
令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

「しまくとぅば」を使う相手（過去調査比較）

「しまくとぅば」を使う相手

7.「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」39.8％、「父母」32.6％、「親戚」24.4％の順で回答が
多かった。最も多い「友達」は大きく減少している。
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平成30年度 全体

（n=2552）

令和元年度 全体
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平成2年度 全体

（n=2021）

％ あなたが「しまくとぅば」を使う相手は誰ですか？

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 無回答

性別

全体
2021 19.9 32.6 18.5 22.8 11.0 39.8 24.4 14.5 14.6 11.9 

男性
889 18.3 32.4 18.6 24.7 9.3 54.0 30.0 19.3 12.8 8.9 

女性
1132 21.2 32.8 18.3 21.4 12.3 28.7 20.0 10.7 16.1 14.2 

無回答
- - - - - - - - - - -

年代

１０代
42 37.7 30.9 2.6 23.1 2.6 39.3 14.0 2.5 16.8 11.6 

２０代
182 37.1 33.9 3.2 19.5 4.2 40.3 11.7 11.6 16.3 13.4 

３０代
223 29.1 34.0 9.4 13.4 8.6 31.3 15.2 18.9 17.3 12.9 

４０代
352 20.7 42.1 18.5 15.4 12.0 31.7 15.6 19.4 16.9 13.2 

５０代
357 18.6 38.9 14.7 15.1 9.5 36.1 18.4 16.8 14.1 11.9 

６０代
415 15.0 34.5 20.8 28.8 12.8 44.6 31.5 14.7 13.6 9.6 

７０歳以上
449 11.6 17.5 31.4 35.3 14.2 48.7 40.3 8.7 11.9 11.8 

無回答
1 - - - - 100.0 - - 100.0 100.0 -

居住地

北部地区
178 20.1 30.7 18.9 17.2 9.4 37.4 18.1 11.3 15.2 11.3 

中部地区
713 22.5 36.5 22.4 28.2 12.5 41.0 29.0 16.2 12.9 10.8 

南部地区
978 18.1 30.4 15.4 20.7 10.0 39.5 22.4 13.0 15.6 12.9 

宮古地区
75 16.7 30.6 23.6 15.3 9.7 37.5 29.2 18.1 19.4 11.1 

石垣地区
77 21.1 31.0 14.9 19.9 15.0 40.3 17.4 23.0 12.4 11.2 
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ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用に関する意識（過去調査比較）

8.ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用に関する意識

ビジネスや公共の場で「しまくとぅば」を使用してもいいかについて、「そう思う」が18.4％、「やや
そう思う」24.2％となり、合算値が42.6％となる。
性別では、男性が「そう思う」が18.1％、「ややそう思う」24.4％、女性が「そう思う」が18.7％、

「ややそう思う」24.0％となり、合算値では男性42.5％、女性が42.7％と差がなかった。
年代別では、30代が 「そう思う」が12.5％、「ややそう思う」24.2％と最も回答が低く、年代

が上がるに従い増加傾向にある。70歳以上では、「そう思う」が21.9％、「ややそう思う」
25.9％、合算値で47.8％だった。
地区別ではあまり差がなく、 「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、

「八重山地区」、 「北部地区」の44.7％だった。
「使わない理由」を尋ねると、「（県外の方等含め）通じない方がいる」や「相手に失礼にな

る」と感じる方も多く、公的な場での使用はふさわしくないと考えれる方が年代を問わず多い。ま
た地域によっても言葉が違うため、意思疎通は難しい」との意見もあった。

20.9 

17.7 

18.4 

23.0 

29.6 

24.2 

27.7 

34.7 

33.5 

17.2 

11.3 

14.4 

11.2 

6.0 

7.4 

0.7 

2.1 

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

平成30年度

(n=2552)

令和元年度

(n=2551)

令和2度

(n=2021)

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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＜性別＞
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＜地区＞
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50代 (n=357)

60代 (n=415)

70歳以上 (n=449)

無回答 (n=1)

北部地区 (n=178)

中部地区 (n=713)

南部地区 (n=978)

宮古地区 (n=75)

八重山地区 (n=77)

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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ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用
■あまりそう思わない
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答した理由

10代 男性 北中城村 相手が理解できるように話すことが大事だと思うから

10代 男性 那覇市 話せる人間も少なくないと思うし、大事な取引きで使うと正確に伝わらない事もあると思う

10代 男性 西原町 ビジネスにおいてはやはり共通語を使うべきであり、方言は使用するべきではない

10代 女性 名護市 共通語がいいと思うから

10代 女性 本部町 通じない人が多くいると思う

10代 女性 金武町 相手も使わない為、失礼になるかと思い

10代 女性 名護市 ビジネスや公共の場では、標準語を使った方がいいと思うから

20代 男性 その他 他県の人とのコミュニケーションが難しい

20代 男性 中城村 県外の人間や若者には咄嗟に理解することができず、仕事での意思疎通において弊害となるから。

20代 男性 那覇市 ビジネスなどでは他県の人とも関わることがあるので共通語を使うべきだと思う。

20代 男性 糸満市 「ハイサイ」等、あいさつ程度なら良いと思う。その他は何を話しているのかわからない。

20代 男性 宮古島市 失礼にあたる認識がある

20代 女性 沖縄市 本来の意味で伝わらなさそうだから

20代 女性 那覇市 ビジネスや公共の場では、多くの人に物事を伝えるためには標準語で話す方がいいと考えるから。

20代 女性 那覇市 無理に使う必要はない

20代 女性 南風原町 相手がわからない言葉を使ってしまうと物事が円滑に進まないと思うから

20代 女性 北谷町
しまくとぅばは、あいまいなニュアンスが多く、どの程度相手が理解しているのかわからないので、ビジネスで使うことには好

意を抱けない。

20代 女性 那覇市 通じない人もいるし、丁寧なイメージがないのでビジネスには向かない

20代 女性 うるま市 他の人が（若年）理解するのがむずかしいと思う

20代 女性 宮古島市 相手が理解できるかどうか。相手が良く思っているか（方言に対して）

20代 女性 沖縄市 乱暴に聞こえる

20代 女性 那覇市 公共の場ではよいと思いますが、ビジネスにおいては、通じない方もいるので標準語がいいと思います。

20代 女性 沖縄市 継承していくことは大切だと思うが若い人たちに浸透していないので、公共の場では日常会話にしたほうが良いと思う

20代 女性 豊見城市 かりゆしウエアはいいがしまくとぅばは世界が狭くなる。まだ英語のほうがいい

20代 女性 那覇市 様々な人がいる場では伝わらないことがあるので利点はないのではないか

30代 男性 那覇市 皆に適切に伝える必要があるため。

30代 男性 那覇市 みんなが理解できる共通の言葉ではないから

30代 男性 宜野湾市 ビジネスの場では失礼になりそう。親しい取引先の人ならギリギリ使えるかなって感じ

30代 女性 那覇市 確実に伝わるとは限らない（相手がしまくとぅばを理解しているかどうかわからない）ため。

30代 女性 那覇市 親しみがない。無理に使いたいと思わない

30代 女性 那覇市 ラフなイメージ時と場合が大事な気がする

30代 女性 宜野湾市 話せない・聞き取れない人が多いから。

30代 女性 宜野湾市 仕事はみんながわかる言葉でしゃべるべきだと思うから

30代 女性 うるま市 相手が理解していると限らないから

30代 女性 南風原町 通じないため(相手による)高齢の方であれば、しまくとぅばや沖縄のなまりを使った方が親しまれる気がする

30代 女性 那覇市 理解できない人もいる

30代 女性 南城市 みんなが理解できないから

30代 女性 那覇市

ビジネスや公共の場では、他の人たちとコミュニケーションが取れることが大切で、私達の想いが伝わらなければ意味がな

いのではと思うためです。また、昔のうちなんちゅがしまくとぅばを使うのをやめさせて共通語を話させるようにしたのも東京

ややまとに行って自分たちが伝えたい事が伝わらずつらい思いをしたからだと聞いたので。ですが、PRなども少しは取り入

れるという面ではすごく良い事だと思っています。

30代 女性 那覇市 公共の場で使うのには、共通語として劣っていると思う。若い人に通じないので、訳す時間がかかったりすると思う。
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令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用
■あまりそう思わない
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答した理由

30代 女性 金武町 地域によって方言が違うのでビジネスや公共の場では誰もが理解できる言葉を使うべきだと思う

30代 女性 沖縄市 ちゃんとしようと、言葉で話そうと思うとあまり使わないでです

40代 男性 沖縄市 相応しくないと思うから

40代 男性 宜野湾市 標準語で話すのが常識的であるので

40代 男性 那覇市 ビジネスシーンでは沖縄県外の人も普通にいるので

40代 男性 那覇市 公共の場では使っていいと思うが、ビジネスでは意思伝達が難しいと思うのと書面にするのが難しいと思うから。

40代 男性 宜野湾市
相手がしまくとぅばを話せる方であれば良いと思いますが、近年沖縄には本土の方も多いのでいきなりしまくとぅばは話せな

い。

40代 男性 南城市 地元で使っている方言はあまりきれいなイメージがないし、他の人に対して敬意が感じられない。

40代 男性 那覇市 外向けでは標準語のほうが伝わりやすいため。しまくとぅばだと馴れ馴れしい感じがするし感じ取る

40代 男性 那覇市 受ける分は問題ないが、ビジネスマンとして話すのはどうかと

40代 男性 浦添市 やはり共通語を使うのが相手をうやまう。失礼にならない気がする

40代 女性 豊見城市 県外の人もいたりして、あまりよく思ってない人もいると思うので

40代 女性 南城市 標準的ではなく、みなが使えるとは思わないから

40代 女性 浦添市 しまくとぅばを正しく理解できていない人もいるので、間違った解釈をされるおそれがある。

40代 女性 浦添市 県外の人など理解できないひとには伝わらないから。うちわで盛り上がったりするといけないので。

40代 女性 読谷村 意味が違って伝わりそうだから

40代 女性 石垣市 地域でも違いがあるので、仕事の場など、伝え方、受け取り方などスムーズにいかないと思うので。

40代 女性 那覇市 相手にちゃんと伝わる気がしない

40代 女性 与那原町 「しまくとぅば」を聞きとれて話せる人は多分それ程いないと思うので。

40代 女性 豊見城市 敬語があってもその言葉が浸透していない。ビジネスの場では、特にそぐわないと思います。

50代 男性 那覇市 仕事関係ではしま言葉を正確に理解できる人がほとんどいないことや沖縄県外の人だと理解できないため。

50代 男性 那覇市 内地の人や方言を理解できない人も多いから

50代 男性 那覇市 ビジネスなどは共通性が大事だと思うので。しかし、相手が方言をしゃべる人であれば、使っても良いと思う。

50代 男性 北谷町 共通語を用いるべき

50代 男性 北谷町
「しまくとぅば」という表現そのものに違和感を覚えるがその地域の言語はそれぞれ自体の存在であって、ビジネスの状況で

使用するのは慣れない。

50代 男性 豊見城市 グローバルな時代、英語、中国語の世界の言葉が必要な時代になるので、あえて行政がすすめるべきではない

50代 女性 伊江村
若い子があまり話せないし、意味がわからない事が多いので、又、県外の方と接する時は使わない方がいいかなと思うの

で

50代 女性 沖縄市 使う（わかる人）人が少ないのかな

50代 女性 うるま市 ＴＰＯを考えるべき

50代 女性 那覇市 丁寧できれいな（敬う）言い回しが使えないなら使わない方が良い

50代 女性 南風原町 番人が知っているわけではないと思うから

60代 男性 八重瀬町 相手が理解出来ないと仕事にならないから。

60代 男性 那覇市 社会的にみても普及されていない

60代 男性 宮古島市 相手に通じない場合もある（若い人）

60代 男性 宮古島市 なんとなく会話の中に一言だったらいいとは思います。

60代 男性 那覇市 しまくとぅばをわからない人もいる

60代 男性 宜野湾市 複数人の相手の場面では正しく理解されないことがあるのでは？

60代 男性 那覇市 理解されてないことが多い

60代 男性 糸満市 しまくとぅばは種類が多く通じないこともある。多数の人に理解できる標準語を使うべき
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令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用
■あまりそう思わない
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答した理由

60代 女性 那覇市
しまことばといっても、結縄本島、宮古、石垣、その他の地によってそれぞれ違いが」あるし、あいさつ程度ならまだしも意思

疎通が難しいと思う

60代 女性 宮古島市 個人によって理解度が違うためコミュニケーションがとれないことがある

60代 女性 那覇市 ビジネスや公共の場は標準語がいいと思います。日常会話や家庭で広めるのはいいと思います。

60代 女性 金武町
しまくとぅばは地方によってもちがうし、なかなかむつかしく、私が子供の頃は「共通語施行」と学校で決められ、できるだけ

しまくとぅばをおろそかにしすぎたと思います。

60代 女性 那覇市 しまくとぅばが万人が知っているわけではないので公の場には適していないのではないかと

60代 女性 糸満市 共通語のような理解は得られないと思う。

60代 女性 浦添市 英語のようと不思議がられた事が昔あった。今は、テレビでお笑いの人達も使っているのでそう思わない。

60代 女性 那覇市 ビジネスの場ではみんなが」わかる言葉の方がよい

60代 女性 読谷村 きれいな言葉を使えないので失礼になるのかなって思っている。

60代 女性 南風原町 ビジネスでは皆が理解できる共通語がいいと思う。公共の場も一緒です。

60代 女性 糸満市 ニュアンスではっきり確実に伝わっているか不安

60代 女性 那覇市 共通語が日曜になっているため、感情や思考を表現するのが「しまくとぅば」では難しい

60代 女性 宮古島市 わからない人も多いから説明（通訳）をしないといけない介護の仕事では必要だと思う

60代 女性 那覇市 方言の敬語も知らず相手を傷つけかねない

60代 女性 那覇市
時と場所相手により関係性にもよると思います。知らない人のそばで方言を知っている人同士だけ使うと何か悪口でも言わ

れているようで嫌な思いをするといわれたことがあります。

70歳以上 男性 那覇市 通常共通語でとおしているので、特に不自由なし

70歳以上 男性 宜野湾市 方言だと「ちょっと失礼」かなと思う

70歳以上 男性 嘉手納町 標準語が公共の言葉と言われるので

70歳以上 男性 西原町
相手方の考えや気持ちを受け取り同意、納得してもらえるのか自信がない。勿論、その前に、ビジネスや公共の場で使用

できるボキャブラリーを持っているか自信なし

70歳以上 男性 那覇市 子供達や内地の方がわからない

70歳以上 男性 那覇市 「しまくとぅば」を理解できる人が少なくなっている。

70歳以上 男性 うるま市 大事な用件をうまく話せない

70歳以上 男性 南風原町 ビジネスでは共通語が良いと思う（相手によって）

70歳以上 男性 浦添市 出身地によって、ニュアンスが違うので。公共の場では標準語がいいと思う。

70歳以上 男性 読谷村 共通語としての認識度が低く又、知的ではないから

70歳以上 男性 那覇市
方言はその地域の文化として残すことは大賛成ですが、ビジネスや公共の場で使用するにはあくまでもその地域の言葉な

ので、全国的な観点から考えると又、観光立県としても他府県の人とのコミュニケーションに支障が出来ると思う。

70歳以上 男性 南風原町 「しまくとぅば」はあいさつ程度でよいと思う

70歳以上 男性 北谷町 意思疎通ができているか心配になる

70歳以上 男性 沖縄市 普通語（共通語）で今までやってきているのが習慣になってきているせいで、ほとんど使わない

70歳以上 男性 宮古島市
ビジネスでは標準語で話すのがしかりだと感じているためや公共の場には県民以外の人がいるので意味が伝わらない場

合があるから

70歳以上 女性 沖縄市 全員が解るなら問題無いが、知らない方がいらしたら、気分を害する可能性があるから

70歳以上 女性 那覇市 ビジネスや公共の場絵の不特定多数のなかにはしまくとぅばを話せない人も多いので誤解のもとになる事も出てくると思う

70歳以上 女性 那覇市
しまくとぅばより英語、中国語、ハングル語を学んではどうか。世界に通用する言葉を。その後でしまくとぅばを学ぶのもよし

と思う

70歳以上 女性 那覇市 公共の場などでは標準語がいいと思う。沖縄での標準語がイントネーションあどで、本土と違うことも多々あたので。

70歳以上 女性 那覇市
方言を使う事がほとんどないんで、まわりの人に方言を使う人もいないし、別に今さらと思う。でも沖縄芝居で聴くのは良い

心地ですよ。

70歳以上 女性 那覇市 しまくとぅばでは相手に上手に伝えられない。
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令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用
■そう思わない
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答した理由

10代 男性 那覇市 みんなに伝わる方がよいから

20代 男性 豊見城市 敬語がふさわしい

20代 男性 宜野湾市 沖縄の人だけじゃないから

20代 男性 那覇市 自分は全くわからなし、若い人はだいたい話せないのではないか。他府県出身の人が疎外感を感じるのではないか。

20代 男性 沖縄市 あいさつ程度ならよいが、相互の理解度に差がでると思う。

20代 男性 糸満市 言葉が通じないから

20代 男性 沖縄市
ビジネスや公共の場では様々な人が関わる為、円滑なコミュニケーションや迅速な意思疎通を図るために使わない方がよ

い。

20代 男性 那覇市 伝わらない可能性がある

20代 男性 豊見城市 標準語の方が相手に伝わるので

20代 男性 うるま市 しまくとぅばが公共に浸透していないから

20代 女性 浦添市
電話受付をした時に、相手が方言を話しててよく分からなくて困ったことがあった。その時、相手に「あんた大和んちゅね？」

と聞かれたぐらい、方言を私は分からないから。分からない人からしたら凄く困る。

20代 女性 那覇市 不向きであり、使うべきではない

20代 女性 北谷町 方言をビジネスや公共の場で使うイメージがない、印象は良くなさそう

20代 女性 その他 ビジネスでは適当にしてると思われそうで使いづらい

20代 女性 宜野湾市 敬語ではない。他県の人と接する際には使用できない。

20代 女性 那覇市 敬語、ビジネス用語でやり取りするため

20代 女性 豊見城市
全員（都内沖縄県外）の人の理解できる日本語を使わないと沖縄以外の場所では通用しない（仕事んの効率にも影響がで

る）

30代 男性 北中城村 乱雑であるから

30代 男性 那覇市
普段使っているラフな表現しか知らないので、公の場に適した島言葉を知らない。ラフな表現は失礼だし、丁寧な表現は難

解なので、公の場で使うことには不向きだと思われる。

30代 男性 糸満市 理解できない人もいるため

30代 男性 渡嘉敷村 相手が理解できない事があるため

30代 男性 南風原町 正確に伝わらないから

30代 女性 那覇市
挨拶程度やプライベートの場合ならば良いが、県外やグローバルなビジネス・公共の場ではマイナーになると思うので、使

い分けるべきだと思うから。（言葉もマナーやエチケットが大事）

40代 男性 石垣市
オフィシャルな場では日本人の誰もがわかりやすい言葉を使うのは当たり前。それはどこの地域にあっても当たり前。こう

いった設問が設けられることがあまりに非常識。

40代 男性 那覇市 ふざけていると思われる

40代 男性 那覇市 相手の年令や出身地のちがいもあるため

40代 男性 那覇市
オバマ大統領が英語でスピーチする際、出来るだけ簡単な単語を使用してスピーチした。ビジネスや公共の場でも色々の

方々がその方の話を聞いているので出来るだけ理解しやすい言葉をつかうべきと考える

40代 男性 うるま市 少ししか使えないので、フォーマルな場にはそぐわない。

40代 女性 那覇市
ビジネスの場面では双方で意思疎通が出来る様にする為。同じ沖縄県でも地域によって言葉が違う。共通の言葉を使う必

要があると思う。

40代 女性 宮古島市 話す相手が理解していなければ使っても意味がないと思う。挨拶程度なら使ってもよいと思う。

40代 女性 うるま市 学校では標準語で話すことが良いとされてたため

40代 女性 宜野湾市 ビジネスや公共の場では、相手に確実に話しがつたわらなければいけないと思うので

40代 女性 那覇市 自分も含め周囲にはわからない方ばかりなので、会話が出来ない。

40代 女性 南風原町 話す相手がしまくとぅばを知らない人もいるから。

40代 女性 八重瀬町 相手が理解できないなら方言で話しても意味がない。標準語がいい。

40代 女性 沖縄市
ビジネスや公共の場では、県外の人もいるので、わかる言語がいいかと。「キャッチコピー」や「フレーズ」で使うのは有りと

思います。

40代 女性 読谷村 みんなが分かるような標準語のほうが丁寧に感じるから

40代 女性 那覇市 意思疎通ができないため（県外の人とのやりとりが多い）

40代 女性 嘉手納町 恥ずかしい、周りの目が、気になり会話に集中できないです。

40代 女性 北谷町 身内で使う分は良いが様々な人がいるのに、一部の人がわかｗらない言葉を使うのは、公的ビジネスでは不適切だと思う

50代 男性 那覇市 不向きである。コンセンサスが得られていない

50代 男性 南大東村 全国共通ではないから
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令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用
■そう思わない
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答した理由

50代 男性 那覇市 今までの教育が共通語だったのにいきなりはムリ。わざとらしい。

50代 男性 那覇市 ビジネスには向かないと思う

50代 女性 沖縄市 仕事の相手が同年代か年下のためです。

50代 女性 うるま市 公共の場は「公共」だから「共通語」を話すべきだから。県庁も役者も特定の方言（しまくとぅば）を使ってはいけない。

50代 女性 名護市 時と場合にもよりますが、共通語を話す方が良いと思います。

50代 女性 嘉手納町 ヘルパーをしていた時（受講）や免許の更新などは、標準語にすべき

60代 男性 石垣市 公共の場と使っていい場の区別

60代 男性 那覇市 ビジネスの相手が日本語か英語ですよ。

60代 男性 那覇市 ビジネスでは県外もある。沖縄でも若い人もおり、若い人はしまくとぅばができない人が多い

60代 男性 宮古島市 公共の場は活用すべきではない（あいさつ程度は良いとは思う）

60代 男性 沖縄市 相手がしまくとぅばというものを知っているのかわからないし、初対面の人だと余計に使用できない

60代 男性 沖縄市 間違った言葉で相手に失礼もしくは嫌な思いをさせたことがある

60代 女性 豊見城市 公共の場はいろいろな方が居るので、使わない方が…

60代 女性 那覇市 「しまくとぅば」でも、敬う言葉が出来ない方が多いと思う

60代 女性 宮古島市 共通語の会話でコミュニケーションの幅が広がると思います

60代 女性 浦添市 話す内容を理解できない人が大半だと思うから

60代 女性 那覇市 日常生活の中で使っていかないと公共の場で使ってもあまり意味がないのでは。

60代 女性 那覇市 理解できる人が少なく、外国の方もいるので。

60代 女性 那覇市
シマ言葉を知らない人に対して失礼。ビジネスや公共の場では誰でも理解できる言葉を使用すべきと思う。標準語でさえ難

しいのに。

60代 女性 那覇市 敬語の方言を使える人があまりいないから

70歳以上 男性 那覇市 別に重要性を感じない（専門家にまかせておけば良い。流行らそうとする必要なし）

70歳以上 男性 那覇市
意思疎通がうまくいかない。こちらが話せても、相手が理解できない。相手が理解できるようになるたえには大変だ。（時間

と労力の無駄遣い）

70歳以上 男性 糸満市 方言での話してくると相手に伝わらないから

70歳以上 男性 浦添市 宮古八重山地方の方言は沖縄本島の方言とは違うので周囲の方がにわかるような共通語が良いと思う。時と場合による

70歳以上 男性 那覇市
方言で生計を立てている人は良いと思うますが若者は標準語で話すようにしたほうが良いと思います。時代の流れはすべ

て標準で発達しているから

70歳以上 男性 豊見城市
言葉が通じない廃れるのは時代にあわないから、一部の人たちの遊び心。しまくとぅばで文章やメールをうちますか。混乱

が生じませんか

70歳以上 女性 那覇市 しまくとぅばでも敬語があります。上下関係にも丁寧に使えきれないと不愉快な思いされるかと思います。

70歳以上 女性 うるま市 地域によってしまくとぅばはつうじないところがあります

70歳以上 女性 北谷町 「しまくとぅば」方言はエッセンス大事なときは使えない

70歳以上 女性 名護市 公共の場だと言いたいことが相手に伝われないから

70歳以上 女性 豊見城市 田舎っぽくみえる
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令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性（過去調査比較）

9.普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性

普段の生活の中で「しまくとぅば」は必要だと思うかについてみると、全体では、「非常に必要」の
回答が15.4％、「ある程度必要」が60.1％となっており、これらを合わせた割合は75.5％が
「必要」と考えている。
過去調査比較では、「ある程度必要」以上の回答は平成30年度が78.6％、令和元年度が

78.5％、今回が75.5％で微減傾向にある。
性別では、 「ある程度必要」以上の回答が男性が75.8％、女性で75.4％で差は見られな

い。
年代別では、年代が上がるにつれ必要性を感じる回答が多くなり、10代の66.5％から増加し、

最も高い70歳以上では80.8％となる。
地区別では、「中部地区」が最も高く79.0％、最も低いのは「八重山地区」 で72.7％だった。

「必要だと思う理由」は年代を問わず「沖縄の文化だから」、「アイデンティティ」といった文化として
重要なので「残すべきと」とするコメントが多く寄せられている。一方「必要でない」との理由では
「日常生活では使わない」、「生活をする上で支障がない」など普段使わないとの理由や、「使う
相手がいない」などの回答が多い。年配の方では「子供達に通じない」からという理由も多い。
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非常に必要 ある程度必要 あまり必要でないと思う まったく必要ではない 無回答
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普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞
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70歳以上 (n=449)

無回答 (n=1)
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宮古地区 (n=75)

八重山地区 (n=77)

非常に必要 ある程度必要 あまり必要でないと思う まったく必要ではない 無回答

‐53-



令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性
■非常に必要
※同一属性による同類回答は省略

性別 年代 居住地 「しまくとぅば」の必要性についての理由

男性 20代 うるま市 共通語より言葉がやわらかいから

男性 20代 八重瀬町
世界にたくさんの言語がありますが、人は国でなく国語に生きるという言葉を聞いたことがある。その言葉を使わなくなれ

ば国がなくなるのといっしょのため、使える人は使って使う気がない人に教えるながれがありそう。外国の言葉も同じ。

男性 20代 那覇市 使わないと忘れそうだから。あと、島くとばがないと困るし悲しいから

男性 20代 北中城村 高齢の方とコミュニケーションをとるために必要と思う

男性 20代 北谷町 沖縄の大切なので絶やしてはいけない

男性 20代 読谷村 うちなーぐちは方言ではなく地域の言葉である。確実に残すには普段から使うこと

女性 20代 伊是名村 沖縄の文化と思うから。なくなってほしくない。

女性 20代 久米島町 義祖母と同居の為、どうしても使わないと話がかみ合わない。ニュアンスのちがい、うまくいかない。

女性 20代 うるま市 祖母、母が方言しか使用しない

女性 20代 宜野湾市 沖縄の文化。歴史を大切にすることは、沖縄の尊厳を守っていくために大切なこと。

女性 20代 那覇市 沖縄の文化であり、今後も残していきたいと思うから

女性 20代 豊見城市 沖縄ならではの言葉なのでなくならないでほしいから

女性 20代 那覇市 若い子が分からない。伝わらない人が多い。下の世代に継いでほしい

女性 20代 那覇市 島言葉で伝える（伝わる）ニュアンス表現があると感じます

男性 30代 那覇市 大事な文化だと思うので、失われるのはもったいない。

男性 30代 西原町 方言が分からない人がいるから必要だと思うから

男性 30代 名護市 沖縄にある本来の言葉だから。使えないのは残念。

男性 30代 うるま市 忘れさられるしまくとぅばを使った方が良いと思います

男性 30代 うるま市 沖縄の言葉なので残してほしい。

男性 30代 那覇市 沖縄県民として大事だと思うため

女性 30代 那覇市 今はしまくとぅばが分からない人がとても多いので、無くなって欲しくない。

女性 30代 南城市
同世代の中でほとんど使われなくなっている。共通語では訳せないニュアンスがあり、しまくとぅばの魅力がそこだと思うか

ら。

女性 30代 糸満市 独自の言語を守っていくことは大切だと思うから

女性 30代 糸満市 後世にもつなげていかないといけないと思う

女性 30代 那覇市 家族を含め、高齢の方と話をするために

女性 30代 宜野湾市 しまくとぅばをオジーオバーと孫（子供）たちが会話してしまくとぅばを覚えていくから。

女性 30代 沖縄市 しまくとぅばは、方言ではなく琉球語であり、伝え残していかないといけないと思うから。

女性 30代 那覇市 いまのままではなくなってしまいそうなので

女性 30代 那覇市
私達の心に根付いている習慣や文化のルーツなので、子々孫々に受け継ぐためにも日常生活で「しまくとぅば」必要だと

思います。言葉を失うことこそ、私達の本来の姿も失われていくと思うので。

女性 30代 宮古島市
島の文化、オリジナリティーは都会から来た。私にとってとても素晴らしい。大切な島のアイデンティティだと思う。もっと知

りたい。

女性 30代 那覇市 沖縄本来の言葉なので、子に語り継いでいきたい,

女性 30代 西原町 沖縄の大切な文化だと思う。残すべき言葉である。英会話塾よりしまくとぅば塾に通いたい。

女性 30代 うるま市
自分たちが使っていたウチナーヤマトグチと正しい沖縄の方言は違う、祖母の方言が分からなかった。昔から使われてき

た沖縄の方言はスタさせてはいけないと思う。

女性 30代 豊見城市 しまくとぅばを失くさないためには、どの世代（とくに若い世代）でも日常的に使われる必要があると思う。

女性 30代 宜野湾市 沖縄の言葉使わないとなくなってしまうから

男性 40代 八重瀬町 日常的に使うことでしまくとぅばを使う事が当たり前になると思う。

男性 40代 那覇市 しまくとぅばは沖縄の文化だから。

男性 40代 那覇市 沖縄の文化であり、誇りである方言は積極的に使うべき

男性 40代 沖縄市
子どもの頃、祖父、祖母が身近にいたため、会話を聞いたり、まねをして話しをしていたので、それがなくなり、さびしく思

います。自分の子供達にも聞きとれるぐらいになってほしいからです。
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男性 40代 那覇市 普段から「しまくとぅば」は使わないと身につかないと思う

男性 40代 浦添市 仕事がお年寄相手なので

男性 40代 南風原町 後世に残さないといけない事

男性 40代 浦添市 円滑な人間関係の形成につなげる

男性 40代 北谷町 日常の中で使わなければ、将来しまくとぅばは消えてなくなってしまう。

男性 40代 南風原町 普段の生活で使わないとしなくとぅばがなくなっていくとおもう

男性 40代 石垣市 言葉は大切な文化であり、歴史を刻んでいるから

男性 40代 読谷村 しまくとぅばを使えない。わからない若者が多くなっている。このままではなくなってしまう

男性 40代 糸満市 それが文化でそれが言葉

男性 40代 北谷町 文化存続のため

女性 40代 豊見城市 言葉はアイデンティティに通じるものだと考えているから。

女性 40代 浦添市 沖縄の大切な文化をなくしてはならないと思うから。

女性 40代 那覇市 共通語に訳しても違うニュアンスの来ｔ場があり、その言葉がポジティブなものが多いから。

女性 40代 南城市 日常的に使うことで継承されていくものだと思うから。

女性 40代 浦添市 身近なものとして使用していないかと「しまくとぅば」が消えてしまう

女性 40代 宮古島市 しまくとぅばのあるところに住んでいるから

女性 40代 名護市 残していく事が大事

女性 40代 糸満市 感情が伝わりやすい。良い意味で。

女性 40代 那覇市
しまくとぅばは沖縄県人のルーツ先祖の言葉だから先祖を大事にしている気がして沖縄の助け合いの精神に繋がる気が

する

女性 40代 中城村 大事な言語なので守った方がよいと思います。

女性 40代 南風原町 使える人が使わないとなくなってしまう。身近に方言がある事で耳はなれていくから。

女性 40代 那覇市 沖縄に生まれて誇りに思うから

女性 40代 那覇市 使わなくてもしっておく事は大事だと思う。そうじゃないとなくなってしまう気がするから。

女性 40代 北中城村 勤務している会社のお客様に高齢者が多いため

女性 40代 中城村 沖縄の言葉をなくしてはならない

女性 40代 那覇市
自分自身がしまくとぅばが身近な環境になかったために、理解できない。しまくとぅばを身近なものにしなければ消えていく

と思う。

女性 40代 宜野湾市 沖縄の言語を誇りに思うから

女性 40代 北中城村 「しまくとぅば」は沖縄の宝なので、子供達へ生活の中で使いたい。

女性 40代 北谷町 言葉はアイデンティティ生まれ島を象徴する。使わないと廃れてしまう

女性 40代 那覇市 しまくとぅあにもっと誇りを持つべきだと思う

女性 40代 南風原町 日常で使っていないと使いたくても口から出てこない。使い方ニュアンスがわからなくなる。

女性 40代 八重瀬町
私の祖母は標準語が話せない人でした。コミュニケーションが難しく当時は祖母にも寂しい思いをさせたなと思います。だ

からしまくとぅばが必要だと思います。せめて家族間でのコミュニケーションをとるために。

女性 40代 読谷村
・私自身のアイデンティティでもあり、高齢の方とのお話のアイテムである・年齢は問わず、距離を縮めるものの１つだと思

います

男性 50代 宜野湾市 使わないと忘れるから

男性 50代 中城村 普段から使わないと廃れてしまう。

男性 50代 宜野湾市
高齢者とコミュニケーションをとる際、安心感を与えて信頼感を得る為、必要。また、ウチナーンチュとしてのアイデンティ

ティを感じる為に必要であると感じる。

男性 50代 那覇市 年上の方とコミュニケーションが取りやすい。

男性 50代 うるま市 島人である以上なくしてはいけない

男性 50代 那覇市
沖縄、琉球のアイデンティティ。文化なのでとても重要である。話が機会が少なく、少し聞く事ができる程度なので、しっか

り受け継いでいかないといけないと思っている。
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男性 50代 那覇市 方言（しまくとぅば）は宝だと思う。地方でしまくとぅばを聞くと和む「うちなーんちゅでしょ」と声を掛けてしまう

男性 50代 嘉手納町 昔ながらの沖縄言葉なので使った方がいい。

男性 50代 那覇市 しまくとぅばは沖縄の文化、誇り。子孫に使ってほしい受け継いでほしい

女性 50代 沖縄市 ニュアンスが必要

女性 50代 南城市 しまくとぅばで話した方が、わかりやすかったり、面白おかしく話ができたりする事も多々ある

女性 50代 北谷町 共通語と思って使っている言葉が方言だったりするから、それはそれでいいと思う。

女性 50代 石垣市 しまくとぅばでないと表現できないことがあり、それが文化だと思うから

女性 50代 石垣市 意識して使わないと話す人がいなくなると思う

女性 50代 豊見城市
このまま使わないでいると、しまくとぅばは特うりなものになり、近い将来、失われてしまうのではないか。危
惧している。

女性 50代 宮古島市 大事なコミュニケーションツールの1つだから

女性 50代 沖縄市 なくなってしまったら、もったいないので。

女性 50代 那覇市 「しまくとぅば」でのみ伝わるニュアンス・文化が有り、消えると文化も消えてゆくと思います

女性 50代 那覇市 年々わすれさられていっているので。

女性 50代 那覇市
共通語では表現しづらい感情だったり、仏壇などの行事ごとでもしまくとぅばの方が伝わりやすいから。先
祖と言うとはるか遠い人のイメージだが、ウヤフジと言うと身近に感じる

女性 50代 那覇市 その村々の方言が無くなり、代表的な場所の方言だけが残らないか不安

女性 50代 今帰仁村 沖縄で生まれ、生まれ島の言葉は必ず必要です。気軽に難しく考えてはできない

女性 50代 名護市 方言は大切な表現力のひとつだと思う

女性 50代 糸満市 あまり必要でないと思うけど伝統文化をいつまでも残っていてほしい

女性 50代 うるま市 言葉意味を伝えるためには、必要、独特でなかなか標準語では伝わらないしまくとぅばの意味があるため

男性 60代 読谷村 思いがつたえやすい。

男性 60代 うるま市 大切な言葉だから。

男性 60代 宜野湾市
沖縄の島くとぅばは日本古語が色濃残っているとの事なので言語学的に重要だと思うので残していくべき
だと思うから

男性 60代 うるま市 年上との会話ではぜひ必要

男性 60代 沖縄市 方言札を経験して昔の良さがよくわかる。沖縄ぶんかとして使わなくなってさみしー。

男性 60代 名護市
沖縄人々のものの考え方、感情等をよく表現できる。日本語ではうまく表現できないことも「しまくとぅば」で
はうまく表現できることがある。

男性 60代 沖縄市

その言葉がなくなってしまったら、島の愛着も、文化も、誇りも、歌や踊り、服等々、家の作り方、墓も、すべ
てがなくなっていって、どこかの国や文化に吸収されていって、沖縄というものもなくなってしまうから、言葉
は決してなくなってはいけない。

男性 60代 南城市
琉言語として、残ってほしい。残してほしいと思っている。沖縄の将来にとっても人類学においても琉球語と
してあまりにも貴重である。

男性 60代 うるま市 沖縄の言葉、なくしてはいけない

男性 60代 浦添市 親近感があり、コミュニケーションがとりやすい。

男性 60代 那覇市 県民としてほこりに思うし、年配と話、コミュニケーションが必要と思う

男性 60代 南風原町 小さいころから慣れ親しんだ言葉だから

男性 60代 名護市 しまくとぅばは沖縄の生活風土に欠くことのでき文化だから

男性 60代 うるま市 必要ではあるが地元の島くとぅばを話す人が年々減っていている。

男性 60代 那覇市 結縄の言葉であり残すことが大事

男性 60代 南城市 やはりしまくとばは残すべきである

男性 60代 那覇市
しまくとぅばの普及普段化のためには、生活の場で使っていくことが必要と思うし、しまくとぅばの沖縄的ニュ
アンス、言い回しを楽しいので使うことが大切

男性 60代 うるま市 大事な文化の一つ大切に保護すべき

女性 60代 うるま市 的を得るようなピッタシくるような、しまくとぅばが多い。共通語にはないニュアンスを感じる

女性 60代 石垣市
だんだんに方言を使う機会も話す相手も少なくなった昨今、やはり意識して方言を使い、後に残すことは必
要。くらしの中の遺産は文献や本の中ではなく、暮らしの中に息づくことが大切だから
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女性 60代 金武町 言葉はその土地の文化だ（大切だと思う）

女性 60代 糸満市 私もそうであった様に、使わなければ継承さず、又、自身の生れ島」（自国）の言葉が話せないのはかなしいばかり。

女性 60代 宜野湾市 沖縄の歴史、行事の時、必要だと思う

女性 60代 宮古島市 ちゃんと話せる人が少なくなってきているから

女性 60代 読谷村
「しまくとぅば」しか会話できなかったオバーの素で育ち、いつも身近にあった言葉を子、孫にも想いを伝えたいので、実践

しています。

女性 60代 那覇市 言葉は文化。沖縄の人にとっては魂だと思います。

女性 60代 那覇市 沖縄独自のことばは大切にし、絶やすことなく引き継いでいってほしいと思う

女性 60代 宜野湾市 しまくとぅばが途絶えてしまうのはさみしい。

女性 60代 糸満市 共通語では説明できない思いやりの言葉が多くあるから

女性 60代 那覇市 現在も後々の世代にもことばは継承してほしい

女性 60代 西原町 看護師をしていますが、入される患者さんがお年寄りの場合方言を話すかたもいるためコミュニケーションとして大切

女性 60代 伊平屋村 しまくとぅばは子供、孫につなげていかなければならない

女性 60代 那覇市 共通語より表現がぴったりくる。しまくとぅばを使用しなくなると、沖縄の工芸芸能生活が成り立たない

女性 60代 那覇市 失われていくしまくとぅばは是非受けつないでほしい

女性 60代 名護市
しまくとぅばも習慣化しないと普及うしていかないと思います。外国を習うようにしまくとぅばも同時に習っていくことが大事だ

と思います

女性 60代 うるま市 沖縄の歴史が風化しないようにいつまでも残してほしい

女性 60代 うるま市 沖縄に生まれ育ったものとしては、しまくとぅばを大切にしたいから。共通語に比べ感情表現が的確だと思うから

男性 70歳以上 那覇市 島言葉でないと伝わらないニュアンスがある。

男性 70歳以上 読谷村 「しまくとぅばも文化」使用しなければ文化は消滅する

男性 70歳以上 西原町 自分の生まれ育った所の言葉は大切にしてほしい

男性 70歳以上 うるま市
生活の中でしまくとぅばで育ち、現在まで年老いた人たちへの話し合い、現代子供や孫達への会話もしまくとぅばでいい。

子どもが老人施設で働いている

男性 70歳以上 うるま市 方言を使える人はいつどこでも気軽にはなせるよう希望

男性 70歳以上 浦添市 自然に出てきます

男性 70歳以上 浦添市 祖先代々の言葉なのでぜひ残して頂きたいと思います。

男性 70歳以上 沖縄市 沖縄の文化なのでぜひ残してほしいです。

男性 70歳以上 名護市 琉球の文化遺産を後世に残して、民族の心を映し出す文化遺産だから輝くことを願いたい。

男性 70歳以上 沖縄市 共通語よりうまく伝わっていいと思う

男性 70歳以上 嘉手納町 自分の国、島の言語であり、あたり前に使うべきだと考えるから。

男性 70歳以上 宜野湾市 沖縄の文化しまくとぅばをのこしてほしい

男性 70歳以上 浦添市 しまくとぅばには共通語（日本語）では表現できない味があるしまことば特有の親しみがある

男性 70歳以上 中城村 高齢になると島言葉のほうがコミュニケーションがよくとれる

男性 70歳以上 うるま市 親しみがあって使いやすい。コミュニケーションがよくとれる

男性 70歳以上 宜野湾市 しまくとぅばに接する環境を多くしたほうが良い

女性 70歳以上 うるま市 しまくとぅばを絶やさない為には、日頃から使うことが一番です。

女性 70歳以上 宜野湾市 沖縄の文化等を残したい

女性 70歳以上 沖縄市 芸能を見るにしても地域の習慣や慣習・伝統を未来にしっかり残す為にも日頃からの「しまくとぅば」の使用はとても大切。

女性 70歳以上 うるま市 子、孫に残したい

女性 70歳以上 糸満市 方言はあった方がいい。自分自身必要

女性 70歳以上 那覇市 残しておきたいものだから

女性 70歳以上 名護市 表現がやりやすい。親しみやすい

女性 70歳以上 うるま市
しまくとぅばでしか表現できないことがあると思う。孫達と接することが多い中使っていると、喜ぶし、不思議そうによく聞い

てくれます。身美等

女性 70歳以上 那覇市 後世に残し使ってほしい。尊敬語をしっかり伝えてほしい。

女性 70歳以上 糸満市 使いやすいから

女性 70歳以上 西原町 親近感を感じる為

女性 70歳以上 うるま市 「しまくとぅば」はウチナーンチュの心を伝え合う肝心（チムグクル）から

女性 70歳以上 那覇市 しまくとぅば、もともと沖縄にあり、生活そのものである。しまのことばが使えなくなると、とてもさびしい気持ちになる

女性 70歳以上 北谷町 年上の方とコミュニケーションが取りやすい。

女性 70歳以上 南城市 沖縄の伝統文化を守るためには、日常の中でスムーズにうちなあぐち（しまくとぅば）を使えるようになりたい。

女性 70歳以上 うるま市 沖縄の伝統文化を継承するためにはとても必要である。

女性 70歳以上 南風原町 しまくとぅばは文化であり、忘れてはならない

女性 70歳以上 南城市 島くとぅば忘れないようにいつまでも残したい

女性 70歳以上 北中城村 しまくとぅばは大切沖縄の宝

女性 70歳以上 沖縄市 最近使わなくなったし、子供たちも意味がわからないと言っているしそのうちなくなってこないか心配です

女性 70歳以上 竹富町 生まれ島の方言を忘れたら島を忘れる。島を忘れたら親まで忘れる

女性 70歳以上 那覇市 表現したいことがそのものずばりいえている
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男性 10代 浦添市 沖縄に昔から使われている言葉だから

男性 10代 西原町
しまくとぅばは消滅危機言語に指定されており、沖縄の文化が共に消えてしまうかもしれないのである程度は使うべきであ

る。

男性 10代 那覇市 日本語では伝わらない表現があるから

男性 10代 うるま市 沖縄にいるかぎりは、近所のつきあいなどで必要になるかもしれないから

女性 10代 那覇市 自分の生まれた県の言葉を大切にしたい

女性 10代 今帰仁村 沖縄県民として忘れたくないから

女性 10代 浦添市 方言はその地域の伝統でもあり、顔でもあると思うので、使った方がいいとおもう。

女性 10代 南城市 伝統的な文化だし、身近に感じられる地元のことを長く使えると思うから

女性 10代 那覇市 受け継いでいくべきだから

女性 10代 那覇市 しまくとぅばは親しみを持ちやすいため、会話も弾むだろうから

女性 10代 那覇市 「しまくとぅば」が使われないと、沖縄らしさがないと思うから。

女性 10代 うるま市 目上の人に対してあいさつするとき

女性 10代 沖縄市 沖縄の文化なので挨拶くらいは使ってよいのでは、お年寄りは喜びますよ

女性 10代 与那原町 若い世代の人と高齢者の方々とのコミュニケーションをとる方法として良いと思ったから

男性 20代 沖縄市 使わないと忘れていくので

男性 20代 那覇市 聞いていると懐かしさを感じる。地元の言葉なので、廃れないようにしたい。

男性 20代 その他 県内においては高齢者とのコミュニケーションにおいて必要となることがある

男性 20代 沖縄市 しまくとぅば自体にノリがいい雰囲気があるので友達と楽しく話している時は使うから

男性 20代 南城市 喋れるようになりたいと思うから

男性 20代 浦添市 年配の方と会話する際、しまくとぅばに理解がある方が、かなり理解しやすいため。

男性 20代 那覇市 しまくとぅばが廃れるのは沖縄人として悲しい。

男性 20代 糸満市 地域ごとの個性はあった方が文化的でいいと思う

男性 20代 那覇市 ウチナーンチュの個性だから

男性 20代 那覇市 方言を聞くと沖縄にいる感じがする。

男性 20代 南風原町 沖縄県民としてしまくとぅばは残していった方がいいと思います。

男性 20代 南風原町 沖縄に生まれたからには、郷土的文化を持つという意味で必要。個人的には、もと公共の場を設けてほしい。

男性 20代 那覇市 まあまあある程度言葉で使うから

男性 20代 那覇市 しまくとぅばを使っている人とのコミュニケーションを取るため

男性 20代 那覇市 自然に出て来るときもあるから

男性 20代 うるま市 県内各地域ですこしずつ違う独特の言葉なのでなくなって欲しくありません。

男性 20代 南風原町 子や孫たちに教えていく必要があるともうから

男性 20代 石垣市 沖縄らしくて良いと思うます

男性 20代 那覇市 なくしてはいけないから使えるなら使っていくべき
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男性 20代 那覇市 沖縄の伝統文化が失われてしまうかもしれないから

男性 20代 大宜味村 しまくとぅばの文化を残していきたいから

男性 20代 宜野座村 しまくとぅばを今後の世代につないでいくためにも重要だと思うから

女性 20代 読谷村 祖父母や地元のお年寄りの方と話す時、しまくとぅばが話せたら良かったのにと感じることが何度もあったから。

女性 20代 北谷町 誇れる文化だから使えるなら使った方が良い

女性 20代 うるま市 沖縄のアイデンティティを持ちたい

女性 20代 那覇市 その土地独自の訛りや言葉があるのはいいと思うから

女性 20代 沖縄市 若い世代に伝えていかないと誰も使う人がいなくなってしまう気がする。

女性 20代 那覇市 沖縄に住んでいる以上年齢問わずコミュニケーションを取るためには必要だと考えるから。

女性 20代 西原町 なくても困らないが、無くしてはダメだと思う

女性 20代 うるま市 残していきたいものだと思う舞踊、民謡に親しむときや接客するお客さまで話される方に寄り添って話せたらと思う

女性 20代 北谷町 ご高齢の方と会話するときに、しまくとぅば話せたら、意思疎通がもっと良好になると思うから

女性 20代 豊見城市 使わない人が増えてくと忘れてくから

女性 20代 南風原町 文化の継承という意味で必要だと思う。アイデンティティとして

女性 20代 うるま市 しまくとぅばを話される方との会話で必要かなと思う

女性 20代 豊見城市 親しみやすいと感じると思う

女性 20代 糸満市 使わないと忘れるから

女性 20代 沖縄市 祖父母などと話すときは自然とそうなる為

女性 20代 北谷町 伝統文化であるため、後世に残って欲しいが強要することは違うと思う。

女性 20代 那覇市 その方が話しやすい時がある

女性 20代 西原町 年配の人とのコミュニケーションになると思う

女性 20代 うるま市 沖縄県民としてのアイデンティティを守るためにも、ある程度は必要だと思う。

女性 20代 那覇市 言語というのは、使う人（使える人）がいないと廃れてしまい、また復活させるのは非常に難しいから

女性 20代 那覇市 沖縄特有の文化の1つだと思うのでなくなってしまうと悲しい。

女性 20代 沖縄市 おだやかな、イントネーションなので、相手を不快にさせないから

女性 20代 糸満市 祖父母との会話によく使う事があるが、それが祖父母との交流のツールにもなっていると考えられるので必要だと思う

女性 20代 糸満市
仕事場では、方言を使うのに限地があるので（仕事が接客の場合）、普段の生活では使うべき。沖縄の文化、歴史が消え

失せてしまうのを防ぐ為。

女性 20代 那覇市 しまくとぅばが無くなっていかないように、次世代に伝えるために使っていったほうが良いと思うから。

女性 20代 南城市 しまくとぅばしか話せない人もいるし、全く分からない人もいるから

女性 20代 宮古島市 子供達にはある程度知っててほしい。使ってほしいから。

女性 20代 沖縄市 その方が会話が楽しくなりそうだから

女性 20代 那覇市 しまくとぅばを話せる人が少なくなっていると思うから。

女性 20代 今帰仁村 うちなんちゅとして必要

女性 20代 宮古島市 「しまくとぅば」とは宮古島の方言であるから

女性 20代 糸満市 老弱男女問わずコミュニケーションが取れるようになる為

女性 20代 宜野湾市 うちなーんちゅとして土地の言葉を知りたい、使いたい気持ちはある。

女性 20代 宜野湾市 お客さんが年配方が多い。知らないと何言っているかが、分からない

女性 20代 那覇市 沖縄の歴史だと思うんでなくなることはさみしく思う。

女性 20代 那覇市 料理の名や野菜、肉、魚全てにおいて方言があるので、ある程度必要
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女性 20代 浦添市 より良いコミュニケーションをつくるきっかけの１つになると思うので。

女性 20代 那覇市 若者が校後世に伝えていく必要があるため

女性 20代 那覇市 方言で伝えたいニュアンスの時には必要だと思う

女性 20代 宜野湾市 方言は沖縄の文化なので、使われなくなるのは悲しいと思う

女性 20代 西原町 普段の生活で使わないと忘れられてしまうから

女性 20代 うるま市 継承していくためにも普段から使ったほうが良いと思う

女性 20代 豊見城市 このままだと使う人がいなくなると思うから

女性 20代 豊見城市 昔からのことばは大切にしたい

女性 20代 那覇市 小さいうちからしまくとぅば沖縄の文化等は知っていたほうが良いと思う

女性 20代 うるま市 沖縄のことばなので使えたほうがいいので

男性 30代 那覇市 使わないと無くなるから

男性 30代 那覇市 少しは使う環境で育ったため

男性 30代 中城村 残さないといけないもの

男性 30代 浦添市 地元の言葉は継承していかなければならないと思うから。文化を守るという意味でも大事だと思う。

男性 30代 宜野湾市 親が方言を使うので、会話をする為。

男性 30代 宮古島市 生活の中で使わなければ解消されず消滅すると考えるため

男性 30代 宜野湾市 地域独特の言葉だから

男性 30代 那覇市 方言をまじえて話す人がいるし、方言でないと伝えづらいニュアンスがあると思う。

男性 30代 名護市 地域色が薄れると一つの魅力がなくなると思うから

男性 30代 那覇市 日常でも使わないと、しまことばが忘れられてしまう

男性 30代 本部町 沖縄の言語、自分のルーツの言葉だから

男性 30代 読谷村 沖縄県民というアイデンティティーの為

男性 30代 那覇市 若い世代が使わないと無くなってしまいそうだから

男性 30代 浦添市 使わないと忘れてしまう為

男性 30代 那覇市 おじいさん、おばあさんとの会話の時に必要かと思う。

男性 30代 西原町 残しておきたい

男性 30代 糸満市 しまくとぅばが使う者がいないとウチナーが無くなるのと同じだと思う。

男性 30代 宜野湾市 学校の授業で英語があるのと同じ理由

男性 30代 那覇市 会話が広がると思う

男性 30代 那覇市 言葉の文化だと思うので必要です

男性 30代 名護市 祖父母と話すとき

女性 30代 沖縄市 親しみを感じる事と、初対面の人にも固く感じなく思えるから。

女性 30代 那覇市 しまくとぅばを継承するためには必要だと思う

女性 30代 那覇市 使わないと継承できないため

女性 30代 那覇市 人によっては、自分の思いを、自分らしく伝えることばであるから。

女性 30代 うるま市
日常的にしまくとぅばに触れていると、しまくとぅばが自然に子や孫に繋がると思うから。また、しまくとぅばに対してのマイナ

スなイメージがなくなると思う。

女性 30代 宜野湾市 地元の言葉が無くなってしまうのは寂しいから

女性 30代 浦添市 昔ながらの方言は必要。文化だから。歴史だから。

女性 30代 嘉手納町 沖縄の伝統的言葉だから。使わないと忘れてしまう
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女性 30代 浦添市 普段の生活で使わないと、方言が消滅してしまいそう

女性 30代 那覇市 使わないと使えなくなってしまうから

女性 30代 うるま市 しまくとぅばでないと表現しにくいニュアンスがあるから。

女性 30代 那覇市 しまくとぅばでしか通じない方がいるため。

女性 30代 うるま市 高齢者とのコミュニケーション

女性 30代 与那原町 「しまくとぅば」は大切な沖縄の人の言語で、沖縄の宝で、無くしてはならないものだからです。

女性 30代 南風原町 おじいおばあと会話ができないから

女性 30代 糸満市 沖縄の文化として後世に継承する為、全く使あないというのは危機感を覚えるので

女性 30代 南風原町 しまくとぅばでしか伝わらないニュアンスがあると思う

女性 30代 那覇市 使うことで覚える

女性 30代 沖縄市
若い人にしまくとぅばが浸透していないと思う。自分自身が、言っている事がわからない。しまくとぅばは無くしてはいけない

と思う。

女性 30代 八重瀬町 うちなーんちゅたる者、礼儀に必要なしまくとぅばは話せた方が良い

女性 30代 西原町 沖縄で生まれ育った証

女性 30代 沖縄市 高齢者との関わりで必要。使った方が距離も近くなる。地域のものは大切にしたほうが良い。残していきたい。

女性 30代 与那原町 祖父母とコミュニケーションとる際必要だから

女性 30代 那覇市 祖父母が方言なので、少しは必要

女性 30代 南風原町 沖縄県民として誇らしい言葉だと思うので

女性 30代 宮古島市 その島にしかない言語だから。伝統みたいな物だから。

女性 30代 沖縄市 年配の方々とも、会話を楽しめるから

女性 30代 那覇市 これからの子どもたちにも伝統して（受け継がれて）いけたらいいなと思い。

女性 30代 那覇市 なくなってしまうのはとてももったいないから

女性 30代 那覇市 だんだん使わなくなったり、聞かなくなってきているから。

女性 30代 南風原町 将来、残してほしいので普段の生活から取り入れた方が良いのではないかと思う。

女性 30代 本部町 なくしたくはないから、あいさつや簡単な表現は使う方がいい

女性 30代 那覇市 沖縄独自の文化は残した方がいいと思う。

女性 30代 沖縄市 沖縄言語は残した方が良い

女性 30代 沖縄市 自分の子どもに知ってほしい。学校でも教えてほしい。

女性 30代 沖縄市 大切な島のことばだから、残すためにも日頃使った方がいいと思う。

女性 30代 名護市 昔からの言葉でとても大事だと思う

女性 30代 那覇市 沖縄の伝統ある言葉は少しでも使える人がいるうちに広めた方が良い。

女性 30代 宮古島市 方言でしか伝わらない気持とかがある。「どっこいしょ」みたいなのは使ってしまう。(あだら)とか。

女性 30代 西原町 使わなければ沖縄のしまくとぅばがなくなってしまうから

女性 30代 豊見城市 しまことばでしか伝わらない温かみ（親しみや表現）があるから。

女性 30代 うるま市 年上の人等、相手によっては伝わりやすいことがあるから。

女性 30代 那覇市 沖縄の文化として残していきたいではある。

女性 30代 うるま市 なくなるのは、さびしいから。

女性 30代 西原町 穏やかになるから（会話が）。親近感とか

女性 30代 国頭村 おじいおばあと話す時、使った方が気持ちが伝わりやすい

女性 30代 糸満市 沖縄の言葉だと思うので残しておきたい
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女性 30代 南風原町 相手がしまくとぅばで話す方だと、こちらも理解するために必要。お年寄り等。

女性 30代 那覇市 日常で使用しないと自分みたいにわからない話せないとなってしまうため

女性 30代 宮古島市 使わないと忘れてしまうし日頃からきかないと覚えていかれない

女性 30代 石垣市 おじいおばあと話す時とか地域、沖縄県の大切なものだと思うから

女性 30代 うるま市 しまくとぅばを話すと喜ぶ人がいる

女性 30代 那覇市 若い人たちが使っていかないとしまくとぅばが沖縄から消えてしまうから使ったほうが良いと思う

女性 30代 那覇市 公私ともに自身の周りが殆どうちなんちゅのため

女性 30代 南城市 年配の方とお話する時は必要親しみ

女性 30代 那覇市 お年寄りとのコミュニケーションのため

女性 30代 宜野湾市 沖縄の宝だから

男性 40代 那覇市 しまくとぅばでしか伝えられないニュアンスがある

男性 40代 那覇市 沖縄の方言が世代とともになくなってくるため。

男性 40代 那覇市 地域に根ざしたものであり、今後も保存、継承が必要

男性 40代 読谷村
しまくとぅばが無くなるのはダメだと思うけど、身近にしまくとぅばを主に使っている人がいないので、必要かと問われたら必

要ではないと答える。また敬語がとても難しいので、使うのが怖い。

男性 40代 南風原町
話の中で使うと、言葉がやさしくなったり、柔らかくなったりまたは、しまくとぅばを使うとそこからまた話が盛り上がることが

あるから

男性 40代 石垣市 親近感や信用度が高まる気がする

男性 40代 那覇市 しまくとぅばでしか会話が出来ない相手がいるので

男性 40代 浦添市
標準語でも生活はやっていけるが、しまくとぅばだと親近感が持てる。先輩方に「このうちなーぐちはわかるんだな！」と思

われると、こちらもうれしい！しまくとぅばは必要だと思います。

男性 40代 名護市 普段使うことで若者の間違った使い方、若者の理解する間違ったニュアンスを正したいと思う

男性 40代 西原町 普段からある程度は使用していた方が体になじんでいいと思うから。

男性 40代 那覇市 使わないと無くなりそうだから

男性 40代 名護市 言葉は文化であり、魂だと思う。

男性 40代 宜野座村 祖父母、父母、同僚がしまくとぅばを話しますので

男性 40代 宮古島市 ある程度しまくとぅばを話さないと忘れていきそうだから。

男性 40代 うるま市 どの地方にも方言が残ってほしいと思う

男性 40代 うるま市 沖縄の文化だとおもっているし、沖縄を大切にしたい

男性 40代 那覇市

言語を含めた有形無形ぶんかがあるほど、その土地に愛着がわくと思うし、積極的に残そうという思いと行為がなければ

失われていくものがあるという事を知るためにも地域特有の文化は普段から使うようにしたいなと思うから。できていませ

んが。

男性 40代 那覇市 コミュニケーションをはかるのにあるていどの親しみができるから

男性 40代 南城市 もともとの言語は大切。意識、文化につながる

男性 40代 本部町 しまくとぅばでしか表現できないニュアンスがあるため。

男性 40代 うるま市 仕事柄お年寄りと接する機会があるので

男性 40代 うるま市 日本語と島くとぅばのバイリンガルになりたい気持ちはある

男性 40代 恩納村 自分の生まれ育った地元の事を大切にしていく為にしまくとぅばはあったほうが愛着がわくから

男性 40代 名護市 文化を残さないといけないから

男性 40代 那覇市 なくしてはいけないものだと思う。

男性 40代 読谷村 しまくとぅばが無くなってしまう事は良くない事なのでずっと残してほしい

男性 40代 糸満市 周辺の国や地域の人々が、沖縄地域はある程度独自性を持っていると思っているのであろうから

男性 40代 竹富町 島の文化だと思うので無くならない方がいいと思う

男性 40代 八重瀬町 伝統継承
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男性 40代 南城市 沖縄の方言がこの先消えてしまわないようにしたいから。

男性 40代 那覇市 沖縄の歴史ある言葉だから

男性 40代 浦添市 子供たちに沖縄出身であるホコリをもってほしいから

男性 40代 名護市 文化を伝えるのも大事

男性 40代 うるま市 年よりの方とのコミュニケーションでは必要だが、あまり機会がない

男性 40代 うるま市 母親が良く使う

男性 40代 豊見城市 ウチナーグチを話せる人がいなくなる。子供に伝えることができないから

男性 40代 宜野湾市 会話がはずむ

男性 40代 那覇市 地域性のある良さを後世に残すために会話として通じる相手が環境ならばしまくとぅばをなるべく話したほうが良いと思う

男性 40代 西原町 文化だと思うから

男性 40代 沖縄市
日頃からしまくとぅばを使わないとすたれ忘れていくから沖縄には本土の人も増えています若い人よりは本土の人がしまく

とぅば詳しいかも

男性 40代 八重瀬町 文化の継承、アイデンティティ

女性 40代 金武町 しまくとぅばしか話せない方と会話する時に少しは話せた方がいいと思ったから。

女性 40代 八重瀬町 次世代につなげる為にも何らかのかたちで使った方がいいと思う

女性 40代 沖縄市
しま独自の言葉、方言はなくなってほしくない。しかし、周りで使う人たちはちゃんとした方言が使えない人が多い。テレビ

で出てくる芸能人でも、乱暴な方言を当たり前のように使っているところを見かけるため、悲しくなる

女性 40代 那覇市 地元の言葉が全くなくなってしまうのは寂しいから

女性 40代 宮古島市 しまくとぅばをこれからの世代の子供達にも残していった方がよいとおもうから

女性 40代 与那原町 自然に使う事も多く、ポカンとされる事もあるが、使う事で、共通語よりもよりニュアンス的に伝わる事も多い。

女性 40代 うるま市 沖縄の方言などは残してほしいから

女性 40代 糸満市 若い世代に継承できない

女性 40代 うるま市 日頃使わない、耳にしないとこれからはもっと話せなくなる感じがします。

女性 40代 南城市 沖縄にとって親しみのある言葉であり、継承していくべき言葉だと思うから

女性 40代 浦添市 使わないと無くなっていくと思うから

女性 40代 北中城村

子供達がお年寄りや叔父さん、叔母さんとコミュニケーションを図る際に意味が分かって居るといいと思います。しまくとぅ

ばならではのニュアンスだったり、気分が伝わったりして、会話を楽しめたりするのではないでしょうか？また、県外の方も

非常に増えていてその地域の言葉が分かるのもいいと思います。仲良くなるきっかけになるのでは？しまくとぅば大事だと

思います！

女性 40代 豊見城市 沖縄の方言がなくならないように、子孫に引き継げるようにする為

女性 40代 宜野湾市 使われたら相手との距離は近いと感じる

女性 40代 宜野湾市 気兼ねなく話ができる感じがします。しまくとぅばで表現したほうが伝わりやすいこともあります。

女性 40代 北中城村 自然に使っている言葉もある

女性 40代 西原町 身についてしまってるので使えないと困るかも

女性 40代 南城市 普段から使うことがないため、このままではしまことばを一切使わなくてなってしまう。

女性 40代 宜野湾市 おきなわの大事な言葉だから。

女性 40代 那覇市 沖縄に住んでいるのでその地域の言葉は使ってもいいかなと思う

女性 40代 宜野湾市 子供達がしまくとぅばを知らないのはもったいない

女性 40代 名護市 なくなってしまうといけないと思っているから

女性 40代 那覇市
時と場合によって使い分けをする必要があると思いますたとえば外人さんには使いづらい所があります。（道を聞かれた

場合とか）

女性 40代 浦添市
地域特有の言葉の伝承はとても大切だと感じている。理解できる周囲の人も少ないと広がらない。そのため簡単な単語で

しか使えなくなっている

女性 40代 石垣市 普段は必要ないけど、外に出るとしまくとぅばで話される方もいるので

女性 40代 那覇市 使用しないと忘れ、子供達にも理化してもらえなくなる。残していきたい。

女性 40代 豊見城市 しまくとぅばで良い言葉もあり、雰囲気的にもやわらぐ場合があるから
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女性 40代 北中城村 ニュアンスが伝わりやすい時がある。

女性 40代 宮古島市 言葉を使わなくなると使える人減ってしまう

女性 40代 糸満市 県民性は大事、大切にしたいから

女性 40代 読谷村 介護関係の職場なのでうやまい言葉で対応したい

女性 40代 南城市
段々としまくとぅばを聞いたりする機会が少くなっていき、子、孫世代では、はなしをする人がいなくなり、途絶えていかない

か心配。ちゃんと習えばしまくとぅばはいいものなので必要かと思います。

女性 40代 那覇市
丁寧な「しまくとぅばは必要だと思います。その場がやわらかくなるきがしています。細かいことを表現できるように思ってい

ます。

女性 40代 うるま市 県民として、開かなくなるのは、さびしい気持ちもある。

女性 40代 宜野湾市 私は個人の教えとして、方言は伝説だと思っている

女性 40代 那覇市 地方の言葉は沖縄に限らず、ずっと残すべき

女性 40代 浦添市 しまくとぅの中にある黄金言葉は、沖縄ならではのものが多いし、人生訓としてもっと広めていった方が良いと思う。

女性 40代 那覇市 昔ながらの言葉を大切にしたいから

女性 40代 那覇市 昔から沖縄で使われていた言葉なので無くなるのは悲しい

女性 40代 那覇市 必要だと思います。県民として残していきたいので、少しでも使えるように子どもたちもなってほしいです。

女性 40代 南風原町 使っているのをみせていないと子供達も伝達されない

女性 40代 糸満市 使わないと忘れてしまうので

女性 40代 石垣市 地域の言葉を残したい。しまくとぅばにしかない、ニュアンスが魅力ある。

女性 40代 那覇市 他地域で話のネタになる。

女性 40代 南風原町 親しみを感じる（その人に対して）

女性 40代 宜野湾市 方言がなくならないようにする為

女性 40代 沖縄市 残していくためには、生活の場で使っていかないかと、消失してしまうかも。

女性 40代 中城村 使い慣れている人も多いから

女性 40代 豊見城市 昔からの言葉だから、お年寄と話す時はしまくとぅばの方が伝わりやすいと思います。

女性 40代 那覇市 なくなってほしくないから。身近に感じていたい。

女性 40代 名護市 先人が残した琉球の宝だから。「しまくとぅば」がかっこいいから。

女性 40代 うるま市 父母や祖父母の会話をする上で必要だと思う

女性 40代 那覇市 使わなくなると、しまくとぅばはいずれ誰も使えなくなってしまうから

女性 40代 浦添市 沖縄とか琉球とかの歴史は他の地域にはないものがある、風化させたくない

女性 40代 読谷村 おじいおばあと話したいので。

女性 40代 うるま市 気持ちが伝わる表現ができる場合があるので

女性 40代 うるま市 県内の高齢者の方は「しまくとぅば」で話しかけてきたりするのである程度話しできないと対応できないと思います。

女性 40代 宜野湾市 普段使うことで失われつつあるしまくとぅばを忘れないように。子供等若い世代に引き継いでほしい。

女性 40代 名護市 しまくとぅばを話すことにより、親近感がわきコミュニケーションが円滑になるから。

女性 40代 八重瀬町 コミュニケーションを取りやすくすることもある。

女性 40代 浦添市 90代のおじいちゃんおばあちゃんとの会話だとやっぱり方言が出てくるし伝わりやすいと思うので。

女性 40代 沖縄市 公共施設とかおばーたぁーが分からない時に必要だと思うが、飲食などは正しい日本語で良い。

女性 40代 名護市 子供には聞くことができてほしいと思うので

女性 40代 南風原町 しまくとぅばのほうピッタリはまる時がある

女性 40代 糸満市 お年寄りに寄り添う時には聞き取れたほうが良いと思うから

女性 40代 沖縄市 生まれ育った島の言葉は大切にし、伝えていきたいから。
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女性 40代 名護市 未来まで残すべきだと思うから

女性 40代 沖縄市 話せなくても聞き取るだけでもコミュニケーションが取れると思う

女性 40代 那覇市 お年寄りの方とはそのほうがわかりあえるから

女性 40代 那覇市 言葉は生きているというから、使わなくなって消えていくのは好ましくない

女性 40代 那覇市 しまくとぅばの表現が伝わりやすい場合があるから

女性 40代 西原町 沖縄の言葉を残すべきだと思う

女性 40代 沖縄市 文化を守っていかないといけない

女性 40代 うるま市 年配の方とのコミュニケーションがとれる。しまくとぅばを使うと、あまり話さない方も話してくれたり嬉しそうにしてくれる

女性 40代 那覇市 うちなーぐちがなくなるのは寂しい

女性 40代 沖縄市 大事にしないといけない

女性 40代 沖縄市 それでしかできない表現もあるので

女性 40代 石垣市 地元の言葉だし、子供たちにもこれからも使ってほしいから

男性 50代 那覇市 沖縄に住んでいる以上、コミュニケーションツールとして方言は必要。

男性 50代 那覇市
親戚や親しい間柄の人だとしま言葉の方が気持ちを伝えやすい。特に感情的な表現。また、高齢の先輩方はしま言葉を

使った方が会話が弾む感じがする。

男性 50代 西原町 しまくとぅばを、後世にも伝える必要があると思う。

男性 50代 那覇市 言葉を残さなければいけない

男性 50代 那覇市 沖縄独特な言語であり継承する為にも必要。

男性 50代 那覇市 日常生活でしまくとぅばで言った方が良い場合がある

男性 50代 宜野座村 地元の文化だから大切にするべき。

男性 50代 南城市 使わなくなると大切な文化が失われてしまうから。

男性 50代 浦添市 丁寧なしまくぅばなら今後の沖縄観光や風習の為に必要だと思います

男性 50代 うるま市 建築現場で働いてますけど、年上が多いので､ついつい使ってしまいます。

男性 50代 うるま市 言葉は文化の一つなので、残して欲しいです

男性 50代 宜野湾市 文化の継承の為にも必要だと思う

男性 50代 宮古島市 時代が進むにつれ、忘れ去られてしまう

男性 50代 浦添市
小さい頃からまわりで使っていたので親しみがある。きれいな意味や表現があったりあったかさも感じる時があり年を増す

につれ親しみがある。

男性 50代 うるま市 年配とのコミュニケーションのため

男性 50代 うるま市 しまくとぅばを残していく為

男性 50代 名護市 うちなんちゅの気持を的確に表現できる

男性 50代 宮古島市 しまくとぅばを残す為には普段から使わなければ、忘れるし、覚えられない。

男性 50代 石垣市 慣れ親しむ為には積極的に使用すべき

男性 50代 西原町 島言葉が無くなりつつある為

男性 50代 南風原町 使わなくなるとなくなってしまう

男性 50代 読谷村 島言葉を継承していくためには普段から使う事が必要だから

男性 50代 南風原町 歴史や文化の点で貴重なので

男性 50代 南風原町 沖縄の大事な言葉を失わないために、少しずつでもいいので、普段の生活の中でつかう方がよいと思う

男性 50代 うるま市 気持が伝わる

男性 50代 那覇市 このまますたれて消えてしまうのは、さびしい気がする。

男性 50代 与那原町 時と場合による

‐65-



令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性
■ある程度必要
※同一属性による同類回答は省略

性別 年代 居住地 「しまくとぅば」の必要性についての理由

男性 50代 名護市 言葉の文化を残すためには必要

男性 50代 浦添市 ある程度、日常生活で使える環境になると良いです。沖縄県民として。

男性 50代 北谷町 年寄は、しまくとぅばを使うから

男性 50代 那覇市 「しまくとぅば」は使わなければ、なくなってしまう。

男性 50代 浦添市 ネットの影響で若い人達が共通語になっているのがさびしい

男性 50代 南風原町 生活の中で使うのが言葉だと思います。

男性 50代 西原町 若い方にも知ってほしいから

男性 50代 那覇市 沖縄の文化として必要だと思うため

男性 50代 那覇市 島くとぅばを残す意味で

男性 50代 北谷町 地域の言語表現であるため、一つの地域文化

男性 50代 読谷村 年上の人と話す時はどうしても必要

男性 50代 那覇市 使わないと無くなってしまうから。美しい言葉（あいさつなど）がたくさんあるから。

男性 50代 南風原町 高齢者（父母）とのコミュニケーションで必要と感じている。また、しまくとぅばで親しみやすいイメージもある。

男性 50代 那覇市 お年寄りや方言を使う方とのコミュニケーション上、必要だと思う

男性 50代 東村 使わなければ次第に、無くなっていくと思う。島で育った皆と会話するときはすごく親しみを感じる。

男性 50代 読谷村 沖縄の文化であり生活に必要なことがある。

男性 50代 久米島町 うちなーんちゅのアイデンティティー

男性 50代 石垣市 多少方言は話したほうが良いと思う

男性 50代 那覇市 年配の方は受けがいい

男性 50代 那覇市 残しておきたい

男性 50代 那覇市 しまくとぅばは大事に残したりがうまく使えない

男性 50代 糸満市 若年層のしまくとぅばをあまり耳にしたことがない

男性 50代 石垣市 沖縄の文化は大事にしたい

男性 50代 宮古島市 年よりや高齢者の人はほとんどしまくとぅばで話しているため。会話をするものに必要だと思う

男性 50代 那覇市 好んで使うものしまくことばが身近にある方と接するときに疎外感がある

男性 50代 那覇市 沖縄の文化であり、残していかないといけない。話せないので話せるようになりたい

男性 50代 北中城村 普及させる残していくためにはある程度は必要であると思う

男性 50代 那覇市 意志が通りやすいから、ニュアンスがわかりやすい

女性 50代 那覇市 しまくとばを受け継がれて欲しい

女性 50代 北中城村 地元の言葉があることはいいと思うから

女性 50代 宜野湾市 子供達への継承の為

女性 50代 石垣市 しまくとぅばでないと伝わらないこともあるから例えば あちこーこー

女性 50代 うるま市 目上の方と接する際に必要な事が多いと感じるので。

女性 50代 中城村 言葉はとても重要であるし、他に表現の仕方が難しいものもあるので。

女性 50代 那覇市 気持ちの表現でしまくとぅばでしか表現できない場合があるから

女性 50代 西原町 残したい

女性 50代 那覇市 沖縄固有の文化であり万葉時代の やまとことばを語源にした美しい言語なので失なわれていくのは残念。

女性 50代 那覇市 しまくぅとぅばを残すには、日常生活で使用していかないとダメだと感じている

女性 50代 うるま市 分かる人が減らないようにするため
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女性 50代 那覇市 しまくとぅばじゃないと、しっくりいかない時があるから。

女性 50代 那覇市 沖縄県内では、仲間意識として、しまくとぅばは必要

女性 50代 読谷村 使わなくなると忘れる

女性 50代 沖縄市 高齢の方と話す時に聞き取れたらいいとは思います。

女性 50代 那覇市 子供達へ伝える必要があると思う

女性 50代 豊見城市 沖縄の昔から使われてきている言葉なので消滅とかはしたくない

女性 50代 沖縄市 感情が伝わりやすい

女性 50代 石垣市 ありがとう、こんにちは、さようならなどの言葉なら必要だと思う。

女性 50代 宮古島市 挨拶程度は必要と思うし、残していかなければいけない物と思う

女性 50代 与那原町 しまくとぅばで話をして来る方には、自分のわかるしまくとぅばを使うと、場が和むから

女性 50代 北中城村 方言が身近に感じなくなるようになってきている為

女性 50代 沖縄市 「しまくとぅば」が将来なくなっていく事が懸念される

女性 50代 沖縄市 臨機応変に（相手に合わす等）

女性 50代 南風原町 沖縄の文化を守るために必要

女性 50代 浦添市 しまくとぅばでしか表現できない事もある。お年寄りの方はその方が早く理解してくれる

女性 50代 浦添市 おじい、おばあとのコミュニケーションをとりたいから

女性 50代 宮古島市 しまくとぅばの方が気持ちが伝わりやすい場合がるから

女性 50代 那覇市 高齢者と話しをする時は、必要性を感じるし、孫と話す時は方言でなく、共通語。しかし、後には方言も教えたいと思う。

女性 50代 豊見城市 昔の風習残していきたい

女性 50代 宮古島市 その土地独自の風土やことばは大事に後世までも継承するべきだと思います。

女性 50代 南風原町 しまくとぅばでしか言えないニュアンス雰囲気があると思う

女性 50代 うるま市 使わないでいるとなくなってしまうと思う

女性 50代 うるま市 沖縄の大切な物だと思うので残したい。

女性 50代 うるま市
最近では、年配の方とでも、「私は方言つかわないよー」と逆に言われてしまい、方言で会話をしたかったのにと思うことが

あり、程度なのかと。

女性 50代 那覇市 沖縄の宝だと思う。継承すべきだが、私自身あまり使えていない。

女性 50代 金武町 沖縄のおじさん、おばさんの会話聞いてると、しまくとぅばの言葉で会話されている

女性 50代 豊見城市 しまくとぅばは文化ですので残して欲しいし、使って欲しいです。

女性 50代 浦添市 しまくとぅばをあまり、わからない（あいさつ程度）、しまくとぅばを無くしてほしくない。日常で使ってほしい。

女性 50代 うるま市 しまくとぅばだけになったら大変な事だが郷土の言葉は継承し続けてもらいたい。郷土劇場等は言語で観たい。

女性 50代 うるま市 表わせられないものがあると聞いています。

女性 50代 名護市 沖縄の文化として、子孫へ残すべき

女性 50代 北中城村 忘れてしまうから、聞く事はできても話す事ができなくなる

女性 50代 うるま市 しまくとぅばがなくなってしまわない様に、ある程度必要と思う

女性 50代 那覇市 消滅してしまうほど懸念があるから

女性 50代 那覇市
年寄当、しまくとぅばで話しかけた方が良い人もいる。（親しみを感じる）又、方言を残したいという気持ちがある者（なくなり

あるのはさびしい気がする）

女性 50代 八重瀬町 残す

女性 50代 宜野湾市 子供達に伝えていく意味で、必要だと思う

女性 50代 沖縄市 伝わらないニュアンスの場合使う事がある

女性 50代 西原町 あまに聞かれることがある為です。
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女性 50代 北谷町 年配（年寄り）の方と話す時は、必要と思うから

女性 50代 宜野湾市 仕事の上で、じいちゃん、ばあちゃんとの間で会話が必要

女性 50代 読谷村 私達の時代は方言をなくしましょうとかあったのである程度は必要だと思う

女性 50代 那覇市 美しい言葉もあるので、後世に引き継ぐため

女性 50代 那覇市 言葉のもつ温かみ、歴史を考えると残したいと思いますが使う機会があまりないのに残念です。

女性 50代 糸満市 気持がつたわりやすい。表現しやすい。

女性 50代 那覇市 ビジネスでも友人などとのコミュニケーションにでも、いいアクセントになるし、親しみ感や沖縄に対するあこがれでもある。

女性 50代 浦添市 文化として生活に必要だと思う

女性 50代 うるま市 使わなければ継承されないから、できるだけ使うようにした方がいいと思う。

女性 50代 浦添市 しまくとぅばを使わないと忘れられてしまうから。

女性 50代 沖縄市 使わないと、次世代に（これからの子供達)の人に言葉が通じなくなる

女性 50代 沖縄市 方言、しまくとぅばは沖縄人としてのアイデンティティ。美しい言葉は次の世代にうけつぐためにも、必要だと思う。

女性 50代 宮古島市 共通語ではできない感情の表現ができる

女性 50代 那覇市 話すことができたら楽しそう

女性 50代 北中城村 文化は残してほしい。沖縄育ちですが、聞くことは少しわかりますが、全く話せません。残念です。

女性 50代 石垣市
使うことによって方言でしか伝わらないニュアンスは大事だと思う。せっかくある文化が無くなってしまうことは悲しい。また

なくなった時掘り起こすことが難しいことも。

女性 50代 西原町 その土地に残る文化だから。

女性 50代 石垣市 年配の方と話す場合、話せたほうが親しみやすく話せる気がするのとしまくとぅばで話すほうが良い場合もあるから

女性 50代 浦添市 しまくとぅばを将来子供たちに残してほしい

女性 50代 石垣市 しまくとぅばを忘れてほしくない

女性 50代 那覇市 年配の方々には話をするときにわかりやすいのではと思います

女性 50代 沖縄市 しまくとぅばでしか伝わらない伝えれない表現があるから

女性 50代 糸満市
日常会話の中にしまくとぅばを使わなければどんどん使う機会がなくなっていってしまう。子や孫たちがしまくとぅばの意味

が分からない子が多すぎる

女性 50代 那覇市 日頃からきいたり話したりすれば自然と子供たちも興味を示してくれるのでは

女性 50代 那覇市 生まれ育った故郷の伝統文化子供たちに伝えていきたいと思うから

女性 50代 那覇市 方言をしゃべる人も理解する人も少なくなっているので使っていくべきだと思う

女性 50代 浦添市 自分たちン大切なしまくとぅばだから

女性 50代 沖縄市 沖縄の伝統なのでなくしてはならない

女性 50代 浦添市 伝統だからなくならないように沖縄らしさ

女性 50代 北中城村 地元の言葉があるのは良いことだと思うから

女性 50代 沖縄市 お盆、清明祭の時にしまくとぅばでうーとーとーできたらいいなといつも考えています。話が通りやすそう

女性 50代 那覇市 私の同年代でも聴くことはできるが話せる人はほとんどいない。このままではしまくとぅばが消滅するのではと感じている

女性 50代 浦添市 継承していくことは必要と思うので次の世代のために

女性 50代 宜野湾市
沖縄の文化継承として多少はみんなが使えることは必要だと思うし、沖縄という地域に生まれ育ったことを誇りとして、しま

くとぅばを使う場があっても良いと思う

女性 50代 那覇市 今は少ないが方言が話せない年寄りと話す時必要と思う

女性 50代 南風原町 日常的にしまくとぅばを使う方がいれば教えてもらえるし覚えて使えるようになりたい

男性 60代 那覇市 日常的に使わないと衰退するから。

男性 60代 南風原町 普段たまに使ったりする分かり易いようなしまくとぅばに馴染みが出るから。

男性 60代 那覇市 (しまくとぅば)は誇り、残さなければいけない。
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男性 60代 宜野湾市 標準語では表現出来ない言葉もある

男性 60代 南風原町 しまくとぅばの方が表現しやすい場合がある

男性 60代 読谷村 使わないと忘れられそうで、淋しい。

男性 60代 名護市 地域、先輩の人とのコミュニケーションで親しみ感がある

男性 60代 那覇市 折角の方言を絶やす事なく残すべきだ

男性 60代 那覇市 高齢の方には必要な時もある

男性 60代 東村 自分達の島のことばを使わないとそのことばを忘れる。文化です。

男性 60代 那覇市 目上の人等に話す時

男性 60代 豊見城市 使わないと廃れる

男性 60代 南城市 しまくとぅばを使う事で場が和んだり、親しみを感じる

男性 60代 浦添市 親しみがある。生まれ島の言葉を守る為にも。とても情がある。

男性 60代 うるま市 将来においても残す必要があると思う

男性 60代 石垣市 しまくとぅばでしか伝えられないことばがある

男性 60代 那覇市 他県の方言はもちろん、地元の言葉は残した方が良い

男性 60代 宜野湾市 私の島の言葉、標準語で表現出来ない言葉が多々あり、ユニークな表現がとても好きです。

男性 60代 那覇市 沖縄の伝統文化として継承することが大切だと思う。

男性 60代 浦添市 沖縄の文化（方言）を大切にするべき

男性 60代 沖縄市 廻りがやわらぐ

男性 60代 那覇市 日常の中で使われなくなるといずれ無くなってしまう可能性が高い

男性 60代 南風原町 使わなくなればしまくとぅば言語が滅びる

男性 60代 宜野湾市 生活や人間関係で「しまくとぅば」はいいコミュニケーションになる。伝達力、表現方法としてすばらしいと思っています。

男性 60代 那覇市 ウチナー口はそれぞれの地域の伝統文化である。出来るだけ使用しないと衰退してしまう

男性 60代 那覇市 子や孫にある程度の島くとぅばのを知ってほしいから

男性 60代 糸満市 交流の手段として必要を感じる場合がある。

男性 60代 豊見城市 沖縄の大切な言語だから

男性 60代 豊見城市 しまくとぅばのほうが適切な表現になる事がある為

男性 60代 嘉手納町 今の子供達の方言に違和感があるので、正しい方言を積極的に発信した方が良いと思うので。

男性 60代 糸満市 沖縄のしまことばをなくしてほしくない

男性 60代 石垣市 しまくとぅばを使用しないと文化も退化すると考えられるため。

男性 60代 うるま市 ある程度話せる方が沖縄県民としてほこりに思う

男性 60代 浦添市 島くとぅばは沖縄の文化の一つであると考えるため、無くしてはいけないと思う。

男性 60代 豊見城市 今のままでは島くとぅばがなくなる。

男性 60代 うるま市 イントネーションでしまくとぅばでしか意味が通じない

男性 60代 沖縄市 年を重ねる毎に自然に方言を使う率が高くなった。

男性 60代 うるま市 しまくとぅば忘れたくないし、共通語で表現できないことがある

男性 60代 石垣市 自身も話せないので普段より話す環境があれば周囲も話せるようになる。

男性 60代 石垣市 「しまくとぅば」はそれぞれの島で違うのである程度のあいさつでいいと思う。（同じ島の出身だと必要だと思う。）

男性 60代 宜野湾市
うちなーんちゅとしてのアイデンティティを感じるものであり、今後、使えない人が増えてくると思われるので、日常で使用

する場面を増やしていけたらいいと思う。

男性 60代 浦添市 日常から「うちなあぐち」が聞けなくなって悲しい限り
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男性 60代 宮古島市 その場に適していると思ったとき、表現や思いがしまくとぅばのほうがぴったりだと思ったとき

男性 60代 北中城村 正しいしまくとぅばと話子供たちに知ってほしい

男性 60代 糸満市 その県の特徴なので失われないでほしい

男性 60代 那覇市 沖縄の文化継承

男性 60代 与那原町 目上の人と話す時に話しやすい

男性 60代 那覇市 方言の入った会話で相手に親近感がわく

男性 60代 西原町 大切な言葉をなくさないため（歴史上）

男性 60代 名護市 友達親戚が使っているから

男性 60代 那覇市 しまくとぅばではないと説明できない場合がある

男性 60代 宮古島市 オリジナルな言葉なので大事にしたい

男性 60代 北中城村 しまくとぅばはわかる人には面白いニュアンスが含まれている

男性 60代 西原町 家族兄弟親戚とはしまくとぅばで話すが外では標準語で話す

男性 60代 南城市 しまくとぅばは県民の大切な文化だと思う

男性 60代 北谷町 まったく使わなかったら、しまくとぅばが消滅してしまう

男性 60代 那覇市
しまくとぅばは先祖代々、琉球王国以来うちなんちゅの文化だと思います。共通語では表せないが島言葉では表せる単語

がある

男性 60代 八重瀬町 次世代への継承につながるから

男性 60代 宮古島市 共通語より方言の意味がよく伝わることがある

男性 60代 豊見城市 近くに高齢の方がいらっしゃいますので方言での会話がしっくりくる。方言には標準語にはないやわらかな表現ができる

男性 60代 宜野湾市 自分が育った地域性を残していきたいから

男性 60代 宜野湾市 後押ししまくとぅばがなくなるから

男性 60代 名護市 しまくとぅばが継承されてほしいから

男性 60代 与那原町 老人との会話必要なため

女性 60代 那覇市
高齢者と会話する時は大切だと思う。相手を理解する上で、言葉の表現や使い方で相手の状況を察してあげられることが

多いから。

女性 60代 宜野湾市 気持ちがしまくとぅばだから、表せることがあるから。

女性 60代 那覇市 後世に残したほうがいいと思うからです。

女性 60代 南城市 官公庁、介護施設、医療機関等で、働いていて、高齢者が、しまくとぅばで会話して来ると、戸惑う事が多かった為。

女性 60代 沖縄市 しまくとぅばでしかニアンスが伝わらない事があるから。

女性 60代 南風原町 しまくとぅばを継承すべきと思う。

女性 60代 那覇市 自分の生まれ育った文化の為必要

女性 60代 久米島町 しまくとぅばでしか表現できないことばもけっこうある

女性 60代 沖縄市 子供達がだんだんしまくとぅばが使うことが出来なくなっているので

女性 60代 那覇市 沖縄の文化として伝えていきたいから

女性 60代 那覇市 歴史、文化、芸能等をりかいする上でまた過去に学ぶと意味で先人の知恵は必要だと思う

女性 60代 浦添市 しまくとぅばで会話がスムーズになる相手や状況判断で使っていいと思います。

女性 60代 与那原町 言葉は文化なので沖縄の文化が消えていくのはさびしいと考えます

女性 60代 南風原町 ある程度使わないと「しまくとぅば」が消えてしまう

女性 60代 西原町 相手によって、コミュニケーションが取れる場合もあるので時には、しまくとぅばでの会話も良いと思う

女性 60代 恩納村 親しみがある。お年寄りとの良いコミュニケーションができる

女性 60代 うるま市 年配（80代～）の方と会話する際、相手も話がはずみ楽しそう（親しみがわく）だから。
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女性 60代 那覇市 使わないことで消滅の可能性があるから

女性 60代 南風原町 文化の継承の為にも必要だと思う

女性 60代 うるま市 方言だとすらすら言葉にだしていえるから

女性 60代 那覇市 目上の方と話す際にうまく使えたらいいと思う。

女性 60代 那覇市 若い方へ継承していく事に依り、沖縄芝居等といった沖縄の文化へ普及していくと思う

女性 60代 うるま市 沖縄の方言は「文化そのものである」ことを考えたら後世に伝えた方がいいと思う。

女性 60代 那覇市 しまくとぅばは、その他の文化なので継承するためにも使った方が良い

女性 60代 うるま市 老人が少なくなったり、私達の時代になるとしまくとぅばがなくなってしまいそう

女性 60代 浦添市 先祖から受け継がれたしまことばだからなくなってほしくないとおもいます。

女性 60代 沖縄市 まったく必要しなくなったら困る。次の世代にも少し教えたい。

女性 60代 宮古島市 地域の文化なので残していくために必要

女性 60代 那覇市 「しまくとぅば」は、沖縄の文化だと思います。世代を越えても、繋がって行くものだと思います。

女性 60代 那覇市 残ってほしいと思うから

女性 60代 那覇市 昔から使われていたすばらしい言語がなくなるのはせつなく思う。大切に引き継ぎたいですね。

女性 60代 那覇市 現代の子ども達はあまり耳にしないので挨拶や簡単な島言葉は日常生活で使っている（使って欲しいと思う）

女性 60代 那覇市 潤滑油になると思います。

女性 60代 那覇市 大事な沖縄の言葉は残しておきたい

女性 60代 沖縄市 お年寄りに丁寧なしまくとぅばが使えたらすてきだと思います。

女性 60代 那覇市 ある程度島言葉を話せなかったら方言も忘れてしまう。

女性 60代 西原町
沖縄の風土を考えると、ウチナーンチュにしか備わらない内言語があると思います。これを失うと、文化は発展しないから

です。

女性 60代 沖縄市 自分の感情をストレートに表現する

女性 60代 八重瀬町 たまに（シービー）とか（アタピー）とか今は耳にしない音をきくとなつかしく思う

女性 60代 豊見城市 言葉のアイデンティティーがなくなってくる

女性 60代 沖縄市
沖縄の歴史、風土として残していく事は大切。話せないが聞く事はできる。方言を使う方がすくなくなっている為、それも失

われていく事は淋しい。

女性 60代 宮古島市
生まれてこのかた幼少の頃は方言（しまくとぅば）で育て来ましたので、周りにもお年寄りの方もおりますので、必要な時が

ある

女性 60代 那覇市 しまくとぅばを残したいので

女性 60代 那覇市 しまくとぅばを全く使わなくなると、これからしまくとぅばはなくなってしまう不安がある。

女性 60代 宮古島市 しまくとぅばを伝承していくためには必要を感じる

女性 60代 うるま市 沖縄の文化を継承することは、大切、重要な事だと思う。

女性 60代 那覇市
普段の生活の中で、マンチャーを使っているので、しまくとぅばを知っていないと意思疎通ができないことがある。これが今

の沖縄の生活だと思う。

女性 60代 宜野湾市
年令的に、亡くなった父母は「しまくとぅば」しか使わなかったので自然に出てきます。言葉は文化なのでいつまでも残して

ほしいです。

女性 60代 北谷町 自然にでてしまうこともあります。使っていないと忘れてしまうこともありそれが普通になるのはいやです。

女性 60代 糸満市 その土地のことばはあった方がよい

女性 60代 浦添市 テレビやラジオでもお笑いの人も使ったりするので知らないよりは知っていた方が得とか通用する。

女性 60代 北中城村 使わなくなったら忘れてしまう。

女性 60代 与那原町 自分の生まれた地域への愛着が強く持てると思うからです。

女性 60代 宜野湾市 自分のルーツ、祖先のことばを大切にしたい

女性 60代 那覇市 自分が生まれた島の言葉がなくなるのはさみしいのであった方がよいと思う

女性 60代 読谷村 母に話すが、子供達には通じないから。言い直される。どう言う意味名乗って聞かれて、興味を示されないから。
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女性 60代 南風原町 日本語では伝わらない感情を伝えられる事ができる

女性 60代 沖縄市 しまくとぅばならではの意味がある。場がなごむ。

女性 60代 那覇市 伝統はつなぐ必要はある。（伝統文化面を理解するには必要だと感じる）

女性 60代 浦添市 島くとぅばには感情を表す言語がとてもきれいで何とも言えない。いい言葉があるので残していきたい。

女性 60代 那覇市 共通語では表現できないようではありがたみがある

女性 60代 沖縄市 時と場合でよい

女性 60代 那覇市 沖縄の文化で、共通語では表現できない言葉もある。

女性 60代 与那原町 「しまくとぅば」は残す必要性があるから。

女性 60代 南風原町
子供が小さい頃は沖縄のことわざをよく言い聞かせた。「やーなれーのふかなれー」とか。汚い言葉ではなく方言でしか通

じないこともあるし、自分の生まれた地方の言葉は忘れてほしくない。

女性 60代 南城市 普及推進に向けて「あいさつ」からでもできれば郷土愛を一層深める良い材料になるのでは？

女性 60代 竹富町 しまくとぅばが聞こえないと観光地としての沖縄に来たという雰囲気にならないと思うから

女性 60代 那覇市 気持ちや感情を表現するときに共通語だとぴったりする表現がない時そう思ったする。

女性 60代 石垣市 せっかくあるしまくとぅばなのでみんなが話せると楽しいと思う。

女性 60代 名護市 実際に使う機会は少ないと思うが、学ぶことが無くなってしまうと今後しまくとぅばを話せる人がいなくなってしまう。

女性 60代 豊見城市 歴史ある方言は大事だと思う。

女性 60代 沖縄市 若いころは必要とは思いませんでしたが沖縄の文化を残すためにはある程度必要だと思います

女性 60代 北谷町
言語は文化を育む基盤であり、自分の住む地域や郷土愛を育むのに重要であると思う。そのためには自分の住む地域

のウチナーグチを大切にし、子供たちに継承させていくにはある程度何か親しませる必要があるから

女性 60代 那覇市 沖縄の歴史文化を知る上で必要

女性 60代 豊見城市 島言葉は沖縄の文化である。多種多様な島の方言祖先をが愛した言葉を大切にしたい忘れたくないです。

女性 60代 那覇市 会話が和む弾む

女性 60代 那覇市 方言でしか表現できない言葉もあると思う

女性 60代 那覇市 圏内の人に対しては通じるが本土のほうが身近に多くなっているので通じなくて説明しないといけないのが面倒臭いから

女性 60代 宮古島市 感情を表現するのにとても味があると思います

女性 60代 名護市 しまくとぅばはぜひ残していくものだと思うから、しまくとぅばでしか伝えられないニュアンスは多い

女性 60代 浦添市 標準語で表せない意味を持つ言葉がある

女性 60代 那覇市
しまくとぅばでしか伝わらない伝えれない表現があるから言い表せない表現ってありますよね。でもすべてしまくとぅばでと

いうのはちょっと無理です。

女性 60代 うるま市 沖縄の文化なので絶やさないでほしい

女性 60代 本部町 話せる人がいなくなるのは寂しい

女性 60代 うるま市
しまくとぅばを話せるのを誇りに思い是非残していきたいと強く願います。普及活動の機会があれば、是非参加したいと思

います

女性 60代 沖縄市 しまくとぅばがなくならないように残していきたいです

女性 60代 宮古島市 年よりとの会話では必要感じる

女性 60代 那覇市 日本語とは違う表現方法があるため

女性 60代 うるま市
総会があり挨拶された方が最近から最後までしまくとぅばで挨拶されて、とても感心したことを覚えています。素晴らしかっ

たです。意味は？

女性 60代 うるま市 先祖が使っていた大切な言葉をなくしたくない

女性 60代 沖縄市 若い子たちが使っている方言は正しくないため。ちゃんとしたことばをしっかり残してほしい

女性 60代 沖縄市 若い人たちに教えるため

女性 60代 宮古島市 愛嬌が感じられたり、他人でも身近に感じられる

女性 60代 中城村 しまくとぅばなくなってほしくないから

女性 60代 石垣市 親しみがあり島言葉でしか表現できないものがある
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普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性
■ある程度必要
※同一属性による同類回答は省略

性別 年代 居住地 「しまくとぅば」の必要性についての理由

男性 70歳以上 那覇市 沖縄の文化の継承になる

男性 70歳以上 宜野湾市 沖縄文化の継承のため

男性 70歳以上 名護市 同年代や年上の方と話しする時はしたしみや思いを伝え合う事ができるので。

男性 70歳以上 うるま市 小さい子供さんや若い人達以外にはしまくとぅば使っています。

男性 70歳以上 宜野湾市 「ウチナンチュ」だから大切にしたい

男性 70歳以上 嘉手納町 しま言葉をたやしてはいけない。大切な言葉。標準語にない、味わい深い言い回しが多い。

男性 70歳以上 那覇市 日本語では伝えられないニュアンスをしまくとぅばでは伝えられるので

男性 70歳以上 沖縄市 使わないと忘れていくから。相手によって言葉を使い分けている

男性 70歳以上 中城村 しまくとぅばは残すべきだと思う

男性 70歳以上 沖縄市
自分の親はあまり使わなかったので、自分も大人になるまで分からない言葉が多かった。島の言葉は重要だと」思うし、

必要なので、学校で教えた方が良いと思う。

男性 70歳以上 糸満市 しまくとぅば独特の言葉で自分の気持ちが伝えられるから

男性 70歳以上 那覇市 自分の周囲では方言を話す人がいないから

男性 70歳以上 那覇市 「しまくとぅば」だけでは通じない部分がある。自分自身が「しまくとぅば」をスムーズに話せるように」ならないといけない

男性 70歳以上 那覇市 仕事では内地の人もいるので必要ではないが、県内の方とは必要な時もある

男性 70歳以上 糸満市
「しまくとぅば」でしか、表現できないことなどがあり、生活の中に少し生きています。沖縄ならではの大切なことばと思いま

す。

男性 70歳以上 南城市 沖縄人ならしまくとぅばを知っていた方がいいが、あまり使わないし使わないから話せなくなりつつある

男性 70歳以上 西原町 お年寄り等しまくとぅばのほうがスムーズに話せる

男性 70歳以上 南城市 使いやすい

男性 70歳以上 浦添市 使わないとなくなる

男性 70歳以上 沖縄市
伝統文化、郷土の言葉は宝物だと思うので、みんなで守ってずっと残して大切にしなければならない、かけがえのないも

のです

男性 70歳以上 浦添市 「しまくとぅば」では相手に伝えやすいことが多々ある。

男性 70歳以上 うるま市 親しい間柄では必要を感じる

男性 70歳以上 北谷町 沖縄独特の風習の中で状況を伝える時はしまくとぅばが適している

男性 70歳以上 読谷村
自分または相手が「しまくとぅば」を使うと親しみを覚える。相手がやたら「しまくとぅば」を使うと、年寄り扱いされていると思

う。

男性 70歳以上 那覇市 60代以上の方は誰かが方言で話すとスムーズに言葉が出てくる

男性 70歳以上 那覇市 「しまくとぅば」を残していくためには、必要であると思う。

男性 70歳以上 西原町 まごに知られたくない場合に必要

男性 70歳以上 那覇市 友人や目上の人と話す時にスムーズな感情が表現できる

男性 70歳以上 那覇市 しまくとぅばでしか表せないこともある。（ニュアンス）

男性 70歳以上 うるま市 しまくとぅばでしか表現できない事もある（特に敬語）

男性 70歳以上 那覇市 メディア等が全国均一的に言葉が流する今日。若い者達が全く話せなくなる事への思い。

男性 70歳以上 那覇市 方言も大切な沖縄の文化だから

男性 70歳以上 浦添市 孫等が、学校（小学校、幼稚園等で、教育しているとの事）で、少し、共通の話題とし、必要と思う。

男性 70歳以上 那覇市 お年寄相手の会話の際必要

男性 70歳以上 沖縄市 同年代に使う人が居るから

男性 70歳以上 宮古島市 同郷の方達と話している時や身近な人達、兄弟、親戚、友人等と話している時かな。

男性 70歳以上 那覇市
家庭内や友人等の会話で方言を使用する事は、とても大事で、長い年月使用して来た言葉を使用せず失うことはとても残

念で大事に継承すべきと思います。

男性 70歳以上 那覇市 しまくとぅばをある程度使っていくことによって生活の中で自然に溶け込んでいくと思われる

男性 70歳以上 那覇市 やっぱり、残してほしいとおもいから必要だと思います。
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普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性
■ある程度必要
※同一属性による同類回答は省略

性別 年代 居住地 「しまくとぅば」の必要性についての理由

男性 70歳以上 うるま市 しまくとぅばを忘れないため子や孫にも伝えたい

男性 70歳以上 那覇市
私はタクシーの乗務員をやっていましたが、お年寄りが安心なさって話が広がって、よく兄さんやシュインチュどぅやりーと

分かってくれてこちらもうれしかった

男性 70歳以上 浦添市 共通語としまくとぅばとは感情の表現がちがう。しまくとぅば独特の表現が好き。

男性 70歳以上 那覇市 親族間の親しさの表現

男性 70歳以上 八重瀬町 うちなーんちゅとしての意識をそして誇りを持ってもらいたい

男性 70歳以上 宜野湾市 しまくとぅばは無くしてはいけないと思う

男性 70歳以上 名護市 心に響く、情緒的

男性 70歳以上 浦添市 親しみを感じるがしまくとぅばの意味が湧かｒ和ない人が増え通訳が必要になることがある

男性 70歳以上 那覇市 しまくとぅばが適切な表現となることがある

男性 70歳以上 那覇市 言葉は文化であり、その地方の特色を備えているので大事に残しべきで継承していく必要がある

男性 70歳以上 国頭村 高齢者がいてしまくとぅばをたまに必要とするから

男性 70歳以上 那覇市 沖縄県民のほこりです。故郷を大切にしたい

男性 70歳以上 那覇市 細かい表現の中でしまくとぅばは重宝

男性 70歳以上 那覇市 しまくとぅばは使わなければ完全になくなってしまう

男性 70歳以上 名護市 共通語で表現できない言葉がある。しまくとぅばを残したい。沖縄の古典音楽、舞踊、民謡がなくならないか心配です

男性 70歳以上 名護市 共通語では表現できない時、しまくとぅばだとぴったりと一致することばがある

男性 70歳以上 沖縄市 沖縄の言葉は民族間で使われている独特の方言で、先祖代々であるせいかもしれない

男性 70歳以上 名護市
今の子供たちはしまくとぅばは知らないので孫と話をするときはなるべくしまくとぅばで話をしている。沖縄独自の言葉として

後世まで残さないといけない

男性 70歳以上 うるま市 郷土の歴史や文化を理解し誇りを持ち愛着を持つため

男性 70歳以上 浦添市 伝統の言葉は残していきたいから

男性 70歳以上 那覇市 沖縄方言でしか感情できないこともある

男性 70歳以上 那覇市 やんばるの同期生や友人等で方言で少し使うことで親近感が得られる

男性 70歳以上 浦添市 沖縄の伝統や文化、歴史を理解するために、ある程度必要だと思われる

男性 70歳以上 名護市 思いが伝えやすい

男性 70歳以上 浦添市 方言で話したほうが気持ちがうまく伝わるから

男性 70歳以上 浦添市 子供のころから使いなれているから表現がしやすい場合がある

女性 70歳以上 那覇市 方言を知ってる人が少なくなってきてるから。同年代以上しか理解できない

女性 70歳以上 沖縄市 年長者の中にはしまくぅとうばが楽な方がいらっしゃるから

女性 70歳以上 北谷町 言葉は沖縄を表現する文化だから。

女性 70歳以上 那覇市 沖縄の歴史、文学、芸術などを学ぶ時や、県外、海外の方から聞かれた時などに必要になる。

女性 70歳以上 那覇市
親戚の年配の方々との会話が続けられる（コミュニケーションによい）方言で声を掛けられたら、方言で返すと親しみがわ

く

女性 70歳以上 中城村 高齢者や老人の方々とはコミュニケーションが取りやすい。地域住民、60以上の方々とは親近感がある

女性 70歳以上 南風原町 私の年齢になるとやっぱり方言は親しみがあり標準語では表現できない言葉方言にある（人を思いやる、やさしさ情）

女性 70歳以上 八重瀬町 生まれ育ったことばは残しておきたい

女性 70歳以上 うるま市 まわりの人（特に若い子）はしまくとぅばを話せる人がいない

女性 70歳以上 那覇市 40才以下の人はしまくとぅばを知らないし、知ってほしい。ただただしまくとぅばをなくしたくない

女性 70歳以上 那覇市 孫が方言知らないので、時々これなんよ言うのと聞いてくる事がある

女性 70歳以上 八重瀬町 「しまくとぅば」沖縄らしさを感じる。

女性 70歳以上 那覇市 祖父母との関わりが身近に感じる
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女性 70歳以上 那覇市 共通語で表現出来ないいいまわし言葉がある

女性 70歳以上 沖縄市
ふる里の言葉はなくしてはいけないと思う。標準語では表せない言葉を方言の方がしっくりくる場合がある（ニュアンスがち

がう）

女性 70歳以上 うるま市 今時の子供達に通じない所があります

女性 70歳以上 大宜味村 子や孫に残す為

女性 70歳以上 浦添市 しまくとぅばでしか表せない絶妙な味があり、生活の会話に残したい

女性 70歳以上 うるま市 しまくとぅばは愛嬌があるから必要だと思う。

女性 70歳以上 宜野湾市 コミュニケーションをとる場合は、必要性がある場合もある。

女性 70歳以上 南風原町 自分は使えませんが、沖縄の文化としてとらえたら、子や孫にも知っててほしいと思います。

女性 70歳以上 浦添市 方言で育た年齢の人とは、方言を使うと親しみを感じる。

女性 70歳以上 浦添市 共通語では味合わないニュアンスがあり、表現力（的）などで、相手との和みが出て来る

女性 70歳以上 宜野湾市 使わなくなれば絶えてしまうから

女性 70歳以上 沖縄市 共通語の中でわかるしまくとぅばと話すようにしています。なくしたくないため。

女性 70歳以上 本部町 使わないと消えてしまいそう（使えないことがくやしく、さびしい）

女性 70歳以上 南城市 子供達にもある程度わかってほしいと思う

女性 70歳以上 南城市 直感的な感情の表現がしやすい。年配の人との交わり

女性 70歳以上 沖縄市 気楽に共通語と方言をまぜて使っています。

女性 70歳以上 浦添市 若い人でも知ってほしい

女性 70歳以上 那覇市 近所に方言しか使わない方がいて、会話がどうしても方言中心になる

女性 70歳以上 糸満市 「しまくとぅば」でしか、伝わらないことがある

女性 70歳以上 宮古島市 島の文化だから子孫にも残した方がよい

女性 70歳以上 南城市
昔からの歴史をおってきた地域のことばなので、大切にしたい。使わないと（目にしたり耳にきいたりしないと消えてなくな

る）

女性 70歳以上 豊見城市 あいさつや呼びかけなど、短いことばなどは多いに理解できるので、日常化している。

女性 70歳以上 国頭村 沖縄の大事な言葉を大切にすべきだと思う。

女性 70歳以上 読谷村 懐かしさと親近感

女性 70歳以上 北中城村 ウチナーぐちがなくなるのはかなしい

女性 70歳以上 中城村 子供のころから使っている

女性 70歳以上 那覇市 お互いに話がしっくりし、通い合える

女性 70歳以上 糸満市 しまくとぅば忘れてはいけないと思う。（沖縄に生まれて是非普及してほしい）

女性 70歳以上 那覇市 うちなーん人ですから。しまくとうばが理解できると幸いな事ですよね。

女性 70歳以上 那覇市 沖縄に生まれ親祖先を尊う心、沖縄文化をまなぶためには、「しまくとぅば」の大切さをわからなければならない

女性 70歳以上 石垣市 感情表現をする時、方言で言うとすんなり納得してくれる時がある。

女性 70歳以上 沖縄市 沖縄の歌や踊りの芝居等の意味がわからないので日常から「しまくとぅば」になじみがあれば良いと思う。

女性 70歳以上 宮古島市

使う人がいなくなると、大事なしまくとぅばがなくなってしまう。自分ではなかなかしゃべれないが方言は味わい深い。方言

のほうが状況や信条表現がぴったりする。ときどき、外国に住んでいる友人が方言で語りかけてきたりするとなつかしさが

つのる

女性 70歳以上 うるま市 自然に気がついた時に話す。意識していない。

女性 70歳以上 那覇市
今や世界も変化して動いています。そんな時代に自国の文化又は、芸術も大切だと思ってます。私自身、年齢的なものも

あると思いますが、「しまくとぅば」という大切な文化はひろめていくべきだと思っています。

女性 70歳以上 うるま市 ご先祖が非常につかっていた「しまくとぅば」なくしたらもったいないです。淋しいです。

女性 70歳以上 那覇市 途絶えてはいけないと思う。家庭の中や友人間では使った方がいいと思う。

女性 70歳以上 石垣市 生まれ育った島のことばを子孫につたえたい

女性 70歳以上 嘉手納町 その場の雰囲気、人間関係で違ってくる
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女性 70歳以上 那覇市 相手が島くとぅばを使うと自分もできるだけ使う

女性 70歳以上 那覇市 言葉によっては柔らかい場合や的を得ている判りやすい

女性 70歳以上 八重瀬町 お年寄りと会話するときに必要だと感じた

女性 70歳以上 北谷町 使わないと途絶えてしまうからです

女性 70歳以上 久米島町 年よりはほとんど島言葉を使うから。

女性 70歳以上 うるま市 若い人達が島くとぅばが知らない人が多すぎる。

女性 70歳以上 沖縄市 沖縄に関するテレビ番組が放送の時に感じることがある。

女性 70歳以上 那覇市 会話の中で島言葉が入り、場がなごむことがあるkら。

女性 70歳以上 沖縄市 しまくとぅばを話したいし、なくしたくない。

女性 70歳以上 那覇市
琉球民謡等をやっているんですが、音節などを習ううとき、歌詩の意味が分からなくては歌えない、どういう気持ちなのか

理解できなくしてはできない。

女性 70歳以上 那覇市 しまくとぅばしか表現が身近に感じることがあるから

女性 70歳以上 糸満市 「しまくとぅば」は標準語と違って「あじくーたー」だから愛が込められている。

女性 70歳以上 宜野湾市 お年寄りの方たちとも話ができると楽しく仲良くなれると良いかなと思います

女性 70歳以上 豊見城市 方言文化の継承。戦後教育で方言札によりいつの間にか聴けるけれども話しづらくなっていた

女性 70歳以上 宜野湾市 親しみが感じるので衰退していくのはさみしい

女性 70歳以上 南城市 特に高齢者とのコミュニケーションで親しみが増す

女性 70歳以上 沖縄市 最近の若い子供たちはあまり方言をわからない

女性 70歳以上 国頭村 相手が使う時は少々使い親しみがもてる

女性 70歳以上 石垣市 私自身あまり使えなかったので島の伝統しまくとぅばを継承してほしい

女性 70歳以上 宜野座村 しまくとぅばを使うことによってその場が和んだり親近感を持つことができる

女性 70歳以上 浦添市 友人や親せきの人と話す時は一番ストレートに思いが伝わるから

女性 70歳以上 宜野湾市 やさしさが良く伝わると思う

女性 70歳以上 宜野湾市 表現が面白いから

女性 70歳以上 浦添市 80歳以上の方はしまくとばがわかりやすいと思うから

女性 70歳以上 糸満市 ご近所の目上の方々等に話をするときなどしまくとぅばは必要かも

女性 70歳以上 糸満市 島くとぅばは忘れてはいけないと思います

女性 70歳以上 宜野湾市 伝統は残しておいたほうがよい

女性 70歳以上 沖縄市 方言を使う父母が元気なので時々話ことばに使っています

女性 70歳以上 糸満市 介護でお年寄りを見ていました

女性 70歳以上 名護市 しまくとぅばは１つの琉球としての伝説または各地方の言葉としてあってほしい

女性 70歳以上 那覇市 せめて挨拶くらいはできるといいと思う

女性 70歳以上 与那原町 沖縄の民族性を伝えていきたい

女性 70歳以上 糸満市 自分の思っていることを伝えやすい

女性 70歳以上 西原町 民族としての誇り、知らないより知っているほうが良い

女性 70歳以上 宜野湾市 これからの子供たちがしまくとぅばがまったくわからなく使われなくなるのは良くないと思う、残さないとね
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男性 10代 北中城村 今はしまくとぅばを知らない人が増えてきて標準語が増えているから

男性 10代 那覇市 使わなくても困っていない

男性 10代 那覇市 今現在、普段の生活で聞かないから

男性 10代 糸満市
言葉というものは相手に意志を伝えるのが開いてがもしかしたらわからないかもしれない言葉で話すと相手を困らせてし

まうかもしれない

女性 10代 与那原町 共通語が普及しているから

女性 10代 宜野湾市 日常生活では必要ないと思うけど文化はあったほうが良い

男性 20代 那覇市 使う人があまりいないから

男性 20代 那覇市 親も兄弟も全く使わないので

男性 20代 名護市 日常の中で、しまくとぅばが必要になる機会が少ない為

男性 20代 宮古島市 伝統としてはとても大切だと思うが、日常生活における必要性を感じない。

男性 20代 那覇市 しまくとぅばがなくても会話には何も問題がないため

女性 20代 石垣市 育ち等で自然に使ってしまうものであって、必要か必要じゃないかと問われれば必要はないと思ったから。

女性 20代 その他 コミュニティによるとは思うが、今のところしまくとぅばを使わずともやっていけてるから

女性 20代 那覇市 使わなくても伝わるから

女性 20代 那覇市 ほとんどの言語理解が標準語、または地域で派生した方言であるから。正確なしまくとぅばの語彙力がないから。

女性 20代 浦添市 私は必要性を感じないから。

女性 20代 名護市 しまくとぅばが無くても会話は成立するから。

女性 20代 北谷町 しまくとぅばを使わなくても生活に支障はないと思う為

女性 20代 宮古島市 ちゃんとした言葉も知らないとダメと思うから

女性 20代 うるま市 なくても会話はできるし、こどもたちに通じないので新たに覚える必要もなく感じる

女性 20代 浦添市 文化もたいせつ。完全になくなるのは悲しい。

女性 20代 那覇市 なくなって」ほしくはないけど、自分が日常生活で使う必要性は感じない

女性 20代 南風原町 伝統文化として大事ではあるけど、でもわざわざ日常生活で方言を積極的に使わなくても生きていける。生活できるから。

女性 20代 沖縄市 今の生活に支障はないため。しかし、祖母の話しを理解するためには、必要かと思う。

女性 20代 与那原町 人それぞれ感じ方が違うから使える人同士で使えばいいと思う

女性 20代 那覇市 知らなくても使わなくても困ることがないから

男性 30代 那覇市 標準語で伝わるので、無くても支障は無い。

男性 30代 那覇市 使う場面が少ないが言葉を知ってることでコミュニケーションの幅や教養が広がる

男性 30代 浦添市
意思の疎通を齟齬無く行う事が第一と考えるので、殆どのシーンであれば共通語を使うべきだと考える。ただし、しまくとぅ

ばでしか伝わらないニュアンスが存在する可能性を踏まえ、全く必要で無いにはチェックを入れなかった。

男性 30代 那覇市 県民とだけ仕事をしていないから。

男性 30代 宜野湾市 標準語があふれている為。TV等で日常的になれば生活で使えると考える

男性 30代 南城市 自分の周りに方言をうまく話せる人がいないため

男性 30代 渡嘉敷村 必要なものであれば、自然と生活の中で使われていくと思う

男性 30代 宜野湾市 使わなくても生活は出来ているので。

男性 30代 浦添市 多様なコミュニケーションのためにはむしろ英語が話せたほうが良いし、しまくとぅばは文化として継承していくべき

女性 30代 那覇市 普段の生活で伝わる言語であればいいとおもう。しかし、しまくとぅばを残さなければならないとも思うので、複雑。

女性 30代 那覇市 言葉は文化なので知ることは楽しいから。

女性 30代 那覇市 日常生活で方言が壁になるよな困りごとはない。

女性 30代 宜野湾市 話が通じれば、どんな形でもいいと思ってるから。

女性 30代 那覇市 若い人は使わない

女性 30代 北谷町 意思疎通を目的にするのなら正しい日本語でもいいと思う。伝統継承を目的にするならうちなーぐちがいいと思う。

女性 30代 うるま市 必要性は非常に低い。だが、大切なものだと思う

女性 30代 南風原町 分からないし、身近の人が分からなければ伝わらない。
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女性 30代 那覇市 周囲で分からない人が多いので

女性 30代 金武町 家の中にしまくとぅばを使う人がいないため

女性 30代 読谷村 高齢者と接しない限り使わない

女性 30代 那覇市 日常で接する人で「しまくとぅば」がわかる人がいないから

女性 30代 南城市 しまくとぅばしか分からないという人が普段いないから

女性 30代 那覇市 仕事柄、内地（県外）の方と接する機会が多い為

女性 30代 南城市 分からない人もいるので誤解を生む

女性 30代 石垣市 使っていかないとなくなっていってしまうのもわかるが、使わなくても不自由しないから

女性 30代 那覇市 使っている人に対してあまり良い印象を持たないから。

女性 30代 読谷村 標準語で話もできるので

女性 30代 浦添市 年配の方と話をする際は、必要だと思うが若い年層のほうはしゃべらないため

女性 30代 金武町 自分自身があまり聞き取る事ができないし、話すこともできないから

男性 40代 国頭村 しまくとぅばが使えないことで、友人など逆に差別的な扱いをされる懸念がある。

男性 40代 石垣市
使いたい人が使えばよい。方言で廃れないものは無理して使わなくても廃れない。自然の中で廃れてしまうのは文明の進

歩である。

男性 40代 豊見城市 使う機会がない

男性 40代 那覇市 あきらかに以前よりも標準語が主流になってきているから

男性 40代 浦添市 使わないでも生活できるから

男性 40代 南城市 使う機会がほとんどない

男性 40代 那覇市 使わなくても生活がせきるから

男性 40代 うるま市

世界的に見て、言葉は変わっていくものであり、今自分達が使っているのが今のしまくとぅばであり、自分たちの世代より

前のしまくとぅばはそれはそれとして分けて考え、大切にすべきだと考える一方、それをむりやりに自分たちに話すことを

求めるものであってはならないと思うため。

男性 40代 那覇市 言葉は必要を感じれば自然に使うものと思うので

男性 40代 沖縄市 しまくとぅばは使わなくても会話は出来るので、言葉は通じるので

男性 40代 那覇市

私自身はしまくとぅばに愛着を持っていて、普及に大賛成です。現在、島くとぅばを話せる人は、高齢者を中心に限られた

人達だと思います。一方、生活する上で多くの人は標準語を話しており、それができないと支障があるように思われます。

（しまくとぅばしか話せないお年寄り等）一方、我々もよく使う「〇〇ぐぅ～」や「はいさい！」等、生活に根ざしたしまくとぅばも

まだ残っているので、必要性がないわけでもないと思われます。むしろその必要性少しでも高まるとよいと思っています。

男性 40代 那覇市 使用者でなければ意思疎通できず、相手も分かればOK。

男性 40代 与那原町 生活するのに支障はありません

男性 40代 うるま市 あまり必要でないから使わなくなった。言葉が出てこない。丁寧な言葉を知らない

女性 40代 那覇市 あってもよいが必ずしも必要ではないと思う

女性 40代 名護市 若い世代の方はほとんどしまくとぅばをしらないので

女性 40代 豊見城市 自分自身が、理解しきれてないとこもあり、解釈も違って理解してるのもあるかと思うので、使いきれてない

女性 40代 うるま市 生活する相手が理解できないと仕様できない

女性 40代 宜野湾市 実際使ってないから。フレーズ程度。

女性 40代 豊見城市 地域などで意味は同じでも違った言い方があるので誤解をうけるか。使わなくても不便じゃない。

女性 40代 与那原町 時代と共に変化するものだから

女性 40代 うるま市 相手によって（高齢者相手であれば）必要だと思う

女性 40代 浦添市
誰も使わず滅んでいくのは良くないが、もっと新しい外の言語を学んだりする事も必要なので。学習、勉学としてはあった

ほうが良い。

女性 40代 那覇市 あえて話したいとか、伝えていきたいと思わない

女性 40代 那覇市 使用したい人が使えば良い。必要かどうかという発想が共感できない。

女性 40代 那覇市 しまくとぅばがわからない方々が多くなってきているからです。

女性 40代 中城村 しまくとぅばを使う年代の人と話すきかいがほとんどない為、あまり必要性を感じない
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女性 40代 読谷村 あまり使う人も少なくなってきているから

女性 40代 与那原町 周りに「しまくとぅば」で話す人がいない為

女性 40代 那覇市 今まで必要ではなかった

女性 40代 那覇市 現在、特に必要性を感じていない

女性 40代 豊見城市 自分自身、しまくとぅばを話すことが苦手なので、生活に根づいていない

女性 40代 沖縄市 年配以外の方が、使ってる事が、私のまわりにはいない。ふつうの言葉で、十分生活してる。

女性 40代 石垣市 使わなくても生活できる。

女性 40代 那覇市 使われても意味が分からない

女性 40代 西原町 分からない人が多いから

女性 40代 八重瀬町 方言をわかる世代ではなくなった。いろいろな方言、使い方を間違えると受け取る方に、嫌なイメージを与えてしまうから

女性 40代 読谷村 今現在困ることはない。周りも使わないから。

女性 40代 北谷町
みんな標準語で話すのでわざわざしまくとぅばを言い直して話す必要は感じない。相手が高齢のしまくとぅばをよく普段話

すならはなせたらいいなあと思うことはある

女性 40代 那覇市 今のところ困ったと思うことがないので

男性 50代 うるま市 しまくとぅばがわからない人がいるから

男性 50代 那覇市 しまくとぅばを使わなくとも、会話が通じるため

男性 50代 豊見城市 これまで使ったことがないので、会話が成り立たないし、仕事相手は県外または海外が多いため、必要性を感じない

男性 50代 那覇市 時代が時代で、今は今で現代的に私たちに役に立つのでしょうか。役に立つのなら、勉強してもいいと思います。

男性 50代 沖縄市 方言で表現しなくても普通に会話が成立しているから

男性 50代 南風原町 相手とのコミュニケーションなので意思が伝わることばであれば何でも

男性 50代 西原町 生活する上で使わなくてもすんでいるから

男性 50代 宜野湾市 今から急に使い始めても意味がないと思う。国や県が使うな、使えと言われて決める事ではない

男性 50代 那覇市 相手にもよる あえて使わなくても十分なコミュニケーションがとれるから

男性 50代 浦添市 標準語でコミュニケーションが取れるから

男性 50代 那覇市 普段の生活の中に自然に発する程度で良いと思う

男性 50代 名護市 生活の中で使わなくても困らないから

男性 50代 石垣市 親兄弟なら良いが他府県、ビジネスでは必要ないと思う。地域によってしまくとぅばが違い他地域の言葉がわからない

男性 50代 南城市 普通に使える人がいないので必要でなくなっている

女性 50代 那覇市 ほぼ、しまくとぅばを使う機会はないから。

女性 50代 久米島町 今まで、必要だと思ったことがないから

女性 50代 恩納村 しまくとぅばを話す環境にないから

女性 50代 那覇市 しまくとばを使わなくても、日常生活では困らないので

女性 50代 伊江村 あまり必要ではないと思うのですが残したいとは思います

女性 50代 うるま市 「しまくとぅば」でなくても相手と話しができる（意思疎通できる）から。

女性 50代 名護市
沖縄に来たばかりの頃、何を言っているのか全くわかりませんでした。おもしろい言葉から、教えてくれて徐々に覚えまし

たが、必要以上に話さなくてもいいと思います。

女性 50代 本部町 現状使わなくても問題ないから

女性 50代 伊江村
しまくとぅば、沖縄は各地方言があり、島の中でも多少違ったりキレイなしまくとぅばを使える人が使ったらいいと思う。普段

使いは難しい。怒った時や驚いた時のとっつさに言うことはあっても日常的にはむり

女性 50代 宮古島市 伝統や文化に根ざした時と、場合、そのふしぶしの所でやっぱり必要性を思うかもしれないから。

女性 50代 嘉手納町 LINE、メールなどでは、島言葉は使わないから

女性 50代 うるま市
文化として島言葉はぜひ残してほしいです。残さないといけないと思いますが、普段の生活の中で島言葉を使わなくても

不便ではないので
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女性 50代 南城市 自分自身が使わないし話せない

女性 50代 浦添市 島くとぅばの意味は分かっても、使う必要はないと思います。でも、使わないと覚えないのかな？

女性 50代 浦添市 県外の方も多く知らない人も多くコミュニケーションが取りづらい

女性 50代 宜野湾市 使わない人にとっては不要

男性 60代 北谷町 仕事に必要ない

男性 60代 北谷町 しまくとぅばを知らない方が多いので

男性 60代 那覇市 まわりがあまり使用しない為

男性 60代 豊見城市 使うシーンがあまりない

男性 60代 宮古島市 一文化的に残していければいいんじゃないでしょうか。

男性 60代 浦添市 使う必要が無い

男性 60代 名護市 言葉がはっきりと聞き取りにくい面があるので。

男性 60代 沖縄市 使用する必要性を感じないし、親しい人にしか使用できないため

男性 60代 那覇市 普段まったく使わずに生活できている

男性 60代 沖縄市 慣れない言葉を無理に話すべきではないと思う

男性 60代 うるま市 共通語を使う人が多いので伝わらないことが多い

男性 60代 糸満市 沖縄で35年生活をしていても、老人以外の会話で使用したことはない

男性 60代 豊見城市 ほとんど使われないから

男性 60代 浦添市 島言葉を話す人がいない（宮古は別ですが）

女性 60代 沖縄市 仕事上、県外出身者が多い

女性 60代 豊見城市 使えないので

女性 60代 名護市 子どもが使わないので

女性 60代 うるま市 しまくとぅばを使う方がまわりに少人数しかおらず、あまり必要をかんじない

女性 60代 宜野湾市 使っている人がいない

女性 60代 那覇市 家族内で会話が成り立たない

女性 60代 宮古島市 反せる相手、使う相手がいない

女性 60代 那覇市 普段の生活の中で特に不便を感じた事がないので

女性 60代 浦添市 しまくとぅばは、なくなってほしくないが、わからない人を相手に使う必要がない。

女性 60代 豊見城市 標準語で不自由を感じていないから

女性 60代 沖縄市 しまくとぅばの敬語がわからないので

女性 60代 南風原町 生活の中で「しまくとぅば」をあえて使う必要にせまられたことがない

女性 60代 沖縄市 仕事やお年寄りが身近にいらっしゃる場合は必要かと思われます。

女性 60代 那覇市 現在しまくとぅばなしでも生活ができているから

女性 60代 那覇市 回りにわかる人が少ない

女性 60代 那覇市 言葉をわからない方もいるし、使いなれてないので少し大変かも

女性 60代 豊見城市 周りにしまくとぅばを使う人があまりいないので

女性 60代 那覇市 世の中がグローバルになった現代において、そして未来の時代でも使用しにくくなっていくと思う

女性 60代 那覇市 聴くことはできてもしゃべるとなると大変。覚えるのが大変

女性 60代 浦添市 特に必要性を感じないから

女性 60代 那覇市 文化遺産であり必要な人が理解できる人が使用すればよい。古語を趣味として活用して良いと思う
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令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性
■あまり必要でない
※同一属性による同類回答は省略

性別 年代 居住地 「しまくとぅば」の必要性についての理由

女性 60代 うるま市 無理して話す必要はないと思う。しかし方言で話しかけてくる方には話せる方言は使ったりします

女性 60代 読谷村 自分自身あまり方言を使わなくなっています。

女性 60代 那覇市
関心がもてない。ただし自分の出身のしまくとぅばは子供たちに断片的に話すことがある、マイフィー→おりこうさん、やー

ぐまい→家にこもる等

女性 60代 西原町 しまくとぅばを話せなくても不自由を感じない

女性 60代 浦添市 自分の生活にはあまり必要でないが沖縄出身者には必要だと思う

男性 70歳以上 南城市 自分がよくわからないので

男性 70歳以上 うるま市 「しまくとぅば」は沖縄民謡以外に浸透していないから。

男性 70歳以上 那覇市 どうして必要なのか。理由が聞きたい。

男性 70歳以上 西原町 実生活で是非使わなければ生活が不自由と考えた事が余りないし、共通語で充分、足りていると思うので

男性 70歳以上 宮古島市 自分が使わないから

男性 70歳以上 那覇市 しまくとぅばを使っても、通じない局面が増えている為。年々理解できない人が多くなっていると思います。

男性 70歳以上 南風原町 共同生活している子どもの家族が話せないから

男性 70歳以上 読谷村 しまくとぅばを話せる人がとても少なくなているから

男性 70歳以上 那覇市 使わずに済んでいる

男性 70歳以上 沖縄市 時代に合わない

男性 70歳以上 北谷町 家族の中にしまくとぅばを使えない人がいる

男性 70歳以上 宮古島市 普段の生活の中では、標準語でないと通じないことが多いから

男性 70歳以上 西原町 社会のコミュニケーションの伝達手段としては無理がある

男性 70歳以上 豊見城市 時代が解決すると思う。わざわざ普及促進しなくてもよい

男性 70歳以上 那覇市 ラジオテレビ日常会話も日本語で話しているから

女性 70歳以上 中城村 意思疎通がうまくいかない

女性 70歳以上 那覇市 周りに方言で会話する人がいない。自分自身が使えないから。

女性 70歳以上 沖縄市 子供達も成人になってますので。あいさつ（短い言葉は）ぐらいは「しまくとぅば」を使っています。

女性 70歳以上 北谷町 使う所がない。使う人もいない

女性 70歳以上 那覇市 現在使っていなくても支障をきたさないから

女性 70歳以上 八重瀬町 共通語が主になってしまくとぅばを使う場があまりないから

女性 70歳以上 名護市 最近の子供達はあまり方言は使わないので生活するのに必要ではないと思います。

女性 70歳以上 南風原町 共通語が一般的で50才以下の人は聞いてもわからない人が多い

女性 70歳以上 那覇市 普段の生活の中でしまくとぅばを話せる人は少ないので、誰でも理解できる共通語（日本語）で話している

女性 70歳以上 那覇市 私達でもハングル、英語を使う事があるが、しまくとぅばを取場で使う事は全くないので

女性 70歳以上 中城村 移住して、限られた範囲で暮らしているので

女性 70歳以上 名護市 地域の中でも「しまくとぅば」を必要としていないので

女性 70歳以上 浦添市 今からしまくとぅばを覚えて使う事がちょっと考えられない

女性 70歳以上 那覇市 自分も上手に使えないから

女性 70歳以上 那覇市
家族間では全く使わない。老人ホームでは、100才の老人でも標準語を使うのにはビックリしました。80代の方（認知症）は

しまくとぅばだけで話しています。

女性 70歳以上 うるま市 自分が使ってなくても不自由を感じない。それぞれの地域言葉が伝わっていかないと思う。

女性 70歳以上 名護市 誰かが使っていないとそのうち無くなるんじゃないかと心さみしくなります。どうにかなくならないようにしたいですね。
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令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性
■まったく必要でない
※同一属性による同類回答は省略

性別 年代 居住地 「しまくとぅば」の必要性についての理由

女性 10代 本部町 標準語の方が全員に通じて、会話がつづく。

男性 20代 那覇市
必要か必要じゃないかという点のみで言えば今は共通語しか使っていないので必要ではないが、自分自身話したいとは

思うので話すのが当たり前の環境になって欲しい

男性 20代 中城村 別に使わなくても日常生活に支障がないから。

男性 20代 糸満市 日本語がある。方言もある。あいさつだけで充分。

男性 20代 南風原町 使わないから

女性 20代 宮古島市 あってもなくても伝わるなら使わなくてもいいと思ってる

女性 20代 沖縄市 共通語があるのであればそれで十分だと感じるそのほうが誰にでも通じる

男性 30代 豊見城市 使わなくても不自由しないので

男性 30代 那覇市 使っていない

男性 30代 糸満市 ヤマト語が浸透させられた現代に方言の居場所は少ないのではないかと思う

女性 30代 那覇市 誰も使ってないし、伝わらない。沖縄県民ではない人が多いため。

女性 30代 宜野湾市 大切な言葉ですが、話せなくても全く不便を感じない。

女性 30代 那覇市 周囲に話す人がいない

女性 30代 沖縄市 英語並みに使いません。

女性 30代 豊見城市
私自身はまったく必要ないが、これも人によると思う。しま言葉に対する信頼がある人や、しま言葉を使った方がコミュニ

ケーションを取りやすい環境にいる人もいる。生きていく上でその方が過ごしやすいなら必要だと思う。

男性 40代 糸満市 意味を知らない。

男性 40代 那覇市 現在も使用していない。コメディアンのふざけた化粧や言葉に不快だから

女性 40代 豊見城市 70才以上の方が使う「しま言葉」と、30才ぐらいの言葉のイメージがちがう。やさしいイメージと乱暴。

女性 40代 那覇市 使う理由が分かりません。

女性 40代 那覇市
祖母や両親が会話して許されても話し方を注意され使用方は教えてもらえない。標準語が美徳の教えが色濃く残ってる

から。

女性 40代 嘉手納町 恥ずかしい、汚い（乱暴なので）

男性 50代 那覇市 先輩の方と話す上で、必要になる事はあるが、家族、友人の間では、使う必要を感じない。分からない人が多いので。

女性 50代 久米島町 時代

女性 50代 沖縄市
もし、内の子供が沖縄県外に行くと言って、そこでしまくとぅばをいっぱい言って、コミュニケーションがうまくいかなかったら

大変だから

男性 60代 宮古島市 無理に使う必要はない

女性 60代 宮古島市 若人が大きな世界へ躍進する為

男性 70歳以上 南風原町 子供達に通じない。

男性 70歳以上 那覇市 コミュニケーションは正確性が絶対条件。だから、共通語が必要不可欠と思う。

男性 70歳以上 那覇市 そういう生活環境に現在いる。

男性 70歳以上 北谷町 知らないから

男性 70歳以上 那覇市 自分のまわりで方言で話す人がほとんどいないから

男性 70歳以上 糸満市 周囲でしまくとぅばを使用する人がいない

女性 70歳以上 北谷町 出来損いの言語は使用するべきではない。
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