蔵から離れたところにある倉庫
には、当時のニシン漁で使われた舟が展示

的感受即将成为传说的鲱鱼文化的一部分。

されています。当時の船がこのように完全
な形で残っているのは大変珍しく、今や伝
説となりつつある鰊文化の一端を感じるこ
とができます。	
 
	
 

◆曾因捕捞鲱鱼而繁荣的北海道

◆ニシン漁で栄えた北海道	
 

“nishin”在日语中用“鰊”、“鲱”、“春
告鱼”等各种汉字表现。这些其实都是借用字，与
中国有的鱼是同名异物。北海道的捕捞鲱鱼业始于

「ニシン」は日本語で「鰊」「鯡」「春
告魚」などといろいろな漢字で表現されて
いますが、これらはいずれもアテ字であっ
て、中国にあるものとは同名異物とされて

1447 年左右，在松前地区开始的。1780 年左右， います。北海道における鰊漁は 1447 頃、松
松前地区捕捞业衰退，渔场从西海岸北上而来。
札幌市西侧的日本海沿岸有个叫钱函的地区，
从前是鲱鱼捕捞的渔港。据说鲱鱼业繁荣的时期，

前というところで始まったと言われていま
すが、松前では 1780 年頃から衰退し、漁場
は西海岸を北上していきました。	
 
札幌市の西側、日本海岸沿いに銭函とい

这附近的渔民因捕捞鲱鱼而赚了很多钱，每家都有

う地名の地域があります。昔はニシン漁の

用来放钱的大箱子，所以得此地名。可以想象，当

漁港があったところです。ニシン漁で栄え

时北海道的日本海沿岸的鲱鱼业有多么地繁荣。
增毛町也曾经作为鲱鱼捕捞基地而非常繁荣。

た頃は、この付近の漁師はニシン漁で大儲
けをしていたため、どの家にもお金を入れ
るための大きな箱があったことから、この

春天，北海道的日本海岸侧有大批成群的鲱鱼游来， 地名がつけられたそうです。このように、
这里也曾因鲱鱼业而充满活力。到了傍晚，游动着
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昔の北海道の日本海側はニシン漁で栄えて

的成群鲱鱼在夕阳照射下，让海面看上去好像染上
了一层金色。这种情形一直到 20 世纪中叶，持续了
300 多年。最繁盛的时期每年可以捕获 100 万吨

いました。	
 
増毛町もニシン漁の基地として栄えたと
ころです。春の北海道の日本海岸側はニシ
ンの大群が押し寄せてくるため、そのニシ

左右的鲱鱼，而到了 1955 年以后却一直处于基本

ン漁で活気付いた地域でした。夕方になる

上没有收获的状态。现在的捕鱼量只有几千吨，不

と海いっぱいに群れて泳ぐニシンの大群に
夕陽が反射し、海一帯がまるで金色に染ま

到最繁盛时期的百分之一。

ったかのように見えたそうです。そのよう

至于鲱鱼减少的理由，有的说是由于海洋环境

な状況が 20 世紀中旬まで約 300 年間続いた

变化而造成的；有的说是由于过剩捕捞而严重减少， そうです。最盛期で年間約 100 万トンの漁
以致于无以留给子孙后代；还有的说是森林采伐、

獲量があるほどでしたが、1955 年以降から
ほとんど獲れない状態が続いています。現

河川改造造成产卵场所减少的原因等等。

在の漁獲量は数千トンです。最盛期の 100
分の 1 以下になってしまいました。	
 
ニシンが少なくなった理由は、海洋環境
変わってしまったという説と、獲りすぎに
よって子孫を残せないほど減少してしまっ
たとする説、森林伐採や河川改修による産
卵場の減少などと言われています。	
 
	
 

◆留萌市

◆留萌市	
 

留萌市的特产是鲱鱼卵“干青鱼子”，日本全
国 50%的干青鱼子产量来自这里，是著名的干青鱼
子加工生产地。年产量在 3000 吨以上，如果按根
数计算的话，有一亿根以上。

留萌市の特産物は、ニシンの卵である『数
の子』で、全国の生産量の 50％を誇る加工
生産地です。1 年間で重量にして 3000 トン
以上、本数にして 1 億本以上を生産してい
ます。	
 

从前，干青鱼子是向京都的宫中、江户幕府进
贡的“比鲜鱼还贵重的东西”，现在也是新年料理
中必不可少的食品，受到日本人的喜爱。

昔から京都の宮中や江戸幕府に献上され
る｢鮮魚より尊きもの｣とされ、今でもお正
月料理の定番として日本人に親しまれてい
ます。	
 

留萌市内的海岸边考古发掘出的遗迹表明，这

留萌市内の海岸で遺跡が発掘され、約
9000 年前からすでに、ここに人が住んでい

里在 9000 年前就已经有人类居住了。

たことが分かっています。	
 
	
 

◆黄金岬

◆黄金岬	
 

当选“日本夕阳百选”的黄金岬是眺望日本海
的最佳风景点。好似叠摞而成的奇岩怪石和夕阳照
耀下的波涛，构成这里抒情诗般的风景。从前作为
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海を望むビューポイントです。折り重なる
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鲱鱼瞭望台的岬角下，一群群朝海岸涌来的鲱鱼在
夕阳的照耀下映出闪闪的金色光辉，据说“黄金岬”
的美名就是因此而得来的。

台でもあった岬は、夕陽に映し出されたニ
シンの群れがきらきらと黄金色に輝きなが
ら岸をめがけて押し寄せたことから、ここ
を「黄金岬」と呼ぶようになったそうです。	
 
	
 

◆世界三大波涛的留萌

◆世界３大波濤の留萌	
 

留萌海域以波涛汹涌闻名于世，与英国苏格兰
北岸、印度马德拉斯沿岸并称为世界三大波涛海域。
从 10 月份到 3 月份，每个月中都有大约一半
时间为暴风日，特别在 12 月份里会有超过 10 米高
的海浪袭击而来。这种强烈的季节风形成西风越过
日本海，暴风中蕴藏的能量铸造了波涛的巨大能量，
因而形成了这种巨大的波涛海域。

留萌沖の海域は、イギリス・スコットラ
ンド北岸、インド・マドラス沿岸とならぶ
世界 3 大波濤海域の一つとして、世界的に
も波が荒いことで知られています。	
 
10 月から 3 月までは 1 ヶ月のうち約半分
が暴風日となり、特に 12 月には 10m を越す
波が襲来する事があります。このような強
い季節風が西風となって	
 日本海を渡り、そ
のエネルギーが波のエネルギーとして蓄え
られ、このような大波濤海域を形成してい
ます。	
 
	
 

	
 
〔２〕２日目（留萌→苫前→天塩→豊富温泉）	
 
	
 

◆旧花田家番屋

◆旧花田家番屋	
 

鲱鱼业全盛时期，渔夫、船工、铸造手艺人等
总共有 200 多人在这里生活，是北海道现存的最大
规模的鲱鱼业从业人员的生活设施。现在透过从这

ニシン漁全盛期に漁夫や船大工、鍛冶職
人など総勢 200 人前後を収容し生活させて
いた、現存するものでは道内最大規模のニ
シン番屋です。以前の北海道のニシン漁の

些房子，仍可窥见当时北海道鲱鱼业繁荣景象的一

繁栄の一端をこの番屋から伺えることが出

角。据推定，这些房子建成于 1905 年左右，现在

来ると思います。1905 年頃完成されたと推

已经被指定为日本重要文化遗产。馆内展示有大型

定されており、現在日本の重要文化財の指
定を受けています。館内では、船の大型模

的船只模型和渔具等，并放映捕捞鲱鱼的纪录片等。 型や漁具の展示や、ニシン漁の記録映像な
•入口处右边原为放置东西的场所。现在展示着 どを放映しています。	
 

•入り口右手は物置だったところです。

从前的渔具。
•北侧是老板的居住区，南侧是渔夫们睡觉的地
方和灶台等。

現在は昔の漁具を展示しています。	
 

•北側は親方の居住区になっており、南
側に漁夫の寝所やかまどが設けられていま
す。	
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◆有熊出没、请注意

◆熊出没注意	
 

日语中的“熊出没注意”在中国是否会被大家
理解为“熊出，没注意！”呢？在苫前町的三毛别
地区，曾经有日本历史上最大的野生熊袭击造成的

中国語では「注意してなくて熊が出た！」
ですか？でも、苫前町の三毛別というとこ
ろで野生のヒグマによる日本史上最大の被
害がありました。1915 年、380kg、体長 2.7m

灾害。1915 年，身长 2.7 米、体重 380 公斤巨大

の巨大な空腹のヒグマが現れ、その村を二

而饥饿的熊连续两天袭击村庄，造成 9 人受袭、5

日連続で襲い、9 人を襲い、5 人が食い殺さ

人被吃掉。现在受袭击的民家作为事件发生现场被

れました。現在、その襲われた民家は事件
跡地として保存され、更にクマの模型も置

保存，并放置了熊的模型，已经成为观光旅游场所。 かれ、観光地にもなっています。	
 
最近因为有了熊和人居住地隔离政策的执行，
最近はクマと人間の居住地の隔離政策な
已经不会再类似的重大事件了。但是在北海道，仍
然经常能听到熊袭击人的事情。大约 10 年前，曾经
有过一位身体硬朗的采集山菜的老爷爷“用柔道技

どがあり、大きな事故はありませんが、ク
マが人間を襲ったという事件は未だに北海
道ではよく聞かれます。10 年ほど前、山菜
採りに入った「柔道技でクマを投げ飛ばし

法把熊摔飞了”的新闻报到。在日语中，这句话是

てやった」と言う元気なお爺ちゃんがニュ

“有熊出没、请注意”的意思。

ースで報道されたこともありますが、日本
語では「熊が出るから気をつけてね」とい
う意味です。	
 
	
 

◆苫前夕阳岗白色海滨

◆とままえ夕陽丘ホワイトビーチ	
 

左侧有称为苫前夕阳岗白色海滨的海水浴场。
为了营造美丽的沙滩，1996 年从中国海南岛买了
1000 吨白沙(约为 2000 万日元)建造而成。具有

左側にはとままえ夕陽丘ホワイトビーチ
という海水浴場があります。きれいな砂浜
を作る為、中国海南島から白い砂 1,000ｔ
（日本円で約 2000 万円）を買い付け、1996

南国气氛的浪漫海滩吸引了年轻情侣、家庭前来旅

年に作られました。南国のようなロマンチ

游，形成一片热闹兴旺的场景。同时，夕阳把白色

ックな砂浜があるとして若いカップルや家
族連れで賑わいをみせています。また、夕

的沙滩染成粉红色，营造出梦幻般的景象。

日に映える白い砂はピンク色に染まり幻想
的な雰囲気を醸しています。	
 
	
 

◆風力発電	
 

◆风力发电
风力强烈的日本海岸建有许多风力发电设施。
1990 年代后期开始，苫前町拥有 3 台町营风力发
电机和 39 台民营风力发电机，建成了日本最初的大

風の強い日本海側には風力発電がたくさ
んあります。1990 年代後半から苫前町は、
町営の風力発電機 3 基と、民営の風力発電
機 39 基を擁する、日本で初めて大規模な集

规模集合风力发电设施。总发电输出为 5.28 万千

合風力発電施設をつくりました。総発電出

瓦，占北海道风力发电总量的五分之一左右。

力は 5 万 2800 キロワット、北海道の風力発
電の約 5 分の 1 をまかなっています。	
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2008 年の世界の風力発電量は約 1 億 2100

2008 年世界风力发电量大约为 1 亿 2100 万
千瓦、相当于 120 座核电站的发电量。风力发电量

万キロワット、原発 120 基分になる。風力
発電量第１位はアメリカで 2500 万キロワ
ット、中国はドイツ、スペインに次いで第

第一位是美国，为 2500 万千瓦。中国是继德国和

4 位の 1200 万キロワット。日本は 13 位の

西班牙之后的第四位，为 1200 万千瓦。日本是第

188 万キロワットです。	
 
二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の

13 位，为 188 万千瓦。

低減効果がある風力発電は、世界的には増

风力发电能够降低产生温室效应的二氧化碳等

加傾向ですが、日本ではなかなか難しい状

气体排放量，虽然全世界都有增加建设风力发电的

況です。日本に毎年やってくる台風に耐え

倾向，但在日本这却非常困难。因为如果在日本建

うる風車を施設すると欧米と比較してコス

设能够对抗每年在日本登陆的台风的发电设施，造
价会比欧美贵得多。

トが上がってしまいます。	
 
地形に起伏が多いので、たくさん建てる
場所が少ないのです。風向きも変化しやす

因为起伏地形较多，所以日本可以大量建设的

く、見込み通りに風力が得られなかったり

场所很少。并且由于风向易变，很难取得预期的风

するので、よほど立地選定を慎重に行わな

力，所以如果不经过非常慎重的用地选择，风车会
出现不转动的可能。同时，日本的风车八成以上是

いと風車が回らないこともあります。また、
日本の風車の８割以上が海外製で、JIS 工
業規格と欧州の ISO 企画では、ネジ 1 つで

外国制造的，日本 JIS 工业规格和欧洲的 ISO 规格

も形状が違い、部品調達に時間とコストが

连螺丝的形状都不同，零件采购上需要花费很多时

かかります。	
 
また、野鳥の事故も問題になっています。

间和费用。

天然記念物であるオジロワシが風車に衝突

同时，野鸟事故也成为问题。曾经有自然纪念

する例もあって、自然エネルギーを生かす

物白尾鹰撞到风车上的例子，有批评认为本应造福

はずの風力発電が生態系を崩しているので

于生态环保的天然能源风力发电，却对生态系统造

はないかという批判もあります。	
 
	
 

成了破坏。

◆远别渔港的海参

◆遠別漁港のナマコ	
 

日本也把海参视为高级食材，但其地位远远不
及香港。在亚洲圈内如中国、韩国、香港料理等对
海参品质的讲究甚至到了决定料理命运的地步。
近年来随着北海道热的狂潮，Ororon 线路上
的海参也受到高度重视，成为品牌产品。远别渔港
的海参在香港被称为“梦幻海参”，出口海外的数
量正在增加。

日本でもナマコは高級食材の部類です
が、そのあつかわれ方は香港ほどではあり
ません。中国、韓国、香港料理などアジア
圏でナマコは、実に料理の命運を分けるほ
どその品質にこだわります。	
 
近年の北海道ブームにも乗ってオロロン
ラインのナマコは高い注目を浴びブランド
化されています。遠別漁港のナマコもまた
香港では“幻のなまこ”と称されるなど、

根据海参的习性有专门的收获方法。海参在秋
天到冬天的季节里吃的比较多，所以冬季的海参味
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海外への出荷に伸びを見せています。	
 
なまこは、なまこの習性を利用した専門

道最鲜美，有“冬至海参”之说。北海道远别渔港
的海参渔夫通过自己的目视检验和手的触感判断，
仔细辨别海参的“肉质、颜色、形状”，然后包装
出货。

の漁方により水揚げされます。秋から冬に
かけてよく餌を食べるようになるので冬の
ナマコは最も味がよく「冬至なまこ」とい
う言葉があります。北海道遠別漁港のナマ
コ漁師も、ナマコの“肉付き・色・形”を
じっくり自分の目と、手ひらの感触で吟味
し、梱包・出荷しています。	
 
	
 

◆天盐川

◆天塩川	
 

天盐川干流的长度在全国为第 4 位、流域面积
为全国第 10 位，是日本有名的大河。流域内拥有丰
富的自然景观，上游的山岳地带邻接大雪山国立公

天塩川は、本流の長さ全国第 4 位、流域
面積は全国第 10 位の日本有数の大きな川
です。流域は豊かな自然に恵まれ、上流部
の山岳地は大雪山国立公園に隣接し、高山

园、是高山植物丰富的天盐岳道立自然公园；下游

植物の豊富な天塩岳道立自然公園になって

的丰富町、幌延町是寒冷地植物的宝库，是自然纪

います。下流部の豊富町や幌延町は寒冷地
植物の宝庫で、天然記念物のオジロワシ、

念物白尾鹰、豆雁等候鸟眷顾的地方。

ヒシクイなどの渡り鳥が飛来します。	
 

天盐川从河口到 158 千米的地方，没有设置切

天塩川は河口から 158km まで堰などの川

断河流的堤堰等障碍物，因此每年会在这里举办从

を横断する工作物が設置されていないこと

上游到河口的皮划艇比赛。

から、上流から河口までカヌーで下るレー
ス「ダウン・ザ・テッシ・オ・ペッ」が毎
年開催されています。	
 
	
 

◆天盐町的蚬贝

◆天塩町のしじみ	
 

蚬贝是天盐町的名产。由于这里的蚬贝不是人
工养殖，而是几万年前就有的完全的自然繁殖，所
以是在其他地方看不到的蚬贝。其中的极品为“青

天塩町の名産はしじみです。養殖ではな
く、何万年も前から繰り返されている完全
な自然繁殖による、他では見られないしじ
みです。その中でも、更に上品な風味と濃

蚬贝”，其味道鲜美，可以制取味道浓郁的汤汁。

いダシの味を楽しめる最高級品が｢青しじ

在为保护自然资源而限制渔捕捞量的天盐产蚬贝

み｣です。資源保護の為、漁獲量を制限して

中，这种贵重的蚬贝只能收获到一半左右，是除在
当地销售之外，仅流通到个别的高级料亭中的珍贵
贝类。

いる天塩産のしじみの中でも、約半分程し
か採れない貴重なしじみです。地元でのみ
販売され、その他は一部の高級料亭等だけ
にしか流通していない貴重なしじみです。	
 
	
 

◆丰富的温泉

◆豊富温泉	
 

温泉水浓得可以使衣服染色,并且有淡淡的石油
味道，因此这里的温泉被称为“油温泉”。这里的
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「油風呂」とも呼ばれることもある特徴
的な湯は、衣服に着色するほどお湯が濃く、
弱い石油臭があります。そもそも石油の試
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温泉是在过去开采石油时，从地下 800-900 米深

掘を行っていた時に、地下約 800~900m の地
点から天然ガスと温泉が噴出したのがその

处和天然气一起喷发出来的。

始まりです。	
 

温泉水中，含有医疗效果的氡成份含量位于世

医療効能で有名なラドンの含有率は世界

界第六位，对皮治疗肤病有特殊疗效，所以吸引了

第 6 位で、特に皮膚病に効能があることが

全国各地的温泉疗养客人和游客聚集于此。女性们

話題になり、全国から湯治客や観光客が訪

也很关注这种对皮肤温和有益的“美容温泉”。

れるようになっています。女性からは、お
肌にやさしい「美肌の湯」として注目され
ています。	
 
	
 

	
 

〔３〕３日目（幌延→サロベツ原生花園→稚内→宗谷岬／利尻島・礼文島）	
 
	
 

◆幌延町驯鹿观光牧场

◆幌延町トナカイ観光牧場	
 

给圣诞老人拉雪橇的驯鹿是分布在北极圈附近
的北欧、北美等地的鹿科动物。幌延町驯鹿观光牧
场饲养的驯鹿，是从芬兰来的 10 头驯鹿的子孙，都

サンタクロースのソリをひく動物、トナ
カイは北極圏をとりまく北ヨーロッパや北
アメリカに分布するシカ科の動物です。幌
延町トナカイ観光牧場で飼育されているの

是在这个牧场里出生的。5-6 月份还可以看到刚刚

は、フィンランドからやってきた 10 頭の子

出生的鹿宝宝。这里共饲养了大约 50 头驯鹿，是日

孫たちで、すべてこの牧場生まれです。5
～6 月は赤ちゃんトナカイも見られます。

本唯一的驯鹿观光牧场。

約 50 頭のトナカイを飼育している、日本で

同时，牧场里还栽培着大约 3000 株被称为梦

唯一のトナカイの観光牧場です。	
 

幻之花的“蓝色罂粟”。自然生长的植株只能在标

	
 	
 また、牧場内には幻の花「青いケシ」が

高 3000 至 5000 米的喜马拉雅及中国西南部(西

約 3,000 株栽培されています。自生種は標

藏自治区)看到。由于人工栽培非常困难，因此被称
为梦幻之花。开花期在 6 月和 7 月。

高 3～5 千メートルのヒマヤラや中国西南
部（チベット自治区）でしか見られません。
栽培の難しさから幻の花と言われていま
す。６月～７月上旬に開花します。	
 
	
 

◆宗谷丘陵的冰缘地貌

◆宗谷丘陵の周氷河地形	
 

宗谷岬后面是广阔的丘陵，细小的竹子和低矮
的树木，覆盖了高度从 20 米到 200 米的舒缓的山
脊和山谷。

宗谷岬の背後に広がる丘陵は、高さ 20m
から 200m の稜線や谷も丸みを帯び一面の
笹とまばらな低木に覆われています。	
 	
 
これらの丘陵は、周氷河地形のひとつの

这些丘陵起因于冰缘地貌的一种流土现象，陡
峭的山地变成平坦缓稳的冰缘地貌的波状地形。波
状丘陵大约形成于距今 1 万年前地球最后的冰河时
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流土現象で、険しい山地も、平坦でなだら
かな周氷河性の波状地になってしまいま
す。波状の丘陵ができたのは、今から約 1
万年前に終わった地球最後の氷河時期、ウ

期，即大冰河时期末期，被称为冰河时代的遗迹。

ルム氷河期末期といわれ、いわば氷河時代
のなごりと言われています。2004 年に北海

这里于 2004 年被指定为北海道遗产。

道遺産として指定されました。	
 
	
 

◆佐吕别原生花园

◆サロベツ原生花園	
 
東西 5~8km・南北 27km にわたって広がり、

东西长 5-8 千米、南北长 27km，面积约 2 万
公顷，其中 70%为泥炭地的广阔领域，是与钏路湿
地并列的日本最大级别的湿地。这一区域被指定为

面積は約 2 万 ha、その 70%が泥炭地となっ
ており、釧路湿原と並ぶ日本最大級の湿原
です。「利尻・礼文・サロベツ国立公園」

“利尻利文佐吕别国立公园”，并于 2005 年 11

に指定されており、2005 年 11 月「ラムサ

月成为《拉姆萨尔公约》的注册湿地。

ール条約」の登録湿地となりました。	
 

在 5 月到 9 月的佐吕别原生花园里，包括只在
这里生长的固有品种“天盐小樱”等 100 多种湿地

	
 	
 サロベツ原生花園では５月から９月ま
で、サロベツ湿原にのみ生息する固有種『天
塩小桜』などの植物を含む 100 種類以上も

植物鲜花绽放、争奇斗艳，没有任何人工添加的大

の湿原の花が咲き、人の手が加えられない

自然的广阔平原风光展现眼前。

自然のままの広大な平原風景を観賞するこ

佐吕别湿地经历了 200 万年的历史历程，枯朽
的植物化成泥炭积累堆叠而成。泥炭层厚达 4 至 7
米，而每年的积累速度只有 1 毫米。

とができます。	
 
	
 	
 サロベツ湿原は 200 万年というとてつも
なく長い歴史をかけて、枯れた植物から変
化した泥炭が積み重ねられて形成されまし
た。その泥炭の厚さは４～７ｍで、成長は
1 年間に１mm とごくわずかです。	
 
	
 

◆野寒布岬

◆ノシャップ（野寒布）岬	
 
北にロシアのサハリン、西に礼文・利尻

野寒布岬北临俄国的库页岛(萨哈林岛)、西可眺
望利文·利尻岛，特别是可以清楚地观赏到有海上
富士山之称的利尻富士的美丽姿态。稚内灯台的高
度在日本名列第二。

島を一望できます。特に洋上の富士山とい
われる利尻富士の美しい姿を見ることがで
きます。稚内灯台は、日本全国 2 位の高さ
があります。	
 
	
 

◆稚内和日本的章鱼食品

◆稚内と日本のたこ食	
 

稚内港是章鱼捕获量全国第二位的有名渔港，
将冷冻的章鱼薄薄地切成涮锅的“章鱼涮”，是这
里的著名料理。2009 年，稚内的城市人口为 3.9
万人。

稚内港はタコの有数の水揚げ量が全国で
2 番目に多い漁港であるため、冷凍したタ
コを薄く切ってしゃぶしゃぶにする「たこ
しゃぶ」が名物料理になっています。人口
は 3 万 9 千人（2009 年）です。	
 

日本的章鱼消费量占了世界章鱼消费总量的约
六成左右。寿司、生鱼片自不必说，喜食章鱼的日
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世界のたこの消費量の約 6 割をなんと日
本が占めています。寿司、さしみはもちろ
ん、ここ稚内の名物料理となっているたこ
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本人还会将章鱼的其他食品。比如，稚内的著名料
理“章鱼涮”及传统快餐“章鱼丸子”等等。章鱼
丸子以大阪的最为有名，把煮熟的章鱼切成小快，
放到用面粉做的丸子里烧烤而成。

しゃぶ用として使われたり、日本の伝統的
ファーストフード「たこ焼き」など、日本
人がたこを食べる習慣はとても一般的で
す。たこ焼きは大阪が有名で、小さく切っ
た茹でたタコを小麦粉で作った団子の中に

对日本人来说，弹性的嚼劲和独特味道使章鱼
成了人气食品材料。但外国人常把章鱼称作“魔鬼
鱼”，忌讳又不喜欢，很少有人吃章鱼。在中国的
传统料理中好像也不太吃章鱼。

入れて焼いたものです。	
 
	
 	
 タコは、日本人にとっては、弾力のある
食感とその独特の味で人気の食材となって
いますが、外国においては悪魔の魚なとど
呼ばれ、忌み嫌われ、食べない人が多いよ
うです。中国でも伝統料理にもタコを使っ
た料理はあまりないようです。	
 
	
 

◆北防波堤穹顶

◆北防波堤ドーム	
 
戦前、サハリンは「樺太」と呼ばれ、日

库页岛在日本被称为“萨哈林”，战前称为“桦

本の領土だった時代がありました。	
 

太”，曾是日本的领土。

このとき、この稚内から連絡船が出発し

那时候连络船只从稚内出发、频繁运输人和货

て、人や荷物を頻繁に運んでいました。北

物。北埠头作为旧桦太航路的始发站使用的时期，

埠頭が旧樺太航路の発着場として使われて

为了防止海浪的飞沫溅到从这里通过的铁路和道路

いたとき、ここに通じる道路や鉄道へ波の

上，从昭和 6 年到昭和 11 年间修建了这个防波堤。
它曾是人来人往热闹非常的桦太的标志，仿佛古罗

飛沫がかかるのを防ぐ目的で、昭和 6 年か
ら昭和 11 年にかけ建設された防波堤です。	
 
樺太へと渡る人々で賑った頃のシンボルで

马建筑一样的，拥有圆形粗柱、优美曲线的回廊，

もあり、古代ローマ建築物を思わせる太い

这个举世无双的建筑曾是内外注目的对象。

円柱となだらかな曲線を描いた回廊は、世

昭和 55 年（1980 年）进行全面整修工程时

界でも類のない建築物として内外の注目を
あびています。	
 

又恢复了它独特的景观。这个高 13.6 米、柱子内侧

全面改修工事が行われ昭和 55 年にその

到墙壁的距离为 8 米、总长 427 米、70 根柱子、

独特の景観がよみがえり、高さ 13.6m、柱

半圆拱形结构形式的建筑，在 2001 年被注册为北

の内側から壁までが 8m、総延長 427m、柱の
総数 70 本、半アーチ式の構造形式です。

海道遗产。

2001 年北海道遺産に登録されました	
 
	
 
	
 
	
 

◆稚内市立ノシャップ寒流水族館	
 

◆稚内市立野寒布寒流水族馆
气球鱼生息在北鄂霍次克海、日本海的宗谷北
部。这种鱼不太擅长游泳，经常靠腹部的吸盘吸附
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フウセンウオは、北オホーツク海や日本
海の宗谷北部に生息しています。泳ぎがあ
まり得意ではなく、おなかの下にある吸盤

在岩石上。大约 5 厘米长的气球鱼长得非常可爱。
由于这种鱼的饲养非常困难，现在只有日本最北部
的“稚内市立野寒布寒流水族馆”成功地繁殖了气
球鱼。

で岩などにくっついていることが多いそう
です。5 センチくらいの大きさで、前から
見た顔がとってもキュートです。飼育の難
しさから、日本最北の水族館「稚内市立ノ
シャップ寒流水族館」でしか、フウセンウ

气球鱼身体圆圆；脸上会有表情；长着巨大吸
盘和像脚一样的鱼翅，让人很难将它与普通的鱼联
系到一起。在全国各地的水族馆展出时，气球鱼以
“娇媚可爱的样子”获得了很高的人气。

オ繁殖に成功していません。	
 
	
 	
 とても魚とは思えないような丸い体。と
ても魚とは思えないような表情のある顔。
とても魚とは思えないようなでっかい吸
盤。とても魚とは思えないような足みたい

除此以外，这里还有饲养有日本数量最多的胡
麻斑海豹、洪堡企鹅、冰海精灵(Clione)等等，充
分展示了北国水族馆特有的魅力。

なヒレ。全国の多くの水族館で展示され、
「愛嬌があって癒される」と人気がありま
す。	
 
	
 	
 このほか、飼育数日本最大級のゴマフア
ザラシやフンボルトペンギン、クリオネな
ど北の水族館ならではの展示が特徴です。	
 
	
 

◆宗谷岬、宗谷丘陵和稚内公园

◆宗谷岬と宗谷丘陵、稚内公園	
 

宗谷岬是普通人可以到达的，日本最北端的地
方。因此在这里建有“日本最北端之地”的石碑，
很多游客都是特意到这里来看这个纪念碑的。
“日本最北端之地”的石碑设计呈三角锥形，象
征着北国的标志北极星。碑中央刻有字母 N 指向北
方，台座的圆形表示和平与协调。每天日落到黎明
时分这里装点着梦幻般效果的照明。可以用肉眼看
到的冰河地形，这在日本全国也是非常少有的。
在利用这种地形建立的牧场里，从稚内到宗谷
岬的的观光路线非常受欢迎，这里可以一边观赏悠

宗谷岬は、一般人が行くことのできる範
囲における日本最北端の地であるため、
「日
本最北端の地」と記された石碑が建てられ
ており、この石碑を目指してやってくる観
光客が多くいます。日本最北端の地の碑が
建てられています。	
 
	
 三角錐のデザインは北国のシンボルで
ある北極星の一稜をモチーフにしていま
す。	
 塔の中央にあるＮの文字は北を台座の
円形は平和と協調を表現しています。	
 毎
日、日没から夜明けまで幻想的にライトア
ップをしています。肉眼で確認できる周氷
河地形というのは、全国的に見ても珍しい

然放牧的牛，一边穿过丘陵地带。2004 年 10 月， です。	
 
宗谷岬周边的丘陵地带被通称为“宗谷丘陵”，并
この地形を利用した牧場があり、のんび
りと放牧されている牛を見ながら丘陵地帯

被选定为北海道遗产。

を通る道は、稚内から宗谷岬を目指す観光
ルートの一部として定着しています。2004
年 10 月には宗谷岬周辺の丘陵地帯、通称
「宗谷丘陵」が北海道遺産に選定されまし
た。	
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◆氷雪の門と九人の乙女の像	
 

◆冰雪之门和九个少女之像
冰雪之门是为在曾经是日本领土的桦太去世的
日本人而设立的慰灵纪念碑。1945 年 8 月苏联单
方破坏日苏中立条约，开始侵略进攻，造成一般平

氷雪の門は、かつて日本領土だった樺太
で亡くなった日本人のための慰霊碑です。
1945 年 8 月、ソビエト連邦が日ソ中立条約
を一方的に破棄して、不当に侵攻を開始。

民百姓的大量牺牲。当地的桦太关连人士和遗族在

一般市民たちに多くの犠牲者が出ました。

1963 年建立了这个慰灵纪念碑。

その慰霊碑として、地元の樺太関係者と遺

九个少女之像是 1945 年在桦太的真冈邮电局
自杀的九位电话接线员的慰灵纪念碑。1945 年 8

族によって 1963 年に建てられました。	
 
	
 	
 九人の乙女の像は、1945 年樺太の真岡郵
便電信局で自決した九人の電話交換手の慰

月 20 日，为了连络业务而留守到最后的九位女性接

霊碑です。1945 年 8 月 20 日、連絡業務の

线员下了最后的决心，服用氰化钾自杀。慰灵碑上

ため最後まで残留していた電話交換手の女

刻有这九个女性的名字、和她们最后的遗言“大家，
这是最后时刻了。再见、再见了・・・・・”

性 9 人が、もはやこれまでと覚悟を決め、
青酸カリなどを用い自決しました。慰霊碑
には亡くなった９人の名前、彼女達の最後
の言葉となった「皆さん、これが最後です。
さようなら、さようなら・・・・・」の文
が刻まれています。	
 
	
 

◆稚内と樺太犬	
 

◆稚内和桦太犬
桦太犬是萨哈林北方民族饲养用于拉雪橇或狩
猎的犬种。在利尻、利文岛、稚内，直到改用汽车、
机械为止，一直都把桦太犬当作渔业、木材搬运、
电报送达、行商等的使役犬使用。

樺太犬は元々サハリンの北方民族が犬ぞ
りや狩猟用に飼育していた犬種で、利尻・
礼文島や稚内においても車や機械に変わる
まで、漁業、木材の運搬、電報配達、行商
などに使役犬として働いていました。	
 

桦太犬比马更容易转小弯，被看作贵重的宝贝。 	
 	
 馬よりも小回りが効くため重宝されてお
1950 年代，北海道内共饲养了一千多条。但是随
着汽车社会形成，桦太犬作为使役犬的作用逐渐消

り、1950 年代、道内には千数百頭が飼育さ
れていました。ところが、車社会となり使
役犬として必要なくなった樺太犬は雑種と

失，大多数桦太犬杂交后沦为野狗。此外，由于发

混ざったり野犬化したり、エキノコックス

生寄生虫而实施的清除野狗活动，也使得到 1970

という寄生虫が発生したりしたため、野犬
掃討されて 1970 年代頃には純血種はほぼ

年，纯种桦太犬已经基本上灭绝了。

絶滅してしまいました。	
 

稚内曾因训练 1957 年到南极考察的犬雪橇用

	
 	
 稚内は 1957 年南極観測の犬ぞり隊で活

桦太犬而闻名。后来全世界都曾报到过被留在南极

躍した樺太犬達を訓練した土地としても知

的两只狗太郎和次郎一年后依然奇迹般的生存着

られています。南極に置き去りにされたタ

得，这一感人的新闻。之后又被改编成为电影《南
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ロ、ジロの２頭が、１年後に奇跡的に生き
延びていたという感動的なニュースは、世

极物语》，在全日本都很轰动。在稚内公园的最高
处，建有在南极死去的犬只的慰灵碑和供养桦太犬
的供养塔。

界中に報じられました。のちに「南極物語」
という映画にもなり、日本中で大ヒットし
ました。稚内公園の頂上には南極で亡くな
った犬達の慰霊碑、樺太犬供養塔が建って
います。	
 

	
 

◆利尻岛

◆利尻島	
 

Riishiri 是爱努语“有高山的岛屿”的意思。这
个高山是指有“利尻富士山”之称的，标高为 1721
米的利尻山。从山顶到海岸线的山麓上，森林和草

リイシリとはアイヌ語で「高い山のある
島」という意味です。その高い山が、利尻
富士とも呼ばれる標高	
 1,721m	
 の利尻山
で、その頂から海岸線に達する山麓には、

原茂密，养育着多种生物，给人类创造了丰富的自

豊かな森林や草原が広がり、多くの生物を

然恩惠。

育み、わたしたち人間にもたくさんの恵み

这里收获的利尻海带是仅次于真海带、罗臼海

を与えてくれています。	
 
	
 	
 ここで穫れる利尻昆布は、真昆布や羅臼

带的高级名品，由于这种海带可以制作鲜美的汤汁， 昆布に次ぐ高級品で、上品なだしが採れる
所以被怀石料理视为宝物，在京都料理中是不可缺
ため、懐石料理では重宝され、とりわけ京
少的。在京都，利尻海带是最常用来调制汤汁的海

料理には欠かせない。京都では最も一般的
なだし昆布です。	
 

带。

	
 	
 また、この利尻昆布を餌にしている海胆

同时，以利尻海带为食物的海胆产季，在夏季

の季節は夏、７月から８月です。北の短い

的七至八月。这是只能在北方短暂的夏季里享受得

夏しか味わえない本当の贅沢です。海胆は

到的真正的奢侈。一般来说，如果把海胆从壳里取

殻から外すと溶けてしまうので、普通はミ

出来，海胆就会化掉，所以通常是浸泡在明矾保存
液里。因此产地以外的地方很难品尝到真正原味的

ョウバンという保存液に浸します。このた
め、産地以外ではほとんど本来の味を味わ
うことができません。機会があったら是非、

海胆。有机会的话，请一定尝尝活海胆的鲜美滋味。 活きている海胆の味を試してみてくださ
い。	
 

◆礼文岛

◆礼文島	
 

礼文岛在爱努语中是“海上岛屿”的意思，语
源来自“rebun·shiri”。拥有丰富的高山植物的
礼文岛，以“花的岛屿”之称而享有很高人气的同

礼文島は、アイヌ語で沖の島を意味する
「レプン・シリ」が語源です。高山植物が
豊富に咲き誇る「花の島」として人気を誇
るとともに、奇岩が多い絶景の島でもある。

时，也拥有很多奇石绝景。1989 年被评选为日本

1989 年には日本の秘境 100 選の一つに選定

100 秘境之一。

されました。	
 

岛内风景优美的地方没有公路，租车也以离岛
金额计算、相对比较贵，因此步行观赏是最适合的
方法。西海岸的徒步路线分为从最北部开始的 4 小
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 島内は風景がきれいなところに車道がな
く、レンタカーなども離島料金で割高なの
で、歩いて見るのがもっとも適しています。	
 
西海岸のハイキングコースは、最北部から
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时行程；及向南通过礼文林道、香深的 8 小时行程。 の 4 時間コースと、更に南下して礼文林道
建议您一定不要错过 5 月到 9 月期间，漫步在迷人
风景中的夏季旅行。

を通って香深へ抜ける 8 時間コースがあり
ます。次回、5 月から 9 月までの夏の季節
にゆっくり訪れることをおすすめします。	
 

	
 
〔４〕４日目（稚内→猿払→興部→紋別→旭川空港）	
 
	
 

◆大沼鸟屋

◆大沼バードハウス	
 

秋天这里是飞往越冬地的中间点，春天这里又
是返回西伯利亚的休憩地。每年有数千只天鹅飞到
这个湖来。这里已经确认有 118 种野鸟飞来。

秋になると、越冬地への中継点として、
また春になるとシベリアへと返る休息地と
して毎年数千羽の白鳥が飛来する湖です。
118 種類の野鳥の飛来が確認されています。	
 
	
 

◆猿払村和扇贝

◆猿払村とホタテ	
 

1947 年，由于引入战后归国者，内陆的战后
开拓不断推进,并开始了以煤矿业、林业、奶酪畜牧
业为中心的开发。但是到了 1954 年左右，鲱鱼捕

1947 年、終戦後の引揚者の入植などによ
り、内陸地の戦後開拓がすすみ、炭鉱、林
業、酪農が中心の開発が始まりました。し
かし、1954 年頃よりニシン水揚が激減し、

获量急剧减少，海上扇贝业也因为肆意采获而衰退， 沖合のホタテ漁も乱獲により衰退し、漁民
很多渔民因为经济困难不得不离开村庄。1963 年
和 1967 年煤矿接连封闭，林业也衰败了。除少数
奶酪畜牧业以外，农村的经济产业完全处于停止状
态。当时甚至流传着“如果想看贫困，就去猿払”

の多くが経済的困窮により離村を余儀なく
されました。1963 年、1967 年に相次いで炭
鉱閉山。林業も衰退し、僅かに酪農を除い
た村内の産業経済が完全に停滞。当時は「貧
乏見たけりゃ猿払へ行きな」と言われるほ

的说法，住民的生活状态已经到了穷困潦倒的地步。 どの有り様であり、住民の生活は困窮を極
从 1971 年，根据猿払村渔业协同组织的 10
年计划，初次开始了扇贝幼贝放流事业，以巨额投

めました。	
 
1971 年から、猿払村漁業協同組合 10 年
計画によって、初のホタテ稚貝放流事業が

资来一搏猿払村的复兴。1981 年扇贝渔业养成事

始まり、巨額を投じて村の復興を賭けまし

业结束以后，有计划的幼贝放流取得了令人惊喜的

た。1981 年、ホタテ漁業造成事業を終了し

成绩，持续获得了良好的扇贝收获量。2008 年天
然扇贝的收获量达到 5 万 3 千吨，成为日本第一。

て以後、計画的な稚貝放流により驚異的な
ホタテ水揚を維持することとなりました。	
 
2008 年に天然ホタテの水揚げ量は 5 万 3 千

猿払村的扇贝肉厚而紧，非常好吃。干扇贝在法国、 トンで日本一になりました。猿払村のホタ
テは身が厚く締まっており、うまみが凝縮

中国等海外地区受到了高度的评价。

しています。干し貝柱は、フランスや中国
など海外でも評価が高いです。	
 

◆鄂霍次克海的流冰和纹别佳林蔻(garinko)
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◆オホーツク海の流氷と紋別ガリン
コ号	
 

号
第一代佳林蔻(garinko)号是由三井造船为开
发阿拉斯加油田而建造的试验船“ohotsuku”，
从 1981 年到 1985 年一直担负着试验的任务。试

初代ガリンコ号は、三井造船がアラスカ
油田開発のために建造した実験船「おほー
つく」で、1981 年から 1985 年まで実験に
使われました。実験終了後の有効利用のた

验结束后为有效利用而改造成观光船，1987 年 2

めに観光船に改造され、1987 年（昭和 62

月 1 日开始航行，也是当时出现的世界上第一条流

年）2 月 1 日就航しました。当時、世界初

冰碎冰观光船。船上装有破冰钻，启动之后旋转的
螺旋将冰破碎，使得船可以在流冰上航行。

の流氷砕氷観光船でした。砕氷ドリルを船
体に装備していて、それを回転させ、ガリ
ガリとネジを回すように氷を砕きながら流

与第一代佳林蔻号是由试验船改造而成的相
比，第二代佳林蔻号一开始就是以流冰观光船的目
的设计建造的。总吨数是第一代的近 4 倍、重 150
吨，定员大幅度增加到 195 名。里面有配有冷暖空

氷を航行します。	
 
	
 	
 初代ガリンコ号は、実験船を改造した船
であるのに対し、後継機であるガリンコ号
２ははじめから流氷観光を目的として設計
されました。総トン数は初代の 4 倍近い

调设备的客房、自动售货机、商店等，可以舒适地

150t となり、定員も 195 名と大幅に増員さ

完成航行任务。

れた。また冷暖房完備の客室を持ち、自動

第二代佳林蔻号从 1997 年开始航行。这艘船
可以航行 10 公里，因此开始了夏季航行。有的船次

販売機や売店も完備しているため、快適に
クルージングをすることが出来る。1997 年
に就航しました。	
 

夏季可以在甲板上垂钓。破冰钻地螺旋由四个减少

	
 	
 沖合 10km までの航行が可能となり、これ

为两个，但破冰能力却有所提高。可以一边破碎 60

に合わせて夏期の運航も開始されていま
す。夏場は便によりデッキから釣りをする

厘米厚的冰一边前进。

ことも出来ます。特徴であったアルキメデ
ィアン・スクリューは初代の 4 本から 2 本
に減りましたが、砕氷能力はアップし、氷
厚 60cm の氷を割りながら進むことが出来
ます。	
 
	
 

◆道北的奶酪畜牧业和生牛奶糖的始祖

◆道北の酪農と生キャラメルの元祖	
 

纹别郡兴部町位于离札幌 300 公里的地方。交
通不算便利、人口也有减少的趋势，是一个为人口
稀疏化而烦恼的农业渔业城镇。

紋別郡興部町は、札幌からおよそ 300 キ
ロメートル。決して交通は便利と言えず、
人口も減少気味の、過疎化に悩む農業と漁
業の町です。	
 

町内八成用地为山林原野，农业用地占二成、
仅有 7000 多公顷。而且农业用地的大部分是强酸
性黏土土质，气候条件也是终年寒冷，无论怎样都
不能说是有农业生产条件的地区。

町の８割を山林・原野が占め、農用地は
２割、7,000 ヘクタール強ほどしかありま
せん。しかも、農用地の多くは強い酸性で
重い粘土質、気候条件も年間を通じて冷涼
と厳しく、決して農業的条件に恵まれてい
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但正因为这些条件，兴部町农业以奶酪畜牧业
为中心，形成了平均耕地面积 65 公顷，饲养头数达
到 110 头的值得骄傲的大规模专业性奶酪畜牧。
兴部町的北部平原农场(north plain farm)以
生牛奶糖的发源地而广泛被人得知。生牛奶糖是为
了打开牛奶销量低迷的状况、扩大牛奶消费而在
2006 年开发的产品。因为大量使用了生奶油、并

るとは言い難い場所です。	
 
こうした条件なので、興部町農業は酪農
を中心に、平均耕地面積 65 ヘクタール、飼
養頭数 110 頭余を誇る大規模専業的酪農地
帯を形成しています。	
 
	
 	
 興部町にあるノースプレインファーム
は、生キャラメルの発祥として広く知られ
ています。生キャラメルは、牛乳消費の低
迷を打開するため、牛乳の消費拡大を目指

且为了给人留下新鲜的印象而起了这个名字。现在

して 2006 年に開発されました。生クリーム

日本著名的生牛奶糖品牌花畑牧场，就是以北部平

をたっぷり使い、新鮮さをイメージするた
めに名付けられたもので、花畑牧場はノー

原牧场的配方为基础生产制成的。

スプレインファームのレシピをベースに生

北部平原牧场建立于 1988 年。当时奶酪农家

産を行っています。	
 

以挤奶为专业，根本没有人考虑设立牛奶品牌、自

	
 	
 ノースプレインファームの設立は 1988

行销售等事情。1995 年自己的品牌“鄂霍次克

年。当時は、酪農家は牛乳を搾る専門で、

okope 牛奶”被当地中小学校接受为学校配给产品。
此后，开始销售肉制品、奶酪蛋糕、生奶糖等。同

ミルクプラントを設置し、牛乳を販売しよ
うなどと考える酪農家はあまりいませんで
した。1995 年に自社ブランド「オホーツク

时他们还开始了餐厅等多种经营，成为前卫奶酪畜

おこっぺ牛乳」は地元の小中学校の給食へ

牧家，并被全国广泛认知。

も納入されるようになりました。その後は
肉製品、チーズケーキ、生キャラメルの販
売も始めました。さらに、レストラン経営
も行うなど多角的経営する先駆的な酪農家
として全国的に知られています。	
 
	
 

北国之春

北国の春	
 

亭亭白桦

悠悠碧空

木兰花开

山岗上

北国之春天

微微南来风

白樺	
  青空	
  南風	
 
こぶし咲く	
  あの丘	
 

啊北国之春天已来临

城里不知季已节变换
妈妈犹在寄来包裹

北国のああ北国の春	
 

不知季节已变换

季節が都会ではわからないだろと	
 

送来寒衣御严冬

届いたおふくろの	
  小さな包み	
 

故乡啊故乡我的故乡

何时能回你怀中

あの故郷へ	
  帰ろかな	
  帰ろかな	
 

残雪消融

独木桥自横

雪どけ	
  せせらぎ	
  丸木橋	
 

溪流淙淙

嫩芽初上落叶松
北国之春天

啊

落葉松の芽がふく	
 

北国之春天已来临

虽然我们已内心相爱
分手已经五年整

北国のああ北国の春	
 

至今尚未吐真情

好きだとおたがいに言い出せないまま	
 

我的姑娘可安宁

故乡啊故乡我的故乡

別れてもう五年	
  あのこはどうしてる	
 

何时能回你怀中

あの故郷へ	
  帰ろかな	
  帰ろかな	
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棣棠丛丛

朝雾蒙蒙

水车小屋静

山吹	
  朝霧	
  水車小屋	
 

传来阵阵儿歌声
北国之春天

わらべ唄聞こえる	
 

啊

北国之春已来临

北国のああ北国の春	
 

家兄酷似老父亲

一对沉默寡言人

あにきもおやじ似で	
  無口なふたりが	
 

可曾闲来愁沽酒

偶尔相对饮几盅

たまには酒でも	
  飲んでるだろか	
 

故乡啊故乡我的故乡

何时能回你怀中

あの故郷へ	
  帰ろかな	
  帰ろかな	
 
	
 

作词：井山博正

作曲：远藤实

演唱：廖昌永

1977 年发行的“北国之春”表现的是，在都市生
活的男子收到从家乡寄来的包裹时，怀念起早春时
节的家乡和曾经的恋情的歌曲。曲名“北国之春”

作詞:	
 いではく	
 作曲:	
 遠藤実	
 歌唱：	
 千昌夫	
 

1977 年に発売された「北国の春」は、都会
で暮らす男性が実家から届いた小包を受け
取り、早春期の故郷や家族、かつての恋心
などを想う内容の歌です。タイトルにもあ

并没有明确指出北国是哪里，但作者说是以自己的

る「北国」がどこを指しているか、具体的

故乡长野县为意向创作的。

な地名は歌詞中には登場しませんが、作詞

想必大家都已经知道，“北国之春”这首歌被邓丽
君翻唱过，中文歌名为“我和你”。

者は自身の故郷の長野県をイメージしたと
語っています。	
 
一方、テレサ・テンが“我和你”というタ
イトルでカバーしている｢北国の春｣をご存
知の方も多いのではないでしょうか。	
 

演唱：邓丽君

编辑：小亮

歌唱：テレサ・テン	
 
心から感謝している	
 

我衷心的谢谢您

私に関心と愛情をくれたこと	
 

一番关怀和情意

もしもあなたが愛の潤いをくれなければ	
 

如果没有你给我爱的滋润

生きている意味もなかったわ	
 

我的生命将会失去意义

春の風の中でうっとりと世俗を忘れ	
 

我们在春风里陶醉飘逸

仲夏の夜	
  長く長く話しをした	
 
秋の虫が鳴く声に耳を澄まし	
 

仲夏夜里绵绵细雨

冬はひらひらと雪が舞うのを見た	
 

聆听那秋虫它轻轻在

私の平凡な年月の中であなたは	
 

呢喃冰雪它飘满地

生きる力を与えてくれた	
 

我的平凡岁月里有了一个你
显得充满活力
	
 

170	
 

