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調査概要





実施概要

【一般県民調査】

1 調査目的 ： 県民に対して方言についての認識や実際にどれぐらい方言をつかえるか、今後沖縄の

方言の必要性について確認するためにアンケート調査を実施する

2 調査対象 ： 沖縄県内に在住する20歳～79歳の成人男女

3 調査地区 ： 本島内全市町村及び石垣市、宮古島市、北大東村、南大東村、与那国町

4 回収件数 : 1,500件

※沖縄県民全体の縮図となるように、対象調査地区人口及び年令構成比に応じ、調査

件数を比例配分し市町村毎の件数を決定。

5 抽出方法 ： エリアサンプリング

※住宅地図を台帳に表計算ソフトにより無作為に調査地区を抽出。

6 実施方法 ： 訪問面接調査（調査員が直接一般世帯を訪問）

7 調査項目案 ： 1)属性 ； 性別、年代、居住地、出身

2)設問 ； ①しまくとぅばへの親しみ

②しまくとぅばの使用の度合い

③しまくとぅばの理解度

④しまくとぅばを使う相手

⑤子供達に対する意向

⑥しまくとぅばの日常生活での必要性

⑦普及させるための方法

⑧自由意見

8 集計方法 ： 1)単純集計

2)クロス集計（性別、年代別、地域別）

9 調査期間 ： 2013年7月12日（金）～8月2日（金）

【児童生徒調査】

1 対象者及び回収件数

学年 生徒数 構成比 回収予定

① 小学校5年生 16,743人 35％ 350

② 中学校2年生 16,152人 34％ 340

③ 高校2年生 14,923人 31％ 310

47,818人 100％ 1,000

2 調査内容 ： 一般県民と比較するため質問内容は同一とします。（一部除く）

3 調査時期 ： 2013年7月

4 調査方法 ： 学校において、直接担任より生徒にアンケート票を配布し回収。
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実施概要

回収結果

■集計上の留意点

回収総数は「一般県民調査」1,520件、「児童生徒調査」1,110件の回収となり、沖縄県全体の人口構

成比でみた場合「児童生徒調査」の割合が多くなります。そのため、沖縄県全体の縮図となるよう、

「ウェイトバック集計」という集計方法を利用し県内人口の年齢構成比に合わせて集計します。（次

頁参照）

■一般県民調査 ■児童生徒調査

地区名 市町村 件数(n) (全体)% 地区名 合計 小学校5年生 中学校2年生 高校2年生

国頭 7 0.5 全体 ｎ 1,110 425 405 280

大宜味 1 0.1 % 100 38.3 36.5 25.2

東村 1 0.1 北部地区 ｎ 87 29 28 30

今帰仁村 11 0.7 % 100 33.3 32.2 34.5

本部町 16 1.1 中部地区 ｎ 487 227 210 50

名護市 66 4.3 % 100 46.6 43.1 10.3

恩納村 11 0.7 南部地区 ｎ 397 132 135 130

宜野座村 5 0.3 % 100 33.2 34 32.7

金武町 12 0.8 宮古地区 ｎ 71 22 14 35

読谷村 42 2.8 % 100 31 19.7 49.3

嘉手納町 15 1 石垣地区 ｎ 68 15 18 35

うるま市 123 8.1 % 100 22.1 26.5 51.5

沖縄市 141 9.3

北谷町 30 2

北中城村 18 1.2

中城村 19 1.2

西原町 39 2.6

宜野湾市 103 6.8

浦添市 120 7.9

那覇市 361 23.7

南風原町 40 2.6

与那原町 19 1.2

豊見城市 60 3.9

八重瀬町 32 2.1

南城市 48 3.2

糸満市 63 4.1

南北大東 4 0.3

宮古地区 宮古島市 59 3.9

石垣市 50 3.3

与那国町 4 0.3

N （％ﾍﾞｰｽ） 1,520 100

北部地区

中部地区

南部地区

石垣地区
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実施概要

ウェイト値

【ウェイトバック集計】

アンケートなどで回収されたデータを母集団の実際の構成比に合わせてデータに重み付けして集計する

集計方法。ウェイト値は、各年代の人口構成比と調査設計サンプル1500サンプルの割当件数で算出。

ウェイトバック集計後 地区／年代別サンプル数

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 合計

母集団（人） 177,670 176,939 195,546 182,361 184,151 126,355 97,213 1,140,235

母集団構成比（％） 15.6% 15.5% 17.1% 16.0% 16.2% 11.1% 8.5% 100.0%

割付標本数（件） 233 232 257 240 243 167 128 1,500

回収数（件） 1,110 279 304 289 295 198 155 2,630

ウェイト値 0.21 0.83 0.85 0.83 0.82 0.84 0.83 0.57

ウェイト後標本数（件） 233 232 257 240 243 167 128 1,500

※）ウェイト値＝割付標本数÷回収数

※集計結果について
・四捨五入の有効数字の関係で、合計が100%にならない場合があります。

合計 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

全体 ｎ 1,500 233 232 257 240 242 167 128

% 100 15.6 15.5 17.1 16 16.1 11.1 8.5

北部地区 ｎ 132 22 19 19 21 24 13 14

% 100 16.6 14.6 14.1 15.8 18.1 10.2 10.7

中部地区 ｎ 628 84 104 114 104 103 70 49

% 100 13.6 16.5 18.2 16.5 16.3 11.1 7.8

南部地区 ｎ 617 98 97 106 95 96 71 54

% 100 15.9 15.7 17.1 15.5 15.6 11.6 8.7

宮古地区 ｎ 64 15 7 8 10 10 7 7

% 100 23.6 10.4 13.2 15.5 15.3 10.4 11.6

石垣地区 ｎ 59 14 5 10 10 10 6 4

% 100 23.3 11.2 17 16.7 16.5 8.4 6.9
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回答者属性

男性
49.4%

女性
50.3%

不明
0.3%

10代
15.6%

20代
15.5%

30代
17.1%40代

16.0%

50代
16.1%

60代
11.1%

70代
8.5%

県内
89.7%

不明
1.3%

県外
8.7%

わからない
0.3%

本島中部
41.8%

本島南部
40.8%

与那国島
0.3%

本島北部
8.8%

石垣島
3.6%

宮古島
4.3%

南北大東島
0.3%

【地区別出身地】

【性別】 【年代別】

Ｎ＝1,500

【出身地】 【居住地区】

92.1

90.1

83.1

7.4

7.3

9.2

15

1486.0

90.0

0

0.3

0.2

0.3

0.3

0

1.6

0.4

2.5

0.2

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

北部地区

中部地区

南部地区

宮古地区

石垣地区

県内 県外 わからない 不明
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調査結果のポイント

「しまくとぅば」に対しては８割の県民が、「親しみ」があると回答。

●「しまくとぅば」に対する親しみについては、「親しみを持っている」が44.6％、「どちらかと言え

ば、親しみを持っている」の35.7％を合わせると80.3％と8割の県民が親しみを持っていると回

答しており、大多数の県民が「しまくとぅば」に親しみを感じていると回答した。

日頃「しまくとぅば」をよく話している県民は約3割。

「あいさつ程度」まで含めると約6割が「しまくとぅば」を普段使っている。

●「しまくとぅば」の使用頻度については、「しまくとぅばを主に使う」10.0％、「しまくとぅばと共通語

を同じくらい使う」が25.4％、「あいさつ程度（ハイサイなど）」22.6％、「あまり使わない」27.0％、

「まったく使わない」14.0％となった。

「あいさつ程度」まで含めると、しまくとぅばを日頃使う県民は全体で58.0％となる。

●性別では、男性の利用度の割合が高くなる。

●年代別で見ると「しまくとぅばを主に使う」では、40代までは5%以下、50代では13.6％、60代

21.2％、70代38.7％と年代が上がるにつれて割合が高くなる。

県民の約7割が「しまくとぅば」を「ある程度までわかる」と回答。

●「しまくとぅば」をどの程度理解できるかについては、「よくわかる」24.2％、「ある程度わかる」

44.2％と、合わせて68.4％が「わかる」と回答した。

●性別では、利用度の割合と同じく男性の理解度の割合が高い。

●年代別では、「よくわかる」は10代4％、20代3.6％、30代8.2％、40代13.1％、50代36.9％、60

代58.1％、70代83.2％となっており、40代以下と50代以上で大きく差が見られた。

「日常生活でもしまくとぅばは必要」とする県民は、8割と多数を占める。

●日常生活での「しまくとぅば」の必要かどうかの質問に対しては、「非常に必要だと思う」が

19.2％と全体の5人に一人。

「ある程度、必要だと思う」という意見は59.5％で、合計すると78.7％と約8割の県民が必要と

認識している。

●年代別でみると「必要」は、10代67.5％、20代69.9％、30代79.6％、40代85.1％、50代82.7％、

60代87.4％、70代83.9％となった。

「しまくとぅば」については、10代の子供達でも7割近くが「必要」だと考えており、県民全体とし

て「しまくとぅば」に対する意識の高さが伺われる。

「しまくとぅば」を普及させるためには、学校での教育が重要。

●「しまくとぅば」の普及啓発のために必要なことを尋ねると、「学校の総合学習などでの実施」が

最多となり、72.4％と7割以上の県民が、学校における「しまくとぅば」教育の実施が必要だと考

えていることが分かった。

●「テレビ、ラジオなどマスコミを利用したPR」が、50.1％と2番目に多くなっており、広報活動に

よる意識啓発が有効だとする意見も多かった。
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まとめ

今回の意識調査では、「しまくとぅば」に対して「親しみを持っている」、「日常生活で必要であ

る」のいずれも8割を超えおり、県民の「しまくとぅば」に対する関心の高さが確認できた。

日常生活での使用レベルとしては「しまくとぅばを主に使う」は10％、「しまくとぅばと標準語を

同じくらい使う」は25.4％となり、「しまくとぅばをよく使う」県民は合計でも3人にひとり程度に留

まっている。特に課題として言えることは年代間の格差が大きいことである。

「しまくとぅばを主に使う」との回答は、10代から40代までは5％に達しておらず、50代で13.6％、

60代で21.2％、70代38.7％と50代以上で数値が高まり、40代までと50代に大きな壁が存在して

いるようだ。

これは理解度の質問でも同様の傾向が見られ、「しまくとぅば」を聞いて「よくわかる」は40代で

13.1％に対し、50代では36.9％と20ポイント以上大きく差が開いている。その他の質問でも年代

が高くなるほど各数値が高くなっており、60代、70代の高齢層の回答が全体の数値を引き上げ

る牽引力となっている。これから将来に向かい世代交代が進んでいく中で、実際に使っている

高齢層の世代が少なくなっていくと、「しまくとぅば」の普及啓発対策を遂行していかなければ、

今回の調査結果で得られた「親しみ度」や「理解度」などの数値が減少していくことは明らかであ

ろう。

今後の意識啓発策としては、「学校の総合学習などでの実施」が最も回答が多く、学校での

教育が有効であると県民が考えていることが分った。事実、児童生徒調査を学年別で比較して

みると、小学生の方が、中学校、高校に比べ、「親しみを持っている」や「必要だと思う」などの回

答が多かったことから、出来るだけ低学年からしまくとぅばに対する意識付けがより効果的である

と思われる。

また、今回の調査で40代までと50代以上で意識差が大きく存在していることがわかったが、

40代というと子供の年齢層は小学校から高校の年齢にあたり、学校での教育が必要とされる世

代の親の世代に該当する。実は子供達同様、その40代までが「しまくとぅば」に対する意識啓発

を進めていかなければならない対象として、何らかの施策の検討が必要であることもわかった。

30代、40代の自由意見中の普及策については、「お年寄りとのコミュニケーションを通して興

味を持たせる」といったように、自分たちの世代ではなくお年寄りの力を活用するといった意見

が多く、自分たちの世代は話せないという意識を強く持っているようである。

30代から40代の回答で「「しまくとぅば」を聞けるが話せないので、使えるようになりたい」といっ

たコメントも多く寄せられており、「しまくとぅば」を使うきっかけ作りが必要であろう。

今回の調査データは、地区別でも集計したが、地区別の特徴として石垣地区で「しまくとぅ

ば」に対する意識が全体を通して低いという結果となった。石垣地区で県外出身者が特に多い

ということでもなく、今回の調査結果だけで、その要因を解明することは難しいため、今後も引き

続き検討が必要である。いずれにしても沖縄県全域で「しまくとぅば」を普及啓発していくために

は、その地域の課題に合わせた地域別普及策も検討が必要である。
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調査結果



1） 「しまくとぅば」に対する親しみ

●「しまくとぅば」に対する親しみについては、「親しみを持っている」が44.6％、「どちらかと言え

ば、親しみを持っている」の35.7％を合わせると80.3％と8割の県民が親しみを持っていると回

答しており、大多数の県民がしまくとぅばに親しみを感じていると回答した。

●性別で見ると女性より男性がやや「親しみを持っている」が多くなっている。

●年代別に見ると「親しみ」を感じるは10代の17.5％から70代の81.3％まで、年代が上がるに従

い増加する傾向にある。40代までは「親しみがある」は5割以下となっている。40代以上から

「親しみを持っている」が「どちらかと言えば親しみを持っている」を上回り、親しみの度合いが

強くなる。

●地区別に見ると「北部地区」が最も親しみが強く53.8％、次いで「宮古地区」の52.0％、「南部

地区」46.2％、「中部地区」42.1％、「石垣地区」26.1％となった。石垣地区での親しみ度が他

地区に比べ低くなっているのが特徴的である。

●また児童生徒調査結果を詳細に見ると、小学生が18.8％、中学生17.0％、高校生16.1％と

なっており、わずかな差ではあるが低学年ほど親しみを感じるとの回答が多くなっている。

Q.あなたは「しまくとぅば」に親しみを持っていますか？

親しみを持っている
44.6%

不明
0.4%

どちらかと言えば、
親しみを持っていない

9.0%

親しみがもてない
3.0%

わからない
7.3%

どちらかと言えば、
親しみを持っている

35.7%

親しみを持っている
44.6％

どちらかと言えば
親しみを持っている

35.7％

どちらかと言えば
親しみを持っていない

9.0％

親しみが持てない
3.0％
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1） 「しまくとぅば」に対する親しみ

［
性
別
］

［
年
代
別
］

［
地
区
別
］

18.8

17

16.1

33.9

31.4

35

16

21.5

22.1

5.9

6.4

2.9

24.5

23.2

20 3.9

0.5

0.9

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

小学校

中学校

高校

親しみを持っている どちらかと言えば、親しみを持っている

どちらかと言えば、親しみを持っていない 親しみがもてない

わからない 不明

［
児
童
生
徒
調
査
／
学
年
別
］

46.9

42.6

17.5

26.9

37.8

45.7

54.9

73.2

81.3

53.8

42.1

46.2

52

26.1

35.2

36.1

33.2

41.6

46.4

43.6

35.3

20.7

13.5

29.5

37.9

35.4

29

36.7

8.1

9.9

19.5

16.8

7.9

4.5

4.7

3

1.9

9.4

9.4

9.2

6.2

4.9

2.5

3.5

5.3

3.9

2.3

2.4

2

2

2.6

1.7

3.7

2.7

1

4.2

7.1

7.5

22.9

10.8

5.6

3.5

2.4

1

0.6

5.3

6.4

6.3

10.8

27.1

0.3

1.1

1

0.2

0.5

0

0

0.7

0.3

0

0
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あまり使わない
27.0%

不明
1.0%まったく

使わない
14.0%

「しまくとぅば」と
「共通語」を

同じくらい使う
25.4%

「しまくとぅば」を
主に使う

10.0%

あいさつ程度
（ハイサイなど）

22.6%

2） 「しまくとぅば」を話す程度について

Q.あなたは人と話すときは「しまくとぅば」を話しますか？

●「しまくとぅば」の使用頻度については、「しまくとぅばを主に使う」10.0％、「しまくとぅばと共通語

を同じくらい使う」が25.4％となり合計で35.4％と3人にひとりが「しまくとぅば」をよく使ってること

になる。「あいさつ程度」を含めると58.0％と約6割が「しまくとぅば」を使っていると回答した。

逆に「あまり使わない」は27.0％、「まったく使わない」は14.0％で、使わない県民は合わせて

41.0％となる。

但し、「しまくとぅば」の定義が回答者によって違うことが想定されるため、実際にどの程度のレ

ベルで「しまくとぅば」が使われているかに留意する必要である。

●性別で見ると「しまくとぅばを主に使う」は男性12.6％、女性7.6％、「共通語と同じ程度使う」は

男性30.5％、女性20.6％と男性の使用が女性に比べ多い。

●年代別で見ると「しまくとぅばを主に使う」は40代までは5%以下にとどまる。50代から13.6％、60

代21.2％と多くなり、70代では38.7％。「あいさつ程度」までを含めると10代34.5％、20代

43.1％、30代55.3％、40代59.4％、50代68.5％、60代78.7％、70代85.2％となる。

●地区別では「あいさつ程度」まで含めると「北部地区」で65.7％、「宮古地区」60.5％、「中部地

区」59.9％、「南部地区」56.8％、「石垣地区」33.7％となった。前問同様「石垣地区」は他の地

区に比べ低めのスコアとなっている。

●前の質問「親しみの有無」と「しまくとぅばを話す程度」をクロス集計すると、「しまくとぅば」へ「親

しみがある」ほど、「しまくとぅば」を使っている率が高くなることが確認できた。「親しみを持って

いる」方は「しまくとぅばを主に使う」が20.9％と全体（10.0％）に比べ2倍となり、しまくとぅばの利

用を促進するには、しまくとぅばへの親しみを醸成することが必要となる。
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3） 「しまくとぅば」の理解度

Q.あなたは「しまくとぅば」を聞いてどの程度わかりますか？

●「しまくとぅば」がどの程度理解できるかについては「よくわかる」が24.2％、「ある程度わかる」

が44.2％で合わせて68.4％が「わかる」と回答。逆に「わからない」のは「あまりわからない」

24.8％、「全くわからない」6.3％となり、合わせると31.1％で約３割である。

●性別では「よくわかる」は男性27.2％に対して女性は21.3％と男性の理解度が高い。

●年代別では「よくわかる」は10代4％、20代3.6％、30代8.2％、40代13.1％、50代36.9％、60代

58.1％、70代83.2％となる。50代から大きく理解度が高くなる。

●地区別では「よくわかる」は「宮古地区」が35.4％で最も多い。次いで「北部地区」26.3％、「中

部地区」25.3％、「南部地区」22.8％、「石垣地区」10.8％である。ここでも石垣地区の数値は

低くなった。

●児童生徒調査をさらに学年別で集計すると「親しみ」の質問同様、小学生が「よくわかる」が高

めの結果になった。中学校、高校に比べ、小学校では授業などでしまくとぅばについての取組

が多いことが想定されるが、若いうちにしまくとぅばについての学習を行うことで親近感も増し、

内容についての理解度も深くなっていくことに繫がっていると思われる。

よくわかる
24.2%

ある程度わかる
44.2%

全くわからない
6.3%

不明
0.5%

あまり
わからない

24.8%
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3） 「しまくとぅば」の理解度
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4） 「しまくとぅば」を使う相手

Q.あなたが「しまくとぅば」を使う相手は誰ですか？

●「しまくとぅば」を使うと回答した方に、「しまくとぅば」を使う相手をたずねたところ、最も多かった

のは「友達」63.1％であった。次に多い「父母」47.5％と比べても15ポイント以上の差が開いて

おり、友人同士の会話でよく使われてることがわかった。以下「親戚」40.1％、 「兄弟」38.8％、

「祖父母」30.0％と続いている。

●性別でも使う相手の順位は男女とも同じ傾向を見せているが、最も多い「友達」が男性72.7％

に対して女性51.5％と20ポイント以上差が開き、男性は友人との会話でしまくとぅばをよく使っ

ているが、女性はその割合が低い事がわかる。

●年代別では30代、40代を除き「友達」がもっと多い。30代、40代は「父母」が「友達」を上回っ

ている。「親戚」「兄弟」「夫・妻」は年代が高くなるほど利用率が高まり、「祖父母」は若いほど

高くなっている。

●地区別では全地区とも「友達」がトップ。

63.1

47.5

40.1 38.8

30
28.1

23.6

15.4

8.6

0.8
0

10

20

30

40

50

60

70

友達 父母 親戚 兄弟 祖父母 夫・妻 職場の
同僚

子供 その他 不明
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4） 「しまくとぅば」を使う相手
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5） 子供達が「しまくとぅば」を使うことについて

Q.子供達に「しまくとぅば」を使えるようになって欲しいですか？

●子供達に「しまくとぅば」を使えるようになって欲しいかという質問に対しては「是非、使えるよう

になって欲しい」が34.5％、「できれば、使えるようになって欲しい」が52.3％となり、合わせると

86.8％が「しまくとぅば」を使えるようになることを望んでいる。

●子供達に対する意識については、性別での差はあまりない。

●年代別では、「是非」と「できれば」を合わせると、20代76.7％、30代85.6％、40代89.6％、50

代89.1％、60代93.4％、70代90.4％となる。

●地区別見ると最も多い地区は「宮古地区」で95.0％。以下「北部地区」93.2％、「南部地区」

88.4％、「中部地区」85.8％、「石垣地区」58.0％となる。「石垣地区」は「是非、使えるように

なって欲しい」と強い意向を持つ方は9.1％と少ない。

是非、使えるように
なって欲しい

34.5%

できれば、使えるよ
うになってほしい

52.3%

不明
0.4%

まったく、
使えなくてもよい

1.7%

あまり、
使えなくてもよい

11.1%

-15-



5） 子供達が「しまくとぅば」を使うことについて

35.3

33.7

26.9

33.9

34.9

40.9

43.9

40.2

31.3

37.7

45.8

9.1

52.9

51.8

49.8

53

55.7

54.2

52.5

46.5

53

54.5

50.7

49.2

48.9

10.1

12

20.4

10.9

9

9.5

5.6

8.4

5.3

12.3

9.6

5.1

32.8

1.3

2

2.5

3.3

1

0.7

0

1.4

1.8

9.2

32.6

0

0.5

1.3

1.5

0

0

0.2

0.5

0

0.5

0.7

0.3

0.3

0.4

0.5

0.3

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

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

北部地区

中部地区

南部地区

宮古地区

石垣地区

是非、使えるようになって欲しい できれば、使えるようになってほしい

あまり、使えなくてもよい まったく、使えなくてもよい

不明

［
性
別
］

［
年
代
別
］

［
地
区
別
］

-16-



6） 日常生活での「しまくとぅば」の必要性

Q.普段の生活の中で「しまくとぅば」は必要だと思いますか？

●日常生活で「しまくとぅば」が必要かどうかについては「非常に必要だと思う」は19.2％と5人に1

人。「ある程度、必要だと思う」という意見は59.5％。合計すると78.7％が必要と認識している。

逆に「あまり必要でない」17.7％、「まったく必要でない」2.8％という否定的な意見は約2割と

なっている。

●性別では「必要」とする方は男性で79.0％、女性78.8％とほぼ同じである。

●年代別では、「必要」は10代67.5％、20代69.9％、30代79.6％、40代85.1％、50代82.7％、60

代87.4％、70代83.9％。若い世代でも必要だと感じていることがわかった。

●地区別では「宮古地区」が87.9％で最も必要だと考えている。次いで「北部地区」81.8％、「南

部地区」81.2％、「中部地区」77.7％、「石垣地区」49.6％となる。

●学年別では、「非常に必要」は「小学生」20.9％、「中学生」15.6％、「高校生」13.2％と学年が

低いほど高くなる。

あまり必要で
ないと思う

17.7%

まったく必要
ではない

2.8%

不明
0.7% 非常に

必要だと思う
19.2%

ある程度
必要だと思う

59.5%
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6） 日常生活での「しまくとぅば」の必要性
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7） 「しまくとぅば」の普及促進策について

Q.今後「しまくとぅば」を普及させるためにはどのような事が必要だと思いますか？

●今後の「しまくとぅば」の普及啓発の方法を尋ねると、「学校の総合学習などでの実施」が最多

で72.4％と7割以上の県民が学校におけるしまくとぅば教育の実施が必要だと考えている。ま

た「テレビ、ラジオなどマスコミを利用したPR」が50.1％と2番目に多くなっており、広報活動に

よる意識啓発が有効だとする意見も多かった。

●性別で見ても男女とも「学校の総合学習での実施」が7割を超えトップ。

●年代別では、全ての年代で「学校の総合学習での実施」がトップである。

●地区別でも「石垣地区」を除き「学校の総合学習での実施」が最も多い。「石垣地区」では「方

テレビ、マスコミなどを利用したＰＲ」と「方言講座を開設」がほぼ同率で並んでいる。

72.4

50.1

32.7

19.9

13.2

11.5

11.1

1.9
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7） 「しまくとぅば」の普及促進策について
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自由意見



【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

小学校
5年生

男性 北部地区 「しまくとぅば」はずっとあった方が良い。

中部地区 「非常に必要」と思うのは、勉強になるから。

もっとみんなが「しまくとぅば」を使ってくれて、いっしょにほうげんで会話がした
い。伝統の言葉わしんなよ！！

南部地区 しまくとぅばで会話ができるようになりたい。

ほうげんをもっと知ってだれでもいいから、ほうげんでしゃべってみたい。

ほうげんで話せるようになりたい

女性 北部地区 やっぱりしまくとぅばはあったほうがいいと思いました。

沖縄の方言があってこそ沖縄県！！

しまくとぅばは沖縄の人にとってふるくからつたわってきているから大切だと思う

しまくとぅばは、昔の人がよく使っているから、大切にまだ、使ってほしい

中部地区 昔からある言葉なのできっと残してもらいたいです。

私のおばーは、浜比嘉にすんでいて、そのまわりにすんでいる人がほとんど、
しんせきで、みんな、ほうげんをつかうので、ちょっとあわてたりするけど、ちょっ
と、わかったりするときもある。

私は、しまくとぅば大会に出た事があって、２０００円分図書カードをもらいまし
た。それから、しまくとぅばが好きになりました。

「しまくとぅば」は、何ですか？

南部地区 「しまくとぅば」は、沖縄の特徴的なものだから非常に必要だと思う。

しまくとぅばは知らなかったので、使ってみたいです。

中学校
2年生

男性 北部地区 やなわらばー！？

中部地区 ほうげんをつかえるようになりたい。

南部地区 最近は、県外からの人がくるため、方言がつかいずらい。

方言は大事だと思う

ほうげんは、どこから、入ってきた言葉ですか。

「しまくとぅば」はとても必要だと思った。

授業の中で「しまくとぅば」を取り入れた授業をやる。

女性 中部地区 しまくとぅばこうざとか開いてほしい。

南部地区 しまくとぅばに対して、わからないんですけど、『ありがとう』と伝えることは大切だ
と思う。

しまくとぅばは難しいけど、沖縄らしくていいと思います。
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【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

小学校
5年生

男性 北部地区 「しまくとぅば」はずっとあった方が良い。

中部地区 「非常に必要」と思うのは、勉強になるから。

もっとみんなが「しまくとぅば」を使ってくれて、いっしょにほうげんで会話がした
い。伝統の言葉わしんなよ！！

南部地区 しまくとぅばで会話ができるようになりたい。

ほうげんをもっと知ってだれでもいいから、ほうげんでしゃべってみたい。

ほうげんで話せるようになりたい

女性 北部地区 やっぱりしまくとぅばはあったほうがいいと思いました。

沖縄の方言があってこそ沖縄県！！

しまくとぅばは沖縄の人にとってふるくからつたわってきているから大切だと思う

しまくとぅばは、昔の人がよく使っているから、大切にまだ、使ってほしい

中部地区 昔からある言葉なのできっと残してもらいたいです。

私のおばーは、浜比嘉にすんでいて、そのまわりにすんでいる人がほとんど、
しんせきで、みんな、ほうげんをつかうので、ちょっとあわてたりするけど、ちょっ
と、わかったりするときもある。

私は、しまくとぅば大会に出た事があって、２０００円分図書カードをもらいまし
た。それから、しまくとぅばが好きになりました。

「しまくとぅば」は、何ですか？

南部地区 「しまくとぅば」は、沖縄の特徴的なものだから非常に必要だと思う。

しまくとぅばは知らなかったので、使ってみたいです。

中学校
2年生

男性 北部地区 やなわらばー！？

中部地区 ほうげんをつかえるようになりたい。

南部地区 最近は、県外からの人がくるため、方言がつかいずらい。

方言は大事だと思う

ほうげんは、どこから、入ってきた言葉ですか。

「しまくとぅば」はとても必要だと思った。

授業の中で「しまくとぅば」を取り入れた授業をやる。

女性 中部地区 しまくとぅばこうざとか開いてほしい。

南部地区 しまくとぅばに対して、わからないんですけど、『ありがとう』と伝えることは大切だ
と思う。

しまくとぅばは難しいけど、沖縄らしくていいと思います。
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【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

高校
2年生

男性 北部地区 しまくとぅば、我が人生なり

絶対に必要だと思う。内地の人には使わない方がいい。

だば？は方言ですか？

うちなーぐちは残していってほしい。

いちやりばちょーでー

女性 北部地区 現在、私たち若い人は、方言を使ったりすることが全くないと思います。方言を
聞いてもあまり何言っているかわからないし、沖縄の方言が薄れていっていると
思います。このままでは、沖縄の方言がなくなってしまうから、いけないと思う。

ペラペラなりたい

中部地区 あが（いたい）、でーじ（とても）、ばっぺーた（まちがった）

南部地区 地域の言葉というのは大事だと思います。

20代 男性 本島北部 目ざましテレビに出たのですが、若い世代が方言を大事にしていかないといけ
ないと思います！

本島中部 ラジオで、『千代おばー』の番組が楽しみで聞いているので、子供向けの琉神
マブヤーみたいな番組を増やせたら、いいかもね。

学校でしまくとぅばの授業があったら良いと思う

方言は、すばらしい！！

女性 本島中部 まちがった方言が多いですね

沖縄の共通語として使いたい

方言は、ぜひ残していきたい。若い世代にひろがっていけばいい。沖縄の方言
は、おもしろいし独特なので、なくさないようにしたい。

無料の方言講座をぜひ開設してほしいです。

本島南部 しまくとぅばの講座があったら、自分も勉強したい。

今、若い子たちで使っている方言は、あまりキレイな言葉じゃないのが多いの
で、子どもにも、教えられるような方言を使っていけたらいいなと思います。

方言は無くならないでほしいです。

30代 男性 本島南部 年令による使い分けのしまくとぅばを教えた方が良い。方言を使って、言い合っ
ていると悪く聞こえてしまう事が多々あり、あまり良いイメージとして捉えづらい。

祖父母・父母等から教えて欲しい。沖縄の方言（しまくとぅば）

ある程度聞けるが、自分から話す事ができない。使えるようになりたいと思う。

いつまでも残ってほしい

30代 男性 本島南部 お年寄りともっとコミニュケーションをとるようにするのがいいと思う。
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【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

30代 男性 本島北部 年令に合わせた物語とか絵本とか使って安価で提供してほしい

本島中部 一番身近な人が使っておぼえる。日常生活で使わないと、習っても意味がない
のでは？普及１０カ年計画は長すぎる

祖父母と会話して、なるべく方言をしゃべるようにはしている。

聞き慣れるのが１番だと思うので、まずはテレビなどで方言などの番組を作る事
だと思う聞いて意味がわかると、しゃべってみたいと思うようになると思う。やはり
ずーと方言は残っていてほしい。

本島南部 昔の方言札のせいで若い世代が方言がわからない人が多い

地域で、あいさつ運動（方言）から始めてみるのも入りやすいと思う

日本語には、本土語と琉球語があると学者が言っているのに接っして感動し、
自分達は、正しい琉球語をもっと勉強して大事にしないといけないと思った事
がある。固有名詞とか表現する言葉など、今自分世代が使っている方言ではな
い。きれいな琉球語を普及させてほしいと思う。

文化として残してほしい

女性 本島北部 老人とのコミュニケーションをとって習う

本島中部 「ユイマール」という言葉が好きで残していきたいと思う

どうにか話す機会を作る

本島南部 「しまくとぅば」はとても大切な言葉だと思います。若い年代が特に使う事がなく
なったので、未来に残す為に自分でできる事もやっていきたいです。

しまくとぅばは観光（海や空などの）と同じくらい沖縄の宝だと思います。たくさん
のしまくとぅばを残していきたいです。

40代 男性 本島北部 １／３は使えず困るので方言を普及して欲しい。

きれいな方言を教えてほしいと思う！

地域で年よりが子供達を遊ばせながら教えることがいい

本島中部 まわりがほとんど方言だから、よくわかる。

まわりがよく方言を使うので自然と覚えて、よく使う。いつまでも残ってほしい。

沖縄の会社（職場）などでもっと方言を使い広がっていけばいいと思うが…相手
に失礼になるという認職が強いように思う。

本島南部 以前は、「方言は使ってはいけない」だったので、その人達が大人になり、日頃
使わなくなってきている。日頃から使う様にした方が良い

学校の部活等で取り入れてはどうでしょうか？

子供だけではなく大人の勉強会があったらうれしいです

普段から意識して使う

方言のメデイアを通して市とかの窓口で方言で接してほしい
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【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

40代 男性 本島南部 方言を学校で使うべき！

宮古島 ふだんから使えば、忘れないと思います。言葉はそういうものだと考えていま
す。

女性 本島中部 なるべく父母とは方言を使うようにしている。

意味はわかるが話す事ができないので祖父母が元気なうちに教えてもらうつも
りです

本島南部 ぜひ学校の総合学習等での実施

わたしたちでは教えられないので教育関係等で教えてほしい

家族で方言で話しているので

学校での取り組が必要だと思います。若い年代の父兄ではなかなか方言が出
来ない為、教育の１つとして考えていければと思います。

子ども達に方言での遊びをしてほしい。

方言を話せる大人が減って来てる為、子供達は聞く機会も減っている。大人も
子どもも同様に普及活動（講座等）を通じて一緒に学んでいった方が良い

50代 男性 本島北部 公共の場でのＰＲした方がいい

親が方言を使用して子供や孫にも教えてもらった方がいいと思う

方言ということば全県で方言である。東京もしかりアイヌ語もしかり沖縄もしかり
共通語ということばはない法律で決めた方がいいと思う！

役場や官公庁が普及させる努力をしてほしい。なるべくは子供達に小学校から
教えてほしい

本島中部 家庭内で使って欲しい

今の子供は、方言をあまり分からないから授業での学習をおこなった方がい
い。

離島では方言を使うが、本島はほとんど共通語宮古生まれなので、本島では
話す機会がない。方言はなつかしさがあり、親しみがわく。宮古の方言で、う
たってる人がいるが、ああいうふうに堂々と方言をつかうことはいいことだと思う。

本島南部 しまくとぅばの敬語が難しいので、講座があったら良い

テレビなどからＰＲすると子供たちはすぐ「しまくとぅば」（方言）を覚えて行くと思
う。きれいな方言を使える様になって欲しい。

しまくとうばは沖縄の文化なので「沖縄のちむぐくる」（畏敬の念）か入っている
ので、人間力のアップ（心の栄養）につながるので普及は必要！！・紙芝居を
利用してしまくとうば普及の為の活動を立ち上げる予定です

ほんとうのしまくとばは残してほしい今はちょっとニュアンスが違うように思う！

学校で時間を設けて、しまくとぅばの良さを教える

耳になじむ様、テレビ・ラジオ等でながした方がよい

小さい頃から聞く耳を持たせた方が良い（祖父母等と接する）

女性 本島中部 「しまくとぅば」は、大切にしたいですね！

きれいなしまくとぅばを子供達に使ってほしい
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【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

50代 女性 本島南部 家庭内でもっとしまくとぅばを使うこと。

本島中部 少さい時は発音が悪くなるからと方言を使うと親に怒られたので聞く事はできて
も話す事ができない！

方言の会話は日常的に使ってはいるが、孫達には今から少しずつ教えていき
たい

方言を残していきたい。場所は学校の中で楽しみながら、取り入れるといい。

本島南部 しまくとぅばを習いたいです。ていねい語を！紙しばいや、体操、イソップなどの
お話しの方言バージョン興味あります

子ども達に芝居や歌等を通じてしまくとぅばに接する機会を増やした方が良い
（親子セットにして安い料金で観れる等…）

方言検定試験はぜひ実施して欲しい自分のレベルを知るためにも！！

石垣島 ＮＨＫの方言番組は大変良いと思う

60代 男性 本島北部 日頃から使うと子供達が理解するようになると思う

本島中部 是非、普及させてほしい。学校で教えて、残さないと、民謡も、歌もなくなってし
まう

昔は方言を使うと、首に×マークをさげられた。共通語だけを使いましょうと、学
校で習ったが、子供達には使えるようになってほしい。ただし、（正しい方言
を！）
昔は方言札があり、方言禁止だった。生まれは、うるま市だが、方言が違う。宜
野湾に住んで長いので宜野湾の方言になっている。地域によって方言がちが
うので教えるのも大変だと思う

先生方からまず教育１週間のうち何日かは島ことばをつかう日をつくった方がよ
いなくなってしまわないように残すべき

方言をのこしてほしい。

本島南部 もともとの方言を教えてほしい。先生方みずから使っていってほしい。

家庭の中で日常的にしまくとぅばを使った方がよいと思う（年寄りと接することで
覚えていくとおもうので…）

同年代の友人とはしまくとぅばを使うことはあるがそれも共通語を主にしてあまく
まをしまくとぅばでつなぐような話し方である。しまくとぅばを理解できる私達の年
代が美しいしまくとぅばを継承する責任があると思っている。

那ハ市長のハイサイ運動いいと思う上に立つ人が卒先して使った方がいい出
来れば県知事にも…

方言を使える子供達を育ててほしい

女性 本島北部 お年よりと交流を持たせた方がいいと思う

本島中部 その土地の言葉は残すべき。若い人に受けついでほしい。

ひまご（４才）に、時々使うが、のみこみが早く、覚えていてよく使う。家に帰る時
に「アチャーヤーサイ」とか味見する時に、「アジグワァーしよう」とか、「メーゴー
サー」とか、言って、皆を笑わせてくれる。生活の中での言葉が、覚えて、身に
つく。

方言がなくならない事を望む

-26-



【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

60代 女性 本島南部 沖縄の言葉の文化です。ぜひしまくとぅばを使いましょう。外国に住んでる方も
方言は使えるのになぜ地元の人は話せないですか

方言はとてもいいと思う（しゃべれないけど）

70代 男性 本島北部 ハワイの県人会等は上手く方言を使っている。マスコミが現地へ取材に行く事
があるが相手が方言で答えているのに共通語で話すのはがっかりさせるし失礼
だと思う。テレビ、ラジオ等のアナウンサーが方言を勉強して放送で話す事は
刺激になって良いと思う

是非次世代へとしまくとぅばは継承してほしいと思う！

方言学校を作ってほしい

本島中部 いつまでも残ってほしい。

皆使って欲しい

若い人には、敬語の方言を覚えてほしい　テレビなど電波を通して方言を若い
人達に伝えていってほしい。方言に感心を持つよう楽しいテレビ放送をお願い
したい！

正しいちゃんとした方言を使ってほしい

本島南部 しまくとぅばをもっと普及して、普通に使えるようになってほしい

しまくとぅばを使うと親しみが湧くので大切だと思う。ぜひ使える様にして欲しい

テレビ郷土劇場（テレビ）等でやってほしい

ラジオ（ＦＭたまん）でしまくとぅばを流すのですが、とても良い

各地域で、子や大人まじえて、しまくとぅば大会等開催して普及していく。

方言は大いに広めた方が良い。三味線等を教えたら方言に自然にとけこめると
思う

女性 本島北部 沖縄の方言はとても重みがあり肝心があり、心ひびくので子供達にもしまくとぅ
ばを教えてほしい。地域でも親子でコミュニケーションで教えてほしい。

家でテープ等で家庭で親子で練習する

家族の会話の中で言葉をおしえた方がいいと思う！

本島中部 大山は、カキクケコ例えば、くる、（クール）こない（クーラン）行ちゅが→行くがと
いうふうに使う、大山と真志喜は、近いが、言葉が全然違う。大山はかたく、あら
いので、ケンカしてるように聞こえる。真志喜は、やわらかいとの事。近くでも言
葉が違う。

方言のわかる子供が少ない。

本島南部 「しまくとうば」でもちゃんときれいな方言を学校等で教育して使って行って欲し
い。

きれいな方言をＰＲしてほしい。

ぜひ、しまくとぅばを子供たちに使ってほしい

ぜひ広めたい

「しまくとぅば」が消えないようにもっと若者が使ってほしい

-27-



【「非常に必要」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

70代 女性 本島南部 まず第一に家族から使った方がいい・役所のガンジュウ課も早くおぼえて使え
るようにしてほしい・孫にも方言で話すようにしてる

小さい頃から教えた方が良い（学校で先生が教える）・子供達には、しまくとぅば
がわからなくても、しまくとぅばで話しかけると、聞ける様になるので、普段から使
う様にした方が良い

お店とかでも方言を使ってほしい。

使いわけでやってる

-28-



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

小学校
5年生

男性 北部地区 しまくとぅばは、自分がどこの国か、ほかの人に伝えるために必要だと思いまし
た。

しまくとぅばは、沖縄で昔からあるから、なくしてはいけないと思う

しまくとぅばはとくにおじいかおばーが使うから、なくなしたらだめ。

昔使ってたから、必要だと思う。

意味があまりわからない。

「しまくとぅば」は、あったほうがいいです。

沖縄県の「しまくとぅば」は聞いているだけで元気になれそうだから。

しまくとぅばは、昔からおきなわでつかわれてきたことばだから、とってもひつよう
と思う。

しまくとぅばは、いみがわからないけど、あったほうがいい。

しまくとぅばは昔の言葉のむずかしさがあるからのこしてほしい。

中部地区 ほうげんの本を作ってほしい（じまくつき）

これからは、方言をちょっとずつおぼえて、使ってみたい

ほうげんは、なぜきたない言葉があるの

ぼくは、「しまくとぅば」は、あんまり使わないのである程度必要だと思います。

「しまくとぅば」はどこで、いつ生まれたんですか。？？

南部地区 おばあちゃんたちがしゃべっていることをわかるようになりたいです。

しまくとぅばをもっと知りたい

しまくとぅばはわかるけと使えない

しまくとぅばを話せるようになりたいなと思います

しまくとぅばが、ある程度話せるようになりたい。

ほうげんをもっとくわしくしりたいです。

「しまくとぅばのいみ」の意味

女性 北部地区 しまくとぅばはあったほうがいい

しまくとぅばはあったほうがいいと思う。

「しまくとぅば」は、必要です。

しまくとぅばは、昔から使われているからあったほうがいい。



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

小学校
5年生

女性 北部地区 しまくとぅばはあった方がいい。

中部地区 しまくとぅばの歌をもっと広げたほうがいい

「しまくとぅば」は、おばあちゃんが使っているので、これから、私も使っていきた
いと思います。

私は、よくおばあちゃんの家にいくので、おばあちゃんがよく方言を使います。
なので、ある程度は、知っています。もっと、方言を知って、いろいろな場面で
使ってみたいです。

私は、しまくとぅばの意味が、あんまりわからない

あまり「しまくとぅば」をつかわないから、教えてくれる人がいたらいいなと思っ
た！！

しまくとぅばは、あまり使われなくなっているので、もっとしまくとぅばを知って使わ
ないといけないと思いました。

昔と今では、どちらの時代の方が、「しまくとぅば」（方言）を使っていますか？・
方言はいつから使われていますか？・方言の授業もやってみたい。

しまくとぅばは、沖縄だけなのでこれからも使っていきたいです。

私は、「しまくとぅば」は、自分の県内で、みんなと話をするときとかに、ひつよう
だと思う！！

ハイサイやハイタイ以外の「しまくとぅば」ってなんですか？

南部地区 しまくとうばをしゃべれるようになりたい

しまくとぅばをもっとしりたい

しまくとぅばが話せるようになりたい。

しまくとぅばをもう少ししゃべれるようになりたい。

沖縄に「しまくとぅば」をのこしたほうがいいと思う。

方言を勉強してみたい。

ほうげんをいっぱいしりたいです。

中学校
2年生

男性 中部地区 いつやるの…今でしょ！！！！

僕たち、現代人は、共通語を主に使うようになっており方言を使うきかいがへっ
てきていて、このままなくなってしまいそうで少し心配、だから、がんばって、次
世代に沖縄の方言を伝えられるようにしたいです。

ニフェーデービル

なぜこのような運動をするのか。

南部地区 沖縄で頑張りましょう～！！

しまくとぅばは沖縄をしょうちょうする言葉だと思います。しかし、内地の人はわか
らないので使う場所、時、相手を考える必要があると思います。



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

中学校
2年生

男性 南部地区 しまくとぅばは、少し必要だと思います。

女性 中部地区 あまり意味わからないけど「しまくとぅば」は沖縄に必要だと思うから復活してほし
い。

南部地区 「しまくとぅば」は、沖縄にしかないので、共通語と同じようにつかっていったら、
なんか、かっこいい感じがしたり、I love 沖縄って感じがするので、普通につ
かってみたい。

「しまくとぅば」は、おもしろい言葉もあっていいなーと思った。

方言はないよりはあった方がいい！！！

方言は、ないよりは、あった方がいいと思う。

「しまくとぅば」がないよりは、あったほうがいいと思う。

方言は必要ある。

ほかの県とかに伝じないからあまり必要じゃないと思うけど、伝統として、必要だ
と思う。

おばあちゃんとかがしゃべっているとき何って言っているかわからない

母が、週に１度しまくとぅばを習いに行っていて、「沖縄の言葉は、方言じゃなく
て、流球語だ」とよく言っているので、流球語をなくさないように、大事にした方
がいいと日頃から思っています

「あがー」とか「～さー」とかなまりみたいのしか分からない

方言は、わかるけどあまりつかわない「あがー！」とか、「なんねー？」とか、「な
んとかさぁい」とかしかつかわない

方言はいみはわからないけど、聞いてるとおもしろい。

しまくとぅばは、むずいけど…使うと楽しい。

石垣地区 自分達はわからないのでいろいろ「しまくとぅば」を知りたいです。

高校
2年生

男性 北部地区 方言でしか表現できない部分もあるので、大坂弁みたいな感じで、普段の会話
で、出てこれたらよいと思う。

「しまくとぅば」はいつの時代になっても利用し、守っていくべきものだと思うし、
沖縄の一番の宝だと思う！！年齢の違う人とのコミュニケーションにも役立つ
し！！
方言を大切にすることはいいことだと思います。

しまくとぅばは面白いと思う

もっと「しまくとぅば」を広げたい。

中部地区 あがーでーじやちら

デージヤーアガー

しまくとぅばの授業を受けたい！！

南部地区 方言はむずかしいが必要



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

高校
2年生

男性 南部地区 しまくとぅばは、地域の伝統だと思うので普及してほしいと思います。

まくとぅば普及推進計画はいい計画だと思う。

「しまくとぅば」とは言わないかも…方言じゃん？？

女性 北部地区 方言は大切とおもいます。

おじいちゃんとおばあちゃんと方言で、おしゃべりができたい。

方言はおじぃーちゃんとおばあーちゃんがよく使うけど言っている意味が正直
ほとんどわかんないので少しは意味が分かるといいなぁーと思います。

しまくとぅばなくなってほしくない。

しまくとぅばまったくわからない。

方言をつないでいきたい！！

中部地区 ・あがー…痛い・でーじ…とっても・ばっぺーた…まちがえた・うちなー…沖縄の
人

・あきさみよー…（何かハプニングが起きたとき）

・まさかやー（びっくりした時）・ワジワジー（怒っている時）・カンプー（髪を結
ぶ）・あちさん（暑い）

・うーまくー（やんちゃ）・かんぷー（髪をむすぶ）・なまから（今から）・でーじ（とっ
ても）

カンプー（髪をむすぶ）あがー（痛！）線引き（定規）

でーじ、しに、にーにー、あがー、やー、おじー、おばー、やしが、

で～じあつい！

沖縄の文化の「しまくとぅば」をなくさないためにも、自分たちはもっと知って後生
に残していきたい。

南部地区 しまくとぅば、話せるようになりたい

沖縄の伝統でもあるから、もっと学べる場がほしい。

授業で方言ならいたい。方言つかう場をもっと増やしたい！しゃべりたい

沖縄の言葉は今少なくなってるからもっと多く使いたい

- しまくとぅば、大事だと思う

20代 男性 本島中部 まわりに方言を使う人がいなかったので、しゃべれないし聞くこともできない。話
す機会がないと無理だと思う。

沖縄の方言はおもしろい。

祖父母がいるのでかんたんな方言なら少しだけ聞ける。



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

20代 男性 本島中部 方言の普及は地域活動でできたらいいと考えます。地域での交流・イベントを
通して、他世代や他地域の幅を有効活用し、主に子どもたちの学びの場、機会
を増やすことを意識して自分たちも心がけたいです。

方言を使う人が少ないのでテレビなどで広めた方が良いと思う

単語の方言、しかも、現代風なくずした、かたことしか、使えない。今迄方言を
使う人が身近にいなかった。

本島南部 地域によって、通じないのがあるので統一してくれたら良いのにと思う時がある

いいこと

お年寄の方とも方言で話せたらいいなと思う。

どんどんＰＲしてしまくとぅばがなくならないようにと思う。

むずかしい

生まれた頃から方言が話せる様な環境にしないとなかなか身につかないので
徹底してやった方がいい（やるなら）昔は方言札今からは共通語札みたいな

祖母もあまり、方言を使わないので、方言を覚える機会がない。デイサービスな
どで、小さい子たちとの交流をもち方言を聞く機会を増やすことも必要と思う。

方言は必要だと思う。最低限聞けるようになりたい。

女性 本島中部 まわりに使う人がいないし、話せない

沖縄方言の講座をテレビなどで放送する事によって覚えると思うので、テレビ・
ラジオ等で放送してほしい。

学校で教えたら、すなおにきくことができる。保育園とかでもうた遊びでならって
いるみたい。自然におぼえた方がよいと思う。

今迄使ってないので、親しみを感じても、意味がよくわからない　テレビで楽し
い方言講座とか放送した方が良いと思う

単語のような方言はたまに使うが、祖父母とは、方言では会話ができないので、
使えるようにはなりたいと思う。

島くとぅばは後世に残したほうが良いと思います。

話す事はできないが、祖父母や、親戚の人の方言は、なんとなくわかる。

本島南部 おじいちゃんおばあちゃんと小さい頃から接すると自然に「しまくとうば」は覚え
て行っていいと思う。

２０代、３０代の人が興味をもつような取り組みも必要と思う。

きく事はできるか話す事ができない話せるようになりたい

これから自分も使えるようになりたいです。

どんどん使ってほしい

みんなが使えるようになったらいい



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

20代 女性 本島南部 沖縄に生まれたので自分達の言葉を後世に伝えていくべきだと思います。

子どもが興味を持ちやすい、アニメや漫画など作る。

方言がわかり話せるようになれば祖母父との会話がたのしくなる

方言は大切だと思います。

方言をもっと身近に小さい子供が親しめる事が出来る様になってほしい。

友達ち同士で使う方言じゃなくて、ちゃんとした方言を教えて使えるようにして
ほしい。乱暴な方言はやめた方が良い

30代 男性 本島北部 老人ホームに行って教えてもらう

本島中部 とても関心はあるが、まわりで方言を使う人が少ないので残念に思っている。

まわりで方言はよく聞いて、だいたいわかるがペラペラと話す事ができない。な
くなってほしくないので正式な方言を学校での学習などで伝えていってほし

学校で方言をおしえることは、いい事だと思う。同時にサンシンとかもおしえる
と、沖縄に親しみが湧いてくると思う。

島くとぅばを使う日を職場で決める。島くとぅば週間みたいな。楽しい雰囲気で覚
えられたらいい。

方言がなくならないか心配である。今のうちにお年寄りからならうべきである。

歴史民族館で方言の民話等もあるので活用してほしい

本島南部 一般的に使う言葉（しまくとぅば）でドラマ等を放映する等して親しみやすい環境
作りをして欲しい・芝居など身近近くの公民館等な所でやって観る機会を増や
して欲しい

仕事上、「しまくとぅば」で、コミニュケーションをとる事が、多々あるので大事で
す。

聞く事位出来る様になるといいと思う。

Ｑ１１で⑦方言検定試験を持つと就職に有利になるアピールとか行ったほうが
いいと思います（小学校の教員にはこの資格を取ってもらい総合学習に使って
もらうとかこの資格を持っていると採用優遇されるとか）特に幼稚園～小学校低
学年（３年生くらいまで）に方言の歌を覚えさせる。

きれいな言葉を教えてくれる先生が身近にいればもっと自信持って使える。そ
したら子供達にも伝えていける。

仕事上では使いにくい所があって、そこがネックになっている

身内が教えた方がいい。

地域特有の文化や言語を残していくことは、今生きている私達の使命だと思い
ます。その為にも、普段から心掛けていこうと思います。

特別な事をしても日常的に使わなければ普及にはつながらないと思う。日常生
活の中でしまくとうばを使う事が大事だと思う。

年寄はまだまだ方言しか話せない方々もいる。しまくとうば受け継がれて行くも
のだと思うので意識して使う様にしている。しまくとぅばは、コミュニケーションをと
る大切なものなので日常生活の中で使える様にしなければいけないと思う。

普及できるような制度があれば活用したい。

普段から使う事が大事だと思う



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

30代 女性 本島北部 子供達に学校の授業の中で方言講座を取り入れて欲しい！

本島中部 お年よりとの交流がないとむずかしい。聞けてもしゃべれないので。

お年寄りが先生となって方言を広めてもらった方がきちんとした言葉となって、
残っていくと思う

すこしづつ、生活の中で使っていくと、子供もきょうみをもって覚えていくので
は？テレビでも楽しく覚えると思う

中北部より南部で方言を聞く事が少ない

島ことばでも各地方違うのでそこは一つにまとめるのはむつかしい。沖縄の昔
からあった美しい方言を教え、広めてほしい。

日頃使わないので、祖母の言っている方言の意味がわからない時がある。

まわりに使う人が少ないので覚えたいと思っていても、機会がない。

将来なくならない様、方言を広めてほしい。

方言を忘れないよう、公共の場やテレビなどで、放送してほしいです

話せないが方言を使っている相手の言葉はある程度わかる。せめて子供達に
も話せなくても言葉の意味は、わかるようになってほしい。

本島南部 祖父母は「しまくとうば」を話せるが自分が大阪育ちのため自分には使ってくれ
ないです。でも聞いているうちに覚えて行きたいので「しまくとうば」がわからな
い人にも使って教えて欲しいです。

おじいちゃんおばあちゃん方と接すると聞ける様になるかも知れないがそう言う
機会が今の人はあまりない様に思う。

なくならないようにつないでいってほしい

最近身近で聞くきかいがなく、久しぶりに自分のおばさんに会った時、とてもな
つかしく、うちなーぐちがなくなるのはさみしいと思う。

私達の世代は、あまり使わなくなってしまい、今、子供（幼稚園）で、ボランティ
アでおしえてもらっているので、子供からならう事が多々あります。子供世代へ
のしまくとうばを教えて頂ける教官などがこれから増えても良いと思います。

自分がわからないので子供達には話ができるようになってほしい

少し聞けても、全々話せないので、これから少しでも話せるようになりたいです

日常会話を使う様推奨してほしい

方言がまったく使われなくなるとちょっぴりさびしい

方言はテレビのホームソング等でうたってるのでおもしろい

方言を広めてほしい

話したいので話す機会を作ってほしい。

40代 男性 本島北部 方言の読み聞かせとかテレビと学習教材を使って興味もたせた方がいい



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

40代 男性 本島中部 しまくとぅばは残ってほしい

テレビ、ラジオはＰＲしても、効果ないような、気がするが、楽しく生かしてほし
い。

沖縄の方言はユニークなのでのこしてほしい。

学校と家庭で使わないといきたコトバにならない。地域のお年寄との交流をもつ
ことはどうか？

現代悪い方言だけが残っているような気がします（私生活で）できれば相手に
伝わるよい方言を学習する。学習させたらと思います。沖縄の深い歴史を知る
為にも又、伝えて行く為にも方言は残せたらなと思います。

今後方言を使える人が少なくなると思う。文化は守るべきだとは思う。

他府県生まれだが、親が先生の為、方言は使うなといわれ、育ってきたので、
方言に対して、抵抗があった。沖縄の方言は、とてもむずかしく、外国語みたい
だったが、少しはきくことができてきた。昔は、方言がイヤだったが、地元のコト
バは、残しておくべきだと感じるようになった。

大事な言葉なので多くの人が使えるようになってほしい

地域の公民館などで方言講座やお年寄を紹待して、教えてもらったりする方が
良いと思う

年配の方と話をするには、方言が使えないと困る時があるので、使えるように
なってほしいが、子どもたちの時代では、むずかしいと思う

北中城中学校ではとりいれている。

本島南部 ラジオで方言ニュース等を聞くのだが、とても良い事だと思うこれからの子供達
に、きたない言葉は使って欲しくない。目上の人に話す言葉とか、ちゃんとした
しまくとぅばを伝えたい。

小さい頃から教えた方が良い・大人が使うのを聞いて、わかる様になるので、大
人も使って欲しい

年寄りか学校や地域で教える機会を作る。（ボランティア）・保育園等では歌等
で教えていく

本当のきれいな「しまくとぅば」をお年よりの方から教えてもらった方がいいと思
う。

しまくとぅばはラジオで時折話してる時間帯があるがＴＶでもあると尚良いと思
う。

しまくとうば自体か目上の方々のもののイメージが強いのでなかなか使いにく
い。きちんとした正しいしまくとうばを普及させて欲しい（子供達がきたない言葉
を使っているので聞き苦しい）

学校で時間帯をきめて、方言ｏｎｌｙにする

学校の教科に取り入れては？

県の職員（教員）が動かないともっと、普及しないと思います。県が動くべきだと
重います。

今の子供達は高令者の方と接する機会が少ないので、社会教育として（学校
の）子供達を老人ホーム等に連れて行き高齢者の方とふれあいを持たせたらい
いと思う。

若い子の方言言葉がくずれているのできれいな方言を教えて使ってほしい
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40代 男性 本島南部 普及活動がんばって下さい。

方言はなくさないでほしい。

方言はなくならない方が良い

幼稚園の頃から園で教えたらいいと思う。おじいちゃん、おばあちゃんと接する
ことで次第におぼえて行くと思う。

良い言葉（しまくとぅば）を普及させた方がいい（どちらかと言えば、きたない言
葉を覚えて使っているので…）

宮古島 本アンケートを評価します。今後も推進してほしい！

女性 本島中部 ４０代はほとんどしゃべれないと思う。お寄りが身近に少ないため、使われなく
なったと思う方言は聞きとれるが話すのができない。沖縄方言の本などがあれ
ば買いたい

ある程度ならわかるが話す事はできない。最近はあまり聞く事もなくなった気が
する。

きれいでていねいな「しまくとぅば」はぜひ残していきたい。私自身が、ほとんど
知らないので…

きれいな方言を使う子供が、少なくなってきているので、本来の沖縄の方言を
使ってほしいと思う。

普段の生活で使えればいちばん親しみをおぼえていける

家庭で、日常的に使った方がいい

学校で教えた方が良いと思う

学校で自然におぼえた方がいい。

今まで使ってないので、話す事ができない。聞く事はある程度わかっていても、
話せなくては子供達に伝えられないのではと思っている。

仕事上お年寄りと多く接するので方言の必要性を感じるがなかなか話せない

子ども達にも親しみやすいように、人形劇、紙しばい等、もっと増やしていく事も
必要かなと…

私達が小学校の頃、「方言は使ってはいけません」と学校で言われていた。

祖父母を戦争でなくした家庭で育った人の子供たちが、使えなくなっているよう
に思います。まるで英語のようです。

島くとぅばというより、ふつうの方言を、日常で使う。親がつかうので。敬語がまっ
たくつかえない。テレビで、方言講座をひらいては？

年配の方の使う方言と若い人の使う方言がちがいすぎる

方言講座をたくさんひらいた方がいい。お年寄りと話す時は、方言がコミニュ
ケーションをとれるけどわからないことばが多い。年配の方に使うことばがむず
かしい。

幼稚園でならっているみたい。琉神マブヤーをみて、時々使っている。テレビ
の交果はあるように思える

本島南部 しまくとぅばを使いこなせるようにはなりたい。きれいな発音で！

今からの世代に向けてＰＲ（学校で取り入れて欲しい）
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40代 女性 本島南部 子供は、テレビの影響が大きいので、テレビでしまくとぅばのマンガ等があったら
良い（悪い言葉は使わないで、ちゃんとしたしまくとぅばを使う）

しまくとぅばをしゃべれない母親も多いので残念。

しまくとぅばを子供に使用したいがいやがってしまう

結婚して沖縄にきたので沖縄の方言はまったくわからない。自分の生れた地域
では親等に話していた。

使える人がどんどん使っていき意識する方が自然に広がるのかの思う

私自身方言をしゃべる事はないのですがある定度の方言は聞く事が出来るの
でいまの子供達もしゃべる事は出来なくでも聞く事は出来る様になってほしい
です。
小さい時から学習して使った方がいいと思う。仕事等でお年よりと接する時とて
も不便を感じ大変です。

身近にある公民館を利用して講座を開設したり芝居見学が出来る様にしたり…
と身近にしまくとぅばがある環境作り

今もやっている地域で大会などの取り組みがいい。

島言葉でか伝えられない沖縄のちむ心があると思う大切にしたいと思う

那覇市には次世代へのウチナーグチの継承と普及を目的とした事業でしまく
とぅばを織り交ぜた音楽劇がありますが…次年度も継続して頂きたいですゆたさ
るぐとぅうねえげえさびら

方言が使えて聞けるようになれば良い

方言でも、聞こえの悪い言葉もあるので、子供達には、きれいな方言を覚えて
ほしいと思います。

本来は学校でやって欲しいが先生方も話せる人が少ないので先生方も一緒に
学ぶ様にする。

50代 男性 本島北部 しまことばを次世代へ残してほしい

どこでもしまくとぅばが聞こえるといい

元々の言葉がはやり言葉で変わってきているので沖縄の島言葉も教えてほし
い

本島中部 できれば残すようにしてほしい

学校で教えた方がよいが、地域によって方言がちがうので、どういうふうに教え
るかが課題では？

県民として伝える言葉（方言）は文化として残していきたい

子供の頃の方言札がイヤな思い出になっているので今頃、方言と言われても
ちょっと因る

子々孫々まで方言が伝わるようにお願いしたい！

小さい頃に学校で方言禁止があり、方言を使うことにイメージがわるい。私たち
の年代は、ほとんどそうだと思う。この１０年位で沖縄のイメージがよく方言もみと
められてきた（たぶん、テレビのちゅらさんあたりから）自分たちの小さい時は、
わりと沖縄のイメージは、よくなかったんじゃないかと思う

祖父母からもっと「きれいな島言葉をおしえてもらったらよい。」
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50代 男性 本島中部 島くとぅばは大事にしてほしい。ずっと残すべき

方言（しまくとうば）を使えない子供たちがほとんどだが、せめて方言（しまくとう
ば）を理解できる様になって欲しい。

方言はなくならないと思う（歌に残っているので）。話すことはできなくてもきける
力は子供達にもってほしい。正しく認識してほしい。日常で使わないので問
題。

本島南部 「しまくとぅば」の学校での取り組みにがんばってほしいです。

使わなくなっているので学校で教えて、沖縄の方言を残すことは大事。

小学校の頃から学校で取り入れた方が良い

相手がわからなくても、なるべくしまくとぅばで話しかける様にした方が良い。

地域で組踊りをやっているので伝統的なものを伝えて欲しい。オキハムの宣伝
でやってる様に身近に親しみを与える様なくふうをして欲しい・沖縄の伝統的な
行事等にふれる機会を増やす・誰でも気軽に参加出来る様料金を安くしたり、
公民館等身近な所で芝居等がみれる様な環境作りが必要

地域交流をもっと盛んにしたほうが良い。スピーチコンテストで順位をつけるの
は問題だと思う。１位になっても普段、使えるか疑問

しまことばは残して欲しい。いろいろ工夫してやってもらいたい。

ふだんから、耳にするマスコミからＴＶ・ラジオなどから…発信したりと…

学校でもぜひ教育して教えないといけないと思う。

教えるなら本当にきれいなちゃんとした言葉を教えて欲しい。又使う方もちゃん
と敬語のしまくとぅばを使って欲しい。

心を伝えるようなしまくとぅばを使えなければなにもならない。

親がわからないので子供に教える事ができない。使えるようになれればいいな
と思う

方言は島の宝物ですので後生に残るようになってほしいです。

宮古島 老人ホームへ訪問し会話する。

石垣島 「しまくとぅば」は心とやさしさの情操教育に良いと思う言葉の重みがあると思う

「しまくとぅば」は素晴らしいよ！！

女性 本島北部 身近に家族との会話の中で教えた方がいい

きちんとした方言を使える人が少ない。まちがった言葉を使う人が多いからみっ
ともない。

テレビ番組でヒンパンにやって欲しい

今から１から１０まで教えるのはむつかしいが記録に残すことは大事だと思う。



【「ある程度必要」と回答した方】

-40-

年代 性別 居住地区 ご意見

50代 女性 本島中部 今はずいぶん年上の人との会話でしが、方言は聞けないのが少しさびしい気
がする。地域（自治会など）で学ぶようにしたらいいと思う。

今はまわりで方言を使う人がいないのでさびしく思う

私達の頃は、しまくとぅばを使うと学校等でよくおこられたり×をもらったりしたけ
ど本当はまちがいだったのかな？その地方の言葉が使えないということには、
前から疑問でした。

島くとぅばはふだん使わない。聞くことは多少できるが、話すことができない。

島くとぅばは残していきたい。もっとＰＲして広めて下さい

本島南部 きれいな方言を教えてほしい。

ちゃんとしたしまくとぅばなら良いのだが、きたない言葉はあまり使って欲しくな
い。しまくとぅばでしか表わせない様な言葉はぜひ残して欲しい。今風のことば
を使う大人がいるが、見本をみせるべき立場なので、ちゃんとしたしまくとぅばを
教えるべきだと思う。

使わないと消えてしまうので、生活の中でなるべく使う様に心がけた方が良い

沖縄のすばらしい「しまくとぅば」をいつまでもなくさない様に守って行って欲し
い。少しでもいいから皆が使ってくれたらいいと思う。

沖縄の人だから「しまくとうば」ずっと残した方がいいと思う。（祖先の残した言葉
は大切に残した方がいい。）もっと前から「しまくとうば」を考えて行くべきだっ
た。

お年寄が若者へしまくうぅばを教える様にした方が良い

きれいな言葉の方言で話してほしい。グワーとかウリヒャーとか悪い言葉は教え
ないでほしい

テレビでゴールデンタイム等にながす方言ドラマとか

沖縄県は、各地域で方言の内容も異なるため各地域のしまくとぅばの小冊子と
かあればほしい。便利だと思う。

三味線、琉舞を習うと自然に方言がわかるようになるとおもう。

小学校の時から英語が大切（必要）な様に「しまくとうば」も大切だと思う。小さい
時から聞きなれていた方がいいと思う。これからは「しまくとうば」がなくならない
様に使って行ったらいいと思う

少し聞けても、ほとんど使えないので、時おり苦々しい思いもします。使えるとよ
いなと思います。

年よりとのコミュケーションは方言が話せたらいいと思います。

方言は沖縄の文化。若い人に受け継いでいってもらいたいが、なかなか使う機
会がない。方言のイベント等があれば若い人も楽しく覚えてくれると思う。

方言を聞くとホットする。話せたらと思うが、なかなか使うことはない。

話す機会がないです聞く事はできるのですが

宮古島 使い方を間違った方も多い。

60代 男性 本島北部 家庭において親子でコミュニケーションを取りながら子や孫達にきれいな方言
を伝えてほしい！
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60代 男性 本島北部 最低限、島の言葉を子供達にも残してほしい！

同じ世代の方々が集まって交流を持ってしまくとうばを普及させた方がいいと思
う！

方言集のような本があればいい

本島中部 学校がいいとは思うが、習っても生活の中で使えなければあまり意味がない。
地域のお年寄りとの交流があればお互いにいいと思う。

今の子供達は方言の使い方がおかしい。正しい方言の使い方を学んでほし
い。

最近の若い人は方言を話せない人が多い。とても残念です。良き文化は子々
孫々まで継承してもらいたい。

自分が小さい頃は、方言を使う事を学校で禁止されていた。

沖縄の方言は、地域により、違うし、敬語の使い方がむずかしく、自分も話せな
い時がある。下手に使って、かえって失礼になる時もある。学校でも教えて、家
庭でも使うことが一番いいと思うが、お年寄りのいない家庭では、むずかしいと
思う

本島南部 家庭で親が使うことが大事。

年寄りと方言を使うことが大事だと思う

年よりの方にはあいさつ位は「しまくとうば」であいさつをした方がいいと思う

あっちこっちの方言があるからむつかしい宮古八重山の友達から教えてもらっ
て使っている。子供達には、地方の特長のある意味のある方言だけでよいと思
う。単語帳みたいな本をつくって配るとよい

しまくとぅばは、非常に大切です。大いに普及させたほうがよい。

ぜひ広めてほしい

もっと早く普及に取組んでほしかった

小さいうちからやるべき

女性 本島北部 子供や孫達にも教えながら会話が出来たらいいなと思う！

のこしてほしい。

学校の授業の中にとりいれてほしい

共通語では表わせないあじのある言葉

県外出身だが、ディーサービスの仕事をしているので少しだけど使える言葉も
ある。聞くことはできるが、会話ができないので、勉強したい。ディーサービスの
方とお話しできるようにしたい。交流が大切。

使える人が少なくなりつつあるのでぜひ、残してほしい
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60代 女性 本島中部 私達の時代は、方言に対してはずかしいイメージがあり、使わないように教育さ
れていたが今は、全国的に沖縄は有名になり、ゴーヤーも、にがうりではなく
「ゴーヤー」とテレビでもいっている。沖縄をほこりに思う。琉球新報の４コママン
ガで時々、方言をつかってるので、ああいうふうにマンガとかテレビで使うとすん
なりはいると思う
自分自身なるべく方言を使うようにはしている。

保育園子供達上手ですね

方言はあった方がいいので、学校でも教えてほしい

方言は周りが使わないと消えるので皆が使えたらよい。

本島南部 テレビ等で方言を使った番組がある時孫に方言の意味を説明して教えている。
「しまくとぅば」を使った番組をもっとたくさんやって欲しい教えてあげる事が出来
てとてもいいと思う。

しまくとぅばは、ぜひ残して欲しい小さい頃から、聞くだけでもいいので、話せる
人は使って欲しい

ただ教えるのではなく日常的に使うことが大切だと思う！！

沖縄の芝居・芸能を見る機会を増やす（料金を安くしてみんなが見れる程度の
料金にする）１０００～２０００円程度なら普及すると思う！！

宮古出身なので沖縄の方言は使わないしわからない。地域地域の方言は大事
だと思う

思いやりのある方言での表現に素晴らしいものが多くあるので一つ々取り上げ
てほしい。例．はなひちかかてぇねんがやー（カゼは引いていないか）おとう、お
かあやかなてぃあっちゅがやー（お父さん、お母さんは元気に過していますか）
くたんれぇーやねぇみそうらに（お疲れはございませんか）

私たちの世代では、方言を使ってはいけないとよく言われていたから子や孫が
できやはり会話の中でどうしても、必要だと思う今日このごろです。ぜひ、「しまく
とぅば」を普及させてほしいです！！

年寄りと子供との接する機会をたくさん持ってほしい

保育園などが施設などをたずねて、お年寄りとかかわり、コミニュケーションした
ら良い。しまくとぅばは地域で育てていくものではないか？

方言の言葉使い大事だと思う（敬語→目上の人や年下の人に使う時）あいさつ
も大事だと思う

70代 男性 本島北部 親子で普及させた方がいい

孫さん達と会話の中で教えた方がいい

老人ホーム等でボランティアをさせながら自然に学ばせた方が良いと思う。

本島中部 まえに方言ニュースがあったが、そういうのもいいんじゃないか？

最近の子供達は、方言をあまり、わからないので学校でも、おしえてほしい。

普通の会話が欲しいです

方言は残してほしいので、学校でもおしえるといい。
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70代 男性 本島南部 「しまくとうば」は大切にした方がいいと思う沖縄の文化（ご先祖様の言葉）

しまくとぅばはぜひ残してほしい・ゆいまーるでやっていたスラブ打ちの歌等を
ほりおこし残してほしい

方言は親しみがあり使った方がいい・島言葉は忘れないでほしい

どんどん方言を広めてもらいたい

興味のある子供だけでよいと思う。強制するものではない

子ども達には、正しい日本語と正しいうちなーぐちを教えてほしい

子供達が沖縄の言葉である方言を使えないのは、悲しいことです

自分の子ども達には共通語を使って来たのでしまくとぅばは、あまり使えない。し
まくとぅばを使える年寄りが子ども達に教える様にしたらいいと思う

昔は方言札を持たされて方言がなくなってしまったので、これからは役所の人
達ももっとしまくとうばを使える様にした方がよい。若い人達にもっとウチナーグ
チを教えて使える様になったらいいウチナーグチはとても大切

女性 本島北部 だんだん島の言葉が失わないつつありますので今から残してほしい！

本島中部 「しまくとぅば」を使えない子供、大人が多くなっているのを実感しています。今
は子供、姪甥等身近な若者に意識して「しまくとぅば」を混ぜて話しかけるよう心
がけています。

会話は話せるが意見等を述べるのはむつかしい

宮古島生まれなので、方言を使うのは照れ臭い。学校で教えてくれたらいい。

公民館での講座取り入れてほしい。

若い人達とは共通語しか通じなくなり自分自身も方言を話す相手がいなくなり
つつある

地域によって違いがある。返事の「うー」は、大山「おー」はマシキ。また、マーカ
イガーは、友人、マーカイメンセーガーは敬語あまり、敬語ばかり使うと、「年寄
りあつかいしてる」と怒られたこともある。方言は、はばがひろく、むずかしいと思
う。

方言を使うと親しみがわく。幼ななじみとは全て方言をつかう。親にいわせれ
ば、私たちでも本当の方言ではないという。敬語はむずかしい。

本島南部 窓口（役所の）はしまくとうばを使える様にして欲しい（せめて聞くことが出来る
様にはなって欲しい）

聞く事が出来る人には、なるべくしまくとぅばを使って話しかけた方が良い（それ
だけでも普及につながると思う）・官公庁とかで、挨拶を取り入れている所がある
が、とても良い事だと思います。ぜひ地方の方でも取り入れてみたらいかがで
しょうか。

「しまくとうば」はとても親しみを感じていいと思う。もっとたくさんの人が使って欲
しいです。

あまり、しまくとぅばは、好きではない

しまくとぅばを使いたいが住んでいる地域と言葉が違うので使えない。子供達も
しまくとぅばはわからないので会話は共通語になってしまう。しまくとぅばを教える
のはむつかしい



【「ある程度必要」と回答した方】
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年代 性別 居住地区 ご意見

70代 女性 本島南部 忘れないようにある程度あってほしい。

沖縄ぐちは使ってほしい

子供達に声かけ（方言）あいさつ等

石垣島 方言は大切にしたいね



【「あまり必要で無い」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

小学校
5年生

男性 北部地区 しまくとぅばをつかう人がいるなら、あったほうがいっと思う

しまくとぅばは自分は全くわからず、沖縄だけだから消えてしまうかも

しまくとぅばはぜんぜんわからないけど、おきなわでしかつかわないからのこした
ほうがいい

中部地区 おじいちゃんとかおばあちゃんがしまくとぅばを使うけど、意味が分からないので
あまり必要じゃないと思う。

ぼくは、あまりしまくとぅばをつかわないので少し使いたいです。

ぼくは、しまくとぅばは、１つぐらいしか分かりません。だから、もっとべんきょうし
たいです。

いまからはしまくとぅばをつかっていきたい。

７年間東京にいたのであまりわからない。

南部地区 ぼくは、「しまくとぅば」とゆうことは、何で必要だろうと思っている

これからは英語の時代でしょ？

しまくとぅばは、どう意味ですか。

方言の勉強をして方言をペラペラ話をしてみたい

方言は少しは必要

女性 北部地区 しまくとぅばは、あんまりわからないけどあったほうがいいと思う

「しまくとぅば」は、私はあまり意味もわからないし、何を言っているのかさえわか
りません。でも、「しまくとぅば」は必要だと思います！

私はあまりしまくとぅばはわからないけど、お父さんとおじいちゃんがつかってい
るのですこしひつようだと思います。

中部地区 ぼくは「しまくとぅば」のことがぜんぜんわかりません。

私は、父母が方言で話をしている時は「は？」と思いました。でも、今は兄弟で
も、方言ではなせるようになった。

おじいちゃんたちがしゃべっているときに、なんていっているか分からないか
ら、あまり必要じゃないと思います。

南部地区 しまくとぅばを、おぼえたい

中学校
2年生

女性 北部地区 なぜ、使わないといけないんですか？

中部地区 「ありがとう」などの言葉はしまくとぅばを使うと、とても、優しい言葉のようにきこえ
て、良いいなぁと思うけど。怒ってる人が、普通の言葉をつかわないで、しまく
とぅばを使ってると恐いし、言葉ももっとひどくなってるように感じるから。あんま
り、使わなくていいと思う。

「しまくとぅば」普及する必要てあるのかなと思いました。

日常では方言は必要だと思わないけど沖縄について知ることが必要だと思う。

南部地区 方言をしゃべれる人は少くなってきているので、あんまり方言は必要ではないと
思う。
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【「あまり必要で無い」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

中学校
2年生

女性 南部地区 しまくとぅばのいみがよくわからない。なんでこんなアンケートしたんですか？

「しまくとぅばって何？」というクラスメイトがいた。しまくとぅば＝方言というのがわ
からない人たちもたくさんいる。

高校
2年生

男性 北部地区 おわらいポーポーみよう

方言は必要ないと思います。

自分は方言は全く話せませんが、若い人たちにも方言が広がれは沖縄はもっ
と活気がよくなると思うのでとても良い取り組みだと思います。

中部地区 ゴリゴリの方言を使うのははずかしい

だーるば？

アガーっとかその程度しかつかわないけど、お年寄りのために少しはおぼえた
い

知る機会がないからわからないし、無理して知る必要もないと思う。

日常生活ではあまり使わないけど、文化として残していきたいと思っています。

女性 北部地区 沖縄の文化を残していった方がいいと思う。

中部地区 ・あがー（いたい）・まやー（ねこ）・わじわじー（むかむか）・ひんぎる（にげる）

・あがぁ・しかんだ・やーさい

でーじとかよく使う。

南部地区 今、私達は「しまくとぅば」をあまり使いませんが、「しまくとぅば」もちゃんとした１
つの言語なのでなくなってほしくないです。

授業でしまくとぅばを取り入れれば良いのでは？

石垣地区 あんまり分からない。

20代 男性 本島中部 学校で教えた方がいいと思う。友達と、方言は使うが、「島くとぅば」とは違うよう
に思う。年配の人とは話せない。

祖父母も標準語なので、あまり方言は話さない。友達と話すていどだが、島く
とぅばではない。

本島南部 若い人たちも「しまくとぅば」が使える様になったらいいと思う

しまくとぅばが使えない世代がふえていくのはさみしい。年ぱいの人達が使わな
くなってるので、ぜひ使用できる場をふやしていく努力が必要

授業等で方言を身に付ける機会を作るべき。

石垣島 テレビで時々見るが、あまり理解できていない。

女性 本島中部 沖縄の方言を聞くといやされる

話せなくても特に不便に感じた事はないが、生まれ育った沖縄方言はずっと伝
えられていてほしい

本島南部 方言はあまり好きでない。（使って欲しくない。）
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【「あまり必要で無い」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

20代 女性 本島南部 あまり必要を感じないので、ピンと来ない

地域によっても違うし、よくわからない方言の共通化を図らないといけなくなって
もまたおもしろくないし、地域の特色を出していくのはよいと思う

石垣島 「しまくとぅば」の使い方が、いまいちよくわからない

30代 男性 本島中部 かんたんな、くずした方言を、ちょっとだけ、使う時がある。方言を使える人が少
ないので、将来消えつつあると思う。

本島南部 まずは、官公庁が見本となって、取り入れた方が良い

与那国島 ほとんどしまくとぅばを使えない人が増えている今だからこそ少しでも（単語程度
でも可）子ども達に広めていってほしいと思います。

女性 本島中部 きれいな言葉を使えないよりは、使わない方が良いとおもう

沖縄嫁としてまだ１年少しなので、今の所まったくわからないが、おじいちゃん
おばあちゃんから教えてもらい使えるようになりたいです。

純粋な島くとうばはよくわからないので使えない。教えるのもむずかしいと思う

本島南部 あまり必要ないと思う。共通語で充分、それより英語教育をもっと充実して力を
入れてほしい

しまくとぅばはわからないので、普及させる事が必要かどうか正直ピンとこない

しまくとぅばは話せないけど聞く分にはいいなあと思う。本当は話せるようになり
たい　最近は、「おきなわのホームソング」やラジオで「ここなーとやよい」の番組
を聞いて、いいなあと思う　続けるべきだと思う。

子ども達は学校でしまくとうばを学んでいるのでいいことだと思う

親しみはあるが、やはりむずかしい…

方言に接する機会がない為あまりわからない。話せなくても不自由は感じない
が、しまくとぅばは親しみが持てるので知らないよりは、知ってた方がいいかなと
は思う。

石垣島 「しまくとぅば」はあまりよくわからないです。

40代 男性 本島中部 これからずっと沖縄で暮らす者としてあいさつ程度はわかるが、自分にとって
は、それほど必要性は感じない。

沖縄方言のテレビ番組が増えれば早くなじみ覚えると思う。日常生活において
の方言は特に必要性は感じない。

方言の必要性があまりわからない　沖縄の今後の為には標準語を強化するほう
が良いと思う。

女性 本島北部 年寄りとのコミュニケーションを、取った方がいいと思う

本島中部 とても大事なことだと思いますが、残すのはむずかしいと思います。

まわりに使う人がいないので、方言がわからない

近くで方言を使う人がへった
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【「あまり必要で無い」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

40代 女性 本島中部 保母をしているが、沖縄の方言の童ようだと、わりとすんなりはいれるのでは？
手遊びのイユヌミー、ミーミンメーとかのうたは好きなので唄あそびで教えるのも
いい。

本島南部 「しまくとうば」は聞くだけでも勉強になる

石垣島 「しまくとぅば」で話されても、わかりません…。

普段の生活の中では、あまり必要性を感じない。

50代 男性 本島中部 英語授業取りのやり方で方言も学校でやってほしい。

沖縄芝居などＴＶを通じて広めた方が、わかると思う。今はそういう沖縄芝居が
なくなってますます方言を使える人が減ってきてると思う。ＴＶ・ラジオでの放送
で聞いていて自然に覚えるものだと思う。

方言はあまり使わないので、普段の生活では必要性をかんじない。

本島南部 きれいなしまくとうばなら良いが４０代、５０代で「ばぁばぁ」みたいなことばはいか
かなものかと思う

地域によって方言が違うので、あまり必要だとは思わない。とまどってしまう。

無理に教えなくてもいいと思います

石垣島 地元出身ではないのであまり参考にならないのでは？すいません…

南北大東島 話すことは難しくても、聞いてある程度理解させることは必要だと考えます。

女性 本島北部 テレビの放送にとり入れて子供達のいる時間帯で放送してほしい！

本島中部 ずっと共通語だったので、今さら方言は話せない。ある程度きけるが、会話はム
リ。たまにお年寄りと話す時、方言が話せたらと思うが、なんとか通じるので、普
段の生活では、必要性がない。

保育園等で小さい時から歌や民話など歌ったり聞いたりするのもよいと思う

本島南部 子供たちにぜひ「しまくとぅば」を学校などで教えて欲しいです。

家庭で目上の人が子供達におしえるようにしたほうが良いと思います。

60代 男性 本島中部 この運動を継続してほしい。

普段の生活で今の子供たちは、方言を使わないのが昔とちがう。それはそれで
もいいと思うけど少しは、分かっていてほしい。沖縄らしさがなくなるから。

本島南部 世界共通の言葉を覚えた方が良い

特に普及させる必要はない無駄な事には金を使わないでほしい

標準語を使ってほしい。

石垣島 沖縄では島々によって言葉違いますのでどこの言葉教えるか？

女性 本島中部 まわりに方言をはなす人がいなかった。でも、ふるさとの言葉は大切なのでたや
さないでほしい。
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【「あまり必要で無い」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

60代 女性 本島中部 必要性が少ないため、学校で取り入れてほしい。実生活の中でしか生まれてい
かない方言はこれからは難かし～いとおもう。

本島南部 方言はあらい（地域によって）・方言の育成は後々にも残してほしい

興味のある人がやればよいと思う

昔は方言札あった。

70代 男性 本島中部 学校で組踊りなどを見に行くのもよい

本島南部 沖縄にはたくさん地方によっても違うことばだからタンリガタンリーとかミクァイ
ユーとか宮古・八重山ではこんな言うとか、普段使う言葉にこんなのがあるよくら
いでいい

沖縄歌と三味線との兼合いで分かった方が良い

幼稚園、小学校と地域が提携して取り組んだ方が良い前は、言葉のアクセント
で、その人がどこの人かが理解出来たが、今は、しまくとぅばを使わなくなってい
るので難しい。地域のしまくとぅばも大切に残したいのだが、無理だと思う

女性 本島中部 ふだんは方言を使わないし、生活の中でもあまり必要性はないが、島くとぅば
は、残しておきたいたやさないようにしてほしい

本島南部 祖父母と小さい頃から接し、その時はなるべくしまくとぅばで話しかけすると、聞
ける様になるのでは…・しまくとぅばが使える方でも、友人どおし集まった場合、
使う人が少なくなっている。使える人は、どんどん話した方が良い

できたら使いたいけど、聞けるがあまり話せない

敬語がむつかしい
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【「まったく必要で無い」と回答した方】

年代 性別 居住地区 ご意見

小学校
5年生

男性 北部地区 しまくとぅばはいみがわかりません。

中部地区 しまくとぅばはすごいなっとおもった

しまくとぅばについて分からない。

中学校
2年生

男性 北部地区 「しまくとば」より英語を教えたほがあっとうてきに、ぜったい、とくします。

中部地区 しまくとぅばがわからない

ほうげんはきらい

南部地区 しまくとうばは必要ないと思う。

県外に出たときに、方言は意味が通じないし全国共通の言葉ではないから必
要はないと思う。

共通語があるので、「しまくとぅば」はほとんど必要がないし、わからないから、い
らないと思う。

なんで方言を使う必要があるか知らん。

女性 中部地区 方言でおこられても、まったく意味が分かりません。

南部地区 あんまり考えたことがないのでわかりません。

しまくとぅばの意味がよく分らない。

高校
2年生

男性 北部地区 やるのは良いと思うが、自分には必要ない

石垣地区 方言自体嫌い

方言わけがわからない

- 宮古地区 日本語でＯＫ

20代 男性 本島南部 変な言葉があるので（きつい言葉）等は、使ってほしくないです。

40代 男性 石垣島 ４０代はあまり使える人がいないので、話す機会もない

テレビ等で「しまくとぅば」と使われるとわからないので使用しないでほしい（なぜ
標準語でしゃべる事になっているのかを考えてほしい）

50代 女性 本島中部 若者言葉ではなくきれいな方言を残したい

本島南部 特別やる必要はない

70代 女性 本島南部 時代的に方言を話なさい教育を受けてきているので、必要ないと思う。職業的
に必要な人だけが勉強すればよいと思う。５０代６０代７０代には無理です。わざ
わざ教育に取り入れる必要はないむしろ正しい日本語の教育をしてほしいで
す。
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調査票
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