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O『海洋文化館のダブルカヌー」 or太平洋の島々」The Oceanic Culture Islands in the Pacific Museum's Double-hulled Canoe 
〇島に住むということ

Living on an island 
0r食べるための知恵」

Culinary knowledge 
El r海に生きる人々の技J

Skills of sea people 

or海を渡った人々」
The people that crossed 
the ocean 

〇ぽクロネシアに残る航海術」
Navigation skills still found in 
Micronesia 

0バンド・テシネ『海の勇者への道」
The way to becoming a brave 
seafarer 

0パンド・テシネ
r受け継がれる、聖なる匠の技」
Inherited sacred craftsman skill 

erカヌーを探る」
Discovering the canoe 

一

mr人類の移動と拡散の軌跡
を解明する」
Determining the path of 
migration and spread of 
humans 

®r身体を飾る」
Body adornment 

®r受け継がれる世界観」
Inherited world views 

0潅ことば動き」
Sounds, words and body 
movements 

。

■

©オセアニア交流ステージ
Oceania interaction stage 

�r海が結ぶ交流」
Interaction connected by the sea 

®リエン ・ ポロワット号
The Lien Polowat 

®パフォーミングアーツスタジオ
Performing arts studio ® ラカトイ

Lakatoi 

⑳クラカヌー
Kula canoe

口 口



海洋文化館

エントランスホール(1階ホール）

〈海洋文化館のダブルカヌー〉 The Oceanic Culture Museum's 
昭和so年に開催された沖縄国際海洋Double-hulled Canoe
博覧会から展示されているカヌー。 Canoe displayed since the Okinawa

このダブルカヌ ーは歴史資料を墓に
International Ocean Exhibition held 
in 1975 

ハーバー トカネ氏がデザインしタヒチThis double canoe was designed by
の人々が復元しました。 Mr. Herbert Kane, based on historical 

documents、and was reconstructed 
by the people ofTahiti. 

〈航海ゾーン(3階ロフト）〉

航海ゾーンでは、新天地へ向け大航海した人類の移住の経緯について映像で
展示。長い期間を経て培い、今なお継承されているミクロネシアの伝統的航海
術と造船技術を、国内初30mに及ぶバンドデシネ（続き漫画）にて紹介していま
す。航海術を学ぶための道具（星座コンパスとスティックチャ ー ト）や、航海時の
所持品などの展示もあります。

Voyage Zone 
In this zone, images of the history of the settlement of the people who set 
sail for new land are on display. Traditional navigation techniques and 
shipbuilding skills developed over time in Micronesia that even now are 
being handed down from generation to generation, are introduced 
through methods of Bande dessinee using 30m panels. This type of exhibit 
is the first of its kind in Japan. In order to learn navigation techniques, tools 
(star compass, stick charts) and items carried during navigations are also on 
display. 

◎海を渡った人々
海を活動の舞台としていた人類の 一団は、長い時間をかけて造船技術や航海
術を生み出し東の海に向け旅を続け、広く太平洋地域に拡散していきました。
その様子をパネルや映像で紹介します。

People who sailed across the oceans 
A group of people who were familiar with the seas and had developed 
shipbuilding and navigation skills over time, set sail and continued their 
journey eastward and spread themselves across the vast Pacific region. 
Their journeys are introduced through panels and images. 

カヌ ー大集合
オセオニア各地域の特色あるカ
ヌ ーの模型を展示したコーナー

Large canoe collection 
This is an exhibition area where 
models of distinctive canoes 
from various locations in the 
Oceanic region are on display. 

初のバンド・デシネ（続き漫画）展示
「続き漫画」の手法を用いて、それぞれ約30mにもおよぶ壁画で「伝統的航海師
になるまで」「伝統的なカヌ ーづくり」をわかりやすく紹介します。

The First Bande Dessinee Exhibit 
Using the methods of Bande dessinee, murals of approximately 30 meters 
each introduce "Becoming a Traditional Navigator" and "Making of 
Traditional Canoes" in an easy way to understand. 

〈オセアニアゾーン(2階ホール）〉
オセアニアゾーンでは、大海原で繰り広げてきた航海を巡る人々の知恵や勇気
を、床地因と大型スクリ ーンを使ったダイナミックな映像で紹介するほか、住 ・

食•漁労•装い ・信仰•音楽や踊りなど、オセアニアの海洋文化について、テー マ
別に紹介。体験コーナーも設けています。

Oceania Zone 
With the map on the floor and the large screen showing dynamic visuals, 
this zone introduces the wisdom and courage of the people who sailed 
across vast seas as wel I as the maritime culture of Oceania by themes 
including housing, food, fishing, clothing, music, dance and religion. There 
are also areas to experience some of these themes. 

展示ホ ー ルの30mX15mの吹
き抜けの床には、太平洋の地図
が広がっており床地図と大型ス
クリ ーンのダイナミックな映像
で「大海原を渡った人々」を上映
します。

床地図の各所に各地域のカ
ヌ ーが展示されています。

Regional canoes are on 
display at each of the areas 
on the floor map. 

On the floors of  the open-cei l ing 
exhibition hall which has an area of  30m 
x 1 Sm, is a map of the Pacific Ocean. 
People who sailed across vast seas are 
introduced with the map on the floor 
and the large screen showing dynamic 
visuals. 

海洋文化の広がり
住、食、漁労、装い、音楽 ・ 踊り、信仰な

I� ど、オセアニアの暮らしをテー マことに
紹介するコーナー （体験コーナーもあり
ます。）

The Expansion of the Marit ime 
Culture 
There are areas that introduce 
various themes in the lives of the 
Oceanic peoples, including housing, 
food, fishing, clothing, music, dance 
and religion. (There are also areas to 
experience some of these themes.) 






