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1.調査対象者の属性

＜年代＞

＜地区＞

性別

22

第3章 調査結果

48.6 

27.3 

24.8 

38.9 

48.4 

58.9 

65.2 

62.2 

48.2 

48.3 

47.8 

55.3 

55.2 

51.4 

72.7 

75.2 

61.1 

51.6 

41.1 

34.8 

37.8 

0.0 

51.8 

51.7 

52.2 

44.7 

44.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

男性 女性



1.調査対象者の属性

＜性別＞

＜地区＞

年代

23

6.1 

3.5 

8.7 

4.2 

6.5 

6.2 

13.3 

6.8 

19.5 

11.9 

14.4 

13.1 

10.0 

10.3 

16.3 

13.1 

19.4 

15.7 

16.3 

16.4 

15.5 

17.8 

19.0 

19.0 

19.1 

18.2 

19.4 

18.8 

17.3 

20.6 

16.9 

20.4 

13.5 

16.5 

17.0 

16.9 

16.4 

15.9 

16.9 

22.7 

11.5 

20.8 

15.9 

16.6 

21.8 

18.7 

11.4 

14.6 

8.4 

12.7 

10.4 

12.0 

12.7 

11.2 

0

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 無回答



＜性別＞

＜年代＞

居住地区

24

8.3 

8.3 

8.4 

5.7 

7.4 

8.0 

8.0 

8.2 

10.2 

9.3 

43.1 

42.8 

43.4 

45.4 

46.7 

43.1 

44.0 

43.6 

40.5 

39.4 

0

40.9 

40.2 

41.5 

41.4 

40.1 

41.1 

40.4 

40.9 

40.1 

43.2 

0.0 

3.9 

4.4 

3.4 

2.9 

3.7 

3.5 

3.8 

5.0 

4.3 

0.0 

3.8 

4.3 

3.3 

2.9 

4.1 

4.1 

3.6 

4.2 

3.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 中部地区 南部地区 宮古地区 八重山地区

1.調査対象者の属性



子どもの有無

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

25

1.調査対象者の属性

53.5 

55.6 

51.6 

0.0 

19.9 

45.7 

57.8 

61.6 

72.7 

85.3 

54.3 

54.9 

50.9 

59.4 

58.4 

46.5 

44.4 

48.4 

100.0 

80.1 

54.3 

42.2 

38.4 

27.3 

14.7 

0.0 

45.7 

45.1 

49.1 

40.6 

41.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

子どもがいる 子どもはいない 無回答



＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

出生地

26

1.調査対象者の属性 – 全体

79.8 

77.8 

81.7 

88.8 

83.0 

80.6 

81.1 

78.0 

75.0 

77.8 

0.0 

76.2 

85.4 

77.9 

69.8 

55.4 

20.2 

22.2 

18.3 

11.2 

17.0 

19.4 

18.9 

22.0 

25.0 

22.2 

23.8 

14.6 

22.1 

30.2 

44.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

沖縄県内 沖縄県外



＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

出生地

27

1.調査対象者の属性 –WEB調査

76.2

73.3

79.2

92.5

79.2

79.4

79.9

74.5

62.4

69.1

72.1

82.1

75

66

35.7

23.8

26.7

20.8

7.5

20.8

20.6

20.1

25.5

37.6

30.9

27.9

17.9

25

34

64.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=2084)

男性(n=1045)

女性(n=1039)

10代(n=126)

20代(n=288)

30代(n=395)

40代(n=451)

50代(n=375)

60代(n=294)

70代以上(n=155)

北部地区(n=172)

中部地区(n=856)

南部地区(n=931)

宮古地区(n=60)

八重山地区(n=65)

沖縄県内 沖縄県外



出生地

28

1.調査対象者の属性 – 郵送調査

89.9

92

88.2

79.1

95.5

87.5

87.5

90.6

95.1

85.9

87

93.1

89.7

74.4

85.5

10.1

8

11.8

20.9

4.5

12.5

12.5

9.4

4.9

14.1

13

6.9

10.3

25.6

14.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=746)

男性(n=330)

女性(n=416)

10代(n=48)

20代(n=89)

30代(n=67)

40代(n=88)

50代(n=102)

60代(n=185)

70代以上(n=167)

北部地区(n=64)

中部地区(n=364)

南部地区(n=226)

宮古地区(n=50)

八重山地区(n=42)

沖縄県内 沖縄県外

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞



「しまくとぅば」に対する親しみ（過去調査比較）

2.「しまくとぅば」に対する親しみ

29

「しまくとぅば」に対する親しみでは、「親しみを持っている」との回答が34.0％。「どちらかといえば

親しみを持っている」の回答を加えると、73.2％となっている。

過去調査との比較では、「親しみを持っている」との回答が、令和元年度が38.1％、令和2年

度が50.8％と過去調査と比較すると減少している。令和２年度調査と同様の郵送調査のみ

の回答で比較すると、 「親しみを持っている」が46.3%と令和２年度と比べ2.7ポイントの減少

となる。

性別では、 「親しみを持っている」の回答が男性36.6％、女性31.4％。 「どちらかといえば親

しみを持っている」の回答を加えると、男性74.6％、女性71.8％であまり差は見られない。

年代別では、 「親しみを持っている」、 「どちらかといえば親しみを持っている」の合算値で見ると、

年代が上がるにつれ回答率が上昇し、最も肯定回答が多い70歳以上では86.9％であった。

地区別では、「親しみを持っている」、「どちらかといえば親しみを持っている」と回答した割合が

最も高かったのが中部地区(合計75.1％)であった。

38.1

50.8 

34.0 

38.4

34.0 

39.2 

12.0 

7.0 

9.9 

5.2

3.7 

7.8 

6.0 

3.6 

9.0 

0.3

0.9 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和元年度 全体

（n=2551）

令和2年度 全体

（n=2021）

令和3年度 全体

（n=2830）

親しみを持っている どちらかといえば親しみを持っている

どちらかといえば親しみを持っていない 親しみを持っていない

わからない 無回答

〈親しみを持っている 計76.5％〉

〈親しみを持っている 計84.8％〉

〈親しみを持っている 計73.2％〉



34.0 

29.5 

46.3 

36.6 

31.4 

22.0 

19.0 

23.3 

33.0 

38.7 

44.7 

51.8 

0

33.9 

36.4 

31.6 

37.8 

27.4 

39.2 

40.4 

35.8 

38.0 

40.4 

53.2 

38.0 

42.0 

39.5 

39.6 

34.4 

35.1 

0

39.6 

38.7 

40.8 

30.3 

35.1 

9.9 

10.8 

7.4 

8.8 

10.9 

10.2 

9.9 

14.7 

10.9 

8.5 

8.3 

5.2 

0.0 

10.0 

9.5 

9.9 

11.6 

11.3 

7.8 

9.0 

4.6 

7.7 

7.9 

7.8 

12.6 

9.6 

8.2 

5.7 

5.6 

5.4 

0

11.0 

6.6 

8.7 

5.0 

7.4 

9.0 

10.3 

5.3 

8.8 

9.2 

6.8 

20.6 

10.4 

8.1 

7.4 

6.5 

2.2 
0.0 

5.5 

8.7 

8.6 

15.3 

17.7 

0.2 

-

0.7 

0.2 

0.2 

-

-

-

0.3 

0.1 

0.5 

0.3 

0

-

-

0.3 

-

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

WEB (n=2084)

郵送 (n=746)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

親しみを持っている どちらかといえば親しみを持っている

どちらかといえば親しみを持っていない 親しみを持っていない

わからない 無回答

「しまくとぅば」に対する親しみ

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

30

＜手法＞

〈73.2％〉

〈69.9％〉

〈82.1％〉



「しまくとぅば」に対するイメージ

Ａ Ｂ

硬い

暗い

乱暴

恥ずかしい

繊細

うっとうしい

かっこ悪い

面白くない

身近に感じない

理論的

都会的

不明瞭

31

3.「しまくとぅば」に対するイメージ

やわらかい

明るい

丁寧

誇らしい

豪快

さわやか

かっこいい

面白い

身近に感じる

感情的

田舎っぽい

明瞭

「しまくとぅば」に対するイメージを確認するため、12のイメージについて、二つの相反するAとBの

表現を提示し、どちらに近いかを尋ねた。（基本的にAを肯定的な表現、Bを否定的な表現とし

ている。）肯定的な回答が多いのは、「明るい」61.9％、「身近に感じる」60.1％ 、「面白い」

59.7％などであった。反対に肯定的な意見が少ないのは、「明瞭」21.9％、「丁寧」25.9％、

「さわやか」28.4％である。

17.2 

21.7 

8.7 

25.5 

15.9 

8.7 

10.9 

22.3 

24.5 

17.2 

18.4 

6.8 

36.3 

40.2 

17.2 

29.4 

31.4 

19.7 

20.7 

37.4 

35.6 

34.2 

29.7 

15.1 

34.5 

32.8 

44.3 

36.9 

43.8 

57.1 

55.7 

32.3 

25.3 

42.6 

44.3 

52.0 

8.2 

3.3 

23.1 

5.0 

6.4 

10.0 

8.6 

4.9 

9.1 

4.0 

5.1 

16.7 

2.6 

1.0 

5.3 

2.3 

1.2 

3.0 

2.8 

2.1 

4.8 

0.8 

1.3 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非常にＡに近い ややＡに近い どちらでもない ややＢに近い 非常にＢに近い



「しまくとぅば」に対する理解度（過去調査比較）

4.「しまくとぅば」に対する理解度

32

「しまくとぅば」に対する理解度では、「よくわかる」が10.2％、「ある程度わかる」が45.1％となり、
合算すると55.3％となった。
過去3回の調査と比較すると、「よくわかる」の回答は最も低い割合となり、「ある程度わかる」ま
でを合わせた合算値では、令和元年度が60.9％、令和2年度が70.2％、今回55.3％と減少
している。令和２年度同様の郵送調査のみの結果で比較すると、今回は68.8%となり、令和
２年度から1.4ポイントの減少となる。
性別では「よくわかる」、「ある程度わかる」の合算値が男性で60.4％、女性が50.4％で男性
のほうが理解度が高かった。
年代別では、年代が上がるにしたがって理解度も高くなる。最も低い10代の「よくわかる」、「あ
る程度わかる」の合算値が31.6％に対して、70歳以上では、81.9％で50ポイント以上の差が
あった。
地区別では、「よくわかる」の回答が19.2％で高かったのが「宮古地区」であり、「よくわかる」、
「ある程度わかる」で合算値が最も多かったのは「北部地区」（59.4％）であった。

18.4 

19.1

10.2 

42.5 

51.1

45.1 

30.1 

22.5

32.7 

7.4 

4.9

11.8 

1.6 

2.3

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度 全体

（n=2551）

令和2年度 全体

（n=2021）

令和3年度 全体

（n=2830）

よくわかる ある程度わかる あまりわからない 全くわからない 無回答

〈わかる 計60.9％〉

〈わかる 計70.2％〉

〈わかる 計55.3％〉



10.2 

5.9 

22.1 

12.7 

7.8 

4.2 

4.0 

2.9 

4.0 

7.0 

22.1 

28.8 

9.7 

10.1 

9.7 

19.2 

9.3 

45.1 

44.5 

46.7 

47.7 

42.6 

27.4 

30.9 

39.7 

47.8 

56.5 

47.9 

53.1 

0

49.7 

48.4 

43.1 

37.0 

25.8 

32.7 

36.3 

22.7 

28.2 

37.1 

51.9 

41.5 

44.5 

35.4 

28.7 

23.9 

9.9 

29.2 

31.7 

34.8 

23.1 

40.5 

11.8 

13.3 

7.5 

11.2 

12.3 

16.5 

23.7 

12.9 

12.5 

7.7 

6.0 

6.9 

11.3 

9.6 

12.2 

20.7 

24.1 

0.2 

-

0.9 

0.2 

0.3 

-

-

0.2 

0.1 

0.2 

1.3 

-

0.3 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

WEB (n=2084)

郵送 (n=746)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

よくわかる ある程度わかる あまりわからない 全くわからない 無回答

「しまくとぅば」に対する理解度

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

33

＜手法＞

〈55.3％〉

〈50.4％〉

〈68.8％〉



「しまくとぅば」の使用頻度（過去調査比較）

5.「しまくとぅば」の使用頻度

34

「しまくとぅば」の使用頻度については、「しまくとぅばを主に使う」が1.7％、「しまくとぅばと共通語を

同じくらい使う」が12.3％、「挨拶程度使う」が14.6％で、「しまくとぅばを挨拶程度以上」使う割

合（「主に使う」、「同じくらい使う」、「挨拶程度使う」の合算）は28.6％であった。

過去調査との比較では、「しまくとぅばを主に使う」が令和元年度が7.6％、令和2年度が

3.6％、今回調査では1.7%で最も低くなった。

令和２年度調査と同様の郵送調査のみの結果では「しまくとぅばを主に使う」が4.9％、「しまく

とぅばを共通語と同じ位使う」は20.7％、「挨拶程度使う」が15.2％となっており、「しまくとぅば」

を挨拶程度以上使う割合は40.8％。令和２年度調査と比較すると2.4ポイントの減少となる。

性別では、「挨拶程度使う」以上の回答では、男性が33.6％、女性が23.9％で男性の使

用率が高いのは過年度の傾向と同様である。

年代別では、年代が上がるにつれ高くなり、 10代が20.7％、70歳以上では39.0％となる。

地区別では、「宮古地区」が最も高く38.7％。最も低かったのが「八重山地区」で23.8％と

なった。

「使わない」理由を尋ねると、若年層は「わからない」「使う機会・習慣がない」「親も使っていな

いから」など、日常的に使う機会の少なさが見られる。また、しまくとぅばについて「年配の方が使う

イメージ」「喧嘩のとき」というネガティブなイメージも多い。年配層でも「周りに使う人がいない」など

が多く、60代、70代でも標準語が励行されていたため「知らない」などの回答も多い。

7.6

3.6 

1.7 

20.5

17.7 

12.3 

28.6 

21.9 

14.6 

26.0 

37.0 

41.3 

1…

18.0 

29.9 

0.4

1.8 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和元年度 全体

（n=2551）

令和2年度 全体

（n=2021）

令和3年度 全体

（n=2830）

「しまくとぅば」を主に使う 「しまくとぅば」と「共通語」を同じくらい使う

挨拶程度使う（ハイサイ等） あまり使わない

まったく使わない 無回答

〈使う 計56.7％〉

〈使う 計43.2％〉

〈使う 計28.6％〉



1.7 

0.5 

4.9 

2.7 

0.7 

-

0.5 

-

0.9 

0.5 

2.5 

8.0 

0

2.1 

1.2 

1.7 

4.3 

1.8 

12.3 

9.3 

20.7 

15.6 

9.2 

11.6 

7.9 

8.7 

9.4 

12.9 

18.1 

18.4 

0

15.3 

14.5 

9.7 

15.0 

6.2 

14.6 

14.4 

15.2 

15.3 

14.0 

9.1 

13.3 

14.2 

15.6 

17.9 

15.0 

12.6 

0.0 

13.3 

13.2 

15.8 

19.4 

15.8 

41.3 

42.5 

37.8 

39.2 

43.3 

44.8 

38.4 

42.2 

45.2 

43.6 

37.6 

37.1 

0

42.3 

44.5 

39.3 

33.5 

32.1 

29.9 

33.3 

20.6 

27.1 

32.6 

34.5 

39.9 

34.9 

28.8 

25.1 

26.6 

22.7 

0.0 

27.0 

26.4 

33.1 

27.8 

44.2 

0.2 

-

0.7 

0.2 

0.2 

-

-

-

0.1 

-

0.2 

1.3 

0

-

0.2 

0.3 

-

-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (n=2830)

WEB (n=2084)

郵送 (n=746)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

「しまくとぅば」を主に使う 「しまくとぅば」と「共通語」を同じくらい使う

挨拶程度使う（ハイサイ、ダンディガタンディ、ニファイユー等） あまり使わない

まったく使わない 無回答

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

「しまくとぅば」の使用頻度
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＜手法＞

〈28.6％〉

〈24.2％〉

〈40.8％〉
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年代 性別 市町村 理由

10代 男性 沖縄市 あまり分からない

10代 男性 沖縄市 共通語で全て伝わるからあまり使わない

10代 女性 宮古島市 「あいじゃら」や「あが」など意味の分かりやすい言葉しか分からないから

10代 女性 石垣市 周りに方言を使う人があまりいないから

10代 女性 うるま市 使う機会がないから

10代 女性 豊見城市
正直習ったことないので習うものじゃないのは分かるけど触れる機会全然ないと感じます。古典三線習っているから歌詞で
学んだりすることはあります！！

10代 女性 豊見城市 通じないから

10代 女性 石垣市 馴染みないから

10代 女性 那覇市 友達もみんな共通語を話すから

20代 男性 うるま市 あまりわからないため

20代 男性 浦添市 自分自身は、普段の日常生活にてしまくとぅばを使う機会が少ないからです。

20代 男性 名護市 親があんまり使ってなかったから。

20代 男性 中城村 身近に使う人が居ないから

20代 男性 うるま市 同世代が共通語を話すから

20代 男性 宜野湾市 分からない、習った経験がないから

20代 男性 南城市 分からないから

20代 女性 豊見城市 「しまくとぅば」の単語数が多くわからない

20代 女性 浦添市 あまりわからないから

20代 女性 豊見城市 あまり分からないから。使っても相手が分からないかもと思う

20代 女性 那覇市 あまり知らないから

20代 女性 読谷村 あんまり、聞かないため、

20代 女性 沖縄市 簡単な方言しか分からないから

20代 女性 うるま市 聞き取る事は簡単なものだと出来るが話す事は少ない

20代 女性 南城市 子供が分からないから

20代 女性 沖縄市 自分が標準語だと思っている言葉が方言だった事があるのでわからないが、バリバリの方言は使っていません。

20代 女性 宜野湾市 しまくとぅばが言葉が分からないから

20代 女性 南風原町 周囲の人が理解できない

20代 女性 浦添市 そもそも、うちなんちゅ同士でも挨拶でハイサイ使ってるの見たことない

20代 女性 宮古島市 使う機会もあまりないし、使うほど言葉を知らない為

20代 女性 南風原町 使う機会があまりない。

20代 女性 沖縄市 使う習慣がないため

20代 女性 うるま市 使う場面がない

20代 女性 中城村 使えないから

20代 女性 沖縄市 周りが使わないから。

20代 女性 沖縄市 周りの人があまり使っていないので

20代 女性 糸満市 知らないから

20代 女性 那覇市 喋れない

20代 女性 うるま市 伝わらないから

20代 女性 沖縄市 難しいから

20代 女性 沖縄市 日頃から使うような育ちをしていないため

20代 女性 読谷村 普段の会話でしまくとぅばを使う事があまりない為

20代 女性 うるま市 普段使っている言葉がしまくとぅばかわからない。

20代 女性 沖縄市 分からない言葉が多いから

20代 女性 豊見城市 聞き取れるけどほとんど話せないから

20代 女性 糸満市 方言がわからないから

20代 女性 八重瀬町 話せる相手がいないから

30代 男性 宜野湾市 あまり使わないから

30代 男性 伊是名村 あまり馴染みがないから。ノリで時々使うぐらい。

30代 男性 沖縄市 親と話す時、親が方言使わない

30代 男性 宜野湾市 機会がない

30代 男性 中城村 県外に出て抜けてしまった。祖父母と会える機会が減り、聞かなくなった。

30代 男性 うるま市
使わないように祖父より指導があった。安室奈美恵等、沖縄文化の発信はその後という時系列である。

30代 男性 南城市 とっさに出てこない時があるし、年配の方とお話をする機会が親ぐらいしかないから。

30代 男性 金武町 話し相手が使わないと不自然になりそう

30代 男性 読谷村 まだ若いので

30代 男性 西原町 語彙力がない

30代 男性 沖縄市 仕事上、方言を使うことがなく、それに慣れてしまったちめ

30代 男性 沖縄市 使い慣れていないから

30代 男性 宜野湾市 使わないから

30代 男性 宜野湾市 私自身、少し単語がわかるぐらい。周囲の人や友達も少し単語がわかるぐらいなので、日常的に使ったりはあまり無い。

30代 男性 浦添市 自分の知識があまりない

30代 男性 豊見城市 若い人と接することが多いから

30代 男性 浦添市 周りには使う人が少なく

30代 男性 那覇市 職場では使わない

30代 男性 那覇市 丁寧な言葉使いが難しいため

30代 男性 那覇市 喋れないから

30代 男性 名護市 話が伝わらない事があるから

30代 男性 名護市 話せないから。周りに話せる人がいないから。

30代 女性 南城市 「しまくとぅば」という言葉が嫌い。何故「うちなーぐち」ではダメなのか。

30代 女性 西原町 あまりことばを知らないから

30代 女性 浦添市 あまり話せないから

30代 女性 うるま市 あんまり知識がない

30代 女性 糸満市
沖縄に移住して３年目です。しまくとぅばはテレビやラジオ、近所のおじーが話すのを聞いています。まだ自分で使うレベル
ではありません。

30代 女性 那覇市 おじいおばあがいない

30代 女性 糸満市
おばあちゃんのお家に行けば身内が喋るから聞ける程度、喋る人が周りにたくさん居ないから自分も喋らない

30代 女性 沖縄市 お年寄り以外とは使わない
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年代 性別 市町村 理由

30代 女性 糸満市 ヤンキー語っぽいから

30代 女性 那覇市 よく知らないから

30代 女性 うるま市 わからない

30代 女性 宜野湾市 意味があっているか不明瞭普段から使わない

30代 女性 那覇市 何を言っているか分からない

30代 女性 石垣市 簡単な単語くらいしかわからないから

30代 女性 石垣市 機会がかい

30代 女性 南風原町 仕事上でしか使わない

30代 女性 宜野湾市 仕事条件外の人と会話することが多いため

30代 女性 那覇市 使う習慣が元々ない

30代 女性 那覇市 使う人が周りにいない

30代 女性 糸満市 使えない

30代 女性 沖縄市 使っても相手に伝わらないから

30代 女性 那覇市 使わない人が多いから

30代 女性 豊見城市 耳で聞いて理解はある程度できるが、いざ使ってと言われたら出来ない

30代 女性 本部町 自然に話してる

30代 女性 糸満市 自分の親があまり方言を使わなかったから。

30代 女性 恩納村 自分自身があまりしまくぅとばがわからない

30代 女性 南城市 周りがあまり使わないから

30代 女性 那覇市 周りが使わないから

30代 女性 宜野湾市 周りも使わない

30代 女性 宜野湾市 周りも使わないから

30代 女性 南風原町 上手に話せない。

30代 女性 浦添市 親が方言を使わないので聞いて覚える機会が無かった

30代 女性 沖縄市 身について自然に出てくる

30代 女性 うるま市 身近に使う人があまりいないので馴染みがない。

30代 女性 糸満市 喋れないから

30代 女性 読谷村 日常生活において使う場面がないから

30代 女性 那覇市 日常生活の中で、自然に使える人が周りにいないため。

30代 女性 うるま市 標準語をはなすようにしてるから

30代 女性 浦添市 分からない

30代 女性 南風原町 聞いたことある言葉だけ、話す

30代 女性 八重瀬町 聞き取ることは出来ても会話の中に入れて話すことは難しい

30代 女性 名護市 聞くことは何とかできるが、話すことは難しい。

30代 女性 与那原町 方言がわからないから。

30代 女性 沖縄市 方言をあまり知らないから

30代 女性 宜野湾市 乱暴であまり良いイメージが無く、あまり使いたくない

30代 女性 宜野湾市 流暢に話せるほどの知識もなく、日常生活で使う世代ではない

30代 女性 久米島町 両親ともに、普段の家族の会話では使わなかったから。

30代 女性 沖縄市 話しきれない

30代 女性 宜野湾市 話せない。習っていない。

40代 男性 浦添市 あまり、日常的に使わないから

40代 男性 うるま市 あまりわからない

40代 男性 糸満市 おじーおばーが既にウチナーグチを使わない

40代 男性 読谷村 県外で働いていた期間が長いので使わなくなった。仕事で使う事は違うと思う。

40代 男性 南城市 しまくとぅばが分からず、また使う機会もなく、周りも全く使わないから。

40代 男性 南城市 社会に出て全く使わなくなった

40代 男性 豊見城市 ちゃんとしたしまくぅとぅばではないから

40代 男性 那覇市 ニュアンスがきつく聞こえる場合があるから。

40代 男性 南城市 標準語が使い慣れている。方言は乱暴な気がする

40代 男性 那覇市 ほとんどのしまくとぅばの言葉の意味を知らないから。

40代 男性 宮古島市 ほとんどわからないから

40代 男性 読谷村 本土で仕事っをする時間が長かったからと思う。

40代 男性 うるま市 周りがあまり使わないから

40代 男性 那覇市 まわりで使う人がいないから

40代 男性 那覇市 もともとあまり使ってないが、一時県外に住んでて、忘れた。

40代 男性 恩納村 よく知らないが親しみがあって落ち着くような言葉。子供は保育園で習っているのか、使うのが上手く子供から習っている

40代 男性 石垣市 よくわからないから。

40代 男性 金武町 若い人に話が伝わらないから

40代 男性 浦添市 わからない言葉もあるから

40代 男性 南風原町 意味をあまり理解していないから

40代 男性 糸満市 育った頃の環境が方言が少なかったから

40代 男性 那覇市 沖縄だけが世界じゃないから

40代 男性 那覇市 家族でも使わなかったから

40代 男性 那覇市 会話ができるほどは知っていないから

40代 男性 那覇市 会話する相手によって使い分ける

40代 男性 糸満市 慣れていないから。

40代 男性 石垣市 機会がない

40代 男性 宮古島市 気にしたことがない

40代 男性 西原町 嫌い。

40代 男性 糸満市 言葉の意味が分からないので

40代 男性 宜野湾市 最近は話す機会が減ってきてる。

40代 男性 沖縄市 仕事が標準語をよく使う

40代 男性 那覇市 仕事上

40代 男性 那覇市 使いたくない

40代 男性 宮古島市 使う機会がない

40代 男性 うるま市 子供の時からしまくとぅばで話す人が身近にいなくて、ちょっとした単語を使う程度にしか知らないから。

40代 男性 宮古島市 自分の環境に県外出身者が多いから。

40代 男性 那覇市 若者が使う方言程度しかわからない
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年代 性別 市町村 理由

40代 男性 那覇市 周りに話す人がいない

40代 男性 糸満市 周りもそんなに使わないから

40代 男性 那覇市 小さな頃から話してこなかったからです。

40代 男性 宜野湾市 職場がほとんど本土の方が多いため

40代 男性 八重瀬町 職場や家でも標準語を使っているため

40代 男性 宜野湾市 親が私に使わなかった

40代 男性 那覇市 世代ではない

60代 男性 那覇市 わからないから

40代 男性 沖縄市 全部の言葉をウチナーグチで喋れない。

40代 男性 浦添市 相手がよくわからないと思うから

40代 男性 浦添市 多少聞き取れる程度で使いこなせる訳ではない

40代 男性 石垣市 知らないので使えないから

40代 男性 那覇市 通じない

40代 男性 宮古島市 難しい

40代 男性 那覇市 難しいから

40代 男性 宜野湾市 日常、年配の人と余り話さない

40代 男性 糸満市 日常的に話す機会が殆どないので

40代 男性 糸満市 年寄りがあまり居ない

40代 男性 宜野湾市 必要ない

40代 男性 浦添市 標準語が生活になじんでいるから

40代 男性 那覇市 不勉強でよく分からないから。また他県から来た者が使うとよく思わない人もいるかも、と考えるから。

40代 男性 那覇市 方言の通じる相手との会話がない

40代 男性 石垣市 方言嫌い

40代 男性 宮古島市 用法が正しいか自信がない

60代 男性 うるま市 昭和70年代那覇では方言禁止の時期が有った

40代 男性 沖縄市 両親が宮古と本島なのでお互いの方言がわからないので家では共通語だったから

40代 男性 宜野湾市 話せるだけの語彙力を持っていない。

40代 女性 那覇市 「だからよ～」レベルしかわからない。

40代 女性 那覇市 あまり馴染みがない

40代 女性 本部町 うちなんちゅも使ってない

40代 女性 南城市 上手く使えそうにないので相手に失礼になってしまう。

40代 女性 沖縄市 親が話すのを聞いている。

40代 女性 那覇市 お年寄りと話す機会が無い。方言を話せる人が居ない。、

40代 女性 読谷村 しまことばを知らない

40代 女性 北谷町 少々わかることは使う

40代 女性 糸満市 正確な言い方わからない

40代 女性 北谷町 そういう機会がない。

40代 女性 読谷村 近くにオバーがいない為、あまり会話をすることが少ない為

40代 女性 与那原町 ちゃんとしたしまくとぅばが使えないから。また、日常生活でしまくとぅばを使う機会があまり無い。

40代 女性 沖縄市 できない

40代 女性 うるま市 東京の人に嫁いだので。

40代 女性 沖縄市 なんとなく

40代 女性 うるま市 話している人が周りにいない

40代 女性 うるま市 必要がないから

40代 女性 糸満市
ヒヤリングはできるが喋れないから。４０代以下の世代が使っているのは俗語であって、きちんとした方言はわからないから。

40代 女性 久米島町 標準語が一般的だから

40代 女性 南風原町 分からないから

40代 女性 南風原町 私はおばあちゃんに育てられたので方言を聞き取れるが話すことはあまりできない。

40代 女性 那覇市
以前使用するようにしていたが、イントネーションが違うと指摘がありこわくなって気軽に使えなくなったから。

40代 女性 うるま市 沖縄で産まれていないし、勉強もしていないから。

40代 女性 沖縄市 沖縄県を20年以上、離れていたから

40代 女性 沖縄市
家族間でだと方言を使うことがあるが、職場など外だと使わない。県外からの移住者も多くなっているので、基本標準語で、
会話する

40代 女性 うるま市 回りにしまくとぅばを使う人が少ない

40代 女性 中城村 学校で習ってないから

40代 女性 糸満市 好きではない

40代 女性 うるま市 使う場面がないから。

40代 女性 那覇市 時々気が向いたときに使う程度

40代 女性 那覇市 周りに使っている人がいないので。

40代 女性 那覇市
周りに方言や沖縄のイントネーションを使わない移住者との仕事が非常に多いため。沖縄のイントネーションを無しで話さな
いと話を聞いてくれないからという人種のいじめが増えているから

40代 女性 うるま市 小さい頃から使っていないから、分からない

40代 女性 那覇市 上手に使えているかわからないから。

40代 女性 那覇市 上品さに欠ける

40代 女性 宜野湾市 職場には若い世代が多く、使う機会が少ない。

40代 女性 沖縄市 親も使わないから

40代 女性 那覇市 親世代もあまり使っていなかったのであまり使わないです。

40代 女性 名護市 身近ではなかったから

40代 女性 名護市 世代的に標準語を使ってきたから

40代 女性 糸満市 正しく話せないから

40代 女性 豊見城市 祖父母が亡くなった後は親も普段から共通語を話するから

40代 女性 沖縄市 祖母と話すときくらいしか使わないので機会が減ってきた

40代 女性 宜野湾市 相手も使わない

40代 女性 浦添市 単語しかわからない。

40代 女性 北中城村 知識がないので

40代 女性 八重瀬町 中学生時代に使う言葉というイメージがあるため

40代 女性 那覇市 聴き慣れていない
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40代 女性 糸満市
日常使いとしてはいいけど、地域によっては言葉の使い方が乱暴に聞こえるものがあり、若い子でも方言使ってるけど乱暴
な言葉ばかり。

40代 女性 那覇市 日常生活でお年寄りがいなければほとんど使うことはない。

40代 女性 南城市 年配と話するときは、失礼にならない程度に交えているくらい

40代 女性 糸満市 発音がわからない

40代 女性 沖縄市 必要がないから

40代 女性 南城市 品がないかんじがする。普段から使っていない

40代 女性 豊見城市 夫や周りの人達が県外の方が多い。仕事も県外企業なので標準語が主となる。

40代 女性 沖縄市 方言がわからない。

40代 女性 那覇市 方言自体があまりよく分からない

40代 女性 名護市 余り分からないので、使わない。

40代 女性 那覇市 幼いときから親に標準語を使うように育てられたから。

40代 女性 那覇市 両親が話す方言と生まれた場所の方言が違うから、どちらも半端に覚えている

40代 女性 南城市 話せないから

40代 女性 沖縄市 話をする人が周りにいない

50代 男性 北谷町 あまり使う機会がないため。

50代 男性 うるま市 あまり使わないから

50代 男性 北中城村 あまり周りの人が使用していないので

50代 男性 那覇市 あまり話せないから。

50代 男性 南城市 ある程度聞く事は、できるが、話すことができません。また話す人がいません。

50代 男性 那覇市 イントネーションがが難しい

50代 男性 宜野湾市 うやまい言葉があまり使えない為

50代 男性 沖縄市 会話は標準語と思う

50代 男性 名護市 きかいがない

50代 男性 宮古島市 聞けるのと話せるのとでは別物で

50代 男性 名護市 きちんと理解していないから使えない。

50代 男性 沖縄市 子供の頃からあまり使う環境に無かった

50代 男性 宜野湾市 しまくとぅばをよく知らない、話し方をあまり知らない

50代 男性 豊見城市 社会人になると本土の方とのビジネスが多い事や今の子供たちが聞きなれていない為自然と標準語になりがち！！

50代 男性 那覇市 しゃべれない

50代 男性 うるま市 職業柄、使う機会が全くない

50代 男性 那覇市 わからないから

50代 男性 那覇市 移住者

50代 男性 那覇市 営業がしごとだから

50代 男性 沖縄市 会話の一部分に使うくらいで、周りが標準語で話すから

50代 男性 那覇市 会話の機会が少ない。

50代 男性 石垣市 外の人間が自然に話せるようになるには時間がかかる。

50代 男性 沖縄市 間違った使い方をしそうだから

50代 男性 宜野湾市 共通語が使いやすいから

50代 男性 南城市 共通語が主流だから

50代 男性 那覇市 教えてもらってない

50代 男性 沖縄市 教えられていない

50代 男性 那覇市 勤め先が本土の会社なので

50代 男性 那覇市 県外での生活が長かったため、あまり使わなくなった

50代 男性 沖縄市 現代ではあまり、意味を知る人が少ないので、言葉が通じないからです。

50代 男性 那覇市 古い

50代 男性 那覇市 今までの社会生活で習慣になかったから

50代 男性 那覇市 最近は、お年寄りや、一部の方々しか使わない状況です。

50代 男性 宜野湾市 仕事などで使う機会がない

50代 男性 那覇市 使えない

50代 男性 那覇市 子供や年下のちとたちの話す機会が多いから。

50代 男性 久米島町 時代の流れと共に使う機会が減少した。

50代 男性 那覇市 若い人にはほとんど伝わらない！

50代 男性 那覇市 少し聞き取れるが、しゃべれない

50代 男性 うるま市 親がしゃべらなかったので、習慣が無い

50代 男性 浦添市 親の会話で聞き取れるようになったが話すことはなかったは

50代 男性 うるま市 身近に使う人が居ないから

50代 男性 那覇市 伝わらない世代が多い

50代 男性 浦添市 内地に今いるから

50代 男性 与那原町 難しい。意味が分からない。

50代 男性 名護市 難しいから。

50代 男性 沖縄市 標準語で生活しているから

50代 男性 名護市 標準語と違いすぎるため

50代 男性 宜野湾市 標準語の方が相手に伝えやすいから。

50代 男性 那覇市 普段からあまり使わないので、自然に出て来ない。

50代 男性 那覇市 分かる相手がいないから

50代 男性 名護市 聞くのは大丈夫だけど、話すのが余り喋れない

50代 男性 糸満市 方言を知らないので思い浮かばない

50代 男性 沖縄市 方言を普段から使用しない。

50代 男性 浦添市 方言禁止!で学生時代を過ごしていたから。

50代 女性 那覇市 あまり自然と出てこない

50代 女性 那覇市 あまり知らないため

50代 女性 宜野湾市 親が使っていなかったので…

50代 女性 うるま市 県外出身者で、家族でも方言を話す人がいない

50代 女性 石垣市 こちらではあまり使わない
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50代 女性 沖縄市
子供相手の仕事の為あまり使わないが、自然と口から出てしまう事もあり、その時は教えてあげる様にしている。遊びの中
で（しりとり）『ん』が最後についても続ける事が出来ている（んじゃなば一等）

50代 女性 うるま市 内地出身なのであまり身についていない

50代 女性 与那原町 なんとなく

50代 女性 沖縄市
日常生活で「しまくとぅば」を使って話すことが殆どなく、親や親しい仲間達と話をするときに少し使う程度で話慣れしていな
いのかもしれません。

50代 女性 那覇市 わからないから

50代 女性 北谷町 分からないので使えない

50代 女性 浦添市 沖縄では本土や外国の方が多いので、通じやすい言い方で話します。

50代 女性 沖縄市 会話が成り立たないから

50代 女性 那覇市 回りが使わないから

50代 女性 西原町 環境的に周りもみな子供の時から使っていないため、なかなか覚えきれない

50代 女性 久米島町 興味ないから

50代 女性 石垣市 県外出身者なのであまりわからないし、馬鹿にしていると思われるのでは？と遠慮する

50代 女性 石垣市 使う人が周りにいない

50代 女性 沖縄市 使う人が周りにいない

50代 女性 西原町 日常的には使ってない

50代 女性 那覇市 年寄りでも、地元の独特ななまりありわからない年寄りも増えている

50代 女性 浦添市 発音ができない

50代 女性 沖縄市 分からないから

50代 女性 宜野湾市 聞き取りは何となくできるが、話せないから

50代 女性 北谷町 聞くことはできるが、職場や友人間では日常的に方言を使わない

50代 女性 沖縄市 聞くだけなら分かるが話すとなると出来ない

50代 女性 宜野湾市 聞く事は出来ても上手く話せないから。

50代 女性 那覇市 聞く事は出来るのですが、話せないので

50代 女性 宮古島市 方言で返されたら会話にならない

50代 女性 北中城村 方言を理解する人との接触が少ないから

50代 女性 浦添市 友達が分からないから

50代 女性 糸満市
幼少の頃に両親の仕事の都合で関東で育ったため、あまり上手に発音できないので喋る習慣がない。

50代 女性 糸満市 乱暴な言葉使いになるから

60代 男性 沖縄市 あまり話す習慣が無い

60代 男性 那覇市 うまく使えないから。

60代 男性 与那原町 周りが使わないから。又、生まりシマではないので親しい友人がいない。

60代 男性 糸満市 周りであまり使っていない

60代 男性 那覇市 小さい頃からあまりしまことばを話す人がいなかった

60代 男性 沖縄市 少ししかわからないから

60代 男性 那覇市 昔から使う習慣がないからっつ

60代 男性 宜野湾市 話せるレベルではない

60代 女性 沖縄市 相手も使わない

60代 女性 伊江村 あまり親しんでいない

60代 女性 久米島町
石垣市で生まれ育ったのでしまくとぅば聞くことが出来ますがあまり話すことは出来ません。今は久米島に住んでますが、久
米島のしまくとぅばあまりわからない。

60代 女性 伊江村 聞くことは少し でも話すとなれば難しい時がある

60代 女性 宜野湾市 子供の頃から使わなかったけど少しは聞く事は出来るが話す事は出来ない

60代 女性 沖縄市 しまくとぅばを話すことが出来ない

60代 女性 うるま市 周囲にしまくとぅばを話せる人がいない

60代 女性 本部町
主人が九州出身で私自身も自営で接客業の為ほとんど使わない

60代 女性 宜野湾市
小学生の事使わないように指導された。家でも使わなかったので片言の乱暴な方言しか使えない。

60代 女性 糸満市 生活環境が都市部の為

60代 女性 豊見城市
育った家庭（祖母と３世代同居）では、両親と祖母は方言で話すこともあったが、私（子）との会話は、すべて標準語であった。
そのため、ききとることができるが、話すことはできない

60代 女性 石垣市 使う人がいないから

60代 女性 石垣市 とっさに出てこない

60代 女性 南城市 まわりにしまくとぅばを使う人が少ないから

60代 女性 石垣市 周りに使う人がいない

60代 女性 豊見城市 身近に使う人があまりいないので

60代 女性 那覇市 よくわからない

60代 女性 浦添市 よくわからないから

60代 女性 那覇市 わからない

60代 女性 沖縄市
私達年齢でも聞いてわかる程度で実際使いきれないと思います。今の若者が奉迎を使っている時、間違った時はちゃんと
教えるくらいです。

60代 女性 浦添市 周りに使う人がいないから

60代 女性 糸満市 周りの人があまり使う人がいない

60代 女性 沖縄市 周りも しまくとぅばを話す人がいない。

60代 女性 金武町
親もおばーも共通語で私に話しかけていたから ある程度聞くことはできるがほとんど話せない

60代 女性 本部町 相手が方言が通じない

60代 女性 与那原町 相手に合わせる

60代 女性 那覇市 単語は解るが、話し言葉はうまく喋れない

60代 女性 糸満市 分からない

60代 女性 うるま市
方言で話す人が周りにあまりいない、兄弟とは良く使うが若い人は方言を話したり、言葉がわからない人が多いから話す機
会少ない。

60代 女性 宜野湾市 幼い頃から話してないから

60代 女性 うるま市 両親が余り使わなかった。

60代 女性 那覇市 話しかけられる年配の方等、対象者が身近にいない

60代 女性 沖縄市 話す相手がしまくとぅばを使う方なら、同じ程度に使います。

70代以上 男性 宜野湾市 相手による
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70代以上 男性 うるま市 あまり上手でないから。

70代以上 男性 石垣市 生まれた島で「しまくとぅば」が違う為

70代以上 男性 南風原町 高齢者と話すとき「しまくとぅば」を使うように努めている。

70代以上 男性 沖縄市 社会的に職場関係などでほとんど使わなくなった

70代以上 男性 沖縄市
周囲に方言を話す人がいなくて共通語にたよってしまう。家族も方言が話せなくて自然と方言が疎くなってしまう

70代以上 男性 南城市 使いこなせない

70代以上 男性 豊見城市 ナイチャーがおかしな使い方をしたら失礼でしょう

70代以上 男性 南城市 方言を使う世代との交流が少ない為、通常は共通語になっている

70代以上 男性 中城村 孫との会話など

70代以上 男性 豊見城市 周りがあまり使わないから。

70代以上 男性 石垣市 まわりに方言を使う人がいなくなった

70代以上 男性 竹富町 よくわからない

70代以上 男性 読谷村 使う場面が少ない

70代以上 男性 北谷町 周りに使う人がいない。

70代以上 男性 石垣市 相手もあまり使わない

70代以上 男性 沖縄市 知らない

70代以上 男性 那覇市 標準語で育てきた。親が使わせなかった。

70代以上 女性 沖縄市 あまり使わないけど聞く事は出来る

70代以上 女性 宮古島市 周囲に話す相手がいません。

70代以上 女性 宮古島市 少し単語が分かる事もあるが会話になっていると全くわかりません

70代以上 女性 沖縄市 なれてないから

70代以上 女性 豊見城市 話す人が少ない。

70代以上 女性 南風原町 周りにしまくとぅばがわかる人が少ない

70代以上 女性 沖縄市 周りに使う人が殆どいなくなったから！

70代以上 女性 北中城村 身近に高齢者がいない為方言での会話がない

70代以上 女性 本部町 わからない

70代以上 女性 那覇市 皆が標準語になってるから

70代以上 女性 北中城村 県外出身なので

70代以上 女性 名護市 使い慣れていない

70代以上 女性 那覇市 使う機会がない

70代以上 女性 豊見城市 周囲も使用しないし、普段は標準後が主である

70代以上 女性 名護市 相手がジョークで受け取るから。

70代以上 女性 那覇市

同じ世代間はもちろん、職場では標準語なので使う機会はない。私たちの世代は、学校でも島くとぅばは禁止されていたの
でその習慣が今も頭に残っている。年寄り（主に90歳以上の方）と話すときは使う。相手が島くとぅばで話してきたら話す。
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10代 男性 石垣市 機会が少ない

10代 男性 宜野湾市
まず、しまくとぅばを全然しらない使う時のイメージが喧嘩や高齢者と話す時しか浮かばないから

10代 女性 南城市 意味が分からない

10代 女性 浦添市 沖縄の方言をあまり理解していないから

10代 女性 南城市 全然知らないから

20代 男性 豊見城市 標準語で事足りるから。方言はあまり把握していないから

20代 男性 豊見城市 ほとんど共通語で話すから。

20代 男性 うるま市 難しい

20代 男性 浦添市 訛っているのは嫌だから。

20代 女性 読谷村 あまりしまくとぅばを知っている人と話す機会がない

20代 女性 浦添市
お年寄りが使っているのは何も思いませんが、学生時代に汚い方言を使っている人が多くあまりいい印象がなく少し頭が悪
そうに感じます。個人的にはあまり好きではないけれど、使いたい人が使っていけばいいと思います。

20代 女性 宮古島市 関西出身のため知っている言葉が少なく自然とは出てこないから

20代 女性 豊見城市 しまくとぅばがわからないから

20代 女性 浦添市 わざと使おうとしないと使わない様な環境下なので敢えて使う必要性がない

20代 女性 うるま市 意味がわからないから

20代 女性 那覇市 使う場面がない

20代 女性 南城市

使う人が周りにいないし、沖縄の言葉は全然綺麗に聞こえない、喧嘩してるような口調でいや。若者で使ってる人がいても
うわぁ､､､って思ってしまう。おじいちゃんおばあちゃんが方言で喋るならまだしも、若者は一部だけ方言で本当に品がない。
イナグ、イキガ、ドゥシとかこれだけ使ってる人は本当に無理です。

20代 女性 宜野湾市 使ってないから

20代 女性 那覇市 周りに使う人が居ないから

20代 女性 南城市 親が使ってないため言葉がわからない

20代 女性 沖縄市 親もあまり方言を使わないから

20代 女性 うるま市 親も使わず、そういう環境になかった為

20代 女性 那覇市 知らないから

20代 女性 那覇市 聞いて育ってない

20代 女性 那覇市 母が使わなくて、おじおばは使うが常に一緒にいるわけじゃないから使ってない

20代 女性 那覇市 話すレベルにはないから

20代 女性 那覇市 話せないから。

30代 男性 那覇市 コミニュケーションを取る上で使いにくい。

30代 男性 那覇市 しまくとぅば を知らない。

30代 男性 那覇市 そもそも言葉を知らない

30代 男性 南城市 使い方を知らないから

30代 男性 沖縄市 ほとんどわからない

30代 男性 石垣市 まわりにしまくとぅばを使う人がいないので

30代 男性 南城市 意味を知らないから

30代 男性 沖縄市 機会がありません

30代 男性 うるま市 言葉がわからない

30代 男性 糸満市 言葉が乱暴に聞こええる。ガラが悪い

30代 男性 糸満市 使う機会がない。

30代 男性 宜野湾市 使う理由がないから

30代 男性 沖縄市 伝わりにくい

30代 男性 糸満市 必要がない

30代 男性 浦添市 必要ないから

30代 男性 那覇市 標準語しか使わない

30代 男性 糸満市 普段使わないからわからない

30代 男性 沖縄市 分からないから

30代 男性 那覇市 分からないから

30代 男性 那覇市 聞き取ることは出来ても、話せないから

30代 男性 沖縄市 聞き取れるけど使えない

30代 男性 沖縄市 母の親が県外出身なので子供の頃からしまくとぅばを聞いたり喋らなかったので。

30代 男性 南風原町 琉球語とは異なる中途半端な言語を使用したくないため

30代 男性 南城市 話さない

30代 女性 石垣市 あまり分からないから。

30代 女性 那覇市 イントネーションがよくわからない話す機会がない

30代 女性 石垣市 親しみを持っていないわけではないが、もともと使ってきた言葉ではないのでさらっと口から出てくることがないです。

30代 女性 読谷村 しまくとぅばがわからない

30代 女性 うるま市 上下関係で使うには難しい…職場など

30代 女性 うるま市 育った環境であまり使ってこなかったから。

30代 女性 うるま市 そもそも家族が使わなかったので、自分が使う習慣もなく、聞き慣れてないのでほとんど理解できない

30代 女性 南城市 そもそも馴染みがなく使いこなせない

30代 女性 沖縄市 意味を知らないため

30代 女性 豊見城市 沖縄の方言自体使わない

30代 女性 浦添市 我々の世代ではそんなに喋れない

30代 女性 那覇市 興味がない。

30代 女性 宜野湾市 使いきれない

30代 女性 那覇市 使い慣れないから

30代 女性 名護市 使うタイミングが分からない

30代 女性 浦添市 子供の時から方言を使う環境になかつたから。

30代 女性 うるま市 周りで使っている人がいないので、私も使った事がない

30代 女性 浦添市 周りに使う環境がないから

30代 女性 名護市
周りに使う人もいないし、何となく聞くことはできても、話せないから。たとえ話せたとしても、親世代以上の人達ぐらいにしか
通じないから、普段の会話で使ったら全く意味が通じなくて会話にならない。

30代 女性 浦添市 周りに使っている人がいない、簡単な言葉以外覚えられない

30代 女性 那覇市 周りに使っている人がいないから

30代 女性 糸満市 周囲にしまくとぅばを使う人がいない

30代 女性 うるま市 出身地ごとに方言が違い、私が住んでいる地域では話しても通じない為。
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30代 女性 南風原町 聞き取れないし、話せない

30代 女性 那覇市 方言が分からない

30代 女性 宜野湾市 話すことは苦手

40代 男性 国頭村 ある程度聞いて理解する事は出来るが、話す事が出来ない為

40代 男性 宜野湾市 イントネーションが汚い、聴いていて不快だから

40代 男性 南城市 うまくはなせない

40代 男性 糸満市 聞けるけど話せない。

40代 男性 沖縄市 しまくちゅばがわからない

40代 男性 八重瀬町 しまくとぅばがわからないため

40代 男性 沖縄市 しゃべれない

40代 男性 豊見城市 しらない

40代 男性 那覇市 そもそもうちなーぐちを知らないから。

40代 男性 うるま市 馴染みが無い為

40代 男性 南風原町 理解する相手がいない

40代 男性 宜野湾市 自分の母親が教育でこれからの時代は標準語が話せないと出世しにくいからとあまり方言で話すことはなかったから

40代 男性 中城村 必要性を感じない

40代 男性 那覇市 普段から使わない

40代 男性 八重瀬町 復帰したのに、日本国民として標準語を話せないのは最低です。方言はその後です。

40代 男性 沖縄市 分からないから

40代 男性 南風原町 分からないから

40代 男性 豊見城市 分からないから

40代 男性 北中城村 聞き取りができないから

40代 男性 那覇市 聞けるけど話せない

40代 男性 那覇市 方言が嫌い

40代 男性 宜野湾市 方言を使わないから

40代 男性 浦添市 無理に使う理由はあるのですか？

40代 男性 南風原町 理解できないため

40代 男性 那覇市 話せないし、話している内容がわからない

40代 女性 宮古島市 相手に伝わりにくい

40代 女性 那覇市 あまりわからないから。

40代 女性 宜野湾市 あまり知らない

40代 女性 読谷村 移住者なのでわからない

40代 女性 沖縄市 おこっている人が使うから

40代 女性 豊見城市 県外出身なので、身近ではないから。身についていないから。言葉を知らないから。

40代 女性 糸満市 県外出身なのでわからないがわかるようになって沖縄の人ともっと心の距離が近くなれたらいいなと思う。

40代 女性 北谷町 子供のころ女の子が方言を使うな!!と学校から教えられたから

40代 女性 糸満市 子供の頃から馴染みが無い

40代 女性 豊見城市 仕事柄本土の人と話すことが多いから

40代 女性 石垣市 しまくとぅばと言う言葉自体の意味を知らなかった。

40代 女性 石垣市 島くとぅばを話せないから

40代 女性 石垣市 しまくとぅばを知らないし、周りにも話す人がいないため

40代 女性 名護市
知らないので。親が使っている様子もあまり見たことが無いため、どのような場面で使用して良いものか分からない。(うち
なーんちゅです)

40代 女性 中城村 ダサいから

40代 女性 那覇市 育った環境で方言が使われていない

40代 女性 宜野湾市
沖縄に嫁いで7年。しまくとぅばはおろか、普通の方言もまだよく分からない単語が多い。しまくとぅばも方言も、標準語の意
味をきいても、沖縄の人は当たり前で、標準語で何て言うか分からないと言われることが多く、結局分からないままになる。

40代 女性 那覇市 下品に感じるから

40代 女性 宜野湾市 何とか聞けても話せない

40代 女性 浦添市 何となくわかる単語はあるが、自分自身も周りにも話せる人がいないから。

40代 女性 那覇市 何となく聴けるが使えない

40代 女性 石垣市 会話を聞いた事がない。

40代 女性 与那原町 仕事はすべて共通語。

40代 女性 沖縄市 使う環境にない

40代 女性 浦添市 子供の頃から、標準語で、祖父母や両親が話していても、理解出来なかったです。

40代 女性 うるま市 市町村によっても島クトゥばの使い方が違うから

40代 女性 与那原町 実際周りで使われてない

40代 女性 沖縄市 周りがあまり使わない

40代 女性 沖縄市 小さい頃から使ってこなかったから

40代 女性 中城村 親も使っていなかったので、話せない

40代 女性 那覇市 祖母と母親の会話は方言が多めでしたので、リスニング力は少しは残っていますが、話すとなると全くだめです。

40代 女性 沖縄市 素敵な言葉であり使いたいが県外者の為、分からず使えない。今後たくさん学んで使えるようになりたい。

40代 女性 南城市 知ってるしまくとぅばが少ない。

40代 女性 那覇市 地域で違うから

40代 女性 沖縄市 地方方言も訛りも苦手なためです。

40代 女性 那覇市 喋れないから。

40代 女性 与那原町 日常生活で使う場面がないのと、そんなに語彙がないので自信がない

40代 女性 那覇市 年配の方が身近にいないから

40代 女性 宜野湾市 年配の話をある程度は聞くことはできるが 話したことはない。

40代 女性 竹富町 分からない

40代 女性 沖縄市 聞き取ることはできても、話すことはしたことが無いから。

40代 女性 那覇市 聞き取れないし話せない。

40代 女性 与那原町 聞き取れるけど、話すのはあまりできない。また、周りの人が理解できないと思う。

40代 女性 浦添市 方言はわからない

40代 女性 久米島町 余り聞かないから

40代 女性 南城市 理解できるのが、自分の親世代しかいないため。
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40代 女性 那覇市 話す人が身近にいないので、全く分からない。

50代 男性 石垣市
いま、沢山の外来語が入って来ていて・・・一応、日本語と云う事になっているが言葉は変化するので大変

50代 男性 那覇市 しまくとぅば を余り知らないから話せないから

50代 男性 糸満市 しまくとぅばを知らない。

50代 男性 恩納村 ハイサイくらいは使う事もあります

50代 男性 今帰仁村 話さなくても生活できる

50代 男性 石垣市 話せないから

50代 男性 糸満市 方言に慣れない

50代 男性 南風原町 ほとんど話せない。

50代 男性 宜野湾市 周りに使う人がいない為

50代 男性 那覇市 まわりに使う人いない

50代 男性 浦添市 よく知らない

50代 男性 那覇市 意思疎通に欠ける

50代 男性 那覇市 引っ越しして間もないため

50代 男性 金武町 沖縄の言葉はわからない

50代 男性 名護市 沖縄を幼少期に離れ、最近もどったため、良く分からない。

50代 男性 那覇市 正しく使えないので気後れするから

50代 男性 国頭村 単語として理解できるものがあるが、文章（話し言葉）になると理解できない。

50代 男性 那覇市 島言葉を使う機会が無い。

50代 男性 那覇市 日本語しかわからないから

50代 男性 那覇市 標準語で十分

50代 男性 北谷町 分からないから

50代 男性 那覇市 聞き取れても使えない。

50代 男性 浦添市 聞くことは多少できるが、話せない

50代 男性 石垣市 話せないから

50代 男性 那覇市 方言の意味がわからない

50代 男性 那覇市 無くてもかまわない

50代 女性 沖縄市 きれいなしまくとぅばが分からず、また本島と離島、沖縄県内でも地域によって多少違いがあり、意味不明

50代 女性 宜野湾市 県外の人間なので使えない。意味もとれない。きょとんとしていると教えてくれる人がいるのはありがたい。

50代 女性 沖縄市 子どものころから祖母も父母も子供には共通語で話していた(大人同志は方言も使っていた)ので私も全く使わない。

50代 女性 うるま市 小さい頃からしまくとぅばを使う環境でなかった為、祖父母、両親がほとんど使わなかった。

50代 女性 那覇市 ちゃんと使えないので

50代 女性 北中城村 使い慣れない為

50代 女性 与那原町 使うタイミングがなかった

50代 女性 豊見城市 使えないので

50代 女性 沖縄市 丁寧な(方言)しまくとぅばを使いたいのですが全く話せないので使えません。

50代 女性 うるま市 ないちの人がしまくとぅばを使うのはみっともない

50代 女性 中城村
何故でしょう。方言でしか表現できない言葉(あふぁい てーげー等)は使うが共通語で足りてるからかな

50代 女性 宜野湾市 慣れてない為

50代 女性 沖縄市 周りに使う人もいないし使う機会もない。(自分自身、聞くことは出来ても話す事は出来ない)

50代 女性 石垣市 八重山の島言葉が身近になったので親が本島の方言を使うために本島の方言はつかう

50代 女性 那覇市 自然とは出てこないから

50代 女性 恩納村 周りが使わないし使える人が居ないし必要性が無い為

50代 女性 沖縄市 周りで使う人がいなくて

50代 女性 金武町
周りに使う人がいない。男の人は、普通に使っている人もいるけれど、女性の方言は年配の方の話す言葉くらいしか聞かな
い。

50代 女性 名護市 周りに使う人がいないから、自身も話せない

50代 女性 宜野湾市 目上の方に失礼になるから

50代 女性 豊見城市 友人知り合いは誰も話さないし、おばあちゃんは方言、私は標準語で会話が成り立つ

50代 女性 那覇市 話せないから

60代 男性 糸満市 「しまくとぅば」で話が出来る相手が身近にいない

60代 男性 沖縄市 相手も使わないししかないの年長者であっても私の方から使う場面もないので

60代 男性 那覇市 あまり使う方がいない為

60代 男性 八重瀬町 あまり知らないから

60代 男性 宜野湾市 ある程度聴けるが、話せない

60代 男性 うるま市 きちんとわかった上で使わないとかえって失礼にあたると思うから。

60代 男性 読谷村 きらい

60代 男性 沖縄市 この年で覚えるのは難しいから

60代 男性 浦添市 しまくとぅばをしゃべれない

60代 男性 糸満市 しまくとぅばをわかる人が少ない！話せる人が少ない！

60代 男性 那覇市 しゃべれない

60代 男性 那覇市 そこまでしゃべれない

60代 男性 那覇市 ふだんから使わないから。

60代 男性 南風原町 全く話せないです。

60代 男性 那覇市 よそ者がその土地の言葉を使うのは好きではないから。

60代 男性 沖縄市
ラジオ番組を普段からよく聞くのですが若い人のしまくとぅばを学ぶ番組を聞くと誇らしく思うしこれからの人に期待したいし
若い人にはどんどん学び話してほしい。

60代 男性 浦添市 好きでないから

60代 男性 那覇市 使い慣れていないため

60代 男性 那覇市 使い方が分からないから。

60代 男性 八重瀬町 使うことができない。

60代 男性 与那原町 使う必要がないから

60代 男性 本部町 使えない

60代 女性 豊見城市
・ほとんどききとれない ・まわりに話す人がいない ・話すこともできない ※（出身地の方言はどちらもできる）

60代 女性 うるま市 今の所では行く場所ないので話しか出来ない
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60代 女性 豊見城市
生まれ育ちが違うが母がウチナー言葉と関西言葉で半々で話をしていたので地元ではウチナンチュの人たちとの会話をし
ていたことで聞きなれていた事の記憶から。

60代 女性 糸満市
生まれは糸満ですが、那覇で育ち、同級生と方言で会話することはありませんでした。親が方言で話しても意味が分かりま
すが自分から方言を使う事は全くありません。

60代 女性 宮古島市 家庭内で方言が存在しなかった

60代 女性 中城村 聞取りは出来るが(ある程度)話す事は出来ない

60代 女性 うるま市 子供の頃から方言文化の環境に無かった。聞く事はわかる気がするが、どのくらいの割合かが分からない

60代 女性 沖縄市 子供の頃から両親と兄3人は方言、私と妹は共通語での会話だった

60代 女性 石垣市 しまくとぅばが分からない。周りでしゃべる人がいない

60代 女性 那覇市 しまくとぅばの意味がわからない

60代 女性 沖縄市 島言葉を使う人が身近にいない。

60代 女性 沖縄市 地元でないため意味不明で問いかけに困るケンカを売っているのかと感じる事がある

60代 女性 うるま市
小学校低学年時に方言ふだを掛けられて、方言を使ってはいけないのだと教えられた。方言はある程度分かっても話す事
には自信が無いぎこちない

60代 女性 宮古島市 使ったことが無い。高校卒業して(50年前)内地に生活してたから。主人が内地の人だから。

60代 女性 沖縄市 父母が話さなかったし、祖父母とは年に数回しか会わなかったので身近なことばではなかった。

60代 女性 うるま市 方言が使えません

60代 女性 沖縄市
方言は小さい頃から使ったことがありません。○○さーとか○○なのにぃーみたいなアクセントのある言葉使いをよくしてい
ました。方言というのとは違うと思います。

60代 女性 うるま市 まわりに話す人がいないからです

60代 女性 読谷村 両親がちがう離島で育ったため、私自身になじみがあまりない。

60代 女性 名護市 わからないから

60代 女性 うるま市 分かる人(しまくとぅば)と話してない

60代 女性 石垣市 意味ごわからないから

60代 女性 那覇市 沖縄で生まれ育ったわけではないので、話せない。

60代 女性 那覇市 会話しない

60代 女性 うるま市 口から自然に出ない言葉は相手に失礼だと思うから。

60代 女性 浦添市 使いたい人だけ使えばよい 強制はしないで

60代 女性 北谷町 使えないから

60代 女性 那覇市 子供の頃から使ってはいけないと教わったから

60代 女性 沖縄市 子供の頃以来話した事がないので、多分うまく話せないかも

60代 女性 与那原町 周りが使わないから

60代 女性 那覇市 周りで使う人が居なかった

60代 女性 沖縄市 周りで話す聞く環境になかったから

60代 女性 北中城村 周りにわかる人がいない

60代 女性 与那原町 知らないので

60代 女性 与那原町
日頃から使ったことがないし、周りの人も使わない。年寄りがしゃべっているのはある程度分かる。

60代 女性 沖縄市 父が糸満、母が奄美大島出身で家庭内で標準語で話していたので方言あまりわからない

60代 女性 宜野湾市 聞く事は出来るが、話しかたがわからないから

60代 女性 豊見城市 聞けるけど話す事は出来ない

70代以上 男性 宮古島市 方言を知らないので。

70代以上 男性 金武町 話すことができないから

70代以上 女性 宮古島市 「しまくとぅば」を使うと学校で立たされた時代である為、あまり分からない！

70代以上 女性 うるま市 あまり使い慣れてない

70代以上 女性 石垣市 石垣の島ことばはわからない。宮古出身なので宮古のは相手のが話せない

70代以上 女性 石垣市 家庭内でほとんど会話しないので使えない。

70代以上 女性 沖縄市 聞くことは出来るが、話した事が無いので会話が出来ない。高卒後、7０歳まで東京での生活でした。

70代以上 女性 宮古島市 しまくとぅばという言葉が分かりません

70代以上 女性 南城市 スムーズに話せない。共通語が話しやすい

70代以上 女性 石垣市
中学卒業後、47年関西(大阪)に住んでいましたので、日常会話は大阪弁です。引っ越し的13年なりますが、方言は聞きま
すがやはり大阪弁ですね

70代以上 女性 南風原町 使うのになれてない為口から出てこない

70代以上 女性 宮古島市 使えない

70代以上 女性 那覇市 聞けるが話せない

70代以上 女性 那覇市 話せない
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6.「しまくとぅば」を使う相手

「しまくとぅば」を使う相手では「友達」33.7％、「父母」27.4％の順で回答が多かった。
過去調査と同様の傾向である。

21.4 

29.3 

21.1 

28.5 

14.5 

48.1 

29.2 

15.7 

10.3 

15.4 

19.9 

32.6 

18.5 

22.8 

11.0 

39.8 

24.4 

14.5 

14.6 

11.9 

18.8 

27.4 

12.5 

15.3 

6.9 

33.7 

16.7 

12.6 

7.2 

27.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

祖父母

父母

夫・妻

兄弟

子供

友達

親戚

職場の同僚

その他

無回答

令和元年度 全体

（n=2551）

平成2年度 全体

（n=2021）

平成3年度 全体

（n=2830）

合計 祖父母 父母 夫・妻 兄弟 子供 友達 親戚
職場の同
僚

その他 不明

性別

全体
2830 18.8 27.4 12.5 15.3 6.9 33.7 16.7 12.6 7.2 27.9 

男性
1375 14.8 26.1 12.4 14.0 6.2 40.8 18.2 16.9 5.7 25.7 

女性
1455 22.6 28.7 12.5 16.6 7.6 27.0 15.3 8.6 8.6 30.0 

年代

10代
174 44.5 35.3 2.7 22.1 - 36.5 22.8 6.7 3.6 27.5 

20代
377 32.1 32.1 9.6 16.1 3.0 29.3 11.7 8.7 7.6 34.4 

30代
462 21.7 28.0 10.9 10.0 6.7 27.6 10.1 13.1 7.8 33.5 

40代
539 19.5 32.5 11.6 12.4 9.7 29.7 14.1 15.1 7.2 27.1 

50代
477 11.6 31.6 12.7 13.3 6.9 34.0 13.9 15.2 7.9 23.3 

60代
479 11.1 22.3 13.5 15.5 7.8 35.9 20.1 14.1 7.4 25.2 

70代以上
322 5.9 9.8 22.8 25.6 9.5 48.9 32.6 9.5 6.4 24.7 

地区

北部地区
236 14.5 27.6 10.9 17.0 7.7 38.7 17.8 14.2 9.9 23.9 

中部地区
1220 19.0 30.7 13.3 17.3 6.5 36.8 17.2 13.0 6.5 24.8 

南部地区
1157 19.5 23.4 12.1 12.5 6.6 28.6 15.3 11.3 7.4 31.3 

宮古地区
110 25.5 38.4 12.9 20.7 10.1 45.1 26.5 23.0 8.5 23.2 

八重山地区
107 12.1 21.9 10.6 13.0 10.5 30.4 14.8 9.1 5.1 40.7 
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ビジネスや公共の場で「しまくとぅばを使用してもいいと思うか」についての質問では、「そう思う」が

13.6％、「ややそう思う」20.8％となり、合算値が34.4％となる。また、令和２年度調査と比

較すると、8.2ポイント減となる。

令和２年度調査と同様の郵送調査のみの結果では「そう思う」22.4％、「ややそう思う」

21.1％となり、合算値は43.5％で、令和２年度調査より0.9ポイント高い。

性別では、男性が「そう思う」が14.2％、「ややそう思う」19.0％、女性が「そう思う」が13.1％、

「ややそう思う」22.5％となり、合算値では男性33.2％、女性が35.6％とあまり差はなかった。

30代は 「そう思う」が12.0％、「ややそう思う」が20.8％で、合算値は32.8％と最も回答が

低いが、年代別ではそこまで差は見られなかった。最も高い60代でも、「そう思う」が13.7％、

「ややそう思う」23.3％、合算値で37.0％だった。

地区別では 「そう思う」と「ややそう思う」の合算値で最も回答が多かったのが、「宮古地区」、

の42.0％だった。

「使わない理由」を尋ねると、「理解されない」や「相手に失礼になる」、「曖昧な表現が多い」と

感じる方が多く、公的な場での使用はふさわしくないと考える方が年代を問わず多い。「使わない

＝ビジネスマナー」との意見もあった。
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18.4 

13.6 
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24.2 

20.8 

34.7 

33.5 

31.2 

11.3 

14.4 

18.7 

6…
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15.2 
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令和元年度

(n=2551)

令和2度

(n=2021)

令和3度

(n=2830)

そう思う ややそう思う どちらとも言えない あまりそう思わない そう思わない 無回答

〈公共の場で使ってもいい 47.3％〉

〈公共の場で使ってもいい 42.6％〉

〈公共の場で使ってもいい 34.4％〉
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全体 (n=2830)

WEB (n=2084)

郵送 (n=746)

男性 (n=1375)

女性 (n=1455)

10代 (n=174)

20代 (n=377)

30代 (n=462)

40代 (n=539)

50代 (n=477)

60代 (n=479)

70歳以上 (n=322)

無回答 (n=-)

北部地区 (n=236)

中部地区 (n=1220)

南部地区 (n=1157)

宮古地区 (n=110)

八重山地区 (n=107)

そう思う ややそう思う どちらとも言えない あまりそう思わない そう思わない 無回答
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＜手法＞

〈34.4％〉

〈31.2％〉

〈43.5％〉
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年代 性別 市町村 理由

10代 男性 沖縄市 分からない人が困るから

10代 男性 宜野湾市 身近な人に使うイメージで、ビジネスで使うと失礼なのかなと思ったから

10代 女性 豊見城市 しまくとぅばを知らない人が多いから

10代 女性 うるま市 ビジネスなどでは通じない可能性がある言葉を話すのは不適切だと思うから

10代 女性 豊見城市 知らない人も多いから

10代 女性 うるま市 丁寧に話さないといけないから

10代 女性 読谷村 標準語でやり取りするのが普通なのでは？と思うから。

20代 男性 うるま市 自分の意思を伝えるなら共通語の方が便利だから

20代 男性 うるま市 しまくとぅばには曖昧な表現があり、解釈に違いが生じる恐れがあるから

20代 男性 沖縄市 丁寧にはかんじられないと思う。

20代 男性 浦添市 ビジネスで方言を使うのは失礼だと思うから。

20代 男性 うるま市 ビジネス等の相手先がしまくとぅばをそもそも理解できるか不明の為

20代 男性 北中城村
意味が伝わるのもあるが、フランクになりがちな為、真面目な場面で使うのにはかなりの抵抗があるし、初対面の人に対する
誠意が伝わりづらい。

20代 男性 宜野湾市 使っても、理解できない人の方がが多いと謂うから。

20代 男性 読谷村 伝わらない

20代 男性 名護市 分からない人も多いから。

20代 女性 宮古島市 お互いに方言が分からないと使っても意味がないと思うから

20代 女性 宜野湾市 オフィシャルな場にそぐわない

20代 女性 沖縄市 仕事は業種などによって県外の方と関わったりする事もあると思うのであまり使わない方がいいと思います。

20代 女性 糸満市 しまくとぅばは敬語よりもタメ口のような感じがするから

20代 女性 豊見城市 使っても良いがその場に合わせるべき

20代 女性 糸満市 方言で話すと、タメ口になってしまうため、出来ない。タメ口は自分は好きだけど、一般的には嫌いな人の方が多いと思う為。

20代 女性 うるま市 やっぱりビジネスの場では敬語で話すべきだと思います

20代 女性 宮古島市 やっぱり仕事だから敬語が良いと思う

20代 女性 北中城村 わかる人とわからない人がいるから。

20代 女性 沖縄市 沖縄の方ばかりではないし、あまり丁寧に聞こえないから。

20代 女性 沖縄市 何を言っているかわからないから

20代 女性 糸満市 県外の人に伝わらないから

20代 女性 浦添市 県民同士だったら分かり合えると思うが、県外の人からしたら分からない

20代 女性 沖縄市
公共の場ではいいと思うけど今しまくとぅば使う人が少ないから逆にマナー違反ってならないかなって思う【ビジネスの場面で
は 】

20代 女性 読谷村 仕事で使うとわからない人に悪影響が及ぶと思うから

20代 女性 那覇市 仕事のときはマナーとして共通語がいいと思う。

20代 女性 宜野湾市 親しい間柄の印象

20代 女性 宜野湾市 全員が理解できる言葉で伝える必要があると思うから。

20代 女性 那覇市 誰でもわかる言葉を使うべきだから

20代 女性 豊見城市 知らない人の方が多いから

20代 女性 北中城村 丁寧に聞こえない

20代 女性 那覇市 通用しない相手もいるから

20代 女性 那覇市 伝わらない人もいるから

20代 女性 那覇市 田舎っぽい

20代 女性 沖縄市 標準語かまいおと思うから

20代 女性 浦添市 普通に話せばいいのにわざわざ方言で話さなくてもいいと思うから

20代 女性 沖縄市 礼儀

30代 男性 うるま市 あまり使わない

30代 男性 東村 基本的に共通語が主流であること。人によっては不快に思う人がいるかも。

30代 男性 沖縄市 自分が方言を使えないから

30代 男性 沖縄市 県外出身の人には通じない

30代 男性 那覇市 県民同士ではありだが、他は理解されない

30代 男性 沖縄市 誤解を招くと困るから

30代 男性 沖縄市 仕事の関係上、相手に伝わりづらい言葉を使えないため

30代 男性 宜野湾市 仕事上では必要ないと思うから

30代 男性 石垣市 常識的に

30代 男性 那覇市 相手に伝わらないから

30代 男性 名護市 相手に伝わるか不明

30代 男性 宜野湾市
丁寧な言葉遣いがわからないので、ビジネスでは使いづらいと思う。友達同士の会話みたいになってしまいそうで、失礼かと
思ってしまう。

30代 男性 那覇市 丁寧に使いこなせる人が少ないため

30代 男性 名護市 通じないから

30代 男性 那覇市 伝わらないから

30代 男性 うるま市 伝われば良いと思うが、分からない人がいる場合は分かる表現で伝えた方が良い

30代 男性 うるま市 内地からの移住者や観光客、いろんな人相手するのにうちなーんちゅ意外の他人に使う必要無い。

30代 男性 那覇市 標準語が良いと思う

30代 男性 豊見城市 不適切かと

30代 男性 沖縄市 分からない人もいる

30代 男性 豊見城市 本土の人とも仕事をするから

30代 女性 那覇市 TPOはわきまえたい

30代 女性 石垣市
石垣の土地柄もあるかもしれませんが、伝わりにくいですし、よほどのネイティブスピーカーでないと中途半端すぎておもしろ
くないです。

30代 女性 うるま市 県外の人が多いから

30代 女性 糸満市 しまくとぅばは荒いイメージの為

30代 女性 浦添市 スムーズに進まなない、二度手間だと思う

30代 女性 嘉手納町 どこの地域の人でも理解できる言い方であるべきだから。

30代 女性 沖縄市 どのビジネスの場か相手かで変わる。公設市場でうちなんちゅ相手なら使っても良い。コンビニで働いてたら使えない。

30代 女性 那覇市
ビジネスだと県外から仕事で来る方もいると思うので、そうなるとスムーズなやり取りができないと思うから。また、県外から
移住してきた身としては、公共の場でしまくとぅばで説明されたとしても理解ができないから。
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年代 性別 市町村 理由

30代 女性 西原町 ビジネスと普通に喋るのは別。

30代 女性 那覇市 ビジネスには向かないかも

30代 女性 那覇市 ビジネスの場では標準語で丁寧な言葉遣いが必要だと思うから

30代 女性 うるま市 ビジネスの相手が沖縄出身の人とは限らないから。

30代 女性 那覇市 意味が通じない場合が多いと思うから

30代 女性 うるま市 一部の人にしかわからないから違った形で受け取られたりする可能性がある

30代 女性 糸満市 印象が悪いから

30代 女性 豊見城市 沖縄の人以外もいるので

30代 女性 那覇市 観光業で内地の人も聞いてるから

30代 女性 読谷村 県外の人が聞くと内容がわからないので、ビジネスシーンでは不安を煽るだけ

30代 女性 うるま市 県民だけの対応じゃないし、地域地域で方言も違うから

30代 女性 浦添市 互いに理解できるか確認が必要。

30代 女性 南城市 公の場で使うのは違和感がある。

30代 女性 那覇市 今の時代方言を使って話しても通じず訳して伝えないといけないから時間の無駄だと思う

30代 女性 久米島町 仕事では、丁寧な言葉づかいが必要だと思うから。

30代 女性 沖縄市 若い世代はわからないから

30代 女性 沖縄市 親しい間柄で使うイメージだから

30代 女性 名護市 正しい日本語ではないから。時と場合によると思う

30代 女性 那覇市 相手が知っているかわからないから

30代 女性 宜野湾市 他府県に通用しないので

30代 女性 浦添市 知らない言葉を使われたら困る。

30代 女性 北谷町 知らない人がついていけない

30代 女性 うるま市 丁寧さに欠ける

30代 女性 那覇市 丁寧でないから

30代 女性 うるま市 通じない県の人も職場にいると思うので、控えた方がいいと思う

30代 女性 浦添市
島の言葉を知ってる人だけなら良いとは思うが、皆がそうではないしビジネスの場合理解してもらえないと後々不便だと思う
ので

30代 女性 豊見城市 内地企業なのであまりピンとこない

30代 女性 うるま市 標準語じゃないから

30代 女性 南風原町 話す相手が理解してなければ、意味がないから。

40代 男性 沖縄市 いい加減な態度に思える。

40代 男性 糸満市 県外の人との仕事が多い為。

40代 男性 石垣市 県内ではいいと思うけど県外では大変だから。どちらも使える方がバイリンガルな感じが出ていいと思うから。

40代 男性 南城市 県内の人だけであれば問題ないかもしれないが県外の人とやり取りする場合は多少失礼になるから

40代 男性 南風原町 公共の場ではいいと思うがビジネスとなると確実さに欠けると思う。

40代 男性 沖縄市 言葉の意味がわからないから

40代 男性 読谷村
仕事場によって変わると思うが以前の所では上司が県外の方で島言葉での伝達は厳禁でした。その流れでビジネスでは使
わなかったです。

40代 男性 宮古島市 しまくとぅばがわからない人が多いから

40代 男性 南城市 丁寧だと思わない

40代 男性 宮古島市 ビジネス・公共の場では県外の方が多いので、通じない

40代 男性 沖縄市 個人的にはいいと思います…やはり時代にあわせてビジネス特に厳しいような…

40代 男性 那覇市 公共の場では標準語を話した方が伝わりやすいと思います。

40代 男性 南城市 仕事では、お互いの共通認識が必要なので、違った解釈をすると大きな失敗につながると思うから。

40代 男性 浦添市 仕事は共通語がいいと思う

40代 男性 宮古島市 使う必要を感じない

40代 男性 糸満市 使えないから

40代 男性 沖縄市 田舎くさい

40代 男性 宜野湾市 品がないから

40代 男性 那覇市 分からない人もいる

40代 男性 浦添市 方言を知らない人もいるため公共の場では使わない

40代 男性 北谷町 本土企業とのやりとりもあるから

40代 男性 南風原町 理解できないため

40代 男性 糸満市 論理的に話すことには向いていないから

40代 男性 宜野湾市 話す側と受け取る側のすれ違いが起きる可能性がたぶんにあるから

40代 女性 那覇市 オンオフはきちんとしたほうがいいと思う

40代 女性 那覇市 しまくとぅばではみんなが皆んな理解出来ないから。

40代 女性 うるま市 世代が違うしなれなれしい感じがするから

40代 女性 西原町 ビジネスでは標準語でないと、分からない人もいるから

40代 女性 南城市 フランクなイメージがある

40代 女性 南城市 マナーが悪い感じがする

40代 女性 うるま市 沖縄の人が少ないのでわからないと思うから。

40代 女性 宜野湾市 何言ってるかわからない

40代 女性 宜野湾市 区切りをつけたい

40代 女性 那覇市 県外の人と接する事が多いので使えないから

40代 女性 沖縄市 言葉使いが丁寧ではないイメージの言葉が多い気がするため。

40代 女性 那覇市 誤解を招く余地がなく、また多くの人に伝えられる方法としては、不向きだから。

40代 女性 うるま市 公共の場ならいいが、ビジネスでは外国人や島クトゥバを知らない人もいるから

40代 女性 宜野湾市 公共の場は色んな人がいるので共通語がいいと思う

40代 女性 那覇市 公式の場では、しまことばを使う人が誰もがいないし、お客様もあまりいないから

40代 女性 うるま市 仕事もプライベートの境界があいまいになってしまいそうだから。

40代 女性 与那原町 職場の半分以上と顧客が県外の方が多い。

40代 女性 北谷町 人に伝えるという立場からしたら方言は使わず、人に伝わる言葉を使った方がいいトイレ思う

40代 女性 豊見城市 全員に伝わらない言葉は公共の言葉ではないから

40代 女性 沖縄市 通じない可能性が高いので、標準語がいい
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40代 女性 浦添市 方言は怒られている気分になる

40代 女性 那覇市
方言を次の世代に伝えたいのはわかるが、それを公共の場、公で使用するのはどうかと。相手が理解ある人ばかりとは限ら
ないので。

40代 女性 南風原町 万人に伝わらないから

40代 女性 那覇市 理解できない人が多いから

50代 男性 国頭村 「しまくとぅば」の理解度が異なると、トラブルの原因になる。ビジネスや公共の場では「共通語」を使うべきである。

50代 男性 那覇市 意味が通じないでしょうね

50代 男性 浦添市 沖縄の人ばかりじゃないから

50代 男性 北谷町 沖縄県外のひとが100パーセント分からないから

50代 男性 本部町 沖縄県外の人には分かりずらいから

50代 男性 浦添市 学校でも話したことなかったし、職場でも使うことはない。プライベートな話で使う程度

50代 男性 宜野湾市 県外の人相手では、通じない

50代 男性 那覇市 県内でも地域によって言葉が違うので、コミニケションが取れない場合がある

50代 男性 糸満市 言語は意思疎通のツールであり明確に伝わる必要があるため

50代 男性 名護市 分からない人に迷惑がかかるから

50代 男性 石垣市 聞き取れない事の方が多いので。

50代 男性 那覇市 聞き取れない人もいるから

50代 男性 西原町 方言を使うことは友好的に見えるが、ビジネスの場は友好ムード一辺倒ということはないし、最初の挨拶で使うくらいが無難

50代 男性 沖縄市 方言を分からない人も増えているから

50代 男性 南城市 理解が出来ない方に対しては、失礼になるから。

50代 男性 那覇市 理解できない

50代 男性 名護市 理解できないと話し合いができない。

50代 男性 豊見城市 話す相手が地元の方とは限らないから

50代 男性 那覇市 話せるってわかってる人どうしならご自由にどうぞ

50代 男性 うるま市 綺麗な島言葉をつかえる人は殆どいないので。。

50代 女性 石垣市 あまり使わないので。

50代 女性 与那原町 意味がわからない子が多い為

50代 女性 宮古島市 時間が掛かると思うしちゃんと伝わると思えない

50代 女性 うるま市 しまくとぅばは普段の生活の中、仕事公共の場ではあまり使わない方が良いと思う

50代 女性 石垣市 出身地が違うので石垣の方言は難しい(聞く事も出来ない）

50代 女性 那覇市 そぐわない

50代 女性 沖縄市 使うイメージが全く浮かばない。

50代 女性 名護市
ビジネスでは馴れ合いになる感じがするので使わない方がいいと思う。公共の場では、文化として使っていい場合もあると思
う。

50代 女性 浦添市 ビジネスの場ではあまり適切ではない

50代 女性 那覇市 フランク過ぎる

50代 女性 うるま市
方言がわかる人とわからない人が混在している中で、わからない人への差別的な発言があることもある。個人的な印象だが、
方言はフランクなイメージがあるのでビジネスの場には不向きな気がする。

50代 女性 南城市 みんながわかる言葉がいい

50代 女性 宜野湾市 みんなが理解できるかわからないから

50代 女性 那覇市 やはりその場にあった言葉使いというものがあると思うから。しまくとぅばはそれに適さない。

50代 女性 うるま市 分からない方もいるので使わなくても良いと思う

50代 女性 沖縄市 伝わらない感じがする

50代 女性 豊見城市 内地の人などいてなれなれしく使えないから

50代 女性 沖縄市 内地企業だから

50代 女性 沖縄市 馴れ馴れしい

50代 女性 八重瀬町 標準語のほうが、誰でもわかるから

50代 女性 那覇市 分からない人も多いと思うしビジネスでは使わない方がいいと思うので

50代 女性 那覇市 方言を話せる人がいないから。

50代 女性 竹富町 理解できない人がいるから。

50代 女性 沖縄市 話せないからです。

60代 男性 宜野湾市 意志疎通が図られないため

60代 男性 那覇市 意思疎通ができないから

60代 男性 那覇市 沖縄には県外の方が多く、特にビジネスの場でしまくとぅばは、理解出来ないから。

60代 男性 宮古島市 解らない人がいるから

60代 男性 うるま市 各地方の方言で通じない言葉が有ると思う

60代 男性 うるま市 県外の人はもちろん、県内の人でも程度によっては理解できないのでは

60代 男性 豊見城市 公共には方言はふさわしくないから

60代 男性 浦添市 公用語ではないので

60代 男性 宜野湾市 仕事では、共通語でしょう。

60代 男性 那覇市 使えない人もいるので。

60代 男性 北谷町 周囲で分からない人がいるから。

60代 男性 読谷村 正確な疎通が困難

60代 男性 那覇市 全員が島言葉を知っている訳ないので

60代 男性 与那原町 全体で通用しない。ビジネスの場では県外のかたに失礼だと思う。

60代 男性 沖縄市 相手が本土の場合、通じないと思うから

60代 男性 うるま市 島くとぅばも、地域、島によって方言があるので、仕事は明瞭な言葉（標準語）が合理的

60代 男性 那覇市 同郷の人ばかりではないし、フランクすぎるから

60代 男性 那覇市 標準語が普通だから

60代 男性 沖縄市 分からない人が多いのでは？

60代 男性 読谷村 理解できない

60代 女性 沖縄市 TPOに合わせて使い分けると良い

60代 女性 中城村 相手によりけり、伝わらないといけない

60代 女性 うるま市 あまり自信がない
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60代 女性 石垣市 意志が伝えにくい

60代 女性 読谷村 今の沖縄でお仕事をされている人は沖縄人だけではないので

60代 女性 伊江村 イントネーション問合ちょっとした言い間違い聞き間違いで相手を不愉快にしてしまわないか心配

60代 女性 那覇市 しまくとうばはプライベートで使った方がいいと思う。

60代 女性 本部町 職場によると思います

60代 女性 南風原町 線引きも必要かなと思う。

60代 女性 うるま市 専門の場所で使ってほしい。

60代 女性 沖縄市 時と場合によると思いますが、理解ができなければ無理かと思います。

60代 女性 うるま市 公共の場では、共通語という意味では、コミュニケーションが取れないので、伝わりにくい事が多い

60代 女性 糸満市 自然にそうしているので

60代 女性 沖縄市 相手によると思う

60代 女性 宜野湾市 他府県の人の出入りが多いから

60代 女性 名護市 誰にでもわかる言葉を使う方がいいと思うから

60代 女性 与那原町 通じないことがあるので、使わない方がいい。あいまいな理解になりがち。

60代 女性 沖縄市 伝わりにくいような気がする

60代 女性 北中城村 独特だから

60代 女性 那覇市 不快な気分になりそう

60代 女性 うるま市 方言でもうやまった言葉がいいがていねいな方言がつかえない

70代以上 男性 沖縄市 相手がわからない場合があり誤解を招く

70代以上 男性 石垣市 相手に伝わるかどうか不明である

70代以上 男性 沖縄市 現代は共通語がほとんどで有り

70代以上 男性 那覇市 しまくとぅばが、わからない人もいる。

70代以上 男性 宜野湾市 書類等に支障が出る

70代以上 男性 糸満市 正確な意思意見が伝わりずらい1人よがりの発言に聞こえる

70代以上 男性 糸満市 地域による言葉の違いがある為

70代以上 男性 沖縄市 ビジネスではどうかと思います。知の古い同志の会話でよい

70代以上 男性 石垣市 方言にも敬い言葉があり、現代では失礼な言葉使いも心配

70代以上 男性 宜野湾市 理解できない周りの人を深いにさせる心配有り

70代以上 男性 八重瀬町 わかる人が少ない

70代以上 男性 宜野湾市 違和感がある

70代以上 男性 読谷村 語彙が少なく使いずらい

70代以上 男性 八重瀬町 公共の場では共通語を使うべき

70代以上 男性 那覇市 標準語が良い

70代以上 男性 沖縄市 平均的に通じない

70代以上 男性 那覇市 未だオーソライズされてない

70代以上 女性 八重瀬町 相手がしまくとぅばを知らないかもしれない。

70代以上 女性 北谷町 少し異様さを感じる。すごく親しい仲間だけならOK

70代以上 女性 那覇市 そういう場所では公用語必須

70代以上 女性 石垣市 臨機応変、使って親近感が湧く相手だったら使う

70代以上 女性 うるま市 私達の年合でも小さい時には反対に島くとぅば使う人を減らし標準語をれいこうする時代だったので少し抵抗を感じます。

70代以上 女性 豊見城市 仕事では貧相に欠けるから。

70代以上 女性 那覇市 分からない人も要るので使わないほうがいい
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10代 男性 那覇市 皆にわからないといけないから

10代 男性 糸満市 常識だと思うから

10代 女性 南城市 内地では通じない

10代 女性 那覇市 ビジネスの改まった場にはそぐわない

10代 女性 那覇市 標準語で話すのが礼儀だと思ったから

20代 男性 宜野湾市
現代自分を含めてしまくとぅばを解さない人たちがいるのでより多くの人に届ける事を前提とした公共の場で用いるのにはふ
さわしくないと思う

20代 男性 うるま市 難しい

20代 男性 中城村 県外出身の人に通じなくて困る

20代 男性 石垣市 公式に使う言葉ではないから

20代 男性 那覇市 職業柄、県外の方がおおいため

20代 男性 北中城村 不適切

20代 女性 与那原町 様々なルーツの人がいるから皆が分かる言葉を使った方がよいと思う

20代 女性 豊見城市 つたわらないことがおおいので。。

20代 女性 八重瀬町 ビジネス=お堅い、というイメージがあるし、共通語の方がどんな県の人でも伝わると思う。

20代 女性 那覇市 ビジネスでは標準語を使うべき。

20代 女性 糸満市 わからない人もいるから

20代 女性 那覇市 意味が通らないため

20代 女性 うるま市 汚いから

20代 女性 南城市
沖縄の言葉は品がないと思ってるからです語尾だけが変化するものではなく全体的に分からない！こんなのをビジネスシー
ンで使うなんてありえない。口調も強めで動作もオーバーなのでイントネーションが違うくらいの標準語でいいです。

20代 女性 豊見城市 皆に伝わりにくいから。

20代 女性 浦添市
観光サービスなど、方言を求められている所ではいいと思いますが、伝わりにくく効率が悪いと考えます。日常生活ではTPO
で使い分けることが大事だと思います。

20代 女性 恩納村 共通語を話すべきだと思うから

20代 女性 宜野湾市 敬語じゃないから

20代 女性 那覇市 県外の人に伝わらないから

20代 女性 那覇市 公用語じゃないから

20代 女性 那覇市 周りに話す人がいないから。

20代 女性 うるま市 伝わらないから

20代 女性 浦添市 田舎くさいから

20代 女性 那覇市 発音など聞き取れないのもおおい。言葉によってはキツいものもなる

20代 女性 那覇市 標準語がみんなに伝わるから

20代 女性 那覇市 分かる人にしか分からないと思うから。

20代 女性 那覇市 綺麗じゃない

30代 男性 那覇市 コミュニケーションが取りづらい。

30代 男性 中城村 仕事相手による

30代 男性 南風原町 その言葉が分からない世代の方や沖縄県外・外国人の方のコミュニケーションを煩わせるため

30代 男性 うるま市 中部、南部でも同じ言葉でニュアンスが異なるため余計な齟齬が発生しうるものと考える

30代 男性 豊見城市 ビジネスには不向き

30代 男性 糸満市 ビジネスはなるべく標準語じゃないと伝わりにくいから。

30代 男性 南城市 意味が分からないから

30代 男性 那覇市 沖縄県内においても、県外から居住者も増えたり、仕事上でも県外の方と仕事をする機会が増えてるので、使う必要はない。

30代 男性 那覇市 共通語でないと、流れがスムーズにならないから

30代 男性 那覇市 公共の場で使うにはわからない人もいるのでかえって迷惑をかける

30代 男性 宜野湾市 相手に伝わらない可能性があるから

30代 男性 浦添市 対人だと失礼だと思う。

30代 男性 沖縄市 通じないことが多いから。

30代 男性 宜野湾市 伝わらない

30代 男性 那覇市 馴染まないし、感情的に聞こえて気になる。

30代 男性 中城村 必要はない

30代 男性 浦添市 標準語がいいだろ

30代 男性 浦添市 標準語で十分だから

30代 男性 那覇市 表現が適切でない場合があるから

30代 男性 那覇市 聞かれても、わからない

30代 男性 沖縄市 本来の文法や単語を知らないので使えない。

30代 女性 石垣市 あまり通じないと思うし、職場では立場によって敬語などを使うべきだと思う

30代 女性 宜野湾市 あまりにもフランクになりすぎると思う。

30代 女性 沖縄市 敬語ではないと感じるし、今の世の中通じない。共通語でないとビジネスにならないし、使われると不快に思う。

30代 女性 南城市 コールセンターで働いていたので、内地の方とお話しするので。

30代 女性 糸満市 誤解を生じる可能性がある

30代 女性 名護市
しまくとぅばは、あくまでも沖縄で昔から使われてきた方言であって、正確な情報や会話のやり取りが必要になってくるビジネ
スシーンや、公共の場で話すのは不適切だと思う。みんながわかる共通語、標準語で話すのがマナーだし、常識だと思う

30代 女性 本部町 しまくとぅばをビジネスでやったらダメと思いました。

30代 女性 うるま市 目上に対しては失礼に当たるかと

30代 女性 沖縄市 挨拶程度なら、伝わるが他の会話だとコミュニケーションにならないから

30代 女性 沖縄市 意味を知らないため

30代 女性 那覇市 汚いから

30代 女性 名護市 県外の人にはわからないと思うのと、あまりビジネス向けではないと思うから。

30代 女性 那覇市 県外対応もあるため

30代 女性 宜野湾市 今、使われる方言は汚い方言で相手を侮辱してる方言なので使わない方がいいと思います。

30代 女性 沖縄市 使いにくいから

30代 女性 那覇市 失礼だと思う

30代 女性 うるま市 出身地が違う

30代 女性 うるま市 方言はくだけた口調になるので友人や身内など普段から距離が近い仲の人間同士で使うべきだと思う。

30代 女性 金武町 乱暴だから
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30代 女性 浦添市 話にならない

40代 男性 糸満市 敬語に聞こえないから失礼

40代 男性 南風原町 なんとなく

40代 男性 金武町 ニュアンスの取り方で勘違いが起こるから

40代 男性 沖縄市 ビジネスの場で使う言葉ではない

40代 男性 糸満市 ビジネスや公共の場での仕様には不向きな言葉だと思うので。

40代 男性 浦添市 ビジネスや公共の場で共通語を使用するのが最低限の礼儀・マナーだと思うから

40代 男性 沖縄市 理解できる人が少ない状況では使うのは難しいと思います。

40代 男性 うるま市 意味がわからない

40代 男性 石垣市 意味が通じない

40代 男性 浦添市 共通言語ではないから

40代 男性 糸満市 県内だけであれば問題はないが、県外企業とのビジネスの場では間違いなく商談が進まないから

40代 男性 那覇市 公共語ではないから。

40代 男性 うるま市 仕事は丁寧に

40代 男性 那覇市 失礼だと思う

40代 男性 名護市 失礼と思うから

40代 男性 那覇市 全然理解されないし、こっちも中途半端な理解ですれ違う

40代 男性 浦添市 相手が分からないと困るから

40代 男性 那覇市 相手が理解できるかどうかわからない言葉を使うこと自体問題である

40代 男性 北中城村 相手によって瞬時に使い分けができればよいが、使ってはいけない場面で方言が出てしまうと困るから

40代 男性 浦添市 相手に話が通じなければビジネスとして通用しません。

40代 男性 那覇市 知らない人に配慮していない

40代 男性 宮古島市 地元であっても使うべきではない

40代 男性 うるま市 恥ずかしいから

40代 男性 中城村 日本人とのビジネスの場ではどうするの？

40代 男性 宜野湾市 必要無い

40代 男性 うるま市 標準語が妥当

40代 男性 那覇市 標準語で話さなければ通じないことも多いため

40代 男性 宜野湾市 分からないから

40代 男性 豊見城市 分からないから人が沖縄いるから

40代 男性 沖縄市 聞き間違い等があってはならないので

40代 男性 うるま市 平和活動家の発するのを聞いたから

40代 男性 南風原町 礼儀が必要

40代 女性 宜野湾市 ・スムーズな意思疎通が計れるほど話せない。・県外の人も多く接するきk外がある為、業務に支障が生じる。

40代 女性 石垣市 相手に思いがきちんと伝わる言葉でないといけないと思うから

40代 女性 南城市 あまり好きではない

40代 女性 金武町 お仕事なので失礼にならないか心配だし失礼だから

40代 女性 宮古島市 県外からもたくさんの方が来島しているのが今の宮古島なので相手に伝わらないという不便さがある

40代 女性 那覇市 しまくちゅばの理解度によって意図が伝わらない可能性もあるので、ビジネスシーンでは使わないほうがよいと考える

40代 女性 名護市 しまくとぅばに限らず、みんながわかる言葉を使うべき

40代 女性 竹富町 島によって方言が違うから

40代 女性 与那原町 ちょっとふざけているのかな、と思われそう

40代 女性 伊江村 通じないのと適当でない

40代 女性 豊見城市 内地企業の為

40代 女性 那覇市
ビジネスや公共の場において、沖縄県民の人だけがいるとは限らないから。ビジネス夜勤公共の場において、会話の内容
が伝わらなければ、業務も滞るし、意味がないと感じる。

40代 女性 那覇市 ビジネスや公共の場は、友達ではないので。

40代 女性 名護市 ビジネス感に欠ける

40代 女性 うるま市 不自然なので使うのは。。。

40代 女性 名護市 本土の方がいるので彼らとの心の距離を作ってしまう気がするため。

40代 女性 与那原町 マナーに反する

40代 女性 沖縄市 やっぱり、標準語

40代 女性 北谷町 良い印象だと教わってないから

40代 女性 那覇市 わからないから

40代 女性 那覇市 わからないから。ビジネスでは誰もが理解できることばのほうが良いと思う

40代 女性 那覇市 わからないし、荒く感じる。訛りが嫌。

40代 女性 豊見城市 意味が通じないので、紛らわしい

40代 女性 宜野湾市 沖縄の人だけとは限らないから

40代 女性 那覇市 沖縄県民以外の人もいるから、意図的に使い、悪口や聞かれたくないことを話しているような感じがするから

40代 女性 那覇市 下品に感じるため

40代 女性 沖縄市 皆 標準語だから

40代 女性 石垣市 緊張感がなくてあまり好きじゃない

40代 女性 那覇市 県外の方もいるし、ビジネスの場では使うべきではないと思うからです。

40代 女性 石垣市 公共の場は良いがビジネスシーンで伝わらない言葉を使うのは常識がないと思う。

40代 女性 与那原町 公私は分けたほうが礼儀正しい

40代 女性 那覇市
私の会社では、本土からの出向者が多いです。その方たちに、通じない方言で会話をするのはどうかと思います。というのも、
沖縄の人はだいぶ緩いから、流されないようにと出向する前にアドバイスされる方もいらっしゃるようで、ビジネスや公共の場
では、会話くらい方言をまじえず、ちゃんとしたほうがいいと思います。

40代 女性 浦添市 常識

40代 女性 八重瀬町
職場でほぼ方言をしゃべっている方達ばかりで言葉の壁に悩まされました。電話だと余計に聞き取れなくて困る場面が多
かったです。地方によってイントネーションや意味も異なるので、公共の場やビジネスには不向きだと思います。

40代 女性 那覇市 相手に通じない可能性が高いから
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40代 女性 豊見城市 相手に伝わらない

40代 女性 与那国町 誰にでも通じるわけではないので。

40代 女性 与那原町 丁寧な感じはしないから、ビジネス等の場では不適切な感じがする。

40代 女性 那覇市 通じない方もいるので。

40代 女性 中城村 標準語が良いと思う。

40代 女性 那覇市 標準語じゃないと相手に伝わらないと思う。

40代 女性 那覇市 標準語を使うのがマナーだと思う。

40代 女性 恩納村 分からない人もいるので

40代 女性 宜野湾市 方言はわからないから

40代 女性 うるま市 理解できない人がいるから

50代 男性 那覇市
いろんな地方に住んでますが 仕事ではできれば丁寧な言葉がいいと思う 親しい関係でも方言で会話していると、それを
聞いているお客さんがどう感じるかだと思います

50代 男性 宜野湾市 しまくとぅばが分からない人の方が多いと思う

50代 男性 沖縄市 トラブルになる

50代 男性 糸満市 ビジネスだと相手に伝わらない事もあるため。

50代 男性 宜野湾市 ビジネスではあまり良くない

50代 男性 石垣市 ビジネスに仲間意識は必要ない。

50代 男性 読谷村 ビジネスの場面では、しまくとぅばは、ふさわしくない。

50代 男性 那覇市 ビジネス相手は沖縄県民だけではないから。ビジネスには必要無い。

50代 男性 那覇市 もはや琉球は日本国であるため、言葉は標準語を使うべきである。

50代 男性 南城市 わからない人もいるから

50代 男性 糸満市 意思が明確に伝わらないと思うから

50代 男性 那覇市 意思疎通に欠ける

50代 男性 北中城村 一方的な文脈になってしまう。基本理解できない。

50代 男性 那覇市 沖縄県外の方が多いから

50代 男性 宜野湾市 沖縄県人だけではないので

50代 男性 浦添市 沖縄人以外とも話すので

50代 男性 石垣市 何か失礼あたりそうだから

50代 男性 読谷村 共通語が良いから

50代 男性 沖縄市 敬語

50代 男性 那覇市 県外の者には分からないため

50代 男性 西原町 県内の一部のコミュニティでしか使えない言葉に頼って出来る商売は少ない

50代 男性 那覇市 合わないと思う。

50代 男性 那覇市 使いこなせていない為、誤解をうむ

50代 男性 那覇市 使い分けてほしい

50代 男性 うるま市 似合わない

50代 男性 名護市 失礼

50代 男性 宮古島市 正しい共通語を使うべき

50代 男性 沖縄市 相手が、その言葉を理解していないから。

50代 男性 那覇市 相手が不快に思う

50代 男性 浦添市 相手に通じ無いから。

50代 男性 与那原町 恥ずかしい

50代 男性 那覇市 通じない

50代 男性 那覇市 伝わらない

50代 男性 那覇市 標準的な日本語ですら正確に意図を伝えるのに努力が必要。ましてや方言では伝わらないとを感じます。

50代 男性 嘉手納町 不便。

50代 男性 那覇市 方言のいみがわからない

50代 男性 那覇市 理解できない

50代 男性 那覇市 理解できない人がいるから

50代 男性 糸満市 綺麗な言葉もあれば、そうでない言葉もあるので

50代 女性 嘉手納町 あまりいい印象がないので、使うのは良くない

50代 女性 うるま市 しまことばが理解できない人の方が多いから

50代 女性 北中城村 その発想が理解できない

50代 女性 浦添市 プライベートと仕事として使うのは別物でしまくとぅばがわからない人にとっては苦痛

50代 女性 石垣市 ホテルでの接客業なので

50代 女性 那覇市 みなが分からるわけではないかり

50代 女性 北谷町 理解できない人もいるから

50代 女性 宮古島市 わからないから

50代 女性 うるま市 わからないので標準語で話してほしい

50代 女性 那覇市 意思疎通出来ない可能性があるから

50代 女性 那覇市 観光客がわからないから

50代 女性 那覇市 県外の方にはわからないから

50代 女性 南城市
言葉が確実にわかる者同士ならよいかもしれないが、中年の人でも曖昧な使い方をしているみたいなので正確に物事が伝
わらないと思う

50代 女性 名護市 言葉が通じない相手もいるから

50代 女性 那覇市 公では 伝わる言葉を使うべきだと考えている

50代 女性 名護市 公共やビジネスの場では、やはり標準語がいいと思う

50代 女性 那覇市 好きじゃない。

50代 女性 那覇市 合わない。

50代 女性 那覇市 仕事上は、控えたほうがいいと思います。

50代 女性 うるま市 使わないから

50代 女性 沖縄市 身内ならまだしも、ビジネスなら使うべきではないと思う

50代 女性 糸満市 接遇マナーとして相応しくない

50代 女性 八重瀬町 丁寧な言葉としてのしまくとぅばが、あまり使えないため。

50代 女性 那覇市 標準語を使うべき
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50代 女性 今帰仁村 分かりにくい

50代 女性 宜野湾市 理解が難しい。また職場に話せる人や間違いを正せる人がほぼいないため。

50代 女性 那覇市 琉球王国ではないのだから

50代 女性 那覇市 礼儀として

60代 男性 豊見城市 「しまくぅくば」を使える人が少ない

60代 男性 宜野湾市 相手が理解できない

60代 男性 読谷村 きらい

60代 男性 多良間村 コミュニケーションがとれなくなるので。

60代 男性 中城村 しまくとぅばが分からない人もいるから

60代 男性 宜野湾市 ビジネスでは意思疎通に支障が出ると考える「公共の場」とはどんな場なのかイメージ出来ないので答えられない

60代 男性 那覇市 ビジネスでは皆に分かる言葉で話すのが常識

60代 男性 那覇市 ビジネスに方言はないと思う

60代 男性 石垣市 ビジネスのせかいでは正確な意思疎通が必要だから、世界てきには英語が一番良いと思う。

60代 男性 読谷村 ビジネスは共通語を使うべき

60代 男性 中城村 普通の会話をして方言ではうまくいかない

60代 男性 北谷町 よくないと思う

60代 男性 沖縄市 理解する人が少ない

60代 男性 南城市 理解できない人が多い

60代 男性 国頭村 意思疎通がうまくいかない。

60代 男性 浦添市 印象が悪い

60代 男性 那覇市 会話が成り立たない

60代 男性 北谷町 県外の人もいるから

60代 男性 北谷町 言葉の意味が狭い地域で微妙に違うのでビジネスには不向き

60代 男性 石垣市 相手がどのような人かわからないから

60代 男性 那覇市 相手が理解しているか分からないので

60代 男性 那覇市 他県の観光客及びビズネスでは共通語が必要、意思相通のできる言語が必要

60代 男性 中城村 誰もが聞き取れ理解できる言葉でなければ仕事はできない

60代 男性 西原町 田舎くさい。

60代 男性 浦添市 必要がない

60代 男性 那覇市 標準語で話すべき

60代 女性 うるま市 意味がわからないから

60代 女性 豊見城市
現状では、しまくとぅばで丁寧語や尊敬語、謙譲語を正しく話せる人はほとんどいないと思う。そんな乱暴な言葉をオフィシャ
ルな場に持ち込むべきではない！ましてや、同じ地域の出身者にしか通じない言葉など使ってはいけない。全く理解できな
い。

60代 女性 恩納村 しまくとぅばの丁寧語があいまい

60代 女性 沖縄市 知性、品が感じられない

60代 女性 沖縄市 ビジネス、公共は全国又は仕事なので標準語が望ましいと思う

60代 女性 うるま市 方言を理解できない方が多いと思うからです

60代 女性 与那原町 勘違いが出てきそう

60代 女性 那覇市 誰にでもわかる話し方のビジネスが重要相手によりけり

60代 女性 沖縄市 理解できない人もいるから

70代以上 男性 沖縄市 相手が理解できない

70代以上 男性 南風原町 最近は他県の人間も多くいるので使ってほしくない

70代以上 男性 読谷村 仕事してないのでわかりません

70代以上 男性 南城市
しまくとぅばは良いが少なく知の言語ではなく情の言語である。したがってビジネスや公共の場では使用するのには限界があ
る。

70代以上 男性 久米島町 しまくとぅばを知らない人に失礼になる

70代以上 男性 沖縄市 職場は若い人が多いので使わない

70代以上 男性 南城市 時と場による

70代以上 男性 宮古島市 ビジネスの場は全国に覚るよう又は通用するようにやるべきである。

70代以上 男性 那覇市 意思疎通が出来ない気がします。

70代以上 男性 宜野湾市 敬語、丁寧語を知らないので使わない、聞きたくもない。

70代以上 男性 宜野湾市 仕事では他県の人には理解できない

70代以上 男性 南城市 場所柄合わない

70代以上 男性 南城市 世代によって、通じない事があるから

70代以上 男性 那覇市 本土の人にわかりにくい

70代以上 女性 本部町 相手がどの程度理解できているか分からないから

70代以上 女性 石垣市 しまくとぅばは一部の人にしか知らないから不便に思います。

70代以上 女性 沖縄市
職場には沖縄県外の人も働いている方もいらっしゃると思います。職場は誰でも理解できる言葉での会話が望ましいと思い
ます。

70代以上 女性 うるま市 使い慣れてないから

70代以上 女性 宮古島市 都会で通用しないから

70代以上 女性 宮古島市 日本人にはどうかなぁ・・・

70代以上 女性 宮古島市 不完全な理解力では誤解を生むので使うべきではない

70代以上 女性 石垣市 ほとんどの人が分からないでしょうから。


