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年代 性別 市町村 ご意見ご感想
10代 男性 名護市 CMとか流してほしい
10代 男性 那覇市 CMやラジオで流せば使う人も増えると思う
10代 男性 石垣市 youtubeやTikTokに載せたらいいと思う
10代 男性 浦添市 しまくとぅばに関心がある人が、しまくとぅばを使い残してほしい。
10代 男性 豊見城市 しまくとぅばは、使用しなくてもよいと思う。
10代 男性 石垣市 しまくとぅばはとても難しそうだった。

10代 男性 那覇市 しまくとぅばは普段からいしきして使うことで自然と出るから使うことは良いと思う。しまくとぅばは昔か
ら使われているのでほこりに思っている

10代 男性 浦添市 しまくとぅばを聞く場所を増やしてほしい
10代 男性 宜野湾市 しまくとぅばを無くさないように頑張っていきたいと思う。
10代 男性 西原町 しまくとぅば普及は良い事だと思います。
10代 男性 沖縄市 どちらでもよい。ある程度の方言は知っているから。

10代 男性 那覇市
ぼくは友達や祖父母がしまくとぅばを使っているのを見たり聞いたりして、とても楽しい文化だと思い
ました。ぼくもいつしかしまくとぅばを話せるようになりたいです。それに沖縄の伝統が減ったら、社会
の活気もだんだんなくなっていくと思うので、これからもしまくとぅば

10代 男性 那覇市 もっといろんな言葉を知りたいです。

10代 男性 沖縄市 やはり現在の沖縄からしまくとぅばがなくなるかもしれないという危機感は確かにあるだから子供た
ちにしまくとぅばを教えることによって未来のしまくとぅばがなくなるということはないのでは

10代 男性 南風原町 沖縄の伝統として残していってほしい。学校の授業で基本的なしまくとぅばを教えたほうが良いと
思う

10代 男性 宜野湾市 沖縄の伝統は良い物だと思うけど今の若い人たちはそういうのに興味があまりないと思うから、若
い人たちが興味を持てるようなせんでんの仕方やＰＲをしたらいいと思う。

10代 男性 うるま市 学校で教えた方がいい
10代 男性 浦添市 学校で日常あいさつや短いしまくとぅばなど経験したが、使う機会が身近になかった
10代 男性 うるま市 月に一回程度の講座を設けて欲しい
10代 男性 中城村 検定試験など受験に加算されるようなものがあれば良いと思います。

10代 男性 石垣市 今の中高生が多く使う暴言に近いイメージが広まっているので、これらをどう変えていけるかが胆に
なっていくと思います。

10代 男性 豊見城市 最近では、しまくとぅばは使わなくなったけど、沖縄の文化の1つであるから、なくしてはならないと思
う。

10代 男性 宜野湾市 自分のおじいやおばあと使ってしゃべれたらいいと思う。
10代 男性 沖縄市 自分達の為の言葉だから残しておいた方がいいと思う。自分もあまりしまくとぅばがわからないので
10代 男性 南風原町 若い世代に使えるようにするために、若い人向けの情報源の活用
10代 男性 うるま市 授業の中で生部習慣をつけて日常生活の中で使うようにするといいと思う
10代 男性 石垣市 授業を減らす
10代 男性 浦添市 上手く活用できる場所があると楽しく生活に根付くと思う

10代 男性 那覇市 色んな所でどんどん使った方がいい(今はおじい、おばあの言葉を聞いても意味がよくわからないか
ら)

10代 男性 与那原町 親も共通語だからわからない
10代 男性 那覇市 昔からある沖縄の言語で文化だから、普及推進したほうがいいと思った。
10代 男性 宜野湾市 昔の事を考える機会にもなっていいと思う。
10代 男性 那覇市 大人、子どもでいっしょにあそべるイベントをつくる

10代 男性 浦添市 知っている言葉はもしかしてしまくとぅばではないかもしれない。しに○○○○、でーじ○○○○と
か正しいしまくとぅばをおぼえたい

10代 男性 南風原町 地域のじいちゃん、ばあちゃん達との交流を増やす(今はそういう機会が無いので)日常的に聞く
様になるとおのずと話せる様になる

10代 男性 那覇市 地域や学校で積極的に伝えていく必要があると思う
10代 男性 那覇市 中高生にもっと方言を使わせてください
10代 男性 那覇市 難しい
10代 男性 うるま市 普及することはいいことだと思う
10代 男性 うるま市 普及することは良いことだと思う
10代 男性 うるま市 普段使えるように習いたい
10代 男性 那覇市 分かってて損はないと思う
10代 男性 石垣市 良いと思う
10代 男性 豊見城市 良いと思う

10代 女性 那覇市 「しまくとぅば」はあまり話すことができないが、身近な人が話すことで少しずつ覚えていけたらいいな
と思う。

10代 女性 読谷村 ＴＶ以外｢しまくとぅば｣にふれる事が少ない
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年代 性別 市町村 ご意見ご感想
10代 女性 豊見城市 いいと思います。
10代 女性 うるま市 おじいおばあに聞いて習いたい

10代 女性 宜野湾市 おじいちゃん、おばあちゃんから習う機会は少ないと思うので、学校でテスト式にした方がいいと思
います。

10代 女性 うるま市 おじさんおばさんから習いたい

10代 女性 北谷町 おばあちゃんに育てられたから島くとぅばに対しては問題はない。でも少しでも話せたりすれば子
供、大人かんけいなくゆんたくができて楽しそう。

10代 女性 浦添市 おもしろいとは思う
10代 女性 読谷村 お年寄りとの交流を増やす
10代 女性 宜野湾市 しまくとぅばが最近の人はあんまり使わないので教えてくれたらいいなと思いました。
10代 女性 うるま市 しまくとぅばのイベントなどあれば参加したい

10代 女性 宜野湾市
しまくとぅばは、とても大事なものだから、これからもなくならずに、若い人たちへも広まってほしいと
思う。私も、しまくとぅばはおもしろくて好きだから、もっと私たちがしまくとぅばを使えるようになにか取
り組みをしてほしい。

10代 女性 那覇市
しまくとぅばは沖縄で大切にしなければいけないものだけど、だんだん使わなくなってきていて、お年
寄りの方が方言で会話しているのを聞いても何を言っているのかわからないこともあるくらいです。
私達がしまくとぅばを使うのは単語が多いと思います。知っている単語だけ

10代 女性 名護市 しまくとぅばは沖縄の良い伝統だと思っているので、今からの世代の人にも普及し続けてほしい。

10代 女性 南城市
しまくとぅばは使いたい人は使えばいいと思うけど、他の授業を減らしてまでやらなくてもいいと思
う。授業とかでやろうと思ってやるんじゃなくて祖父母など身近な人から習ってそれで自主的に使っ
ていけば身につくのもはやいし、実践的だと思う。

10代 女性 南城市 しまくとぅばは受け継いでいくのはとても良い事だと思います。私もしまくとぅばを話せるようになりたい
です。

10代 女性 名護市 しまくとぅばは凄い文化があって、継承されていくべきものだと思いますが、学校の教科を削るのは
反対です。

10代 女性 名護市 しまくとぅばラップなんかがあったら面白いと思う

10代 女性 那覇市 しまくとぅばを話せる人が少なくなっている。しまくとぅばは沖縄の象徴ともいえると思うから決して消
えてはいけないものだと思う。

10代 女性 那覇市 スマホなどを利用してＰＲしていく（ゲームなど）しまくとぅば講習だとつまらないと感じる人も多い
と思うからみんなでできる交流会を用いたほうがいいと思う

10代 女性 那覇市
ナー」と使ってきました。最近は「ヤー」と友達に言う若い人がいるが、私達の時代は「イヤーでし
た。ヤーの前に小さいイがついています。「ヤー」はお家のことでした。余計な話ですが、出産祝を
あげる時、うみわらびしかちぃなまどぅ　うみしゆる　んかし　わんむてる

10代 女性 名護市 パンフレットがあると良い
10代 女性 南城市 まわりの人が使っていない。父母も。
10代 女性 沖縄市 もっといろんな人に知ってほしいと思う
10代 女性 沖縄市 もっと小さい時からしまくとぅばにふれた方がいいと思う（小学校前、幼稚園や保育園から）
10代 女性 那覇市 わからない
10代 女性 那覇市 わからない方言が多い為、大人との会話ができない。テレビ番組を増やしてほしい。

10代 女性 豊見城市 沖縄のしまくとぅばは沖縄県民のアイデンティティーだと思うのでなくならないように普及してほしいと
思います！

10代 女性 宜野湾市 学校とかでも習いたい。中学校でしまくとぅば部をつくって学ぶ。

10代 女性 石垣市 現在、あまりしまくとぅばを使う人が減っているので、良いと思います。昔の言葉を取り戻すような感
じで私も覚えたいと思いした。

10代 女性 那覇市
今の子どもたちは、しまくとぅばを分からない子が多いけど、伝統的なものだから、できたら、少しで
も分かってほしいから、こうゆうのは必要だと思う。自分も、あまり分からないけど、お父さんや、お
ばあちゃんが使うから、それを覚える、でも楽しいと思った。

10代 女性 読谷村 残してほしいと思う

10代 女性 那覇市 私は、接客業の仕事ではしまくとぅばを使ってもいいと思います。観光客の方にもしまくとぅばを理
解してもらえるいい機会だと思うからです。

10代 女性 那覇市 私は普段からあんまり「しまくとぅば」を使わないから、使おうかと思った。
10代 女性 宜野湾市 私もしまくとぅばをしゃべりたい。おじいちゃん、おばあちゃんと話したい。しまくとぅばで。

10代 女性 南風原町 時々同級生が使う方言は、綺麗ではなく、乱暴で汚いので、良い印象がない。そんな方言はな
くてもいいと思う。綺麗な方言を伝えていくのは良いと思う。

10代 女性 石垣市 自分だけでなく、身近な人も使えるようになって、しまくとぅばで会話が出来るようになるとカッコイイ
し、楽しい生活が送れそう。沢山の人がしまくとぅばを話せるようになっていくと良いと思います。
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年代 性別 市町村 ご意見ご感想

10代 女性 北谷町 自分は話せないけど少しは聞き取れる。話せるようになりたいと思う。そしたらおじーおばーともっと
話しができるようになるので楽しそう

10代 女性 浦添市 若い人は話すことが出来ないと思うが、なくなってはほしくないので、テレビで講座があればよい。
10代 女性 那覇市 授業でふれる回数を増やしたら良いと思う

10代 女性 沖縄市 将来、介護士など高齢の方が対象になる仕事では必要になると思うので、しまくとぅばを理解し、
使えるようになるための普及推進はとても大切だと思いました。

10代 女性 沖縄市 昔の言葉を理解することで、高齢の方をこれまでよりも身近に感じることにもなるので、沖縄県を
しるための勉強にもなる大切なことだと感じました。

10代 女性 浦添市 祖父から習いたい
10代 女性 那覇市 中学、高校の授業でもしまくとぅばにふれる機会があってもいいと思う
10代 女性 うるま市 島言葉を覚える、日常的に使う。
10代 女性 石垣市 保育園や幼稚園などの時から少しずつ触れることが大切だと思う。
10代 女性 浦添市 方言に興味がないので、わからない。聞けないから返事できない
10代 女性 那覇市 方言はおもしろい。どんどんいろんな事に取り入れてほしい

10代 女性 石垣市 方言は自然に身につくものだと思うから授業に取り入れる必要はないと思います。検定も不必要
だと思います。

10代 女性 那覇市 方言は地方を表すのにとても大切な言語だと思うので、ぜひ頑張ってほしい。
10代 女性 南城市 無理してわからない言葉を残さなくてもよい
10代 女性 糸満市 話せる人がたくさん教えたら良い
20代 男性 糸満市 50～80代家で使わないから子供たちが話せなくなっていると思う
20代 男性 那覇市 ＣＭを使ったり、身近にみみにする様にすればよいと思う
20代 男性 宜野湾市 がんばってほしいです。沖縄のアイデンティティでもあるので。
20代 男性 金武町 しまくとぅばが残るように努めていきたいです。

20代 男性 沖縄市 しまくとぅばはどちらかといえば知っておいたほうがいいと思うがそれは高校や大学の選択科目でもっ
と学びたいと思う人たちは学べばいいと思うがそれよりは数学や国語の方が大事だと思う

20代 男性 豊見城市 しまくとぅばを普及するためには、老人との交流を増やす。学校の科目として取り入れていく。
20代 男性 うるま市 とてもいいと思う
20代 男性 与那原町 とてもいい活動だと思います
20代 男性 那覇市 なくなっていく方向にはなるだろうと思うが、長い間使用されつづけて欲しいと思います。
20代 男性 浦添市 もう遅い気がする
20代 男性 浦添市 もっと普及してほしい
20代 男性 那覇市 沖縄からなくなってほしくない。
20代 男性 那覇市 沖縄の伝統的なものだからなくならないよう受け継いでいきたい
20代 男性 那覇市 家族や友達など身近な人が使っていたら周りも使えるようになると思います。
20代 男性 うるま市 学校で挨拶から日常会話まで教えて欲しい
20代 男性 読谷村 芸人のジュン選手はなんであんなにしまくとぅばが使えるのかねー、不思議しかも敬語

20代 男性 豊見城市
現在、地方の方言を普及する手段は極めて少ないと実感しています。特に若年層の方々は、
方言を使う機会が全くないといって良い程ありません。テレビやラジオで普及していくとなると時間
があまり無い人達にはあまり効果を得られないと思います。

20代 男性 沖縄市 後世に残したい気持ちはある
20代 男性 宜野湾市 国語とか算数の授業をへらすことはだめだと思うが、少しの時間をとっておしえた方がいいと思う

20代 男性 糸満市 糸満市字喜屋武に住んでおりますが、ほとんどの人が方言で話します。ですが、理解出来ない
人が多く使う場が少ないので、方言の普及は難しいと思います。

20代 男性 うるま市 授業に取り入れて欲しい
20代 男性 宜野湾市 小さい時から共通語だから使えない。お年寄りと話すことが増えたら使えると思う。
20代 男性 浦添市 小学１年生頃から親しみを持たせてほしい
20代 男性 那覇市 小学校から教えて使えるようになってほしい。理解だけならできるでも可。
20代 男性 浦添市 少しでも使えるようになりたい
20代 男性 那覇市 親が使っていたのでなんとなく話す事が出来る。周りの環境もあると思う

20代 男性 沖縄市 親の念だと比較して自分たち年代で方言に触れる機会がないため会話をするうえで言葉の違い
が多々ある学校などで学ぶ場を作ることは次世代に残していくためにも重要と思う

20代 男性 沖縄市 全くもっていい取り組みだと思う
20代 男性 浦添市 大切だとは思うが、全員が使わなくてもいいと思う。伝統芸能を守る人とかが継承してほしい。
20代 男性 石垣市 沢山使える、聞ける人が増えればいいなと思います。
20代 男性 那覇市 特別な方言の1つなので埃をもって伝統として残していってもらえればと。

20代 男性 那覇市 日頃からあまり意識することなく（しまくとぅばを）日常を過ごしている。町中やテレビなどしまくとぅ
ばは多く使われているのに、まずは軽くあいさつから使ってみよう。

20代 男性 那覇市 非常に大事だと思うので、是非普及させていきたい
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20代 男性 南城市
普及推進活動については存じ上げなかったのですが、次の世代の子供達にもしまくとぅばを広め
ることは凄く良いことだなと思いました。そのために私も日ごろからしまくとぅばを使っていきたいと思い
ます。

20代 男性 与那原町 普段の生活から聴く、言うがある環境があったもっと方言が普及すると思う。

20代 男性 名護市 文化の継承や、歴史を学ぶという点から学校教育の総合学習などの時間で、学びの機会があ
れば良いと思います。

20代 男性 糸満市 保育園で手遊びで教えてくれている。
20代 男性 名護市 方言=カッコイイ　というイメージをテレビなどでPRしてみては。
20代 男性 西原町 方言で歌ってみたい
20代 男性 西原町 方言を身近にもっと感じたいから、いろんなイベントを開いてほしい。

20代 男性 豊見城市 無くさない為にも、続けてほしい。10～20代はどんどんはなれてしまっているからこそ、話せなくて
も、忘れない為にも伝え続けてほしい。

20代 男性 浦添市 良い事だと思う

20代 男性 恩納村
歴史や伝統継承という観点では一部教育も必要だが、正しい場面等で使うことを教えるだけの
時間をとれないのであれば、にわか教育的に教える事になり、コミュニケーションに門段が出る可
能性があることも考えて選択形式での教育が望ましいと思う。

20代 男性 名護市 話せる人が少ないので、定着は難しいと思う。沖縄の文化の一つとしてとらえて、学ぶというスタン
スが良いと思う。

20代 女性 浦添市 あいさつ程度のことばはたのしい。テレビ、ラジオを使って話して安心感を与えるのもいいと思いま
す。

20代 女性 沖縄市 おじいおばあと話している時、しまくとぅばを使うとすごく喜んでくれるので、どんどん広まっていけば、
おじいおばあ達も喜んでくれるのではないでしょうか

20代 女性 宜野湾市 おばあちゃんやおじいちゃんと島くとぅばでお話できないことは残念なこのなので積極的に推進して
ほしい。

20代 女性 北谷町
きれいな方言が使えないので年上の人に失礼になるから使っていないけど、20代になってから習
うには難しい。小さいころから家庭で教えた方がいいと思う。最近保育園で「くわっちーさびたん」
「にぃへぇでーびる」とか教えてくれているのでキレイな方言なのでかわいいと思

20代 女性 那覇市 きれいな方言で話してくれたらうれしい

20代 女性 南風原町
じいちゃん、ばあちゃんがしまくとぅばで話しかけてくるけど、ほとんど理解出来ないので会話にならな
い。出来たら会話が出来る様になりたいので、話せる人と接して子どもも一緒に学べたらいいと思
う

20代 女性 浦添市 しまくとぅばに愛着を持てるようになった時に地域の活動に子供たちと参加し、大切な言葉を使え
たらとおもっています。

20代 女性 那覇市 しまくとぅばの絵本などがもっとふえたらおもしろいなと思います。
20代 女性 那覇市 しまくとぅばの手遊び、絵本等があったらいいと思う
20代 女性 伊江村 しまくとぅばは、なくしてはいけないと思う

20代 女性 南風原町
しまくとぅばは沖縄の大切な文化だと思います。そのししまくとぅばを普及するために様々な運動を
行っていると思いますが、あまり知らない運動もあったので、自分ももっとアンテナを張ってそういう運
動に参加してみようと思いました。

20代 女性 名護市 しまくとぅばは沖縄の大切な文化の一つなので、その文化を継承するのは賛成ですが、学校の科
目にあるのは賛成できないと思いました。

20代 女性 那覇市 しまくとぅばを使ったドラマを作ってみる（日本語字幕つきの）今まで放映されたドラマをしまくとぅ
ば吹き替えにして放送してみる

20代 女性 那覇市 ちゃんとしまくとぅばがしゃべれるようになるのはいいなと思います
20代 女性 南風原町 ちょっとめんどくさいけど地域のおじいちゃんやおばあ達との交流を日常的にすれば身につくと思う
20代 女性 那覇市 テレビ（ほうげんニュース）流したほうがいい
20代 女性 豊見城市 とくになし。
20代 女性 名護市 どこの地域でも地元の言葉は大事なので絶やさないようにしてほしい。

20代 女性 今帰仁村 ナイチャーですが、沖縄の言葉は大スキです。聞いていて興味ぶかいし、使うと楽。もじ数が少な
しことがあるから

20代 女性 与那原町 ほんとうはしまくとぅばを使いたいけど、まわりにあまり理解できる人がいないので使えないです。
20代 女性 沖縄市 沖縄のほこりなのでどんどん普及していってほしいと思う
20代 女性 那覇市 沖縄の文化としてはいいと思います。
20代 女性 北中城村 学校行事に取り入れてほしい
20代 女性 浦添市 簡単な言葉くらいは使えるようになりたい。

20代 女性 名護市 簡単な単語を覚えるようにしたらいいと思います。サークルみたいなものを集って、しまくとぅばの面
白い表現などをYouTubeに投稿したら注目をあびて普及推進につながると思う。
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20代 女性 那覇市 言語として後世に残すのはいいと思うが無理やり学ばなせなくてもいいと思う
20代 女性 名護市 公民館などで使う
20代 女性 うるま市 講座があれば良い。
20代 女性 沖縄市 使いたい人だけ使えばいいと主
20代 女性 浦添市 使えるようになりたい

20代 女性 与那原町 私はしまくとぅばを喋れる事がほとんどないんでうｓが、しまくとぅばがなくなるのは嫌なのでもっと
色々イベントなどで子供達に親しみを持ってもらえる様にしてほしいです。

20代 女性 那覇市 私も使えるようになりたいので、講座とかがあったらいいな

20代 女性 那覇市 自分も含めてしまくとぅばを日常会話で使うことがないため分からない人が多いと思う。身近で触
れ合う機会があればいいと思う。

20代 女性 久米島町 自分達も会話は出来ないので話せる人達が積極的に回りに教えてほしい
20代 女性 うるま市 小中高の授業で取り上げたらいいと思った
20代 女性 うるま市 親から習うと思う
20代 女性 沖縄市 人気アーティストの島くとぅば替え歌を作っても良いと思います
20代 女性 名護市 生活の中で使う事が大事。片言でもいいので、単語を使ってみる。会話が楽しくなると思う。
20代 女性 うるま市 祖父母から教わりたい

20代 女性 那覇市 大学でしまくとぅばを継承できるように活動している友達もいるので、そういった団体が増えるともっ
といいと思う。

20代 女性 浦添市 地元ごとに文化、伝統を守る。気軽に親しめるようになる。イベントごとに関心を持ってもらう。

20代 女性 那覇市 普段あまり積極的に使おうという意識はありませんが、身近にしまくとぅばの講座などがあれば参
加してみたいと思います。これからも沖縄のしまくとぅばが受け継がれていってほしいです。

20代 女性 名護市 保育所などで子供たちに教えたら良いと思います。簡単な言葉で。例、これはアチコーコーだよ。
等

20代 女性 那覇市 方言がなくならないようにしてほしい
20代 - 中城村 学生のときに行事にとりいれる

30代 男性 那覇市
｢しまくとぅば｣は、話せるほうがよいと思いますが、正しい言葉を使って欲しい。ＴＰＯを考えて
(県外の人達に話してもわからないから、困ってると思います)官公庁は県民だけではないと思い
ます。

30代 男性 うるま市 CD等で勉強してほしい
30代 男性 浦添市 お笑いにして、テレビ、ラジオで楽しめるように利用する。
30代 男性 うるま市 きちんとしたウチナーグチを教えて欲しい

30代 男性 那覇市 しまくとぅばが身近にある家庭環境が重要。2世代、3世代同居が広がれば自然にしまくとぅばが
話せるようになるのではないでしょうか。

30代 男性 沖縄市 しまくとぅばはとても良いと思う

30代 男性 那覇市
しまくとぅばは沖縄県の誇りとして県内だけでなく県外や海外の人等、多くの人に知ってもらい語り
継いでもらいたいと思う。そのためには、身近でイベントや広報活動等でどこにいても感じられる身
近なものになって欲しいと思いました。

30代 男性 那覇市 せめて先祖代々と続く文化なのでけいしょうしてほしい。あいさつ程度でも
30代 男性 浦添市 とくになし
30代 男性 浦添市 ラジオ、メディアを使って推進してほしい

30代 男性 南城市 沖縄にしかない言葉なので子供たちが身近に感じるようにしてほしいです。亡くなったおばーがし
まくとぅば「わったーぐがにわらばーよ」と言ってかわいがってくれた事を思い出しました。

30代 男性 南城市 沖縄の伝統としてもう少し身近な存在であってもよいと思う。子供達にも少しは覚えて欲しい
30代 男性 読谷村 沖縄の文化、芸術や島くとぅばは継承してほしい

30代 男性 宜野湾市 介護の仕事なのでお年寄りと会話をするために方言は使えないといけない。目上の人に使う敬
語は難しいので使えるようになりたい

30代 男性 うるま市 学校の教師に普段から使っていれば子供にも身近になると思う
30代 男性 浦添市 学校教育に導入（家では難しい）

30代 男性 名護市
観光客にしまくとぅばに触れられる機会をつっくてみては。しまくとぅばが聞ける店とかで働いてもら
う。教えてくれる場所があると「しまくとぅば」という言葉の技術を持った人に働く場も与えられる。他
県からの人は地元の文化や食べ物などにふれたいから、しまくとぅばも

30代 男性 糸満市 頑張ってください
30代 男性 糸満市 義務にする
30代 男性 那覇市 共通語で十分コミュニケーションとれるので、そんなに話せなくてもいいのかなと。
30代 男性 糸満市 今の若井政の子にちきちんとした正しいしまくとぅばを伝えてほしいです



令和元年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

16.ご意見・ご感想

‐53-

年代 性別 市町村 ご意見ご感想

30代 男性 沖縄市
最近では若者がしまくとぅばを全然わからないとか多いので少しわかってもらい高齢者の方々としま
くとぅばコミュニケーションをとってもらい島んちゅどうししまくとぅばで会話ができるといいと思う。しまく
とぅばを教える事はとてもいいと思う

30代 男性 中城村 残してほしいと思う。「しまくとぅばの日」が近づく前に、色々な形で行事を催す。
30代 男性 沖縄市 子供達には、ちゃんとした方言をおぼえてほしい

30代 男性 那覇市
私達の30代前半の世代は｢しまくとぅば｣というよりは、造語の方が多いと思います。私自身の祖
母や父母が会話している時は、ほぼ聞き取れないレベルです。ちゃんとした｢しまくとぅば｣を普及
推進しを目指すのであれば、年代性別問わず会話のできる街づくり(コミュニティ)が重要

30代 男性 南風原町 自分たちが話すとアクセントが違っているようで、聞き取りは少しできるのですが、話すのは難しい
です。正しいちゃんとした言葉を教えてほしい。

30代 男性 うるま市 若者が集まるイベントやCM、SNS等を活用してしまくとぅばに関心が持てるように普及推進して
ほしい。

30代 男性 那覇市
若者も含めてしまくとぅばを使えるようになるのは大変良いと思う。挨拶程度からの導入になると
思うが、まずは親しみを持つことが大事だと感じる。しかし、その過程で”障害”になるものの一つと
してしまくとぅばを普段から使っている上の世代の指摘があると思う。

30代 男性 うるま市 授業で教える

30代 男性 那覇市
小さい頃から耳にしていると自然と身に付いてくると思うので保育園や幼稚園に通っている時から
親や先生が教えてあげたり、小学校の道徳の時間とかでするのも良いと思う。今は地域によって
は若い世代で分からない人も多いと思うのでぜひ普及してほしい。

30代 男性 那覇市 生活の中で浸透していないから子供たちもとまどう。自然に入り込める様にする
30代 男性 南風原町 積極的に進めてほしい。
30代 男性 浦添市 祖父母が家にいたからわかる。
30代 男性 浦添市 多く言及するといいと思います
30代 男性 浦添市 多少聞くことができるので、まねして使っている。ラジオ番組コーナーも参考になる。

30代 男性 沖縄市
大人になるにつれ子どもの頃よりしまくとぅばを話さなくなってきていてこれが当たり前になっている沖
縄の方言がこのまま亡くなっていくのは非常に寂しいので沖縄全体で取り組みを続けてほしいで
す

30代 男性 うるま市 徹底的にしまくとぅばを教えて欲しい
30代 男性 豊見城市 日常生活で、使う触れる機会が少ない。公共機関などに使ってみては？
30代 男性 那覇市 普及させて下さい

30代 男性 那覇市 普及というか、ある程度使える人がいるのが良いと思う。沖縄の沖縄らしさをつくるものだから。し
かし、使えなくても問題ないと思う。デジタルデータとしてアーカイブされてればよい。

30代 男性 那覇市 普及というよりは、、、あってもなくてもいい自然に消えていくなら、それはそれで◎方言が残ってい
るならそれはそれで◎そのままの流れで素敵だと思う

30代 男性 名護市 方言は地元の言語なので大切にしたい。おじぃおばぁ達との交流の場を作るといい。カッコイイの
で残したい。方言=ブランドという意識大事。

30代 女性 中城村 「しまくとぅば」と言うと沖縄らしくていいですが、わからない方々からすると、何を言っているのかわか
らない。。。と声もあるので、もっといろんなところで使用していくのも良いことだなと思います。

30代 女性 沖縄市
｢しまくとぅば｣と表現すると、おじい、おばあ(平良トミさん)がＴＶで使うような丁寧な印象を受け
るが実際、普段耳にする｢方言｣は、男性が使うぶっきらぼうで乱暴、田舎臭い印象が強い
(でーじわじわじーすっさー、ぬー？、○○だばーよー)。

30代 女性 うるま市 いろんな場所で使えるようにしてほしい。使い方を正しく子供たちが学べるようになってほしい

30代 女性 那覇市 おじいちゃん、おばあちゃんが亡くなって、身近に使う人がいないので、ぜひ、身近に居てほしいし、
ならいたいとも思います。

30代 女性 宜野湾市
おじいちゃん、おばあちゃんと生活する事がなくなり、方言をはなす環境が無いと思います。じゅん
選手のような若者が増えるとおもしろいですね。外国語と同じで言葉は絶対に環境に左右される
と思う。

30代 女性 那覇市 おじぃちゃん、おばぁちゃんと沢山もコミュニケーションをとれば、ある程度分かるようになる。

30代 女性 沖縄市 おじいちゃんおばあちゃんたちから昔ながらにがなされていた言葉文化なのでオア自身も含め子供
たちと一緒に改めて語り継いで行けたらなあと思いました。

30代 女性 中城村 この先、会話をのぞむのではなく、保存のためにある程度のあいさつ、楽しく聞き取って単語でもい
いので生活に根付かせたらと思う。うちなーの芸人に頑張ってもらう。

30代 女性 石垣市 しまくとぅばを使える大人や子供が減っているので、多くの人々が間違えのない言葉を覚えてほし
い。私自身もしまくとぅばを少しでも多く覚えてお年寄りの方との会話に役立てたいです。

30代 女性 那覇市
しまくとぅばを知っていて、普段から使用している大人たちが、正しい使い方をしていて伝えていく
事が理想。（しまくとぅばを使って平気で相手を罵るような場面をみたことがあるので、印象が悪
い）



令和元年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

16.ご意見・ご感想

‐54-

年代 性別 市町村 ご意見ご感想

30代 女性 那覇市 しまくとぅばを分からない人は多いと思うので学校の授業やメディア等を通し、日常生活での簡単
な会話や挨拶などを学べるのは良いと思う。

30代 女性 宜野湾市 できれば話せるようになりたい。
30代 女性 うるま市 テレビやラジオで広めて欲しい
30代 女性 浦添市 テレビやラジオなど耳に入るようにしてほしい
30代 女性 那覇市 テレビやラジオを通して、日常生活に寄り添えるようなメディアからの発信
30代 女性 浦添市 ニュースの一部でも、しまくとぅばを使うコーナがあれば良いと思います。
30代 女性 那覇市 もっと増やしてほしい

30代 女性 石垣市 挨拶程度などは知っておくと、地元を離れた時に県外の人に教えてあげられる。若い人達も少し
のしまくとぅばは知っておいたほ方がいい。

30代 女性 豊見城市
悪口でない上品なステキな言葉を是非授業内で！学校の国語の先生がおくゆかしい御方で
あってほしいのですが、義務教育の一貫でならしまくとぅばを普及しても不快感ないですし、むしろ
喜ばしく感じます。是非悪口以外の上品な知性のあるおくゆかしいうちなーぐちができる

30代 女性 沖縄市
英語などの異言語を学ぶことと同じようにいくらしまくとぅばの講座を開放したり本などを作成しても
毎日聞いて使う機会がなければ決して普及しないと思う。ローカルテレビもラジオも全て標準語、
しまくとぅばを話せる人たちも子供達には標準語でしか話さない。

30代 女性 中城村 沖縄のことばとしてのこしていたい。何かの行事ごとに参加した時、おもしろい楽しいと思えたらい
いと思うので、保育園から活動にいれる

30代 女性 沖縄市 沖縄の文化で誇りと思うので、しまくとぅばの普及推進は、とても良いと思います。
30代 女性 糸満市 沖縄県民にとって、なくてはならないものである。
30代 女性 那覇市 学校で取り入れてもいいと思う。少しづつでも使えたらいいなと思います。
30代 女性 那覇市 学校や地域が力を入れて日常的に推めていくようなとりくみがよいと思う
30代 女性 那覇市 観光が多い県なので地元の人が話せたらおもしろいのではないか
30代 女性 うるま市 興味はあるので勉強したい

30代 女性 那覇市 県外から移住していますが、しまくとぅばをもっと知り使っていけるように、お年寄りの話が分かるよう
にしていきたいと思っています。

30代 女性 那覇市
現在99才のおばーが、ほぼしまくとぅばで話をするが、ほぼわかりません。私もおばーが言っている
事すべて理解できるようなりたいし、話せたらいいかな、かっこいいかなと思いますが、ムリだと思い
ます。やはり、小さいころから言葉の覚え始めと同時にじゃないと話せない

30代 女性 西原町 現代の子供たちに大人に対する方言の言葉遣いを教えてほしい。

30代 女性 南風原町 国語の授業の中にしまくとぅばを組み入れたらいいと思う。授業をけずると支障をきたすと思うの
で、しまくとぅばは大事なので使える様になりたい。残して欲しい

30代 女性 読谷村 今まであまり考えた事がありませんでした。子供たちにも使ってもらいたいのでしまくとぅばに興味を
もち、子供たちにも伝えられたらと思います。

30代 女性 糸満市 子供はまず絵本から吸収するから絵本をつくって、読みきかせしていけばよいと思う

30代 女性 宜野湾市
私の実家では両親が子どものためにと家庭内での会話をしまくとぅばで行うようになりました。その
ため小学生である程度の言い回しや表現を理解していましたが、話す事はとても難しく恥じらい
もあったのを思い出します。

30代 女性 豊見城市
私自身が話そうとは思わないが、しまくとぅばを話せる人がいなくなってしまうと悲しい、さみしい様
な気がします。あまり必要性は感じないが、おばぁー達とのコミュニケーションをとる手段としてあいさ
つ位は出来ると良いと思います。

30代 女性 名護市 自分の親の世代でも使わないので難しい。祖父母との関わりをもつ機会が増えれば良いのでは。
30代 女性 那覇市 若い世代でも使えるようになって、次の世代につなげていけるようになるといいなと思った。

30代 女性 石垣市
主人が沖縄県外ということもあり、あまりしまくとぅばを家庭で使う事はありません。保育園で子供
たちが学んでくることが多く、教えてもらう事が多いです。しまくとぅばで子供たちに郷土愛など芽生
えてもらえればいいと思います。

30代 女性 名護市 小さいうちから親から子へ方言の単語でいいから教えたらいいと思う
30代 女性 那覇市 小学校や中学校等にもっと力を増やしいれて欲しい（ラジオ体操のうちなーぐちCDとか）

30代 女性 那覇市
親世代、周りで使う人がいないなど、しまくとぅばを何となく聞けても答えることが出来ない。小学
校のうちから行内放送で流すとか、ローカルCM、ローカルニュースでも、どんどんしまくとぅばをやって
ほしい。どこかに習いに行かなくても音楽のように自然に頭に入って口から出てくると思う

30代 女性 名護市 先生が使うと生徒たちも使うし、親も使うようになる。

30代 女性 沖縄市 祖母がきれいなしまくとぅばで話しているとうらやましい気持ちになりますが自分達世代は話す事が
できないので残念に思う

30代 女性 浦添市 大切だとは思うがテレビくらいしかしまくとぅばを聞くことができない
30代 女性 沖縄市 日常きれいな方言を使えたらいいなと思う
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30代 女性 豊見城市 年配の方々が話している方言、しまくとぅばを聞く事が少しでも出来る様に色々な所でおしえても
らいたいです。

30代 女性 那覇市 聞くことは何とか出来るが、話す事はまったく出来ない
30代 女性 宜野座村 勉強したい
30代 女性 名護市 保育園でウチナー口の絵本を読み聞かせてほしい。

30代 女性 石垣市
問22に上がっている色々な取り組みがある事を知らなかったから、宣伝不足もあるとは思う。昔に
比べて県外からの移住者が増えている分、じぃちゃん、ばぁちゃんの本物のしまくとぅばに触れる機
会が減っている気もするので、学校や地域で大先輩であるじぃちゃん、ばぁちゃんに教わる。

30代 女性 浦添市 幼児期に母国語として、同時習得をためす。
30代 女性 那覇市 良い活動だと思います。私も活用したいです。
30代 女性 名護市 話せる人がいたら、使って聞かせてほしい。
40代 男性 うるま市 CM、ラジオ、TVで取り上げる
40代 男性 浦添市 TV、お笑い芸人達にたのしく表現してもらって、ことばを覚えさせる
40代 男性 南城市 イベントへの参加など
40代 男性 豊見城市 おおいに推進してほしい

40代 男性 北谷町 おじいと話しする時に方言で言われる事があるけど、意味が分からない事がたくさんあるから少しで
も話せたほうがいいのかと思う。

40代 男性 名護市 おばぁちゃんと話をする機会を増やす。
40代 男性 うるま市 お笑いを通して島くとぅばを知れたらいいと思った
40代 男性 豊見城市 がんばってください。おつかれさま。
40代 男性 那覇市 きれいな言葉など使ってほしい
40代 男性 那覇市 キレイな方言をあまり聞かない。普及するのであれば、キレイな言葉で。

40代 男性 石垣市 しまくとぅばは分かる方々がどんどん話してもらって、周りが聞く機会が増えることで理解できるように
なると思います。

40代 男性 読谷村 しまくとぅばや、沖縄の伝統行事を大切にし、残してほしい
40代 男性 那覇市 しまくとぅばを普及する活動をもっと増やしてほしい
40代 男性 那覇市 ぜひ力を入れて取り組んでほしい
40代 男性 宜野湾市 ていねいな言葉を使うように教えてくれたらいいと思います。
40代 男性 うるま市 テレビをやってほしい
40代 男性 浦添市 ペラペラと使えるようになりたい。

40代 男性 浦添市 もっと使いたい、伝えたい気持ちはある。自分のアイデンティティーは日本人でもあるが、ウチナーン
チュだから

40代 男性 うるま市 ユーチューブにて沖縄方言の番組を作って普及した方がいいと思う
40代 男性 沖縄市 ローカルTVでしまくとぅばのみの番組があっても良いと思う
40代 男性 那覇市 飲食店で働いているので、少しは話せるようになりたい。
40代 男性 浦添市 飲食店のメニューをしまくとぅばなど良いと思いました
40代 男性 石垣市 応援したいと思っています。
40代 男性 うるま市 沖縄に生まれているので、島くとぅばをつかえた方がいいと思う。
40代 男性 浦添市 沖縄の大切な文化として、後世に残してほしいと思う。
40代 男性 沖縄市 沖縄の伝統のある語言ですので普及活動をきたいしております

40代 男性 那覇市 沖縄の方言なくしたくない。文化として必要。学校等で子供の時に教えた方がいい。大人になっ
てからは教えるのはむずかしい

40代 男性 宜野湾市 沖縄の離島のしまくとぅばも含めぜひ普及推進をしてほしい！

40代 男性 那覇市 家族がそろう時間帯にＣＭやＴＶなどで放送して、目にする回数を増やしていくといいと思いま
す。

40代 男性 北中城村 各家庭で使うことはムリだと思う。公民館、部活（学校）地域のコミュニティセンター、民間団体
などに、生かす目的を定期的にとり入れ遊びの中、競技の中で親めたらと思う。

40代 男性 糸満市 頑張って下さい。
40代 男性 うるま市 教育の一環として授業で取り扱って欲しい
40代 男性 宮古島 県外からの移住者達にも積極的に方言に親しんでほしい
40代 男性 沖縄市 公の場と私的な場の使い分けが必要
40代 男性 宜野湾市 残していきたいですね
40代 男性 名護市 子供達には使ってほしい

40代 男性 沖縄市
自分は、亡くなった祖母が非常に丁寧に教えてくれた。目上に対する方言、友達や仲間との日
常方言、それを大事に継承していかないといけない。日頃方言やしまくとぅばを使っていた祖父母
が亡くなったら言葉も方言もなくなってしまう。だからもっとPRすべきです。

40代 男性 浦添市 自分はあまり必要ないが話せる人はいたほうがいい
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40代 男性 南風原町
自分達が使っているしまくとぅばは汚いことばづかいなので、子ども達に教える事は出来ないが、き
れいな言葉を子ども達には教えたいし自分も習いたいと思う。日常生活の中でいつでも耳にする
様になると慣れて来て話せる様になると思うのでそういう機会を増やしたらいいと思います。

40代 男性 宜野湾市 若い人達がつかえるようにする事は良い事だと思います。
40代 男性 名護市 親子の会話は方言を中心にすると良いと思う

40代 男性 那覇市 税金をたくさん使ってまで普及することに疑問を感じるあいさつ程度のしまくとぅばを覚えたからと
いって（使ったからといって）文化の継承にはならないと思う

40代 男性 うるま市 先生方に教えて欲しい
40代 男性 宜野湾市 大事
40代 男性 浦添市 大切な言葉としてのこした。日常的なあいさつだけでも残したい。
40代 男性 名護市 単語帳みたいなものを作って、学校で教えたらいいと思う

40代 男性 南風原町 地域に残っている言葉は大切なので(コミュニケーションがとれる)残して欲しいが話せる人が減っ
てきているので淋しい

40代 男性 浦添市 地域の行事に取り入れて、関心をもってもらうものを広げていく
40代 男性 中城村 年に1、2回「しまくとぅばをみんなで使おう」の日にする
40代 男性 うるま市 普及していくことは良いと思いますが授業科目にしてまではどうかと思う。

40代 男性 久米島町 普及推進をやっているのにほとんど知られていないのは残念。もっと県民に対してＰＲ活動を行
い、身近に感じてもらうようにすべき

40代 男性 糸満市 保育園や学童などとおじいちゃんおばあちゃんのふれあい・手遊び・会話・料理・食事　介護の手
が足りていないなら子供たちに相手うしてもらう勉強にもなる

40代 男性 那覇市 方言を使える人が本当に減っているので残して欲しい
40代 男性 沖縄市 亡くなると寂しいので頑張っていただきたい

40代 男性 名護市 有名なタレントを使ってインパクトのあるテレビ番組やCMなどをしたら良いと思う。その場合、若い
層にうけるようにカッコイイ、面白いイメージをもってもらうような内容にしたら良いと思う。

40代 男性 沖縄市 話さなくなるとさびしいと思うので少しでも話せる程度はできるよう残していった方がいいと思う
40代 女性 うるま市 CM、ラジオ、TVで取り上げる

40代 女性 那覇市 あまり使われていないので、年寄りが子供達に標準語で話したりしているので、しまくとぅばを子供
達にもある程度はなせるように」なってほしいと思います。

40代 女性 うるま市 お笑いで楽しくすると自然に覚えられるかも
40代 女性 北中城村 お笑い芸人を利用する

40代 女性 大宜味村 お年寄りとの関わりをもったりするのが一番だと思います。絵本なども（沖縄）読むのは小さな子
供達にも伝えられるのでは？保育園などにそういう方々が回ってくるのもいいと思います。

40代 女性 沖縄市 きれいなしまくとぅばが県民に広がればいいと思う。30代40代が使う方言は丁寧に聞こえない。
敬い言葉等地域ごとに違うと思うが地域の丁寧はしまくとぅばを普及推進してほしい。

40代 女性 那覇市 こども園では教えてくれている。発表会でも方言でオペレッタをしていた。今、子育て世代が方言
が分からないのでその世代に教えたほうが良いと思います。

40代 女性 南城市 しまくとぅばが全くなくなるのは淋しいですが、実際、私自身がしゃべれないのでそこまで必要として
いません。日常のあいさつ程度は子供達に教えて頂きたいです。

40代 女性 嘉手納町 しまくとぅばが理解できなければ伝統文化である民謡や舞踊も難しいのではと思う

40代 女性 宮古島 しまくとぅばは、そこで生まれて育った者にとって大きな力となる大切な文化だと思います。大事に
していきたいですね。

40代 女性 豊見城市 しまくとぅばは沖縄の財産だと思うので普及はしてほしいと思います。無くしたくないのでどうすれば
しまくとぅばが自然に浸透していくのかが課題だと思います。

40代 女性 沖縄市
しまくとぅばは私たちでもあまり知らない言葉が多く今の子供に言っても知らないことが多いので教
える場があってもいいと思う。年代がいくにつれ少なくなっていっているのでだんだんきえていきそうな
気もする

40代 女性 沖縄市 しまくとぅばを残すために様々な取り組みをしており、ありがたいと思います。今後とも親子で意識
して発言していきたい。

40代 女性 浦添市 しまくとぅばを聞くと亡くなったおばあを思い出し、なつかしくて涙したことがあります。大切にしたいこ
とばですね。

40代 女性 うるま市 スピーチコンテストやラジオ、テレビのPR
40代 女性 沖縄市 ぜひ学校で教えてほしい
40代 女性 宮古島 その地域で違うので、学校でその地区の地域を大切にする教育がとても大切であると思います。

40代 女性 宜野座村
その地域の独特な言葉があり、仕事柄、日常的に聞いているので感心あります。高齢者の方々
が若者に方言が使えないと言うは淋しい。もっと普及など講座等あれば参加してみたいと思いま
す。

40代 女性 うるま市 テレビやラジオで勉強出来たらいいと思った
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40代 女性 浦添市 なくなりつつあるしまくとぅばを広げていく事は大変すばらしいと思います。老人ホームなどへ保育園
のあそびのいっかんとしておとずれるのも、いい案だと思います。

40代 女性 宮古島 まず方言札をやった日本政府に、アイヌと同等に保護活動をやれって言うべきだと思います。
40代 女性 うるま市 ローカルのテレビ番組でやると良いと思う。
40代 女性 那覇市 沖縄の後世の為にも残した方がよいと思う
40代 女性 豊見城市 沖縄の文化なのでぜひ伝えていってほしいです。
40代 女性 那覇市 皆がしゃべれる様になれば良い
40代 女性 北谷町 学校でも学べたら1番良いと思う

40代 女性 名護市 学校とか職場で教える。五十音のほかにも言葉遊び的に子供達に教えたら良いと思う。もっと条
例で決めてほしい。

40代 女性 糸満市 学習発表会等で各学年始めの言葉をしまくとぅばで皆で合わせて発表すると、観に来た方も、
発表している生徒も自然に触れ合う時間があるのかな？と思います。

40代 女性 那覇市 環境です。オジー、オバーいたらそれなりにわかる聞き取れる。こどもも使い方はわかるみたい。
40代 女性 那覇市 気軽に参加可能な高zがあるとよい

40代 女性 石垣市
言語は日常的に使用しないと覚えにくいと思うので、子供から大人まで積極的に日常的に使っ
ていけるようになったら良いと思う。自身は県外の出身だが「ことば」はその地域の文化なので大
切に残してほしい。

40代 女性 北谷町
今のお年寄りもしまくとぅばを話す事も少なくなってきている気がする。孫との会話がしまくとぅばを
使って話しても通じていなくて間に入って意味を伝えたりすることがあるので。学校のクラブなどであ
ると良いのではないでしょうか

40代 女性 那覇市 今回沖縄で取り組んでいる事を殆ど知らなかったので、恥ずかしくなりました。機会があれば参加
したいと思いますのでこれからもPR宜しくお願いします。

40代 女性 石垣市 三線を習ってみたいと思っても、しまくとぅばが分からないので諦めてしまいます。初心者向け（県
外から来た人向け）のイベント、講座などがあったら嬉しいです。

40代 女性 沖縄市 三味線教室などとコラボして教えると音楽と一緒なので覚えやすいのでは？

40代 女性 那覇市 残ってほしいけど日常生活で方言を残すというのはとても大変な事だと思います。年配の人は方
言でしゃべってほしい。

40代 女性 那覇市 子供がいますが、子供たちと一緒に私も学びたい。しまくとぅばに誇りを感じています。是非、学べ
る環境があれば学びたい。

40代 女性 南城市 子供達に教えていくことが大事だと思う。自分の子供の頃は方言禁止でした。

40代 女性 浦添市 私自身簡単な方言しかわからないので、うちなー芝居を見ても分からない事も多い。分かるよう
にようになると、沖縄の芝居等にも興味が沸くと思います。テロップを入れてほしい。

40代 女性 名護市 児童館などで月一回くらいで「しまくとぅばの日」を設けて親子で参加。共通語なし、条例等をつ
くって、言葉遊びをしたら楽しいと思う。歌なども交えて。

40代 女性 沖縄市
若い世代が知らないといずれしまくとぅばがなくなってしまうので、それは寂しいが沖縄は全国平均
より学力は低いので授業の中に組み込むことまではしなくていいと思うのでクラブ活動や地域の行
事でお年寄りと子供の交流の場を設けるなども良いと思います

40代 女性 うるま市 授業の一環で教える
40代 女性 沖縄市 生きた｢しまくとぅば｣にふれることが大切だと思う。年配の方と直接ふれる機会が必要では
40代 女性 名護市 昔の人が若い世代に伝えることが大事。
40代 女性 浦添市 全くなくなってしまうのはもったいないので、引き継いでいってほしいと思う

40代 女性 那覇市
早口のしまくとぅばはとても汚らしい。ゆっくりとていねいにしゃべるととても親しみがわく。特に大きな
声でわけのわからない言葉に聞こえる時はしまくとぅばはなくても良いと思うが、年配の方が心あた
たまる教え方で伝えるとよりいっそう子供達にも身近に感じると思いま

40代 女性 那覇市 大人が中心になって、子供たちに語り継がれるような習慣を意識する社会、取り組みが必要か
な

40代 女性 浦添市 大人になってからはムリ。幼児期から導入して下さい。
40代 女性 浦添市 大人も子どもも使えるようになると日常の会話が楽しくなると思います！
40代 女性 与那原町 単語が分からないと聞かれた積極的に教えるようにしています。日常はあまり使いませんが。
40代 女性 久米島町 単発でやっても身につかない
40代 女性 読谷村 地域や家族構成(身内の多さ)によって普及方法を変えるべき。
40代 女性 南風原町 地道に絶やすことなく使い続けたい。
40代 女性 うるま市 中々学ぶ機会が無いのでしまくとぅばに触れる機会が欲しい
40代 女性 那覇市 島くとぅばの読み聞かせ等が身近にあれば良いかと思います。
40代 女性 うるま市 年齢層が高いイメージなので子供たちが習っていいような環境づくりをしてほしい
40代 女性 南風原町 夫婦でもしまくとぅばを使っての会話らしい事もないので難しい

40代 女性 沖縄市 方言ことばをあそびの中で関心を持ってもらい、地域行事で発表する場を設けて、生活に活かせ
たらと思います。
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40代 女性 名護市 方言のスピーチ大会があった。続けてほしい。学校での機会を増やしてほしい。

40代 女性 宜野湾市
方言の単語帳。小学校入学時、進級時の時にあったら少しは子供も親も手にするんじゃないか
と。しまくとぅばは環状があるので道徳の授業として時間をあててみるのもカリキュラムの一環として
はどうでしょう。

40代 女性 那覇市
方言の必要性がわからいので、なぜ必要と思わないのか？という問にもしっかり答えることができず
｢大切｣と思っている方の話をきいてみたいです。下品なイメージでしかないからか、なんとなく聞き
とったりできるが、おじいちゃんおばあちゃんと暮らしていなかったので、両

40代 女性 与那国町 無くしてはいけないものだと思う。自分自身が知らない言葉も沢山あるので、学校やその他イベン
ト等で子供が知る機会が増えたらいいなと思います。

40代 女性 うるま市 無くてはならないと思うが、使っていないのが現実。習得するのが難しいので、しまくとぅばだけを
使った番組をするといいのかなと思う。

40代 女性 豊見城市 琉球独特の言葉なのでぜひ語りつがれる様普及してもらいたい。方言を大事にしてほしい。
40代 女性 うるま市 綺麗なしまくとぅば話せるといい
50代 男性 うるま市 CMやテレビで扱う
50代 男性 沖縄市 いいしまくとぅばをはなせるようになりたいまた子供たちも話せるようになってほしい
50代 男性 うるま市 おじいおばあから習った方がいいと思う
50代 男性 西原町 きれいな方言を習いたいです。是非イベントして下さい。
50代 男性 嘉手納町 この先消滅しないか心配

50代 男性 北谷町 この年になってから習えるものでもないと思う。子供の時から教えないと難しくて使えないと思う。
自分がうまく島くとぅばを使えないから。

50代 男性 読谷村 しまくとぅばがのかるたがあって子供達が覚えやすいと聞いた。
50代 男性 浦添市 しまくとぅばに限らず方言は無形文化財なので、行政が保護、推進すべき
50代 男性 那覇市 しまくとぅばは沖縄の宝です。ひとりひとりが意識して独り言でも使って欲しい
50代 男性 那覇市 しまくとぅばは残すべきだと思う。

50代 男性 名護市 しまくとぅばも一つの言葉の技術ととらえて、次世代に残していってほしい。民具の作り方を継承す
るのと同じように。

50代 男性 那覇市 テレビ、ラジオ、インターネットでいつでも聞ける環境づくり。高齢者とのふれあい
50代 男性 うるま市 テレビやCMで広めて欲しい
50代 男性 北中城村 テレビやラジオからしまくとぅばの放送をしたほうがいいと思います。
50代 男性 読谷村 テレビやラジオで教える方がよい
50代 男性 読谷村 テレビやラジオで教える方がよい講座をする（ＮＨＫ番組のように）
50代 男性 名護市 ビギンにしまくとぅば広告塔になってもらったら良いと思う
50代 男性 那覇市 みんなが使い続けることが大切
50代 男性 浦添市 もう年りょいも少なくなってきているし普段の生活ではしまくとぅばがなくとも生活できる
50代 男性 南風原町 もっとテレビでしまくとぅばをを使うようにすると良いと思う
50代 男性 那覇市 もっと身近に参加出来る様になれば良いと思う。
50代 男性 浦添市 もっと普及させてほしい

50代 男性 那覇市
沖縄のテレビ局、ラジオ局のアナウンサーはしまくとぅばを話せるようにしてほしい。パーソナリティーも
しまくとぅばを話せるように努力するべきだと思う。私は子供が二人いるが、しまくとぅばも使って育て
ればよかったと後悔しています。

50代 男性 沖縄市 沖縄は地域ごとで方言が変る為、県が推進するしまくとぅばがどこの方言なのか同じ沖縄でもわか
らない事もある。出来れば自分の生まれ育った地域の言葉も後世に残してほしい。

50代 男性 那覇市 家族で使うほうがいいと思います。

50代 男性 糸満市
介護職について保育園・学童はきてくれるお遊戯などふれあい。中高は職場体験。小学校の参
加がないことがもったいない。お年寄りとふれあえば自然としまくとぅばも身につくと思う。年に数回で
はなく月１のペースで！！お年寄りの元気の活力にもなると思う

50代 男性 沖縄市 外国語と同じで、頭ではなく体で覚える言葉と思うので、話す相手がいなければ、普及はしない
と思う

50代 男性 那覇市 核家族化で、なかなか方言に接する場面（日常）がないのでむずかしいと思うが学校等で指
導していくのもよいかと思う

50代 男性 与那原町 簡単なしまくとぅばはある程度の方が聞いたり話しをできればいいと思う
50代 男性 与那原町 県、市町村がしまくとぅばに力を入れて取り組んでほしい

50代 男性 那覇市 現時点では官公庁などで積極的に使う。将来的には学校現場に導入して、使える子供たちを
育てていく。文化として残してもらえると良いと思う。

50代 男性 うるま市 五歳の時に沖縄に移住したがアルゼンチンでも祖父母が使用していたため、ある程度話せるので
良かった

50代 男性 宜野湾市 後世にぜひ繋げていきたいと思う
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50代 男性 那覇市 公的に使うキレイな島くとぅばだけでなく、方言マンチャーでも良いので、日頃から使える様な場所
が必要

50代 男性 中城村 公民館、自治会館を利用して、地元の広報活動を広げて、日常の方言ことばをたのしむ。
50代 男性 うるま市 公民館で教えて欲しい

50代 男性 うるま市 高速、観光バスの車内で標準語での案内放送と併せてしまくとぅばを流せば観光客の耳に残り
流行するかもしれない

50代 男性 那覇市 今の時代、小学校から英語をやっている事で、しままくとぅばも学校でやっていけば普及推進につ
ながると思います。聞くことは出来るが、話すことは難しい。

50代 男性 名護市 残してほしい。講座を幼稚園とかお芝居で使ってほしい。
50代 男性 中城村 子ども達に関心をもってもらいたい。TV、地域のコミュニティ利用し、興味をもってもらいたい。
50代 男性 糸満市 自分がスピーチにでたい若い人がどれぐらいわかるか聞いてみたい
50代 男性 宮古島 若者が方言を使わない限り、方言は必ず絶滅する。
50代 男性 浦添市 将来、消滅するのではと思う

50代 男性 北谷町

職場のおじーおばーたちと方言で話しする事が多く、たまに分からない部分があるので今からでも
習いたいと思う。イベントも大事。島くとぅば講座とかを無料で役所とかでやってみてはどうですか？
最近無料の講座が三味線とか手話とかいろいろあるようなのでぜひ島くとぅば最も講座をしてほし
い。

50代 男性 那覇市 親がしゃべれないので

50代 男性 名護市 接客業なので観光客によく使う。良い言葉、楽しい言葉を使うようにして場を盛り上げている。
笑いが生まれて、よいコミュニケーションがとれるので、しまくとぅばは素晴らしいと思う。

50代 男性 本部町 地域によって微妙に違ってくるので、共通語みたいな普及は難しいと思う。
50代 男性 今帰仁村 地域のコミュニティでもっと普及活動を行っていくと良いと思います
50代 男性 南風原町 地域のしまくとぅばは大切な文化なので、是非継承してほしい。
50代 男性 浦添市 日常のあいさつ短い方言あいさつだけでも身につけてほしい
50代 男性 うるま市 日常生活の中で使うことが一番
50代 男性 那覇市 普及推進に関して精力的に取り組みを期待します。

50代 男性 南城市
文化を絶やすのは避けたいた、授業に入れるまでして強制的にするのもよくないと思う（道徳の
時間程度）。しまくとぅばを継承するという義務感より「しまくとぅば」を使ったあそびゲームなどをとお
して親しみやすくするのも一つの手ではないでしょうか。

50代 男性 那覇市 文芸を理解するうえで必要。漢文の学習機会を増やして中山世譜や球陽を原文で読める人
が増えるといいと思います。

50代 男性 石垣市 方言はあったほうが良いと思います。普及推進頑張って下さい。
50代 男性 那覇市 方言は教えてもらわなかったが大切だと思う
50代 男性 西原町 方言は難しい。地域によって違うから。
50代 男性 石垣市 方言をもっと使っていいと思う
50代 男性 西原町 問6でやわらかいとの質問ですが、目上のひと、友人、年下、との3つのことばがあると思います。
50代 男性 久米島町 離島等でもしまくとぅばのイベント等を積極的にやってほしい
50代 男性 浦添市 老人たちと交流。あいさつ、伝統行事などはできてほしい。正しいしまくとぅばは必要。
50代 女性 宜野湾市 60代以上の方がよく使うので若者にどんどん伝えてほしい
50代 女性 うるま市 ウチナーグチは非常に大事だと思う
50代 女性 うるま市 うちなー言葉は忘れていけないので集会場などで広めて欲しい
50代 女性 石垣市 おじいちゃん、おばあちゃんの触れ合いを増やすと良いかも
50代 女性 那覇市 こどもたちにもていねいな島くとぅばならひろめてよいと思う

50代 女性 南風原町
しまくとぅば(方言)を、丁寧で綺麗に話せるようになりたいと思いますが難しいです。お年寄と上手
に話せたら良いのですが、聞く事はできても上手に話す事はできません。母の方言は綺麗ではな
いので(少し乱暴)人前で話しかけられると嫌な感じがします。

50代 女性 豊見城市 しまくとぅばが広がる事は良い事だと思うので広がる事に感謝します(使う機会が広がるといいです
ね)

50代 女性 那覇市 しまくとぅばが身近にある家庭環境が重要。2世代、3世代同居が広がれば自然にしまくとぅばが
話せるようになるのではないでしょうか。

50代 女性 読谷村
しまくとぅばと言っても今ちゃんと使えている方が少ないと思います。年配の方々も今の子供達に
言っても通用しないから自然に共通語になっていると聞きます。しまくとぅば＝方言ですが。。。現
代の方言は聞いててあまり良いように思えません。ちゃんとしたしまくとぅばが

50代 女性 石垣市 しまくとぅばはとても大事な文化だと思います。これからも普及推進に頑張って頂きたいと思いま
す。

50代 女性 うるま市 しまくとぅばをよく分かる人に講座してほしい
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50代 女性 浦添市 しまくとぅばを使える世代が少なくなっているので、これからはいろいろな取組を実施してぜひ次の
世代にも残していけるように県民全体が意識していってつなげてほしいと思います

50代 女性 浦添市
しまくとぅばを話せる人が沢山居るうちに、その方が子供たちとの接触の機会をつくる。老人ホーム
と保育園児との交流。（その時はしまくとぅばで話すように。）また、ラジオやテレビ等でしまくとぅば
が耳に入りやすい様にする。

50代 女性 豊見城市 すごく大切な働きだと思います。しまくとぅばには優しさと県民の誇りを感じます。
50代 女性 読谷村 テレビやラジオを通して教えてもらう正しい言葉の使い方とか・・・
50代 女性 浦添市 とてもいいことだと思います。聞いていてとてもいやされます

50代 女性 本部町 とても貴重な言葉だと思います。残してほしいと思っています。うちなーぐち。沖縄の言葉やいび
ん。ゆたさるぐとぅうにげーさびら。

50代 女性 名護市 なかなか難しいと思う。普段生活の中で使ってこそ微妙な感情表現があるから。でも、単語として
教えていくのは必要だと思う。そこから会話に発展することもあると思う。

50代 女性 宜野湾市 なくなってほしくないですが、日常的につかわないと伝えるのは難しいなと思います。
50代 女性 嘉手納町 マスコミを通して広めてください

50代 女性 宜野湾市
ラジオで方言の番組（民謡でちゅーうがなびら、方言ニュース）をよくきく。方言はのこすべきなの
で、ラジオ、テレビを活用して方言こうざをするといい。みている子供も興味をもち、親にきいたりす
るのでおぼえていきやすい

50代 女性 沖縄市 一度講座に参加しましたが行使の方の一方的な話が多く話し方の練習等を期待していたので
後半は参加しなかった。ソクラテス方式の講座が良かったと思ったものです。

50代 女性 竹富町
英語が苦手な様に、新しい言語を取り入れるとなるとかなり大変。昔の人が標準語のように使っ
ていた時代とは違うので、普及はかなり難しそうですね。母たちが話しているを聞くのはとても楽し
いです。無くならないように頑張ってほしいです。

50代 女性 名護市 英語の聞き取りテープのようなものが有ればいい。

50代 女性 浦添市
沖縄のしまくとぅばは残してほしいと思います。私自身も、あまりつかえないので、県で今日一日は
しまくとぅばの日を、大々的にTV、ラジオで、まるごと、しまくとぅばという日を、できるていどで流して
ほしいです。

50代 女性 南風原町 沖縄県民にとってしまくとぅばは、とても身近なものであり今後も普及、残してほしい、継承していく
ものと考えています。

50代 女性 豊見城市
沖縄芝居にはたくさんの名作があります。それを標準語にして聞かせても味わいがなく、ピンとこな
い（韻をふんだりリズムというか）ので是非、子供達に少しづつでも教えてあげて一緒に沖縄芝
居を見てみたいです

50代 女性 うるま市 学校で授業で教えたら覚えると思う
50代 女性 うるま市 講座をしてほしい

50代 女性 浦添市 今現在、沖縄県では色々な形で取り組んでいますがなかなか浸透する事ができず、自分たちも
このままではなくなってしまうと危機感を感じています。

50代 女性 宮古島 仕事の面で上手く使いこなせると良いと思います。
50代 女性 与那原町 子供たちが忘れてしまっては困る。沖縄の文化を忘れずにいてほしいから残してほしい
50代 女性 読谷村 子供たちにも使ってもらいたい
50代 女性 那覇市 子供達にも伝えるためには、学校教育にも積極的に取り入れる事が一番だと思う。

50代 女性 沖縄市 死後にならない様、後世に残したい。ユーチューブ等を利用して若い世代にも「話せるようになり
たい」と思わせる様なおもしろいコンテンツを作っていけないだろうか

50代 女性 うるま市
私の母が幼いことには方言が禁止されていた時代があったそうですが、もし禁止されていなければ
日常的に話していたかもしれません。これからしまくとぅばを継承していくことで子供たちにもっと沖
縄愛を感じてくれると思います。

50代 女性 南城市 私の母は91才で認知症があります。会話は全部方言です。私がしまくとぅばで話しするといつも
笑顔で大笑いしています。しまくとぅばは普及してほしいと思っています。

50代 女性 石垣市
私は石垣島で育ったけれど、両親は那覇の言葉を使う。なので自分にとって思い入れのあるのは
那覇の方なんです。”ねーらん””けーらん”とか、今覚えているところですよ。次の世代にも伝えられ
たら良いですね。

50代 女性 石垣市 私自身、喋れないし、聞き取れない事が多いけど、無くなってしまうのは嫌だなと思います。
50代 女性 那覇市 自分が使えないので何とも思わない
50代 女性 那覇市 自分もまずは簡単なしまくとぅばから使える様に毎日使っていきたい。

50代 女性 那覇市 自分自身も上手な使い方が出来ていないので、自信をもって話す事は無理。仕事で、方言に
接する機会があり徐々におぼえた感じでしかない

50代 女性 南城市 授業の中で、お年寄りをまねて話しを聞く
50代 女性 国頭村 商品名（ビラー　チリビラ）など書いてあったら覚えやすいかも。

50代 女性 嘉手納町 将来ウチナーグチもなくなるのはと心配しています。今のうちに普及推進して未来までつなげてほ
しい
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50代 女性 糸満市 親が方言が使えない世代になっていますので子供のころから身近で使う方がいれば自然に覚え
ていくと覆うので学校では活動に取り込んでほしい

50代 女性 那覇市 身近でしまくとぅばの普及活動を感じたのでもっと県民への周知に力を入れてもいいと思う。学校
など子どもの頃から教えていったら祖父母などとの会話も増え、教育にもいいと思う

50代 女性 宜野湾市 身近に使う人がいることが一番いい。最近テレビでも方言が流れるのでいいと思う。
50代 女性 西原町 身近に方言を使う人がいない。イベントがあれば参加したい。

50代 女性 浦添市 祖父母やオジーオバーが近くにいたから方言はよく聞いて使っていた。もっと普及に努めるべきで
す。

50代 女性 那覇市 総合学習（国語等以外）の中で地道に教えていくことが必要かと思います。

50代 女性 北谷町
大人になって習いたいと思っても遅いと思う。子供の時から身近で聞き習いしないと英語同様難
しいと思う。最近、保育園とお年寄りのデイサービスがとなり同志でお互いに訪問したりしたりして
お互いに習える部分があっていいと思う。

50代 女性 名護市 地域のお年寄りと交流を増やす。

50代 女性 八重瀬町 伝統芸能を小さい頃よリ見聞したり、学校地域での世代別かかわりがあると浸透しやすいのか
と。

50代 女性 読谷村
島くとぅばを使う人がどんどん減っていてとても淋しく感じています。ときどき病院の待合室で年配の
方が使っているのを聞くと涙が出そうなくらいなつかしいです。周りであたりまえに島くとぅばを使って
いる沖縄県になってほしいです。島くとぅばが消える事は大切な沖縄の

50代 女性 宮古島
普段からしまくとぅばを話すお年寄りがいなくなると、アクセントが正確ではなくなるような気がしま
す。地域の独特な言葉は文面で勉強して覚えたとしても、変なしまくとぅばにならないよう注意が
必要だと思っています。いつの時代でも残ってほしいと願っています。絶対に

50代 女性 那覇市 普段から大人が会話に含めると良いかと思います。

50代 女性 浦添市 保育園、学校など小さい子供のうちにしまくとぅばをおぼえることがいいと思うので先生方が授業で
話したり子供たちは学校にいる時間が長いのでいいかと思う。

50代 女性 糸満市 母親へのデイケアに行くようになって、さらに話せるようになった。子供たちも是非
50代 女性 浦添市 方言が無くならないよう、普及推進してほしい。

50代 女性 豊見城市 未来の沖縄の子達が、沖縄の文化を継承できる様、推進活動を望みます。とても意味深いの
で。

50代 - 本部町 ぜひ残してほしいです
60代 男性 糸満市 「しまくとぅば」という語感がいまいちに感じる。もっとわかりやすい言葉がいい。

60代 男性 浦添市 １、沖縄芝居を放映する（TV、ラジオ）　２、沖縄カルタ（全言葉がしまくとぅばのカルタ）を
つくる。　上記の１、２のようなことをやってはどうか。

60代 男性 浦添市 SANちゃんうちなークイズみたいなのを増やす。テレビラジオを通して普及推進するのがよい。
60代 男性 浦添市 TV、ラジオで広報活動取り入れて、意識的にもっと知りたいとなるようになれたらと思う。
60代 男性 うるま市 TVで放送
60代 男性 宜野湾市 あまり使えないが、残していきたい言葉。子供にもなるべく話せるようになってほしい。
60代 男性 浦添市 いつまでも残してほしいが、現在使える人が少なくなっているのではと思う
60代 男性 南風原町 イベントで教室などひらいて皆に関心をもってもらう

60代 男性 那覇市
しまくとぅばでしか、伝えられないことがあるので、なくならないようにしてほしい。しまくとぅばがなくな
ると、沖縄芝居がなくなるということである。沖縄しまくとぅばのテーマパーク案、全てしまくとぅばで話
します。入園料は無料ですが、園内で共通語を話すと、罰金10

60代 男性 宜野湾市 しまくとぅばは、家庭で使わないとおぼえない。おじーおばーとはなしする機会があればいい

60代 男性 石垣市 しまくとぅばは日常からたまに使うが、難しいのは丁寧語であります。丁寧語が使えれば素晴らし
いと思います。

60代 男性 石垣市 しまくとぅばをなるべく使えるようにしたいと思います。
60代 男性 宮古島 スカイプ
60代 男性 那覇市 ぜひ学校で教えて下さい
60代 男性 糸満市 デイケアとかに子供たちを呼んで会話させたらいいと思う
60代 男性 那覇市 テレビ、ラジオ等のしまくとぅばの放送時間をもっと長くし毎日流す。
60代 男性 名護市 テレビやラジオでPRしたらいい
60代 男性 南城市 なくしてはいけない。大人の努力が必要

60代 男性 うるま市 メディアの地方局枠で楽しく学べる方言番組を放送して若い人たちへの興味付けをしたらよいの
では

60代 男性 うるま市 ラジオ、TVで流す

60代 男性 那覇市 育った環境が違うのでその差はあると思う。親が全く使わない家庭であれば、そこからは何も出て
こないと思います。

60代 男性 うるま市 沖縄の三味線を普及させて民謡を歌わせると自然と身に付くと思う
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60代 男性 名護市 学校で教えてほしい
60代 男性 西原町 学校の授業にいれてほしい

60代 男性 那覇市
基準となる方言をある程度決めたほうがいいと思う。方言を広げてほしい。方言マンチャーをなく
して、基準を話した方がいいと思う。沖縄しばいの字幕を出したら今の子供達がみてくれると思
う。昔のしばいを特に丘の一本松を子供達にみてもらいたい。ラジオオキナワの方言

60代 男性 浦添市 気負わず意識し過ぎず普通に生活の中で使い教えてやればよいのでは？

60代 男性 豊見城市 県、市町村、学校、自治会等で参加しやすいイベントを年に2～3回開催して、しまくとぅばの大
事に継承する文化を作ってほしい。

60代 男性 沖縄市 県ではいろんな取り組みを行っているが多くの県民に情報が行きわたるような取り組みを望む
60代 男性 石垣市 県外者にも積極的にしまくとぅばを使うのがいいと思う

60代 男性 中城村
現在の各家庭での方言でのコミュニケーションが無理だと思う。自分が使っている方言は少し悪
いような気がするので学校、公共機関等でしまくとぅばを教えてほしい。小さい時からの教えが一
番だと思う。

60代 男性 中城村 公的な場所で方言、芝居、方言単語あそびの中にいれて興味をもってもらう。

60代 男性 久米島町 使える人が少なくなってきているため、意識して使う事がなくなっている。推進するならもっと日常
生活で意識する様ＰＲした方がいい。

60代 男性 うるま市 子供の時に道徳の授業に加えて欲しい
60代 男性 うるま市 次世代につなげた方がいいと思う
60代 男性 浦添市 自分がつかいたいときにしまくとぅば使えるようになったらよいと思います
60代 男性 うるま市 出身は宮古島で常に故郷の訛りは消えずほとんど方言でしゃべっています。安心する

60代 男性 豊見城市
徐々にしまくとぅばが話せなくなっている世代が多い。きたないしまくとぅばが若い世代では多く使わ
れている様に思う。都会化(那覇市など)している所は特にしまくとぅばがなくなりつつあるように思
われる。話す機会も少なくなっている様に思う。

60代 男性 那覇市 小学校時代に学校で方言禁止があり、それ以降方言使用することは良くないことだと思って使
用していません。現在は方言を継承していくことは大切なことだと思います。

60代 男性 沖縄市 小学生が上手にしまくとぅばを話しているのを聞くとうらやましいです。感動です。これから少しずつ
話せる機会をつくってみたいです。

60代 男性 那覇市 常に積極的使用する以外なし。負けないようにしまくとぅばを使わないといけない

60代 男性 名護市 身近なところでちゃんとしたウチナー口を教える。沖縄生まれなので、やはりウチナー口を孫にも話
してもらいたい。

60代 男性 豊見城市 是非普及してほしい
60代 男性 読谷村 正しいしまくとぅばで伝統文化（シーミー、ムーチー、その他）を後世までつなげていってほしい
60代 男性 那覇市 昔から沖縄方言というものがあるので、是非残してほしい

60代 男性 浦添市 昔は方言札があり方言を使わないようにだったがやっぱり方言しまくとぅばは必要だと思います。方
言札がなければもっとしゃべれたのに・・・

60代 男性 名護市 先生に使ってもらう
60代 男性 浦添市 大きく成長してからではなく、小さい時から、学校、行事で取り入れないと身につかない。

60代 男性 今帰仁村
単に地域との違いを際立つさせるために普及せしむるのか、常用言語として確立せしむるのかに
よって、話が違って来る。琉球語を音の美しさ、言葉としての魅力とは別に言語としてのボキャブラ
リーの少なさを残念に思う。科学、経済、政治等の用語は日本語より借用するのか

60代 男性 南風原町 地域によって違うので通じないことがあるが、毎日使うようにすると慣れてきて使えるようになる
60代 男性 那覇市 地方の言葉は大切にして下さい。全国で方言を使用禁止したのは沖縄だけ。地方ではない
60代 男性 北中城村 島ことば、子どものときからおしえないとみにつかない
60代 男性 うるま市 日常的な会話は必要だと思う

60代 男性 名護市 年寄りと子供たちが触れ合う機会をもつ。できるだけ方言を使うように。方言には敬語があるの
で、勉強下ほうが良い。死語にならないように教える必要がある。

60代 男性 浦添市
普段の会話には必要なく、でも沖縄方言の歴史としてのこすために色々な形、興味を持ってもら
う。学校、教育関係企業を利用して年間行事に取り入れ、「おもしろい」「楽しかった」となるとい
いかなぁ。

60代 男性 南城市 勉強会の様なイベントを聞く
60代 男性 沖縄市 保育園児の時からしまくとぅばを推進してほしい
60代 男性 那覇市 方言ニュース等、増やしてほしい。特に若い世代には発音を中心に教えてほしい。
60代 男性 宜野湾市 方言はとても大事なのでこれからも使っていきたいです。
60代 男性 那覇市 方言は大切にしてほしい。なくしてほしくない。

60代 男性 浦添市 離島生まれだから共通語の方が苦手である。特に孫と話す時に！自分の子供達は聞けるし、と
きどき話す事もある。
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60代 女性 北中城村
あいさつ程度できるといいなと思う。生活の会話となると使いずらいので残すための言葉として短い
方言、単語ごとであいさつ、聞いて理解でき、沖縄の歴史文化伝統行事のための方言を楽しめ
る。これからずっと生活に根付いてほしい。

60代 女性 那覇市 あってもなくてもいい
60代 女性 浦添市 あまり興味がない
60代 女性 那覇市 お年寄りが学校で教えると良いと思う。
60代 女性 宜野湾市 しまくとぅばがなくなる事は良くないと思う。若い子供達が、使えるようになるといいと言う。

60代 女性 那覇市 しまくとぅばが身近にある家庭環境が重要。2世代、3世代同居が広がれば自然にしまくとぅばが
話せるようになるのではないでしょうか。

60代 女性 沖縄市 しまくとぅばはなくてはいけないと思うが日常生活や職場ではあまり必要性を感じません
60代 女性 うるま市 しまくとぅばは愛着があり子供たちにも教えて欲しい

60代 女性 浦添市
しまくとぅばは沖縄の心であり、大切な財産だと思います。ですが、聞くことも話すこともほとんどあり
ません。もっと身近に感じるように、テレビのニュースや天気予報、コマーシャル、子供向けマンガ
等、耳に入るようにしてほしい。

60代 女性 糸満市 しまくとぅばは若い人達があまり知らない事は残念です。このままでは無くなってしまわないかと思い
ます。

60代 女性 豊見城市 しまことばはわからければいけない。しまことばは必要だと思う。ぜひ普及推進してほしい。
60代 女性 浦添市 たくさんの人と子どもたちが話せる場所があれば良いと思います
60代 女性 北中城村 テレビなどでもっと方言と使った番組があればいい
60代 女性 うるま市 テレビやラジオで流してほしい
60代 女性 読谷村 トゥシビーとかいろいろ地域の行事とか大切にしてほしい

60代 女性 豊見城市
なくしてはいけない大切なものだと思う。日常使いは、シマ言葉ではないので、忘れてしまうのか
も。保育園に行っている孫達の方が、保育園の日常で使っている様で、大切な沖縄の言葉だと
思う。

60代 女性 うるま市 マスコミで取り上げて欲しい

60代 女性 宜野湾市 以前にしまくとぅばのカルタを見たことがある。そういうので遊びながら取り入れると子供は覚えるか
も。小さい時におしえないと身につかない

60代 女性 宜野湾市
沖縄の「しまくとぅば」方言、時代とともに段々と使われなくなったと思う。しまくとぅばには暖かなひ
びき、思いやり、すべてのグレーズが含まれていて、人をほんのりさせる不思議な力があると私は思
います。だから世代が違っても受け継がれていけばいいなーと思います

60代 女性 うるま市 沖縄の素晴らしい文化なので若い世代の人たちに是非とも「しまくとぅば」を継承してほしい
60代 女性 那覇市 家庭内での会話も少なくなり方言までも話が届かない現状
60代 女性 沖縄市 会話の中で使えるようにして、しゃべっていきたい
60代 女性 那覇市 各離島の方言を大切にしたい
60代 女性 与那原町 学校でも教えたらよい
60代 女性 うるま市 学校で道徳の時間に教えて欲しい
60代 女性 浦添市 学校や自治会などでの講演会などを開催してほしいです！
60代 女性 名護市 教育の場で少しずつ取り入れてほしい
60代 女性 那覇市 県議会でもしまくとぅばでやるといいと思う。

60代 女性 宜野湾市
現在、日常生活であまり使われていない。しまくとぅば、沖縄に生まれて方言を言うものがだんだ
んとさびれていくのが寂しくもあり、かなしい。親しみをもっておじー、おばーの話声もあの暖かい言
葉は代々受け継がれていくべきだと思う。

60代 女性 名護市 現在は家庭でしまくとぅばを使う事はあまりなくなってきたので、学校で読み聞かせの時間を設け
て普及していったらよいと思う。

60代 女性 うるま市 広めて欲しい

60代 女性 沖縄市 最近しまくとぅばを使える若者があまりいない。へんな日本語よりしまくとぅばの方がおもしろみがあ
り、とても良いと思う。どんどんPRして、普及してほしい

60代 女性 那覇市 子供の頃から、簡単な｢しまくとぅば｣を使っていたら大人になったら自然に日常会話が習慣づい
て継承され大賛成です

60代 女性 沖縄市 市町村でも方言のお芝居等が観れるようになるといいと思う。
60代 女性 国頭村 私自身も勉強してみたいです。

60代 女性 豊見城市 私達の年代は学校でしまくとぅばイコール方言を使う事は禁止されていたのでしまくとぅばを使う事
に抵抗がありますが今は沖縄県民としてぜひ残してほしいと思います。

60代 女性 南城市
自分達が学生の頃は方言を使ってはいけないと、使ったら方言ふだというのがあったので両親や
兄弟等が使わないように気を付けていたのでしまくとぅばの重要性を学校で教えて学校で童話大
会みたいなコンテストを多くもとようにした方がよい

60代 女性 本部町 自分達の生まれた島の言葉は非常に大事だと思います。生まれたことへの誇り、文化、愛着、
親、兄弟、地域の人々に対する愛、それらをすべて包んで思い出させてくれる方言。
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60代 女性 南城市
主人が仕事で挨拶の時に島くとぅばを奨励されていて、話していたが、たどたどしくて苦笑いしてい
た。話すならきちんと話せるようにしてほしい。今度残していくべきしまくとぅばのの大事さを認めて
気軽に使えるようにできたらよいと思っています。

60代 女性 嘉手納町 親しみが合って懐かしくなる、子供の頃の事が蘇る、たまに聞くと面白い

60代 女性 沖縄市
親しみはあるが、生活には使うチャンスはなく、ちょっとしたかけ声で方言をたのしんでます。幼児
期から単語あそび、かるた、クイズあそび、文化、伝統の大切さ(本)などで取りくんでほしい。幼児
期が大事だと思う。

60代 女性 糸満市 正しいしまくとぅばは多いに普及したほうが良いと思います。若い人たちの方言はどうかと思う。
60代 女性 豊見城市 正しい方言を普及してほしい
60代 女性 うるま市 大事だと思うので、推進してほしい

60代 女性 沖縄市 大人も子どもも日常会話くらいは誰でも話せる社会に慣れたらいいと思います。自分の生まれた
住んでいるところに誇りが持てるようになるんじゃないかと思います

60代 女性 中城村 大切な言葉だと思う。方言の持つ魅力を生かすイベント取り組みをしてほしい。
60代 女性 石垣市 地域によって違うので一つにすればと思います。

60代 女性 読谷村
島くとぅばは大事だと思いますが、今、親世代の人がしまくとぅばを知らないので子供たちに普及す
るのはとてもむずかしいと思います。島くとぅばの物語本をＣＤ化して後世に残すことが大事だと思
います。

60代 女性 石垣市
島言葉は各島々でそれぞれ違うが、その雰囲気は質素で優しく温かさを感じます。各島々の方
言は継続して大切にしなくてはならないと思います。しかし、それを話す場は何々なく部分的な
単語しか話せない、大まかにしか理解できにくいという弱点があります。

60代 女性 那覇市 特別に普及する事がなくていいと思う。
60代 女性 うるま市 年配の方々と会話をする際に使わないといけないときに敬語などを習得したい

60代 女性 豊見城市 必要だと思います。先輩方も少なくなり、使う方も減っている。両親も亡くなり、話せる人も限ら
れてくる。しまくとぅばを使うことで気持ちが優しくなったりする

60代 女性 那覇市 普及とりいれてほしい

60代 女性 浦添市 普及継承の取り組みでこんなにも色々やってるという事、このアンケートで知り驚いています。
（検定とかとくに）できる限り参加してみたいと思う。

60代 女性 沖縄市 普及推進するには小学校で週一時間取り組むのがいいのでは。
60代 女性 読谷村 普及推進について県民大会とかＴＶでコマーシャル等としてほしい
60代 女性 浦添市 普通に会話するのは難しいと思う
60代 女性 名護市 文化として世代に伝える。

60代 女性 西原町 文語体にすると違うような言葉にかんじてしまうので、口語で普及するのが自然な様に聞こえると
思います。やはり芝居や寸劇、民謡のようなものが効果がありそうな気がします。

60代 女性 浦添市 聞くことはできるが、会話にならない。芝居放映を楽しいなぁ～と盛り込んでほしい。
60代 女性 名護市 保育園での方言を使った取り組みを推進してほしい。読み聞かせやカルタなど。
60代 女性 沖縄市 保育園と老人ホーム等が交流ももってしまくとぅばになれるのもいいかと思います。

60代 女性 南風原町
保育園学童児童館にて、気軽に参加できるシステムを作ってほしい。地域の方々も一緒に参
加できるようにしてください。教材題だけをだしたわかりやすい沖縄ぐちの講座をひらしてほしいで
す。沖縄出身のお笑い芸人そのほかの人材を活用してほしいです。

60代 女性 名護市 方言の歌で覚えたらいい。ラジオ体操（しまくとぅば）をもっと広めたらいい

60代 女性 中城村 夕方、ラジオのコーナーがあり、聞いてます。なかなか面白いです。「あっそうか」と聞いていますが、
使える場面はありません。10代のころに習得させつ方法を設ける事だと。

70歳以上 男性 浦添市 「しまくとぅばの日」を、テレビ、ラジオ、マスコミ利用して生かす。

70歳以上 男性 宜野湾市 50代、60代の人でもちゃんとしたしまくとぅばは使えない人が多いと思う。使わないければどんどん
すたれていくので講座とかで教えて島くとぅばを残してほしい。

70歳以上 男性 北中城村 あいさつ程度の会話がのこればと思う。老人との会話を増やす場所をもうけてもらう。

70歳以上 男性 宜野湾市 おじい、おばあと話せるとうになってほしいので子供達にもどんどん教えてほしい。せひ残していきた
い

70歳以上 男性 那覇市 がんばってください
70歳以上 男性 那覇市 きれいなしまくとぅばを普及させてほしい。

70歳以上 男性 宜野湾市
ことばは使わないとどんどん忘れていきます。私は県外ですが、しまくとぅばはとてもおもしろいと思い
ます。地方の言葉は大切にのこしてゆきたいです。しまくとぅばのドラマなどテレビで流すとしまくとぅ
ばの普及に弾みがつくと思います。
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70歳以上 男性 南城市 しまくとぅばに誇りをもってほしいし、日常会話の中でつかってほしい。しまくとぅばで話す事で自覚が
生まれると思う。

70歳以上 男性 沖縄市 しまくとぅばのテレビ番組（うちなーしばい）の放送を毎週行ってほしい。

70歳以上 男性 宜野湾市 しまくとぅばは地方によって違うから難しい。名護と那覇、糸満と離島とか違うのでどんな言葉を普
及していくのか知りたい。

70歳以上 男性 名護市 しまくとぅばを使える人は積極的に使えるようにしたら良いと思う。次世代がそれを聞くことが良い
事だと思う。

70歳以上 男性 浦添市 ぜひ普及推進していってほしい
70歳以上 男性 読谷村 テレビ、ラジオ放送で広める
70歳以上 男性 名護市 とにかく使う事。
70歳以上 男性 浦添市 はちきまさとさんと、うえはらなおひこのラジオを聴いている。そういう番組をふやしてほしい。
70歳以上 男性 那覇市 ラジオ上原道彦氏のおもしろいのでいろんな番組で使ったほうがいい
70歳以上 男性 本部町 意味が分からないので

70歳以上 男性 北谷町 沖縄に住んでいて沖縄方言が分からないというのは恥ずかしいと思う。せめて聞き取れるぐらいは
できてもいいかと思う。

70歳以上 男性 宜野湾市 沖縄の方言は独特なのでどんどん使ってこれからの子供に残してほしい
70歳以上 男性 那覇市 学校で教えてほしい
70歳以上 男性 糸満市 県外出身です。良い文化だと思います。
70歳以上 男性 西原町 現代の子供たちに民謡を方言で歌ってほしい。
70歳以上 男性 浦添市 公民館を利用して、地域行事にして参加、親しんでもらう目的を行事にいれる。

70歳以上 男性 沖縄市 今では40代の人もしまくとぅばがわからない人が居るからしまくとぅばの普及推進にみんなで参加し
てほしい」

70歳以上 男性 浦添市
今の一般家庭では、方言で会話のぞむのがおかしい。地域の行事等であそび、発表会、おゆう
ぎ会、結婚式他、いろいろな行事をたのしみ、これからもずーと残していければいいと思う。聞ける
ことも大事。一が大事。

70歳以上 男性 南風原町 時々教えるだけでは身につかない。普段からみな使うようにしないと残していけない
70歳以上 男性 読谷村 自分が生きている間に子やまごに教えたい
70歳以上 男性 宮古島 若い人達が方言を使わなくなっていくので、寂しい。
70歳以上 男性 八重瀬町 若者の方言が理解できない。丁寧な言葉を使えるようイベントなどを多く開設してほしいです。
70歳以上 男性 うるま市 授業に取り入れて欲しい
70歳以上 男性 浦添市 消滅しないか心配
70歳以上 男性 那覇市 昔のように話せる人が多いほうがいい

70歳以上 男性 うるま市 昔は学校で方言をしたら罰せられた事を思い出しました。現在では使う人が少なく次世代へと
繋げていこうという意見に大賛成です。家庭で祖父母から教えてもらうと覚えると思います。

70歳以上 男性 浦添市 孫たちにもできるだけ使っている
70歳以上 男性 読谷村 島くとぅばを守り伝えてほしい
70歳以上 男性 読谷村 島くとぅばを忘れないでほしい
70歳以上 男性 うるま市 島の言葉は大事だと思うので、次世代につなげて欲しい

70歳以上 男性 宜野湾市 日常で使うことがおぼえていくと思う。お年寄りがいなくなると本当のしまくとぅばは使わなくなるので
いまのうちに学校とかでおしえてほしい

70歳以上 男性 うるま市 日常生活の中で教えた方が分かりやすい
70歳以上 男性 糸満市 分かる人達が教えないといけないと思う

70歳以上 男性 名護市 分かる世代の人は近所の子供や孫に方言で喋ったらいいと思う。何の意味か聞かれたら教え
る。普及につながると思う。

70歳以上 男性 那覇市 聞くことを少々（自身）若い人も積極的に話したら素晴らしいと思います
70歳以上 男性 名護市 方言は難しい。

70歳以上 男性 浦添市 方言は味わいがあるので、色々な形で残してほしい。サークル活動（自治会）に楽しいあそびを
入れてみる。

70歳以上 男性 嘉手納町 方言は面白い、親しみがある。
70歳以上 男性 名護市 本の制作。図書館などを利用して方言の講座行えばいい。
70歳以上 男性 うるま市 無くしたらダメだと思うからぜひ、覚えて欲しい
70歳以上 男性 うるま市 友達同士でしまくとぅばを使うといいと思おう
70歳以上 男性 名護市 話すこと
70歳以上 男性 久米島町 話せる人が日ごろの生活の中で教えたらいいと思うが、そういう機会がなくなってきている
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70歳以上 女性 浦添市 RBCラジオのはちきまさおさんと女性アナウンサーのちゅくとばったくとうば・・しまくとぅばをきいている。
若い人にもきいて覚えてほしい。テレビでも放送してください。

70歳以上 女性 うるま市 TVで放送
70歳以上 女性 西原町 イベントがあれば孫と参加する。

70歳以上 女性 南城市 ウチナーグチは残した方がいいと思うが、自分自身使えないので会話にならない。日常生活で使
わないと継承は難しい気がする。

70歳以上 女性 浦添市 うちなーんちゅなので、しまくとぅばを使う事は当然であり、何の違和感もない。子や孫にも方言を
使っています。

70歳以上 女性 うるま市 サークルで教えてくれたら普及すると思う
70歳以上 女性 嘉手納町 しまくとぅばがなくならないようにする為には小学校しまくとぅばクラブなどを作ってほしいから。
70歳以上 女性 豊見城市 しまくとぅばが喋れる人がうらやましいのでどんどん普及してほしい。

70歳以上 女性 宜野湾市
しまくとぅばは、それぞれの地域で違うので、あーこの人はどこの人だなーとかわかって話しての楽し
い。市内でも大山は全然違う。「くる」という言葉は「くらん」というので意味を勘違いする時もあ
る。

70歳以上 女性 読谷村 しまくとぅばを聞くとほっとした気持ちになります。沖縄だと思います。いいなしまくとぅば子供たちに沖
縄の方言を大切にしてほしいなと思います

70歳以上 女性 那覇市 デイサービス等で島言葉で話したほうがいい。ボランティア等。
70歳以上 女性 うるま市 テレビ、ラジオで普及してほしい
70歳以上 女性 浦添市 はなせる人がいなくてさびしい。ウチナーホーゲンが消えてなくならないかしんぱい

70歳以上 女性 那覇市
ヒャーとかウリヒャーなどの悪い方言は絶対に使わないでほしい。又、子供達にも絶対に教えない
でいいたい。昔はヒャーとかウリヒャーとか使うとその言葉使いはなんなのかと親にしかられたもので
す。テレビ等でヒャーとかウリヒャーとか使うとチャンネルを変えます。

70歳以上 女性 沖縄市 まず挨拶から始めてほしい

70歳以上 女性 うるま市 沖縄には素晴らしいしまくとぅばがあるのに使うことが無くもったいない。このままでは無くなっていくこ
とが心配です。愛するこの沖縄の島言葉を残すために取り組んでほしい

70歳以上 女性 那覇市 沖縄の方言はぜひ言葉として残してほしい。沖縄人だからぜひ使いたい
70歳以上 女性 うるま市 会話ができるといいと思う

70歳以上 女性 宜野湾市
言葉は生活で使って覚え津ので、使わないと忘れてしまう。生活にとりいれるようにするといいと思
う。デイケアで保育園の子と遊ばせる。他府県ではお年寄りと子供の交流保育があってお互いに
いい効果がでているそうです。

70歳以上 女性 宮古島 高齢なので近くで（公民館等）方言大会とかしてほしい。

70歳以上 女性 名護市 今の子供たちが大人になって家庭を持った時、しまくとぅばを使う事はほぼないと思う。今では使っ
ている人はあまりいないから。「沖縄の言語」という形で学んでいけば良いと思う。

70歳以上 女性 那覇市
今後も「しまくとぅば普及推進」を積極的に持続して欲しい。家庭でも孫に方言のわらべ歌を教
え一緒に楽しんでいるので続けていきたい。正しい方言を伝えることが出来たら・・・と努めていこう
と思う。

70歳以上 女性 北谷町
最近の若い子は方言が分からないので話しの途中でいつも「今何て言ったの？」って聞かれるの
が多いから若い子と話しする時は方言を使わない様にしている。小学校。中学校などで取り組ん
でくれたらいいと思う。

70歳以上 女性 宜野湾市
子供や孫としまくとぅばで会話が出来ると楽しいと思うのでしまくとぅばの普及にがんばってほしいと
思います。少子化で若い人が少なくなっているので島くとぅばをを少しでも多く使うようにしていきた
いと思います。

70歳以上 女性 石垣市 子供達には教えていってほしい。
70歳以上 女性 那覇市 私の経験ですが小学校で年に1～2回方言の入った絵本や本を子供達に読んでいます。

70歳以上 女性 宜野湾市 私は奄美大島喜界島出身なので、息子相手に喜界島のしまくとぅばはを使います。自分の島の
言葉を話せるのはともていいことです。

70歳以上 女性 うるま市 次世代に広めて欲しい

70歳以上 女性 浦添市 自分の子供たちはある程度方言はわかります。自分が普段から使うから。でも孫たち（小学生
～高校3年）はあまりわからない。悪い方言はどういうわけかよくわかる。

70歳以上 女性 南風原町
若い人たちは方言をきく機会がないから、話せなくなっているので話せる人たちともっと交流をもつ
と関心もでてきて話せるようになると思う。年よりもわからないからと共通語で話すと思うが、共通
語は使わず方言だけを使うといい

70歳以上 女性 糸満市 若い人も使ったほうが良い

70歳以上 女性 読谷村 周りに｢しまくとぅば｣を使う人がいなくなってさびしい。｢しまくとぅば｣は沖縄の心が伝わる言葉で
す。

70歳以上 女性 沖縄市 小学校の授業に入れてほしい。学校でイベント等大会やテスト等を設置してほしい。地域の老
人を呼び「しまくとぅば」の授業を行うとなど。しまくとぅばを失ってほしくない為。

70歳以上 女性 那覇市 消えてほしくないと思います。後世にも伝えるべき
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70歳以上 女性 名護市
親が知らないから子供はもちろん知らない。子供が小さい時からおじぃおばぁは方言を使ったらい
い。孫には方言は通じないから標準語を使ってしまうが、自然に方言を交えた言葉を使ってコミュ
ニケーションをとれば良いのではないかと思う。

70歳以上 女性 沖縄市 親しみのあるしまくとぅばは、なくしてはいけません。頑張ってください。
70歳以上 女性 名護市 数を数えるとき方言で。琉歌等、作る取り組み。弁論大会などの開催。
70歳以上 女性 那覇市 昔は方言を使ったらダメだったので今、普及していないと思う。あいさつぐらいは普及してほしい。

70歳以上 女性 読谷村 積極的に学校等で教えない限りどんどんすたれていくと思う。きれいなうちなーぐちを教えてほし
い。聞いて子供達が使いたいと思うような。

70歳以上 女性 那覇市 地域でも積極的に話すことが大事
70歳以上 女性 宮古島 地域で作った方言ハンドブックを使用している。

70歳以上 女性 南風原町 地方の言葉を大切になくさないようにしないといけない。英語教育よりもしまくとぅば教育が大事。
自分の住んでいるところの文化を知ってこそ、世界で目を向けたほうがいい。

70歳以上 女性 糸満市 喋れたら良いなとは思う

70歳以上 女性 宜野湾市
島くとぅばでのあいさつ、おもいやりの表現等は素晴らしいので、広く知らせる必要があるのではと
思います。例、肝美らさ、肝がなさ、肝ぐりさ、肝ふがん、肝ふじゅん、肝って考えり、肝ぬよしあ
し、肝どんどんん、肝ん広々と、他肝に関する表現だけでも多数あります。

70歳以上 女性 宜野湾市 島くとぅばは沖縄の独自の文化でうまれたのでぜひ残してほしい。

70歳以上 女性 宜野湾市 島くとぅばを忘れないでほしいは面白いと思う。地域によって全然違うし、那覇でも小禄、首里も
違う。ふだんはあまり使わないがなくなるのも寂しいので残すようにしたいと思った。

70歳以上 女性 石垣市 島くとぅばを話したいが相手がいない。自分より年下（80歳以下）の方となると分からない方が
ほとんど。地元が宮古島で住まいは石垣島。しまくとぅばに違いがあるので使えない

70歳以上 女性 うるま市 島の言葉は忘れてはいけないので子や孫に残してほしい
70歳以上 女性 宜野湾市 特にはないが普段の会話でも友達以外とはしゃべらない
70歳以上 女性 沖縄市 日常生活、職場、学校など何時もしまくとぅばを使うようにする使える社会にしてほしい
70歳以上 女性 沖縄市 日常的に使うしまくとぅばがいつかなくならないか不安です。

70歳以上 女性 那覇市 年よりが積極的に使う。地域の方言があっていいい。お死ねから分からない。日常的に使い、教
えると自然になじんでくる。

70歳以上 女性 北谷町 普段から使わないから方言を使えない子供達が増えている。家庭で親が教えるといいと思う。
70歳以上 女性 那覇市 文化なのでぜひ継続してほしい（なくしてほしくない）

70歳以上 女性 南風原町 毎日の生活の中で使う様にすると話せる様になる(国語の時間に毎回10分～15分くらいをしま
くとぅばを使って授業をする

70歳以上 女性 浦添市 毎日使って、失くさないようにしたい
70歳以上 女性 那覇市 毎日使わないと忘れる。使う場所があるといい
70歳以上 女性 浦添市 民話、紙芝居、音楽をまつりなどに発表する場をもうけることで、練習の日を増やす。
70歳以上 女性 豊見城市 友達同士で方言は使用するが、敬語の使い方が苦手です。正しい発音で教えてほしいです。

70歳以上 女性 本部町
幼少の頃は、方言を使うと方言札を首から掛けさせられ嫌な思いをした事があって、しまくとぅばか
ら逃げていた感がありました。今にして思えば、良かったのか悪かったのか？でもしまくとぅばを上手
に使っている人に会うと、懐かしくてホットするとともに、癒されます。

70歳以上 女性 うるま市
朗読ボランティアすだちに入っています。しまことばも子供たちに教えています。本当に若いお母さ
んの方は島言葉が分からない人が多くいると感じました。挨拶やありがとうから積極的にやってい
ます。

70歳以上 女性 豊見城市
老人施設等に保育園児等が参加、遊びを通じてむかし遊び道具を(クバの葉、ススキとかで)一
緒に作ってむかしくとぅばをまじえて自然に身につくのではないかと思う。家庭に祖父母と一緒に暮
らしている幼子は少ないと思うので老人ホームと保育園が合体すれば理想的ではない
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