
16.自身の出身地の「しまくとぅば」の継承について

出身地のしまくとぅばを「将来に渡って残してほしいと思うか」については、「そう思う」「ややそう思
う」の肯定意見の合算値が64.1％。令和２年度は合算82.3％。
令和２年度と同じ郵送調査のみの結果では肯定回答は75.5％で、令和２年と比較すると

6.8ポイントの減少となる。
性別では男性が合算値で61.0％、女性が67.0％。
年代でみると、最も高いのが10代で70.3％、最も低いのが20代で61.2％だった。
地区別では最も高い中部地区で69.3％、最も低い八重山地区が51.4％となり地域によっ
て大きな差があった。
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

10代 男性 糸満市 一つの文化として残すのはいいと思う

10代 男性 那覇市 機会があれば、改めて学んでみたいなと思います。

10代 男性 宜野湾市 人気声優を使ったりしたアニメでしまくとぅばを使えば話題になると思う

10代 男性 沖縄市 使いやすいやつと覚えやすいやつを教えてほしい

10代 女性 宜野湾市 大切な沖縄の愛ある言葉を守るための活動を応援します。

10代 女性 豊見城市 しまくとぅばをもっと知ることができる機会があれば良いと思う

10代 女性 読谷村
しまくとぅばがこれからも継承されるためには、若い子たちが使いやすく、かつ正しいしまく
とぅばを広めるとこが大事だと思います。

10代 女性 那覇市 私含めて今の若い世代は知らない人が多いから普及させた方がいいと思う。

10代 女性 糸満市 若者に継承する

10代 女性 那覇市 しまくとぅばには沖縄の心が表れてると思うから、できれば残ってほしいな

10代 女性 糸満市 沖縄県民から広めていけたらいい

10代 女性 八重瀬町 地元愛を強めていこう

10代 女性 豊見城市 しまくとぅばを知る機会があればいい

10代 女性 沖縄市 ”しまくとぅば”を知らない人たちがふえてるので、普及推進はとてもいいものだと思う。

10代 女性 豊見城市 是非私たち若い世代にしまくとぅばの教育を行なってください。宜しくお願いします。

10代 女性 宜野湾市 学校で習えるようにした方がいいとおもう！！
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

20代 男性 うるま市 しまくとぅばにはしまくとぅばにしかない表現があり、残すことは有意義なことだと思う

20代 男性 浦添市
子供からお年寄りまでの幅広い年齢層の人々にしまくとぅばが浸透するには、大切な推進だと
思います。

20代 男性 与那国町
島ごとに全く違う方言です。人口が少ない島では言葉自体が絶滅するのが目に見えてる状態で
す。公共の場で積極的に使用するべきです。

20代 男性 糸満市

言葉を覚えなさいと言っても、なかなか覚えきれず、忘れたり、聞き取れなかたりするので、
歌で覚えてもらうと頭にはいってくるかもしれないです。例えば、英語の単語は分からないけ
ど、英語の歌ならなんとなくメロディーが流れると歌えたり、沖縄でいえば、あかたすんどぅ
んちは、子供のころにきいて今でも肘や耳など触る動作や歌を口ずさめるはず。同じ要領で歌
を教える方式に変えてはどうでしょうか

20代 男性 今帰仁村 沖縄をもっと元気に

20代 男性 那覇市 言葉がわかりません。

20代 男性 北中城村

沖縄の方言は、少々乱暴で言葉遣いの悪いイメージがある。それは使う人たちが悪口や怒り口
調で話しているときの印象が強いからだと思う。汚い言葉や悪口は致し方ないとはいえ、綺麗
な意味を持つ言葉や適した使い方の場面などを教える側や使う側の人たちが積極的に使うよう、
子どもたちが見聞きして真似して使っても良いよう意識するべきだと思う

20代 男性 名護市
残しておくのは必要だけど、自分自身があまり分からないから、必要以上に喋らない方がい
い。、

20代 男性 那覇市 標準語と混ざれば、ある程度愛着があって良いのかなと思う。全てだと厳しい

20代 男性 宮古島市 なかなか聞くことがないので、まずは聞いて知ってもらう必要があると思う

20代 男性 中城村 正直必要性を感じない

20代 男性 宜野湾市 しまくとぅば学習を是非学校教育に取り入れてほしい

20代 男性 西原町 なんくるないさいいとおもう

20代 男性 南城市 出来る所にはやって行きたいと思う

20代 男性 名護市 しまくとぅばをなくさないように努力したい

20代 男性 宜野湾市 テレビやマスコミなどでPRすることが良いのではないかと思います。

20代 男性 名護市 話す人が少なくなってきているため、伝統として継承していくべき

20代 男性 沖縄市 沖縄の伝統と次世代残すためにも継続してイベントなどの取組を増やしてほしいい。

20代 男性 沖縄市
自分も含め今の若者達は祖父・祖母など以前に比べてしまくとぅばにあまりなじみがなくしゃ
べらなくなっていってるので普及推進に対して賛成です。

20代 男性 うるま市
しまくとぅばは文化として残すべきだと思うがあくまで任意であって強制的な取り組みになっ
てしまわないように注意が必要

20代 男性 うるま市 またありましたら

20代 男性 豊見城市 あ

20代 男性 中城村 上手く生活の中に落とし込めると徐々に普及されていくと思う

20代 男性 宜野湾市
しまくとぅばが私の周りの世代からあまり使わなくなっていると思うので、私たちからしまく
とぅばを自主的に学ぶことが大切だと思う。

20代 男性 宜野湾市 しまくとぅばについて考える良い機会になりました。

20代 男性 今帰仁村 一緒に取り組むべきだと思います。

20代 女性 浦添市 SNSで普及すればいいと思う

20代 女性 那覇市 若者たちに義務教育で教えるべき

20代 女性 糸満市 無くなってほしくはないけど、自分が使うかと言えばそうではない
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

20代 女性 読谷村 どのように学習したらよいかわからない

20代 女性 那覇市 若い世代にも知って欲しい

20代 女性 那覇市 社会に出たら公用語しか使わないのでなくてもいいと思う

20代 女性 糸満市 しまくとぅばは残したい

20代 女性 宮古島市
身内は使っているが私は全く分からず、習う事も無かったのでこれからの学生には授業等でやっ
てくれたらいいなと思います

20代 女性 那覇市 しまくとぅばがなんなのかわからない。

20代 女性 うるま市
島くとぅば保存も大事だが学校の授業に取り込むのは違う気がする。英語など現行で使われる言
葉に注力すべき。

20代 女性 那覇市 興味が無い

20代 女性 うるま市 テレビでしまくとぅばを使うことで色んな年齢層に見てもらうのがいいと思います

20代 女性 座間味村
しまくとぅばは誇りであり貴重であり、受け継いでいけなきゃいけないもの。私もしっかり受け
継いでいきたいから

20代 女性 豊見城市 小学校とかでも教えて欲しい

20代 女性 恩納村 とくに

20代 女性 那覇市 地域の高齢者と関わる機会を作る

20代 女性 那覇市 ずっと残していきたい

20代 女性 糸満市 しまくとぅばは沖縄の宝物の一つだと思う。

20代 女性 名護市 番組を作る

20代 女性 名護市 無くなってきている

20代 女性 浦添市 沖縄は閉鎖的すぎるから新しいことを取り込むことに力を入れた方がいいと思います

20代 女性 那覇市 頑張って欲しい

20代 女性 那覇市 snsで有名人がしまくとぅばを使うともっと普及率があがるとおもう

20代 女性 名護市
言葉は使わないと消えていくもの、忘れていくものです。伝統文化を承継することも大切ですが、
時代の変化に対応した文化承継、柔軟な考えの下、沖縄の未来が発展する社会であるようにと
願っております。

20代 女性 うるま市 積極的にしてほしい

20代 女性 浦添市 未来に残すには、推進していくべきだと思う

20代 女性 中城村 無くならないように残していきたい

20代 女性 沖縄市 あまり沖縄の方言はよくわからないので簡単な単語帳とかがあればいいと思います

20代 女性 浦添市
私自身、方言を学校などで習ってこなかったのと、周りに話す人が少ないためあまり触れる機会
がなかったが、もし機会があったらもっと親しみを持てたと思うので、周りに話す人がいない人
でも方言に触れる機会として学校で総合の時間などを使うのはとてもいいと思う。

20代 女性 沖縄市 しまくとぅばを知らないよりは少し知っててもいいとは思う

20代 女性 沖縄市 いつまでもしまくとぅばが残ってほしい

20代 女性 那覇市 ぜひしまくとぅばの普及に力をいれてほしい。

20代 女性 那覇市 地域で力いれるべき

20代 女性 うるま市
若い世代になればなるほど興味関心がなくなるものだから、教育の一環として取り入れても面白
いかもしれない

20代 女性 那覇市 なくならないでほしい

20代 女性 浦添市 使いたい人だけ使えばよいかと思います。

20代 女性 与那原町 私自身あまりわからない
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

20代 女性 南城市

すみません、あまり好きでは無いです。なので普及してほしいとも思ってないです。普及させた
いならあの喧嘩腰のような口調どうにかなりませんか？もっと柔らかく なんくるないさぁ～く
らいの口調で話しませんか見ず知らずの人に方言で話しかけられるとうっわ、また沖縄晒してる
としか思わないです。ガラの悪いおじさんが使ってるイメージで嫌です○○さぁ～、だからさ～、
とか語尾の変化はとっても可愛くてこれだけでいいと思ってます

20代 女性 那覇市 少し知っててもいいのかなっておもう

20代 女性 豊見城市 話せる人が少なくなっていくのはさみしいと感じる。

20代 女性 沖縄市 しまくとぅばの良いところ、面白いところを影響力のある人にアピールしてほしい

20代 女性 南城市 小さい頃から学ばないとわからないので授業の一環で取り組む

20代 女性 沖縄市
自分が住んでいる地域の言葉なので、簡単な言葉でいいから、使ってみたいと感じた。さらに、
イベントなど様々な行事があることは分からなかったので、今度調べようと思った

20代 女性 西原町 良いことだと思う

20代 女性 浦添市

沖縄県内でも離島と本島で方言は違うので、全部同じみたいにすると反感を買われるのではない
かと思うから配慮した方がいいと思う。あとラジオとか企業の人が敢えてなまったしゃべり方を
しているのはあまり好感が持てないから、聞いていたくなくなる。nhkとかのうちなーであそぼ
とかみたく、ずっとうちなーぐちで話してるみたいな番組は見ていて面白いと思う。

20代 女性 那覇市 学ぶ機会が減らないようにしてほしい

20代 女性 那覇市 無し

20代 女性 豊見城市
沖縄の方言は綺麗な方言は、とても好きです。高校の時に授業で習い、それを思い出しながら答
えていました。授業で、方言をするのが一番ひろがるんじゃないかとおもいます。

20代 女性 糸満市 未来にしまくとぅばをのこすためにはとてもいい取り組みだと思う

20代 女性 西原町 普及推進は賛成です。

20代 女性 宜野湾市
学校教育のなかで積極的にとりくめば、習得まではいかずともさらに身近に感じ生活の中に入っ
てくることが出来ると思う

20代 女性 うるま市 厳しいのでは

20代 女性 浦添市
文化を残すためにも小さい子にも親しみをもってもらえるといいが、授業で入れるのはどうかと
思う。沖縄弁の絵本や本を通してや会話の中での学びはいいと思う

20代 女性 那覇市 じゅん選手みたいなお笑いの人がいると楽しく学べると思う

20代 女性 沖縄市
・「しまくとぅばの日」「しまくとぅばのイベント」があるという事を初めて知りました。・標
準語だと思っていた言葉が方言だったって事が多いので「この言葉、実は方言です」みたいな事
をインスタなどＳＮＳで発信するのもいいと思います。私はもっと知りたいと思います。

20代 女性 読谷村
おばー、おじーが最近方言でしかしゃべらないことが多く、いつも聞き返している事が多いので
聞き取れて私自身も方言で返したいと思うことがたくさんあります。英語のようにわかる人に聞
けば何とかなることが多いのでそれじたい改善したいなと思いました。

20代 女性 うるま市
しまくとぅばを知ることで幅広い年代でコミュニケーションをとることに繋がると思う。しまく
とぅばは失われつつあるので普及推進について賛成である。

20代 女性 うるま市

私達の世代では、祖父母が一緒に住んでいる環境にある方や、ご家族で話せる方がいる家庭では
馴染み深かったと思います。しかしこれからの子供達の世代ではそういう環境にないのがほとん
どだと思いますので、学校で学習に取り入れて頂くという案はとても良いと思います。沖縄にし
かない文化なので残っていってほしいです。私はそういう機会がなかったので興味を持つことも
なかったのですが、触れる機会を作れば興味も湧くと思います。

20代 女性 宮古島市
沖縄本島の「しまくとぅば」と宮古島の「みゃーくふつ」とか一緒くたにされがちなので、推進
するときは同じようなクオリティでその地域ごとに分けて進めてくれると嬉しいなと思う。

20代 女性 糸満市 ずっと、残していけたら良いと思います。

20代 女性 八重瀬町

私は、沖縄が好きで沖縄の芸能、や文化建物など全てすきです そして今回のしまくとぅばも沖
縄が好きな理由です！それぞれの地域のしまくとぅばに特徴があり面白いのに最近は、芸能をし
てる人たち以外、しまくとぅばを聞く機会が減っていると思うので、私もまだまだ知らないしま
くとぅばだらけで、私自身ももっと学びたいので是非しまくとぅばを普及させてください！

20代 女性 宜野湾市 話せないけど、なくなってはほしくない。職場などで使えるように慣れば良いと思う。
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

30代 男性 読谷村 こどもにおしえてほしい。うちはないちゃー両親だが、こどもはしまくとぅばわかってほしい。

30代 男性 那覇市 しまくとぅばが後世に受け継がれますように

30代 男性 南城市 良いと思います。

30代 男性 糸満市 無理して普及する必要はない。

30代 男性 那覇市
丁寧な会話ができなければ世代間の交流がやりづらい単語よりも文法を整理された形で学べると
良いと思う

30代 男性 浦添市 良いことだと思う。ただ、強要はよくない

30代 男性 沖縄市
文化を残す・継承するのは素晴らしい行為だと思うが、実用的な外国語習得の方が魅力的だと感
じる。また、大人になって覚える気力も機会もほぼないので、子供の内から学校の授業の「生
活」の科目等で勉強した方がいいと思う。

30代 男性 浦添市 教える環境があれば残した方がいいんじゃね

30代 男性 浦添市 頑張りましょう

30代 男性 那覇市 ビジネスとは切り離すべき。

30代 男性 那覇市 公共の福祉に役立つとは思えないので公金を使ってまで普及活動をする必要はない

30代 男性 沖縄市 昔からの沖縄を受け継ぐのをこれからも続けて欲しいです。

30代 男性 沖縄市 難しい。

30代 男性 うるま市 好きな人は好き

30代 男性 沖縄市 分かりません

30代 男性 宜野湾市 方言

30代 男性 那覇市
時代は変化していくので、無理に使うのではなく、昔のコミュニケーションの取り方としてこう
いう言葉もあったんだ程度の認識があれば十分かなと感じます。

30代 男性 南風原町 英語や中国語を優先的に学習させたほうが国際的な人材を育成できると思う。

30代 男性 那覇市 良き文化を残して欲しい

30代 男性 豊見城市 何か自分にも力になれれば…

30代 男性 沖縄市 日本本土にも沖縄を伝える為にも普及推進をして欲しいです。

30代 男性 宜野湾市 年配の方々とコミニケーションを取る事

30代 男性 金武町 文化だと思う、残して後世へと継ぐべきだと思う

30代 男性 うるま市
今のままではウチナーグチは近い将来なくなると思う。沖縄県民として誇りを持ってウチナーグ
チはしゃべってほしい。内地からの移住者には求めないしエセ喋られても腹が立つだけ。

30代 男性 豊見城市 あたたかみがある言語なので、後世に継承していってほしい

30代 男性 石垣市 話せる人が少なくなっている。残していきたい

30代 男性 名護市 受け継いできた言葉が絶えることは寂しいので、残していってほしいと思います。

30代 男性 那覇市 具体的な取り組みは思いつかないが、継承できるよう期待しています

30代 男性 伊是名村
これからの時代なくなりそうなので真剣に受け継ぐように細かいニュアンスや発音を自分で覚え
て行事でも使えるように意識したいと思いました。皆さんも努力してほしいです。

30代 男性 宮古島市 一人一人が関心を持っていくこと

30代 男性 浦添市 方言の番組を増やしてほしい

30代 男性 石垣市 マスメディアで使用すれば自然と耳に入ってくる。

30代 男性 沖縄市 楽しく過ごす

30代 男性 那覇市 雑な言葉だけが使われがち
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「しまくとぅば」の普及推進についてのご意見、ご感想（30代）

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

30代 男性 沖縄市 生活の中で多少つかえればよい。

30代 男性 読谷村 おじーおばーとの交流

30代 男性 南城市
自分はある程度理解はできるが、話す事はあまりない。今の子供たちは方言に触れる機会が減ってき
ていると思うので、それを増やす取り組みはいい事だと思う

30代 男性 那覇市 しまくとぅばを使った歌や踊りを通して普及促進につながればよいな、と思います

30代 男性 那覇市 みんなが使う

30代 男性 南城市 よく分からないが受け継いでいくことは、大切だと思う

30代 男性 沖縄市 難しいと思う

30代 男性 浦添市 政治的に偏ったものを感じるし気持ち悪い

30代 男性 豊見城市
自然に任せればいいと思う。しまくとぅばでも古文漢文と同じでいい言葉は残ると思うし良くない言
葉は淘汰されると思う。

30代 男性 那覇市 普及、継承においては日常的に使えるのが1番良いと思う。

30代 男性 那覇市
文化として大事なのはわかる。県の事業としてそこまでお金をかける必要はない。県民にとって、継
承される文化ならば、自然と残るはずである。

30代 男性 糸満市 学校で

30代 男性 沖縄市 沖縄の大切な文化なので残っていってほしい

30代 男性 那覇市
沖縄の歴史などと絡めてしまくとぅばを学ぶのはいいと思うが、普段の日常生活の中では全く使わな
いので、そこまで必要性はないと感じる。

30代 男性 沖縄市 しまくとぅば話者が絶滅するのは嫌なので普及が少しでも進んでほしい

30代 男性 宜野湾市

しまくとぅば普及推進はとてもいい取り組みだと思う。ただ、興味がある人だけに届いているので、
興味がない人でも何かしら情報が入ってくることが重要だと思う。学校での取り組みはとてもいいと
思います。子供達が喋れば大人も引っ張られると思う。本来は大人が喋るのが一番いいと思うが、喋
る習慣がなくなってきているので、改めて学校からしまくとぅばを使う習慣を身につけれたらいいか
と思います。

30代 男性 宜野湾市 学校でやる

30代 男性 沖縄市 とても大事なもの島の宝

30代 男性 宜野湾市 学校教育において、普及推進を行って欲しいです。

30代 男性 宜野湾市
残したいと思う人が活動するのはいいと思うが、自治体がわざわざ予算をつけて推進する事業ではな
いと思う。

30代 男性 北中城村 学校で教える時間を設けてほしい

30代 男性 那覇市 若い層にも広がっていってほしい

30代 男性 西原町 メディアで普及させ流行らせて欲しい

30代 男性 沖縄市 聞き取れる

30代 男性 浦添市
日常的に使用する機会が減っている、仕事で他の都道府県の方と接する機会が増えていることから使
用する場が少ない。小さい頃から耳に入ることが重要だと思う。

30代 男性 沖縄市 大切にしたい

30代 男性 名護市 大切な文化なので、どんどん広げてほしい。

30代 男性 那覇市 ありがとう

30代 男性 うるま市 今はデータに残せる時代なのでそういったもので残すのは大事だと思う。

30代 男性 那覇市 とにかく使う

30代 男性 糸満市 勉強なります

30代 男性 うるま市 ラジオからの情報が耳に入る機会が多くて良い。テレビは沖縄発信の番組が少ない

30代 男性 名護市 ある程度は普及してほしい

30代 男性 沖縄市
県外にアピールするためにまずは県内で広めてあった方がいい（県内でも若い人は知らない人多かっ
たりするので）SNSで話題になった漫画「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」は分かり
やすく解説されているので、それを筆頭にアピールしていってほしい
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「しまくとぅば」の普及推進についてのご意見、ご感想（30代）

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

30代 女性 名護市 自分もしりたい

30代 女性 那覇市
方言を喋れる人達が減っていると思うので、今後なくならないようにする為にも学校で教える時
間があっても面白いと思う

30代 女性 浦添市 もっと積極的にアピールすべきだと思う

30代 女性 うるま市 地域での取り組み強化に期待したい。

30代 女性 那覇市 子供達が、おじぃおばぁとしまくとぅばで挨拶しているのを見てみたい。

30代 女性 那覇市 こどもの頃から馴染みをもてたらいいと思う

30代 女性 沖縄市 若者に触れるよう工夫することが大切だと思う

30代 女性 うるま市 自分も含めすべての会話に知っている言葉と知らない言葉があるので忘れられないようにしたい

30代 女性 那覇市
しまくとぅば検定くらいしか知らないので、もっと普及推進を頑張って欲しい。子ども世代にも
どんどん推進していってほしい。

30代 女性 那覇市 日常生活で触れる機会を増やすことが大切

30代 女性 那覇市
伝統文化として継承した方が良い思うので、日常会話程度は理解、話せるようになりたいと思い
ます。

30代 女性 浦添市 必要

30代 女性 石垣市 伝統継承したいな～

30代 女性 南城市
私のように「しまくとぅば」という言葉に違和感を感じているいる人も少なからずいると思うの
で、「うちなーぐち」も検討してほしい。

30代 女性 宜野湾市 伝統は大切だと思う

30代 女性 糸満市 しまくつぅばを話せる人が減っているので寂しく思う

30代 女性 北谷町 頑張って欲しい

30代 女性 嘉手納町 私自身も話せない世代なので、どうにかして残していけたらなと思います。

30代 女性 宮古島市 世代によっては、使える使えないがあるから、色んな世代の方と交流が持てるといいと思う。

30代 女性 浦添市 授業でも教えて欲しいし歌でもっと流したりしたら耳から覚えられるかなぁと思います

30代 女性 浦添市 どうにか普及させ、根絶しないでほしい。

30代 女性 宜野湾市
私の母は県外出身者で、父や祖父母も母が理解できるように共通語を使っていた。なので、私は
しまくとぅばが習得できなかったと思う。小さい頃から身近な家族がしまくとぅばを使っていれ
ば、人は自然と話せるようになると思う。

30代 女性 南風原町 授業やアニメなどにて使用

30代 女性 那覇市 復帰50周年の節目に、県民でしまくとぅばの合い言葉をつくりたい。

30代 女性 豊見城市 おじいおばぁに習うのが一番

30代 女性 西原町 方言を使うことが悪いというイメージを無くして欲しい。地元の言葉を大事にしていきたい

30代 女性 那覇市 興味が無い

30代 女性 沖縄市 ない

30代 女性 那覇市 具体的にわわからないが、現在の取り組みがもっと広がっていくと良いと思う

30代 女性 那覇市
良くも悪くも、その土地の雰囲気や風習を表したものだと思います。無形文化のひとつとして、
残していってほしいと思います。

30代 女性 宜野湾市 綺麗な方言、使い方を教える事が今は大切かと思います。汚い方言は聞くだけで不愉快。

30代 女性 宜野湾市 伝統

30代 女性 名護市

方言札は『あくまでもその時代のやり方だった』だけだと思っています。その後札がなくなって
後に、コミュニケーションで必要だったかどうかで使用するか否かに進んだと思います。標準語
を使いこなせた方が利があったという英語圏の人々と同じだと思います。すたれさせないための
地盤がもともと自分には無いので、両方日常的に聞いてないと喋れないと思いました。
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「しまくとぅば」の普及推進についてのご意見、ご感想（30代）

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

30代 女性 国頭村 古き良き文化を残し繋げていくことは、とても素晴らしい事だと思う。

30代 女性 浦添市
今日のローカルニュースで特集を観ていたので、丁度家族と話題にしていました。第二言語に
していきたいとありましたが、地域ごとに違いがあると共通化はどうなるのでしょうか。

30代 女性 石垣市
あいさつ程度でもイイから小さい頃から教わっていると方言(しまくとぅば)に興味を持ち、聞き
なれた言葉として理解しやすいと思う

30代 女性 名護市 しまくとぅばの中でも優しい、良い意味の言葉から伝えて行くといいかもしれません。

30代 女性 うるま市
とても重要なことです。話せる方が減り、話せない人が増えている今だからこそ、どんどん普
及推進して残していかないと、あとから後悔しそうです。

30代 女性 宜野湾市
身近にしまくとぅばを話せる人がどんどん減ってきているのをとても感じるので、本格的に動
き出す必要があると思う

30代 女性 宜野湾市 挨拶程度は知っておくべき

30代 女性 宜野湾市 挨拶程度は知っておくべき

30代 女性 宜野湾市 流行らせたい

30代 女性 宜野湾市 ガサツなイメージを軽減してほしい

30代 女性 名護市

学校の総合学習等で教えるとか、沖縄にはこういう言葉があるんだよ。っていう伝統を教える
という意味での学習や、活動はやってもいいと思うけど、しまくとぅばを普段の生活でも使い
ましょう！とか、しまくとぅばを沖縄の公用語に！みたいな、ヘイト的な思想での普及活動な
ら、必要ないと思う。

30代 女性 うるま市 もう時代は変わってきている

30代 女性 宮古島市 いい勉強になる

30代 女性 南城市 子供の頃から馴染めるようなしまくとぅばの本がもっとあったら良いと思う

30代 女性 宜野湾市 やまとうちなーぐちでもいいので、普及していけたらいいなと思います。

30代 女性 今帰仁村 普及するのは大事だと思う

30代 女性 浦添市 どんどん使って欲しい。

30代 女性 沖縄市
埼玉から沖縄へ転校して、かなり疎外感を感じたのもシマクトゥバだから、正直好まないし多
分トラウマとして残ると思う

30代 女性 那覇市 学校などで教えてもいいと思った

30代 女性 那覇市 観光案内や、アナウンスで多用したほうがいい

30代 女性 那覇市

YouTubeで、Vtuberの根間ういちゃんをよくみています。TVCMにも出ていますが、声やキャ
ラクターが可愛らしいですし、沖縄について紹介しているので、知らなかったことを知ること
ができ、楽しくみています。2次元のキャラクターということで、抵抗がある方もいると思いま
すが、若年層には受け入れられやすいのでないかなと個人的に思っています。

30代 女性 那覇市 県内各地域の言語が残るようにしてほしい

30代 女性 名護市 若い方が使わなくなってきているので、簡単に楽しくできるSNSでの配信などが1番良いと思う

30代 女性 那覇市 強制ではなく自然に身に付く感じでの推進希望

30代 女性 読谷村
授業で習うよりも、実際に生きた言葉に触れることが大事。素人から習うよりも、しまくとぅ
ばの教育方法を確立した人から習った方がいい。今の子にとって、しまくとぅばはほぼ外国語
と同じだと思うから。

30代 女性 名護市 時と場合によるけど、もっと身近に感じられるようになればと思う

30代 女性 中城村 ぜひ伝統として残して欲しい

30代 女性 久米島町 なくなると寂しいものではあるので、残してほしい。

30代 女性 沖縄市 学校で、しまくとぅばを活用するのは良いと思うし、私もやりたかった

30代 女性 恩納村 NHKのうちなーで遊ぼうみたいな番組を通して、子ども達から興味を持たせたらよいと

30代 女性 那覇市 是非普及させてほしいです、沖縄の文化を伝える為にも必要と思います。

30代 女性 石垣市 昔からのものはずっと残していってほしいというのは、県外出身でもそう思う！

30代 女性 那覇市 ぜひ普及推進してほしい

30代 女性 沖縄市
自身もしまくとぅばをあまり知らないし使わないし同世代でも同じような人が多いと思います。
でもしまくとぅばは沖縄の大事な文化だと思うのでしまくとぅばを絶やさないためにも今後積
極的に自身でもしまくとぅばに触れる機会を増やしていきたいと思いました。
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「しまくとぅば」の普及推進についてのご意見、ご感想（40代）

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

40代 男性 那覇市 好きな人がすれば良いと思う

40代 男性 石垣市 とても有意義な活動だと思う

40代 男性 南城市 「正しい」しまくとぅばを残してほしい

40代 男性 竹富町 進めてもいいと思います

40代 男性 那覇市 是非取り組んでほしい

40代 男性 宮古島市 是非後世に残してほしい

40代 男性 那覇市
前問でもあったように、地域で違うし、島でも違うのでできるだけ残すことが望ましい歴史や
伝統を学ぶ場面において、方言が遣われるので、それを伝承・継承する視点からも残すべき

40代 男性 那覇市 自分自身も勉強中なので、視聴や参加がしやすいコンテンツを希望します。

40代 男性 浦添市 あまり税金はかけて欲しくない

40代 男性 浦添市 普及してほしいが どうしたらいいのかわからない

40代 男性 那覇市
例えば、「あきさみよー」か「はきさみよー」かと統一基準もなければ、隣村とも少し言葉や
発音が違うなど、まとまりがなく、村言葉は消滅している。まずは村言葉はアーカイブして記
録として残し、基準語や基準発音を定めて少しでも延命すべき

40代 男性 八重瀬町
方言も文化もその時代と共に変化するので無理に残すのも違和感があるのでそのままで良いと
も思う時ある

40代 男性 八重瀬町
まずは、標準語を確実にした後に方言を取得すべきである。日本人なら。ここは日本国です。
沖縄県が米国若しくは、中国なら別ですけど

40代 男性 北中城村
「方言」なのか「うちなーぐち」なのか「しまくとぅば」なのかはっきりさせてほしい。「琉
球語」とか言う一見学問的な政治用語は新聞から消してほしい。

40代 男性 那覇市 普及させないでほしい。そんな事にお金をかけないでほしい

40代 男性 那覇市 活動を応援していきたい

40代 男性 石垣市 悪化する

40代 男性 宜野湾市 頑張れ

40代 男性 宮古島市
日常生活で昔ながらの方言を使っているのは60代以上の年代だけ。それ以下の年代は、現代風
に進化した方言を使っているが、それはそれで良いと思う。

40代 男性 那覇市 みんなが自然に使えたらいいですね

40代 男性 糸満市 家庭環境において普段からしまくとぅばを話し親戚等との交流において言葉を学ぶ事

40代 男性 北谷町 普段から接していないと覚えないから、現代ではなかなか難しいと思う

40代 男性 沖縄市 残す

40代 男性 宜野湾市 「しまくとぅば」といっても、沖縄本島と宮古島と八重山は異なるので、残せる工夫が必要。

40代 男性 浦添市
方言自体は大切にすべき。ただし職場では標準語でないと支障が出る。他県でもプライベート
では方言を使うが、職場ではあまり使わない。

40代 男性 うるま市 是非活動を進めて欲しいと願っておきます。

40代 男性 那覇市 しまくとぅばを絶滅させたくない。

40代 男性 那覇市 しまくとぅばの言い方は違います。ウチナーグチです。

40代 男性 那覇市 ぜひ、継承していきたい

40代 男性 那覇市 推進する必要性はない。

40代 男性 糸満市 なるべく多く使うようがいいと思います。

40代 男性 那覇市 お金をかけて普及する必要はない

40代 男性 糸満市 若い人達が、島ことばを、日常生活で、使わなければ、普及しないとおもう

40代 男性 沖縄市 普及促進が必要かわかりません
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「しまくとぅば」の普及推進についてのご意見、ご感想（40代）

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

40代 男性 浦添市 沖縄県内の人には分かってもらえても、県外の人にどう伝えるかを考えないといけないと思う

40代 男性 宜野湾市 無し

40代 男性 豊見城市 言葉は変容していって当然なもの。固執するものではない。

40代 男性 那覇市 今のところは思い浮かばない

40代 男性 那覇市 学校の先生たちや家庭で日常的に使うようにしたほうが良い

40代 男性 糸満市 大切なものなので、普及する運動を活発にするべきだと思う

40代 男性 那覇市 しまくとぅばは方言であって、推進するものではない。

40代 男性 那覇市
普段から使用していないと、普及しても忘れたりうまく話せない為授業などで定期的に話す練
習が必要と感じる。

40代 男性 糸満市 移住者も増えているので県全体で取り組んでほしい

40代 男性 宜野湾市 使わなければ残らないので当該取組は有効と考えます。

40代 男性 八重瀬町 親子で勉強できる場があれば参加してみたいと思う。

40代 男性 那覇市 近頃は標準語ばっかりで方言を使う機会がない

40代 男性 那覇市 文化を残してください

40代 男性 那覇市 みんなが使えるような何かをやってほしい

40代 男性 宜野湾市 しなくてもいい

40代 男性 八重瀬町 ぬちどぅ宝

40代 男性 嘉手納町 その地域のぶんかだから

40代 男性 八重瀬町 もっと身近になってほしい。

40代 男性 那覇市 官公庁ではタブー。テレビや、YouTube、snsを利用して、笑いある方が、聞きやすいかな

40代 男性 宜野湾市 イントネーションが汚い必要無い

40代 男性 与那原町 大事にしていきたいが自分がわからないので伝えて行けない

40代 男性 浦添市 若い子も、オジィオバァと、触れ合って、ウチナーグチを、覚えて欲しい。

40代 男性 那覇市
授業などで子供たちに知ってもらえれば大人も使う機会が増えSNSでも使う人が増え他県の人
も興味を持ってもらえれば急速に普及すると思う。子供がかぎだと思う

40代 男性 那覇市 頑張って

40代 男性 石垣市 伝承してほしい

40代 男性 那覇市 もっと広く周知すべきだと思う。

40代 男性 浦添市 もっと力を入れて欲しい

40代 男性 沖縄市 伝えていきたい

40代 男性 石垣市 しまくうばを普及させるより、外国語を学んだほうが沖縄県の将来にためになる

40代 男性 糸満市 普及推進を最終的にどこまでどうしたいのか不明

40代 男性 うるま市 立派な文化なのでたやさないで欲しい

40代 男性 宮古島市 ある程度は学校の授業であとは専門性にすれば良い

40代 男性 糸満市 普及活動の予算が効率的に使用されることを願います

40代 男性 豊見城市 伝えやすい言葉は有るので頑張って
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

40代 男性 浦添市 がんばってほしい

40代 男性 那覇市
しまくとぅばの普及には賛同するが、押し付けがましいことはしないほうが良いと思う。学び
たい人が学べる環境を構築できればよいのではないか。

40代 男性 宮古島市残ってほしいけど無理に教えるのは違うと思う。

40代 男性 うるま市自分があまり使えないので、使える方が是非普及させてもらいたいです。

40代 男性 糸満市 明るく、ポップに普及されることを願います。

40代 男性 うるま市しなくて良い。世界に目向けたほうが良い。英語 中国語 韓国の言葉を勉強した方がいい

40代 男性 今帰仁村何か取り組む必要がある、と考え続けていくことが大事だと思う

40代 男性 中城村 わざわざ通じない言葉を使う理由がわからない

40代 男性 浦添市 今後も残ってほしい

40代 男性 那覇市 もっと広がってほしい

40代 男性 沖縄市 学校や家庭で話すのが一番ですかね

40代 男性 石垣市 小さいころから使えるように学習する

40代 男性 南風原町沖縄芝居や伝統芸能からしまくとぅばを学べると思うもっと普及公演をして欲しい

40代 男性 那覇市 無理ない程度に 学校で教えてもらったらいいかな

40代 男性 浦添市 使わない私が言うのはなんですが、残ってほしい

40代 男性 宜野湾市
個人的には残って欲しい言葉。でも将来に渡って残るかわからない。県民一人ひとりの意識の
改革が必要かもしれない。

40代 男性 北谷町
若い世代になるにつれ、しまくとぅば関係話せなくなってきている。県外からの移住者にもし
まくとぅばはむずかしいと思うが、方言は歴史でもあるので、是非しまくとぅばを絶やさない
取組を続けてほしい。

40代 男性 南風原町インターネット等を活用して普及活動すれば良いと思う

40代 男性 西原町 おじーおばーとの会話

40代 男性 那覇市
時代が必要としてるなら何もしなくても残ると思うし、残らないという事は時代が必要として
ない。

40代 男性 那覇市 県民ひとりひとりに意識させる事が大事だと思う

40代 男性 豊見城市絶やしてはいけない文化なので、もっと普及推進してほしい。

40代 男性 那覇市 大切な文化であり、残してゆくべき。

40代 男性 豊見城市残していきたい

40代 男性 那覇市 挨拶などは、学びたいと思う。

40代 男性 うるま市生まれてくる子供に学校で教える。

40代 男性 宜野湾市しまくとぅばは、小さな頃から高齢者と交流を通して少しづつ普及して行くベキ

40代 男性 南風原町時代の流れがあるから難しいのではないか

40代 男性 北中城村日常的に使うことが当たり前になって欲しい

40代 男性 那覇市 是非取り組んで欲しい。

40代 男性 那覇市 方言は個性的で良いと思いますが、自然に任せればよいのではと思います。

40代 男性 那覇市 残すべきものだと思います。

40代 男性 豊見城市言語の継承はその地域にとって大切なこと、アイデンティティの継承に繋がる事だと思う

40代 男性 宜野湾市県外の者にも分かる様にして欲しい
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

40代 女性 沖縄市

島の方言がまったくなくなるのは寂しいです。乱暴な方言は子供達も時々つかったりもすると
きもありますが、正しい方言というのはわからないのうです。うちなー芝居などみても私達も
含めわからないじたい、方言というものが、忘れられつつあるんだなと感じてはいます。 教
育の現場等でも少しずつ触れる機会があれば、改善されるのかなーとも感じたりはします

40代 女性 沖縄市 昔からある事を子供達にも知っていて欲しい

40代 女性 浦添市
学校や、テレビで見たり聞いたりする、そして真似してみるとかですかね。ただ私が子供の頃
は不良の人しか使ってなかったですけど

40代 女性 南風原町 沖縄の味が出ている言葉を継承していきたい

40代 女性 石垣市
県外出身なので、しまくとぅばは全く分かりません。ただ、地元の言葉を残して継承していく
のは意義のあることだと感じます。

40代 女性 恩納村
耳に馴染むことで分かるようになるのが早いと思う。接する機会が多い（自分たちも使う）こ
とで普及できたらと思う。

40代 女性 うるま市 殆どの人が方言話せないので、なくならないか心配です。

40代 女性 那覇市 その言葉はあまり知らないけど残して継続して欲しい

40代 女性 北谷町 ぜひ、後世に遺していってほしい

40代 女性 宜野湾市 みんながすこしずつ、ふきゅうしていったら、いい

40代 女性 南城市 社会科で教えるのが効果的だと思う

40代 女性 沖縄市 TV番組でしまくとぅばを扱ってほしい

40代 女性 那覇市 頑張ってほしい

40代 女性 那覇市
話し手が、高齢化や、健康状態により、病院や、高齢者施設等にいる現状を、踏まえて、更に、
コロナ過の現状では、リモートでの、機会を儲けたり、若い世代の参加しやすい、YouTubeや、
人気タレントや、アイドル等話題になる事が大切で、いいきっかけになると思う。

40代 女性 糸満市 もっと広がってほしい

40代 女性 豊見城市

祖母が若い頃、方言を話す事を禁じられた時代があったようです。その土地の言語である方言
はどこの地域にも根付いていると思われますし、受け継いで欲しいです。職場の先輩もたまに
ですが方言で話しかけて来る事がありますが、ちゃんと意味分かる？と聞いて分からない時は
教えてくれたりします。そんな日常の小さな事の積み重ねが大切だと思います。

40代 女性 与那原町

方言禁止があった親世代が、方言を使ってくれないので、他界した祖母との生活から学んだこ
とだけ。聞き取れるが話せない。言葉は文化、日々の生活で使わないとお稽古事や趣味の域で、
興味がある人だけしか分からない状況になり、文化ではなくなってしまう。方言を話しても通
じない若い世代に、合わせるような気の使い方はしなくてもいいのに、、世の中がそうなって
しまっていることが悲しい。普段の生活で自然に使えるようになるのがイチバンの文化継承。
観光客にも、その普段の沖縄の生活を見て、触れて、喜んで欲しい。観光客に合わせる必要は
ない。

40代 女性 那覇市 自然に任せればいいと思う

40代 女性 那覇市
知ること、覚えることが楽しいと思えるのが一番だから普及のために使用を促すのはあまり意
味がないと思う

40代 女性 うるま市 イベントや講座をふやしてほしい

40代 女性 那覇市
なぜ普及させたいのか知りたい特段必要ない他の語学を教える方が将来沖縄の発展に繋がると
思う

40代 女性 那覇市 地域で全く違う言葉があったりするので、正直難しが、悪口とかだったらすぐ覚える。

40代 女性 浦添市 言葉は日々の生活の中で自然に身に付く事だと思うので、幼少児からの取組も必要だと思う

40代 女性 那覇市
話す人が少なくなっているので、機械やロボットなどでも、しまくとぅばを無意識に耳にする
機会が増えれば自然と身近に感じていくと思う。

40代 女性 うるま市
言葉というものは、アウトプットをしないと覚えたり話したりできないので積極的に使う機会
を公共の場から広まっていくといいと思う

40代 女性 那覇市 なかなか難しいけど、完全になくならないように普及して行けたら良い。

40代 女性 浦添市 いいとおもう

40代 女性 沖縄市
最近は、子供たちが方言わからないので、自然と祖父母世代も子供たちに標準語を話している
と思います。そうではなく、祖父母と子供たちが自然と部分的でいいので、方言を話すコミュ
ニケーションがあるといいなー。

40代 女性 うるま市 継承していくことはいいことだと思います。
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

40代 女性 那覇市 自分が使っている言葉がしまくとぅばなのかどうかわかっていない

40代 女性 浦添市 自治体で推進してほしい

40代 女性 那覇市
伝統や文化はできる限り後世に引き継ぎたい、私個人は全く分からないので、わかる人が普及
してほしい

40代 女性 沖縄市
一昔前に流行った龍神マブヤーのようなメディアがあれば、子供達にも親しみやすいと思いま
す。

40代 女性 宜野湾市
身近に使う人が居ないと、聞くことも難しい。方言の大切さを感じる事が出来る情報が欲しい。
日本中の。

40代 女性 南城市
スポーツや英語が、特技として推薦入試などで活用されているように、しまくとぅばも技能の
１つとして子供を評価する基準に加えてほしい。

40代 女性 宜野湾市 方言を話せる人が少なくなってきているので、こういった普及推進はよいと思います

40代 女性 西原町 敬い言葉をぜひ習いたい

40代 女性 名護市 ぜひ未来にも残して欲しいと思います。

40代 女性 那覇市 わからないが，後世に繋いでいきたい

40代 女性 沖縄市 CMとかでも積極手に使うようにする。

40代 女性 南風原町 しまくとぅばは必要ないと思うそれより英語教育に力を入れるべき

40代 女性 那覇市 沖縄の方言は残ってほしいです。

40代 女性 那覇市 日常的に使ってほしい

40代 女性 那覇市 コテコテのウチナーぐちではなく身近でよく使う日常会話が普及するといいなと思う。

40代 女性 那覇市 英語教育より大事だ。アイデンティティの確立にもなるからこれからの教育にはとても必要

40代 女性 沖縄市 もっともっと吸収したい。多くの場所で自然に耳にできるといい。

40代 女性 沖縄市 無理やりではなく自然に広がればいいと思う

40代 女性 浦添市 税金の無駄遣いだからやめて欲しい

40代 女性 うるま市 いろいろなイベントや活動があることがわかった

40代 女性 那覇市

しまくとぅばは、イントネーションが難しいですが、このイントネーションが情緒的であるの
が、いまだなかなか伝わりにくいと思っております。芸術的な情緒を醸し出すしまくとぅばの
イントネーションを強くアピールすることで芸術系の賛同者が増えると思います。しま言葉は
イントネーションがポイントだと思います。外国人から聞いたことがあるからです。

40代 女性 南城市 沖縄の伝統として伝えていった方がいいとは思う

40代 女性 沖縄市
小さなうちから身近にしまくとぅばを耳にする機会があれば、親しみが持てると思います。世
代間の交流は必要かと思います

40代 女性 八重瀬町 話せる人が少ないので、言葉の普及は大切だと思う

40代 女性 那覇市

言葉は変わっていくもの、時代に合わせて変化して残らないならそれでいいと思います。実際、
テレビなどで見る方言は、だいぶ若者文化に触れたなんちゃって方言ぽくも聞こえます。沖縄
吉本とかだいぶヤンキーちっくな方言？イントネーションぽく聞こえます。後世に残すなら、
おじーおばーがちゃんとわかる、そして内地のかたにも自慢できるような、ちゃんとした方言
を普及させるべきと思います。

40代 女性 沖縄市 話せる人を増やしていくのにいいと思う

40代 女性 那覇市

普段の生活のなかで身近に文化や歴史に触れられるものとして、大事だと思います。そこから
ルーツをたどる興味や探究心がまた次のルーツに繋がって自分達が守るものが身近にあること
を知るきっかけにもなる。しまくとぅばを守ることはしまんちゅだましーを守ることだと私は
思っています。

40代 女性 本部町
子供たちにしまくぅばを教えるより、沖縄は学力が低いので普通の教科をもっと丁寧に教えた
ほうが良い。

40代 女性 糸満市 もっと学校でも教えてほしい

40代 女性 宜野湾市 どんどんしまくとぅばを使って後世に素晴らしい言葉を残した方がよい。

40代 女性 読谷村

方言が失われつつあるのが、非常に悲しいです。方言は恥ずかしいものではなく、素晴らしい
言葉だと思います。私自身、方言は不十分なのがとても、悲しく感じることがあります。テレ
ビのニュースでも、前編、しまくとぅばでの放送(字幕つき)があると、耳から自然に入っていく
のではないかと思います。

40代 女性 那覇市
小学生の子供が島言葉の授業の事を楽しそうに喋るのが良かった。娘の周りに島言葉を話す人
はいないので、学校での体験が必要だと思った。

40代 女性 うるま市
県民一人一人が沖縄・琉球の歴史や文化に誇りを持ち、学校や家庭でも身近に遣えるように
なって欲しい。

40代 女性 宜野湾市 後世に残す為には使用した方がいい
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

40代 女性 沖縄市 完全に、なくなるのはさぴしいので、ある程度の不気味はしてほしい。

40代 女性 那覇市
言葉は普段の生活で使用しないと、いくら学校で習っても話せるようにはならないと思う。残
念だけど今の沖縄でしまくとぅばを普段使いにさせるのは難しいのでは。せめて言葉の意味が
分かる程度にはなって欲しい。

40代 女性 那覇市 大事なことだとは思うけど率先して使いたいとは思わない。

40代 女性 那覇市
私たち世代でも分からない人は多いと思います。小さい頃から聞いていれば少しは話せたのか
な？とも思います。しまくとぅばをこれからも未来に継承してほしいです。

40代 女性 宜野湾市
自分だけが喋れても、相手がわからないことも多く、もっと身近にしまくとぅばが感じられた
らいいと思う。

40代 女性 南風原町
子供のころから、身近にふれさせる事が大事。私もそうだが、祖父母がまるで外国語を話して
いるような感じだと話していた。小さい頃から聞き慣れていれば言葉に自然と慣れてくるはず。
最近では保育園等で数を方言で数えてる様子が見られます。とても良いことだと感じました。

40代 女性 那覇市 仕事では使いづらいです

40代 女性 宜野湾市 沖縄生まれしまくとぅばで育ちなので

40代 女性 北中城村
公共機関、レジャー施設、小売り店でのアナウンスを方言にしたり。公共案内板に方言も追加
記入したり、商品名に方言と標準語をWで書く地域の公民館で高齢者による方言講座や伝統行
事(大綱の編み方、エイサー)を教える等々

40代 女性 那覇市 今の若い子たちにも残せるようにこれから私自身も勉強していきたい

40代 女性 中城村 このままでは、しまくとぅばは絶滅してしまうので、不安とさびしさがある。

40代 女性 那覇市
関心のない方には、何をしてもあまり関心がないように思う。県外から観光に来られる方向け
にするほうが、逆に関心を持って頂ける気がします。

40代 女性 南風原町 色々なところで発信することで、馴染んでくると思う

40代 女性 糸満市
基本的なきれいな言葉を知っていれば普及してもいいと思うけど、私の周りでは乱暴な方言を
使う人が多かったせいか。方言はあまり公共の場所で使いたくもないしあまり聞きたくない気
も正直あります。意味がわかってしまうと聞いてるほうが恥ずかしいです。

40代 女性 西原町 テレビなどで身近なところから普及させるのが良い。

40代 女性 与那原町
全国どこにでも方言はあるので沖縄だけが特別ではない。沖縄の人は自分たちが特別と思い込
みすぎる。だから内地の人に嫌われる。

40代 女性 沖縄市 歌とか

40代 女性 うるま市
個人的な意見ですが、どんどん昔のうちなー芝居のDVDや放映などを活用していけないかな～
と思います。

40代 女性 南風原町 沖縄に長く住んでいても、話すのは難しい

40代 女性 宜野湾市 後世には残す為

40代 女性 宜野湾市 残っていってほしいと思う気持ちはある

40代 女性 沖縄市 頑張って後世にも残して行ってほしい

40代 女性 糸満市 正しいしまくとぅばが伝われば良いけど、地域によって限界がわからないものがある。

40代 女性 豊見城市 様々な場所で、しまくとぅばの普及活動に参加されてる方を心から尊敬します。

40代 女性 那覇市 自然に使えるようになりたい

40代 女性 南城市 イントネーションが難しいと思うので、なかなか厳しいこともあると思う

40代 女性 今帰仁村 この先も大切に受け継がれていった方がいいと思う

40代 女性 那覇市
日常生活の中に取り入れる機会（スーパーのポップや看板など）が多ければ多いほど、記憶に
残りやすいと思う

40代 女性 豊見城市 のこしたい

40代 女性 名護市

しまくとぅばを普及させたい気持ちも分かるし、いい事だとは思うけれど 今までの質問の中
に出てきたような、極端すぎる対応には賛成できない。みんながみんな好きで沖縄に住んでい
るわけでもないし、普及推進に協力したいわけでもない。それなのに、今までの提案は
ちょっと極端すぎて、正直意味が分からないというか 答えに困るものばかりだった。

40代 女性 与那原町 保育園や幼稚園など、小さい時から園で教えたら、普及すると思う。

40代 女性 沖縄市 自分自身が理解した上で、活動等があれば参加していきたい。

40代 女性 那覇市 無くして欲しくない言葉なので、是非講座など開いてみんなに身近なものにして欲しい

40代 女性 うるま市
今のままじゃ、絶対なくなるテレビやニュースで、全部方言の番組があったら、とりあえず見
るかも
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50代 男性 国頭村 ラジオではあるがテレビではあまり見ないのでテレビでも放送して欲しい。

50代 男性 浦添市 昔深夜番組でやっていたしょうちく歌劇団を復活してほしい

50代 男性 中城村
無理に普及させる必要はないと思う。好きな人は好んで憶えるだろう。時代の変化なので、需
要がなければ無くなっていくだけ。

50代 男性 那覇市 とにかく日常生活で使うような環境を早くつくる必要がある

50代 男性 石垣市
県外出身者の意見としてですが、言葉は大切にしていただきたい。一方、島言葉の多様性が無
くなるような方向、例えば那覇の言葉が標準だというような扱いはやめてほしい。

50代 男性 那覇市 必要であれば残る他府県の人も移住しているのに、押しつけがましい

50代 男性 うるま市独自性の追求

50代 男性 名護市
普及させたいなら、毎日しまくとぅばに触れる施策を考えるべきだと思います。たまに学ぶ、
聞くだけでは、使わないと思います。

50代 男性 宜野湾市学校でお笑い芸人に方言を使ってもらい、コミュニケーションを取ってもらう！

50代 男性 那覇市 方言は大事残すべき

50代 男性 那覇市 地域それぞれのしまくとぅばを大事にしながら普及推進してほしい

50代 男性 那覇市
小さい頃から方言が話せない事で、大人の人達に笑われて嫌な思い出しかない。方言が話せな
い、意味が分からない、けど沖縄が好きな県民は自分を含めて沢山います。ウチナンチュー＝
方言を話すのが当たり前、みたいな押し付けがましいしい事はやめて欲しい。

50代 男性 北中城村
残った方が良いとは思うが、若い世代が興味を示さない現代では、無くなっていくのもしょう
が無い感がある

50代 男性 那覇市 生活の中で継続するしかけが重要

50代 男性 那覇市
しまくとぅばを普及させるからといって、大和口や英語を卑下する必要はないと思う。これら
のトリリンガル・スピーカーを目指すという方向で普及・教育していけると良い。

50代 男性 那覇市

言語は生き物なので、しまくとぅばも進化しています。本来の使い方や意味も進化しています。
よって本来の言語を普及させる必要があるのか？という事です。本来の言語の意味や使い方も
いずれ死滅します。それが重大なことですか？沖縄県人のアイデンティティは、言語が死滅し
ても守れます。

50代 男性 南城市 いろんな活動があるので、それを続けて欲しい。

50代 男性 読谷村 普及推進しないとしまくぅとばを使える人がいなくなる

50代 男性 今帰仁村文化を残すのは良いこと

50代 男性 那覇市 文化として残して欲しい

50代 男性 那覇市
県知事が率先して普及推進に動いてくれたらいいけど、何せこのご時世で他の雑事に追われそ
こまでは難しいかも知れません。

50代 男性 南城市
地域コミュニティーでの世代間のつながりが自然と言葉の普及につながると思う、子供・孫世
代との交流イベントを推進していただきたい

50代 男性 西原町 学力が全国最下位の沖縄でそんな事をする余裕は無いと思います。

50代 男性 豊見城市教育委員会から推進してほしい

50代 男性 那覇市 若い世代も多少のしまくとぅばが話せるよう普及していけば良いと思う。

50代 男性 那覇市
「ことばは変化するもの」とはいえ、俗に言う「ヤンキー方言」を継承するくらいなら、むし
ろ消滅させた方がよいと思う。八木正雄さんや上原直彦さんのような、しっかりした島くとぅ
ばなら、是非とも普及・継承にとりくんでもらいたい。

50代 男性 那覇市
若い世代が島言葉を知っている祖父や祖母などのシニア世代とのコミュニケーションをとる機
会を積極的に作る事が必要だと思う。

50代 男性 那覇市 語って是非残してください。

50代 男性 西原町 これから取り組むのは遅すぎる

50代 男性 名護市 沢山残していきたい

50代 男性 豊見城市しまくとぅばが残ってほしいです。

50代 男性 宜野湾市地元の言葉文化は残して欲しい

50代 男性 北谷町 それほど、こだわらなくても残っていくと思う

50代 男性 石垣市 移住者とのつきあいは不要なのか？
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50代 男性 石垣市 日常生活において積極的に取り入れる工夫が必要だと思う。

50代 男性 那覇市 沖縄県民の精神的アイデェンティティーが保たれると思う

50代 男性 宮古島市 しまくとぅばは沖縄の文化なので大切にして行きたい。

50代 男性 那覇市 伝統は残すべきなので普及推進の活動は良いと思います。

50代 男性 那覇市 自分達より年下は分からない人が多いので学習の塲を設けて欲しい！

50代 男性 那覇市 文化だとは思うが残すべきかと言われると、どうだろうかという感じ

50代 男性 浦添市 使う機会が無いので何とも言えない・・・

50代 男性 宜野湾市 是非琉球民族の誇りを忘れないで欲しい。大和民族とは違うウチナーンチュの魂の言葉

50代 男性 うるま市
外国に渡っていったうちなー人のほうが、本来のくとぅばが残っていると思う。その方たちの
力もかりてみては？

50代 男性 那覇市
言葉は“生き物”なので、必ずしも存続させられるかは分らないが、今を生きる現代人として子孫
たちへ残す努力は必要だと思う。

50代 男性 本部町
しまくとぅばだけを残せば文化が継承されるとは思えないので、島の文化をはぐくんだ独特の
自然を守ってほしいです。世界遺産など自然を搾取して一儲けするものでなく、直接自然を守
る活動をしてほしいです。

50代 男性 浦添市 日常生活で使わなければ意味がない。誰も覚えない。

50代 男性 那覇市

「外国語」的な扱いで普及させようとしても限界がある。一定の割合で、しまくとぅばに誇り
をもって使う集団がいることが必須だと考える。なぜ現代でも関西弁が生きているのかを参考
にするとよいのではないか。私もそうだが、関西には子供の時から関西弁を母語として子供が
育っている環境がある。Native関西人が子供を育てるような環境がないと、いつまでも「外国
語」の域を脱し得ないと考える。

50代 男性 八重瀬町 身近に触れる場を作る、増やす。

50代 男性 浦添市 生活等の中で、生きた島言葉を自然に見聞きする場所、機会のセッティング機関創設

50代 男性 国頭村 ローカル言語として・文化として 「しまくとぅば」は残すべきである。

50代 男性 沖縄市 過去の文化も大切だが今の文化も大切。バランスを重視した普及推進活動をして欲しい。

50代 男性 北谷町 気軽に話せる環境を作ればイイ

50代 男性 石垣市 官公庁の自己満足にならないような施策が必要

50代 男性 宜野湾市 沖縄のアイデンティティーとして残したい。

50代 男性 那覇市 無理に普及する必要はないと思う

50代 男性 うるま市 検定に合格したことにもっとメリットを持たせるべき

50代 男性 浦添市 しまくとぅばは沖縄の心

50代 男性 伊江村 お金より、人の動を活発に

50代 男性 今帰仁村 官民で普及の推奨を行ってほしい

50代 男性 沖縄市 非常に良いと思います

50代 男性 与那原町 是非伝えたい

50代 男性 那覇市 祖父母や親の世代が日常的に使ってきた言葉を無理に残す必要はないと考える

50代 男性 宜野湾市 成功例と言われるハワイの例を具体的にマスコミで紹介してほしい

50代 男性 名護市 学校での指導がベターだと思うが、これ以上の負担とならないような取り組みにしてほしい。

50代 男性 宜野湾市 文化や慣習の名残りとして継承すれば良い

50代 男性 那覇市
問いにもあったように、「しまくとぅば」は唯一のものではない。普及させようとしているの
はどういうことばなのか、なぜそれなのかの議論が必要。

50代 男性 石垣市

その土地土地の言葉は生活の中にあるものであって、標本化して保存するものではない。島言
葉を残していこうとする心がけは重要だと思うが、押し付けがましく教え込むものではないと
考える。これからいかに生活の中で島言葉を現代の言葉に溶け込ませて共存していくかを考え
ていきたい。

50代 男性 浦添市
昔は方言は汚い言葉と教えられていました。本当の方言を話す人はかなり少ないと思います。
なので方言を学校で教えるのは良い事だと思います。
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50代 男性 豊見城市 頑張ってくださいね

50代 男性 名護市 話せるように環境改善

50代 男性 名護市 最低聞けばいい興味ある人はいいけど無い人は聞かず

50代 男性 浦添市 謙譲語が素晴らしいので普及活動をしてみても良いと思います

50代 男性 那覇市 誇りを持って場所をみきわめて使って言って貰いたいです

50代 男性 浦添市 これから活性化して欲しい

50代 男性 名護市 地方によって、方言が違いすぎて難しい

50代 男性 石垣市
米軍撤退と共に中国人が７，８割住むようになります。いまの中国がそんなこと許しますか
ね？

50代 男性 読谷村 普段の生活のなかで、日常的に仕様するよう心がける

50代 男性 那覇市
県外出身者もいるので、学校や職場などで一律に教えたり使わせることは、個人を尊重してい
ないことになるので不適切と思う。あくまでも自主的に取り組むものと思う。

50代 男性 那覇市 申し訳ありませんが全く分かりません。

50代 男性 那覇市 良い事だと思う

50代 男性 浦添市 ぜひ、積極的にすすめてほしい。

50代 男性 那覇市 しまくとぅばと言っても多種多様なので、一地域の言葉を標準とするのは賛成できない。

50代 男性 那覇市 明るいイベント、雰囲気などがあれば良いと思います。

50代 男性 うるま市 使える様に話せる様に！

50代 男性 名護市
地域の方言はどこでも使われなくなりつつある。しかし地域の文化なので伝承に力を入れてほ
しい。

50代 男性 名護市 美らやゆいまあるうなんくるないさあなど使い方や意味をただしてほしい

50代 男性 久米島町
県民の意識が「しまくとゅば」にシフトして他県、他国の人から敬意を払われるくらい大切に
取り扱ってほしい。

50代 男性 宮古島市 島言葉を復活してほしい

50代 男性 那覇市 拡散してほしい島言葉を

50代 男性 うるま市 文化としてはよいと思うが

50代 男性 浦添市
現実的には、話す環境はないため、厳しい。しかし、取り組みによって、すこしは改善の期待
をしている。

50代 男性 豊見城市 じまくとぅばはずっーと残って欲しいです

50代 男性 那覇市 自分は使わないが、文化・伝統は受け継いでほしい

50代 男性 うるま市
中央発信で普及させようとすると、どうしても首里・那覇言葉に統一されてしまうのではない
か

50代 男性 那覇市 伝統の継承をつなげて欲しい

50代 男性 名護市
自分の世代は、純粋なしまくとぅばは使えていないので、お年寄りや先輩、両親から習うこと
が早道だと思う

50代 男性 那覇市 子供達に継承し、次の世代へ繋ぐ仕組みを作ってほしい。

50代 男性 西原町
NHKや民放のアナウンサーがヤマトゥーばかり採用しされているが、そこにも問題があるので
は

50代 男性 本部町 文化継承という部分では必要だと思うが、日常会話では必要ないと思う。

50代 男性 うるま市 学校で積極的に取り組んで欲しい

50代 男性 糸満市
後世に残せるような取り組みに期待しています。また、私たちにできるいことは協力いたしま
す。

50代 男性 南風原町 話せる人が少なくなっているので、積極定期に普及させてほしい
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50代 女性 北中城村 文化継承は大事

50代 女性 今帰仁村 しまくとぅばは、沖縄の伝統でもあるとも思うので是非、普及に推進してほしい

50代 女性 石垣市 少しづつでもよいので広がってくれたら、いいなぁと思う。

50代 女性 豊見城市 沖縄の文化なので、普及推進してもらいたい

50代 女性 西原町 日常生活に取り組む理由付けが難しそう

50代 女性 宜野湾市
私は50代ですが、しまくとぅばは聞いて理解はできるが話せないのでこのままではどんどん話
せる人がいなくなってしまうんだろうなと切なくなります……未来を担う子供達が積極的にし
まくとぅばに興味を持てるようになる取り組みはいいと思います!

50代 女性 那覇市
なまり、かと、思われ、沖縄方言よりは、しまくとぅば、は、沖縄方言の、ちゃーびらさい、
では、生活しにくい。仕事は、全国統一、日本語、標準語、が、いいと、思われ、しまくとぅ
ば、を、使いたい人が、使えば、いいと、思う。

50代 女性 那覇市

文化を守るためには必要なのだろうが、島言葉を使用しないといけない必要性がない限り、使
うことはないと思われる。お年寄りと話す時以外に使う機会もない。英語は使用する機会が多
いから習得しようとするが、島言葉はそのようなことがない。衰退する一方であるがやむを得
ないと思う。

50代 女性 那覇市 沖縄の文化を守りたい

50代 女性 那覇市
今の若い子は言葉を短く喋り何をいつてるか分かりません私は子供に言葉ちゃんと使って喋ら
ないと沖縄の言葉でやーなれーるふかなれーって言葉ありますよね家で喋ってるのも外で癖で
喋るよと教えてます

50代 女性 那覇市
挨拶等 各地域の 方言を表にして 学校などに 配ってほしい。1つの挨拶でも 違うのが
わかるから。

50代 女性 嘉手納町 あんまりいい印象がないので普及しなくていいと思う

50代 女性 那覇市

芸人が汚いうちなーぐちを使っていたりするが、それは全然賛成しない。私のまわりのおばあ
ちゃんや父母が使っていた首里の方言は、年上の方や先輩を敬い、とてもきれいな雅な響き
だった。そういう言葉を残してほしい。マブヤーのはごーなど、汚くて、そんな言葉を子供た
ちが使うのをにがにがしく思う。

50代 女性 糸満市
しまくとぅばをあまり上手く話せなくても、できれば優しくご指導ご鞭撻をしていただきたい
です。

50代 女性 八重瀬町 郷土行事や地域性を生かしたイベントに関心がある人だけで良いと思う

50代 女性 宜野湾市 文化を残すことはイイコトでしょうね。

50代 女性 石垣市 文化を残していくのはいいと思うが強制するのはどうかと思う

50代 女性 うるま市 しまくとぅば習得より基礎学力向上にお金や時間を使わなければ、学力47位は脱却できない。

50代 女性 沖縄市
普及させるにはまず語り手を多くしなければ島言葉は衰退してしまうのではないかなと思いま
す

50代 女性 中城村 是非普及してほしい、言葉は文化だと思う

50代 女性 石垣市
伝統芸能や祭祀を伝承する時に自然にしまくとぅばにふれ合う機会を作っていけば良い。学校
で学ぶ際にも座学ではなく生活に密着した使い方を教えて欲しい。

50代 女性 うるま市
方言の分かる世代がもっと使って良いと思います。祖父母と両親は、標準語で接していたので、
方言がわからず後悔です。

50代 女性 糸満市
以前なら介護職をしてたのですが高齢者の言ってる言葉は分からなくて質問攻めにしたら、あ
んたはうちなーんちゅねーと言われた。恥ずかしい思いをしました。今からでも色々と教わろ
うかと思います。

50代 女性 那覇市 方言は、大切なもの地域を思い大切にして行ってほしいです

50代 女性 那覇市
講座などあれば是非参加したい。もっと身近にそういう場があればいいと思うお芝居や漫才、
コントなど若い人にも取り入れて（字幕付き）楽しく見てみたい

50代 女性 南城市
方言札を過去は戒めとして使用したが、逆に褒美として使用するなど、方言に対するネガティ
ブなイメージをなくしていく活動も必要だと思う。私の年代は、一番方言から遠いと思う。若
い子の方が方言を話せるようになっている気がする。

50代 女性 那覇市 知らない人の方が多いので、普及していったほうが良い

50代 女性 石垣市
まず普及に尽力されておられる方に感謝したいと思います。普及には、やはり地域の方の意識
が大切だと思うし、幼い頃から慣れ親しめる環境が大切だと思います。

50代 女性 浦添市 日常生活でなじみがないので、どう取り組めば効果があるのか見当がつかない

50代 女性 うるま市
県内でも地域によって方言の微妙な違いがあり、何が正しいか良くわかっていない。方言の正
しい教科書があれば共通知識として得られるのではないでしょうか。

50代 女性 那覇市
子孫の為に残して欲しいです。その為に沖縄の人に生まれて来た訳です。しまくとぅばが無い
とウチナーンチュとは言えません。

50代 女性 那覇市 小さい頃から慣れ親しむことが大事だと思う

50代 女性 沖縄市 マンガ本で面白く読みやすい物があればいいと思う

50代 女性 浦添市 使える人が年々少なくなっているので、使うことができる人から教えてもらう
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

50代 女性 名護市
このアンケートを通して普及推進についての内容を詳しく知ったので、大変参考になりました。
いろいろな形を通じてしまくとぅばが忘れ去られることのないように守っていきたいと思いま
した。

50代 女性 南城市 学校の授業の中に採り入れて欲しい。間違ったしまくとぅばになって欲しくはないので…

50代 女性 那覇市
補助金などを使って意気込んで大がかりなことをしても長続きはしないと思う。公民館や学校
の読み聞かせ，うちなーぐちを使ったお笑いライブや楽しいお芝居など，生活の中に根付かせ
ていくのが長く続く活動だと思う。

50代 女性 那覇市
小学生の短時間の単語を調べるレッスンよりも、しまくとぅばで簡単なお話でも話せるように
なれるレッスンを取り入れるのが良いと思う。沖縄県の方言レッスンは旧態依然である。

50代 女性 沖縄市 今から子供が興味のあるものをしまくとぅばで。お笑い番組をふやす。

50代 女性 南風原町 もっとテレビ番組で方言を使った企画をしてほしい

50代 女性 沖縄市 失くしたくない沖縄県の宝

50代 女性 読谷村
マンガや、ドラマ等でかわいく浸透していけば、はやらないかな、例えば、内地の人とのふれ
あいで、標準語と交えてとか

50代 女性 那覇市 しまくぅとばボランティアを募集し地域案内イベントがあれば参加したいです。

50代 女性 石垣市 常に耳に入ってくる状況を作る。テレビ、ラジオ等

50代 女性 西原町 地域の言葉文化は大事にしたい

50代 女性 那覇市
簡単な日常生活で使える言葉や年中行事などの意味が解る冊子等を他府県から沖縄へ転入され
る人に配布すると生活がしやすく馴染みやすいと思う。

50代 女性 那覇市

単語が使えても、会話や書き言葉として一つの分脈として繋がらなければ使えるとは言えない
と思う。また、学校などで教材として教えてもそれを使う場面が無ければ日常的に定着しない。
若年者に継承して貰うには、発信力のある同年代の著名人に全編島くとぅばで話したり、演じ
たりして貰いそれに字幕をつけるなどのTV番組や動画配信などがあっても良いのではないで
しょうか。

50代 女性 那覇市

正しい使い方、地域事に違うカジュアルな言い方なのか、尊敬語なのかをきちんと我々、県民
も知って使うべき。本土の方や沖縄のタレントが、沖縄のお年寄りをひとくくりにオジー、お
ばーと公共の電波で言う言い方に違和感を感じる。実際に、私の父(86才)母(83才)は言われた
ら不愉快だと言っているし、家族や親族はでその言葉は、誰も使わないです。普及をするなら、
正しい[しまくとぅば]を推進しないと、ただの流行り言葉になると思う。

50代 女性 宜野湾市 継承育成を早急にすること。記録の保存管理を明確にする。

50代 女性 那覇市 官民一体で保存に努めるべきと思います

50代 女性 豊見城市 伝統芸能の１つとして大事だと思う

50代 女性 豊見城市 しまくとぅばを使える世代が少なくなっているので是非応援したい消えてしまうのは悲しい

50代 女性 宜野湾市 興味を持って学べれば良いなと思う

50代 女性 那覇市
しまくとぅば等の失われつつある文化を残そうとする活動そのものは素晴らしいと思います。
でもそれが強制的になることには懸念を感じます。優越感や劣等感を生じさせることのない、
先人達への敬意を育む活動となることを望みます。

50代 女性 糸満市
英会話と同じで授業に取り入れても日常で使わないと身につかない。テレビやラジオでしま
くぅとぅばを全編使う番組やコマーシャルがあるといいです。また、しまくとぅばしか通用し
ない店などあったら行ってみたいです。地域の市場はその宝庫です。

50代 女性 うるま市 学校や地域で普及推進していった方がいい。

50代 女性 宮古島市 無理に使うものではないのでコミュニケーションがとれることを目的に

50代 女性 西原町 地元の方言はあった方がいい

50代 女性 那覇市 学校の授業でやるほどのことでは無いと思う

50代 女性 名護市 是非継続して欲しい

50代 女性 浦添市 兎角難しい問題だと感じる。綺麗なしまくとぅばを使える年代が減ってきていると思うので。

50代 女性 読谷村
キャッチフレーズに使ったりするのはいいと思う。教育の場では、紹介程度がいいと思う。強
制的にならなければ。悪い言い回しのほうが広まりやすいので、良い言葉、美しい言葉を紹介
してほしいです。

50代 女性 浦添市 先祖の為にも大事に残しておくべきだと思うので

50代 女性 那覇市
官公庁や職場での使用となると、それに執着して、差別等を生みそうな気がするので、テレビ、
ラジオ、ネットなどの配信は良いと思います。

50代 女性 那覇市 すたれさせてはいけない文化だと思う

50代 女性 浦添市
県外出身ですが、しまくとぅばが残っていって欲しいと思っているので、ぜひ子供の頃から使
える環境を大人が作っていって欲しいです。

50代 女性 宜野湾市 検定を受けてみたいと思う

50代 女性 那覇市 家庭の中でしまくとぅばを使うのが自然なことだと思います。
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

50代 女性 宜野湾市
子供達にも、興味を持ってほしいし、なくなって欲しくないから、学校でも取り入れて小さい
頃から馴染めるのはいいと思う

50代 女性 豊見城市
普及推進の活動をしなければいけない状況が、不自然な事だと思う少し大袈裟ではあるが、こ
れも戦争で負けた影響がある事を理解してほしい

50代 女性 八重瀬町 しまくとぅばが、廃れてほしくない

50代 女性 那覇市 日常的に使わないと忘れてしまう。英語みたいな感覚なので、学校で学んでも忘れてしまう。

50代 女性 那覇市 うちなーぐちの番組をもっと増やして欲しい

50代 女性 沖縄市
しまくとぅば普及の意義はよく理解できるが、平安時代や江戸時代の言葉がつかわれなくなっ
たように、共通語での生活が中心の現在では、なかなか難しいかもしれない。

50代 女性 糸満市 普及に力を入れても言葉は使わなければ廃れていくもの。

50代 女性 北中城村

しまくとぅばのかるた、トランプ、辞書、歌などどんどん作ってほしいです。りゅうちぇるさ
んがYouTubeでしまくとぅばをよく使っていますが、コメント欄に「かっこいい」「自分も話
せるようになりたい」と書かれていたので、しまくとぅばのみのYoutube配信（字幕で他言語
に翻訳できる）があっても楽しく覚えることができてよいと思います。配信者には沖縄のお笑
い芸人じゅん選手を推薦します。

50代 女性 那覇市
やはり家庭で、が1番かと。その後授業やら地域やら。ウェブは本人が気にならないと検索しな
いのでは？？？

50代 女性 那覇市
三世代で同居の少ない昨今、しまくとぅばを理解出来る若い人が少ないので、しまくとぅばの
ローカル番組など良いのでは？

50代 女性 北谷町
沖縄本島はよくわかるが首里は聞き慣れない、しかしとても丁寧なしまくとぅばだと思うし、
名護や糸満も特徴があって面白い離島宮古島はまるでわからない。今すぐ貢献出来ませんが時
間が出来たら私も何かやりたいです。

50代 女性 北谷町
希望者が参加するだけでは裾野の拡がりには繋がらないので、学校教育など多くの人が当たり
前に教育を受ける機会を捉えると良い。また、子どもを対象にすることも重要だと考える。

50代 女性 与那原町 是非、若い子にも使って欲しいです

50代 女性 浦添市 沖縄の文化なので未来に残っていてほしいと思います。

50代 女性 今帰仁村
無形文化継承として良い取り組みかと思いますが、あくまでも使用は個人の自由で教養の一つ
で良いかと思います。

50代 女性 北中城村 地域によっても違いがあるので、浸透するには難しいように感じています

50代 女性 石垣市
テレビをつけてもみんな標準語。方言がなくなってしまう。どこの方言でも、守ることは大切
だと思う。

50代 女性 那覇市 沖縄県の愛着

50代 女性 浦添市
昔は方言を禁止されてきたので、今は話せない人が多い。沖縄出身の人たちは恥ずかしがらず
に気軽に使って普及にいそしんでほしい。

50代 女性 うるま市 自分自身がしまくとぅばをこれからも使いたいです

50代 女性 那覇市 自分の世代で既に話せないので、後30年もすれば話す人がいなくなるかなと思います。

50代 女性 宜野湾市 学校教育に、早い段階で、取り入れてほしい

50代 女性 那覇市 お年寄りは方言の邦画会話しやすいと思うから

50代 女性 北中城村 方言は衰退するので普及するのであれば英語が良いと思う

50代 女性 うるま市 お金をあまりかけずに進められることを願います

50代 女性 沖縄市 私も機会があればしまくとぅばを教えて貰いたいです

50代 女性 宮古島市
昔は方言使うと罰をされた。今では自分の島言葉を使えない中年も多い。次第になくなりつつ
ある。

50代 女性 糸満市 学校などで、取り組みを進めた方が効果的だと思う

50代 女性 那覇市
それより本土と同じくらいの勉強をすべき。教養がなさすぎる。学力レベルが低い。方言もい
いが、それを真剣に学ぶ時間があるなら内地の人と同じ勉強時間を確保して世の中に出るべき

50代 女性 那覇市 好きな人が使えば良い

50代 女性 浦添市
伯母さんが居るのですがしまくとばはしか話さないからこれから先私もそんな状態かなとお
もうから 子供もあまりしまくとばは理解出来ない

50代 女性 うるま市
小学校で方言禁止された世代なので しまくとうば がきちんと使えないのがとても残念学校
教育 とても大事だと感じます。

50代 女性 うるま市 県外出身者には意見を求めていないと思う。

50代 女性 沖縄市 核家族化し、なかなか難しいので、義務教育の中である程度は取り入れた方が良いのでは？
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

60代 男性 那覇市
自分の今の環境では残念ねんながら、しまくとぅばを使う事はまず無いと思います。 年少の
頃からしまくとぅばを使う機会が必要つまり、学校教育の中での数多く取り入れる事が普及推
進の早道だと思います。

60代 男性 那覇市 どうして方言を普及させなければいけないのかわからない。

60代 男性 那覇市 ことばなので子供の頃から接する事が大事だと思います

60代 男性 那覇市 学校教育には必要無いと思う

60代 男性 那覇市 沖縄の伝統を守ることは必要であると思うので

60代 男性 那覇市 伝統は引き継がれて行って欲しい。

60代 男性 南城市 将来に残す必要があるため、積極的に取り組んで欲しい

60代 男性 沖縄市 なかなか難しいと思うから

60代 男性 浦添市 島を離れる人もいるのでどこに行っても標準語で話せるようにすること

60代 男性 那覇市 ぜひ進めて欲しい

60代 男性 那覇市 ホーム等で島くとぅばを使えるように勉強すればよい

60代 男性 宮古島市 ぜひ小学生の低学年から授業に取り入れてほしい

60代 男性 那覇市 文化の継承としては必要。

60代 男性 宜野湾市 年上の人と話す時と、友達と話す時の注意次項などを教えてほしい。

60代 男性 那覇市 英語や算数等の一般教育を削てすべきではない

60代 男性 宜野湾市 残すにはいいかもしれません

60代 男性 浦添市 両親が方言を使わないことが増えてるので、このままだと若い人は方言を使わなくなる。

60代 男性 那覇市
日頃からしまくとぅばに触れることが大切である。学生時代からある程度教えないと、何れ話
す人が居なくなる

60代 男性 西原町 地域ごとに方言大会、方言祭り等を年間行事に位置付けて開催する。

60代 男性 宜野湾市 若い世代に普及してほしい

60代 男性 名護市
「しまくとぅば」は、その地域ならではのコトバであり、物事を伝える「文化」だと思う。江
戸語が、日本の共通語ならば 「しまくとぅば」が、沖縄の共通語だっていいと思う。ふるさ
とへの愛着心も「しまくとぅば」の普及から深くなっていくと思う。

60代 男性 与那原町 低年齢からの要教育

60代 男性 那覇市 日々の生活で使用することが大切。

60代 男性 那覇市 消滅していかないように、学校教育の場で継続指導してほしい

60代 男性 西原町

こういう言葉があったというのを残すのはいいが、沖縄の学力みると、他に時間を割くものが
あると思う。交通ルールやマナー、無灯火に自転車者、脇道から本線出る時の一時停止とか、
歩行者が気をつけなきゃ、事故に夏てるケースが内地より多い気がする、コロナの対策も、携
帯ゲーム優先で集まる学生みると、方言よりやることあると思う。

60代 男性 那覇市 大事な伝承すべき文化だと思う

60代 男性 浦添市
アンケートを通して県がいろんな取り組みをしてるのは理解できた。丁寧語、謙譲語、尊敬語
などの表現をもっともっと耳にする機会が増えることを期待したいし、どうすればそれが実現
出来るかも考えていきたい。

60代 男性 那覇市 地域の言葉として誇りに思っていいと思う

60代 男性 那覇市 文化を普及推進することで、しまくとぅばを伴う

60代 男性 那覇市 ぜひいろんなイベントを開催してほしい

60代 男性 豊見城市 大切に後世に伝えてほしい

60代 男性 浦添市 まずは、挨拶から方言でしましょう

60代 男性 那覇市 沖縄の文化でありできれば残ってほしい

60代 男性 石垣市
しまくとぅば検定などがあるが他の言語検定とくらべて仕事上で役に立つと思わない。趣味の
えんせいじょうにあると思う。
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

60代 男性 浦添市
島くとぅばは地域によってもかなりの違いがある。標準方言の共有は必要があり伝えていくの
に重要性が有ると考える。地域は地域で柔軟性を持たせて対処して行えばよいと思う。

60代 男性 那覇市 絶対なくさないでほしい

60代 男性 那覇市 裏に政治思想に関わる匂いがして好きではない

60代 男性 那覇市 普及してほしいしまくとぅ

60代 男性 豊見城市 地域の文化は知ってほしい

60代 男性 宮古島市 話せたらな・・・・と思うが、勉強してまでって、つい感じてします。

60代 男性 八重瀬町 方言札から始まる歴史も併せて教えてあげるべき

60代 男性 八重瀬町 歴史も併せて教えてほしい

60代 男性 豊見城市 ほとんど標準語について通じるから

60代 男性 那覇市 頑張って欲しい

60代 男性 糸満市 取り組みは必要だと思う

60代 男性 那覇市 税金を投入してやることではない

60代 男性 石垣市 日常的に会話できるようになれば言葉として残っていくと思う。

60代 男性 那覇市
次の世代に伝えていくことが大事だと思うので、子どもたちへの教育が大事だと思う。核家族
化がこれからも増えていくと思うので学校や地域での取り組みが大事だと思う。

60代 男性 那覇市 伝統は、残したい。

60代 男性 恩納村
至るところに、しまことばの標語等を表示する。若い人達がしまことばを悪いイメージを持っ
ている様に思えますので、しまことばがユネスコでも無くしては、いけないと言われています
ので沖縄県民にしまことばの大切さをアピール、常に伝える必要だと思います。

60代 男性 浦添市 きれいな日本語を教えてからの方言と思う。

60代 男性 うるま市 テレビ等の活用を積極的に行なってください。

60代 男性 那覇市 方言が消滅したら復活出来ない

60代 男性 那覇市 使う場を増やす、ということを強制的にやらないとすたれていく

60代 男性 那覇市 正しいしまくとぅばを伝える人材の養成

60代 男性 浦添市 メディアをもっと活用してほしい。またテレビで方言ニュースも面白いと思う

60代 男性 北谷町
自分が生まれ育った地域の言葉（方言）は、アイデンテイの事を考えると、今後大切だと思い
ます。

60代 男性 恩納村 生活環境の中で自然に伝える方法を考えるべき。

60代 男性 宜野湾市 字幕付きの沖縄芝居や物語を劇場やテレビで放映する。

60代 男性 那覇市 コロナ禍が落ち着かないと余裕がない。現時点ではそこまで考えるに至らない。

60代 男性 本部町 普及状況は心配していない

60代 男性 南風原町 正しい共通語を先に普及すべき

60代 男性 うるま市 しまの言葉をのこすことで子供たちへの愛郷芯を育てたい。

60代 男性 中城村
文化としての残すのは賛成だが、普段使いの言葉として普及させる必要性がどこにあるのかわ
からない

60代 男性 読谷村 いやがる人に無理強いしない様にお願いします。

60代 男性 沖縄市
現在一般的に使われている方言はあまり良くないので 丁寧で綺麗な しまくぅば を残して
ほしい

60代 男性 中城村 沖縄各地域で言葉が異なるので、普及してもらいたい

60代 男性 本部町 学校やイベントなどを利用してまで普及推進する必要はないと思う。
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

60代 男性 浦添市

言葉は小さいときに教えないとなかなか身につかないものであり、島くとぅばを教えるには幼稚
園、小学校時代に教えるのが一番良いと思う。私が小さい頃は、方言を使うのはよくないことと
言われ、方言を使わないように教育をうけた。そのため、方言を聞くのはある程度できるが、話
すことがあまりできない。だから、子供のうちから、積極的に方言を教えることがとても大事だ
と思う。このままでは将来、方言がなくなる可能性があると思う。

60代 男性 名護市 伝統は残すべき

60代 男性 浦添市 身近な人との会話からできればいいのでは。

60代 男性 那覇市
国立劇場等の公演等がもっと開催され、見学者の範囲を広げ（親子対象や小中高校生対象等）演
劇を通した「しまことば」への大切さ・愛着を感じられる普及を高める。

60代 男性 宜野湾市 私は短期在住者なので、感想はありません。地元では文化は残した方が良いと思います。

60代 男性 北谷町
狭い地域ごとに言葉が違うので難しいと思う。ＴＶだと首里言葉になるのかな？会社は美里だが
具志川人が多いので具志川言葉が通っている。嫁の両親は宮古島人なので宮古なまりでしゃべっ
ている

60代 男性 那覇市 なぜわざわざ万人がわからない言葉の普及に力を割くのかわからん

60代 男性 うるま市 言葉の問題なので強制すべきことではない

60代 男性 与那原町 しまくとぅばの標準語賛成。その中から地域のしまくとっばを守りたい

60代 男性 糸満市
来る、来ない、（クーンは、両方）だけでも地域差が、あるので、正確が、無い。普及推進の意
味が、わからない。

60代 男性 浦添市 何故しまくとぅばを残すのか、普及させるのかの目的を明確にする必要があると思う。

60代 男性 那覇市
方言は必要だと思う。地域の成り立ちと方言は切り離せないと思うので、ぜひ、普及推進してほ
しい

60代 男性 浦添市 年寄りと一緒に住んでてもウチナー口で会話することが減っている

60代 男性 南風原町 昔から受け継がれた言葉なので、不滅にしたいです。

60代 男性 宜野湾市
普及させる意義が理解できていない。文化は強制されること無く自然に、ゆったりと広がること
が長続きできるのでは？

60代 男性 与那原町 公共の場で予算をかけてやることではないと思います。

60代 男性 那覇市
この活動は好きになれない。「しまくとぅば」を沖縄県の第2公用語にしようと行政に働きかけ
ている団体も出てきたらしいが、そこまではやり過ぎだと思うし何か裏にありそうで嫌悪感を感
じる。

60代 男性 読谷村 地元の方言は遺産として残すべきだから

60代 男性 浦添市 文化の継承には必要

60代 男性 多良間村
言葉は時代とともに変わるので、学問的に残す?ことは必要かも知れない。しかし、現状でも高
齢者しか使うことが出来ないものを、これから教えるのは容易なことではない。

60代 男性 那覇市
しまくとぅばって何？、沖縄県内には、宮古島、与那国島、八重山及びその他の島々には独特な
方言があるがそれ全体がしまくっうばではないか？、首里方言だけがしまくとぅばではない

60代 男性 沖縄市 年寄りが孫などに頻繁に使って欲しいまた職場でも積極的に使用する機会を増やして欲しい

60代 男性 糸満市 是非、子孫に残しておく

60代 男性 宜野湾市 残してほしい文化のひとつだと思う

60代 男性 豊見城市 沖縄に限らす方言の継承はある程度必要かと思う家庭や地域が継承する場であれば良いと思う

60代 男性 那覇市 文化継承のため、普及推進が必要である。

60代 男性 名護市 日常に意識を持って使用する。

60代 男性 浦添市
テレビCMで、クイズ形式のように、街で、インタビューするのは、面白くて、勉強になるかも
しれません。

60代 男性 うるま市 地域によって、しまくぅとばの違いが新鮮であるので残しておくと良いかも

60代 男性 沖縄市 家庭内で積極的に使う

60代 男性 うるま市 伝統なので残して欲しい

60代 男性 那覇市 学校、地公体、公共放送を通じて県民全体で推進を図る。

60代 男性 西原町 これからもますます頑張ってくださいね。

60代 男性 南風原町 どんどんやってほしい



「しまくとぅば」の普及推進についてのご意見、ご感想（60代）

‐131-

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

60代 女性 うるま市方言札の時代があったり、使用推奨があったりと、沖縄は、時代に翻弄されていると思う。

60代 女性 北谷町
今はおじいちゃんおばあちゃんも方言を喋る人が少ないのであまり身近に感じる事がなく寂しく
思います

60代 女性 浦添市 各地区のお年寄りから習う

60代 女性 宜野湾市現状ままで良い

60代 女性 今帰仁村
残ってほしいものだと思うが、学校の授業に取り入れるのはなんか違う気がします。高齢者との
触れ合いで覚えてほしい気もします。

60代 女性 豊見城市これからも沖縄のしまくとぅばを残して行けたらいいです

60代 女性 浦添市 大事な事だと思う

60代 女性 那覇市 国費で普及すべき

60代 女性 沖縄市 学校で授業のいつかんとして教えていかないと、継続は難しいと思う

60代 女性 与那原町なくしてほしくないので、学校教育から取り入れてほしい

60代 女性 浦添市 強制的に教えないでほしい 将来役に立たない

60代 女性 那覇市 年配でしゃべれる方はどんどんしまくとぅばをしゃべって欲しいです。

60代 女性 沖縄市 しまくとぅばのテレビ番組があるとわかりやすいかも。

60代 女性 宜野湾市
半世紀前まで方言を使うと罰として方家を渡されていたので、方言を使うことに罪悪感を植えつ
けられた教育で方言が廃れたのだと思う。

60代 女性 豊見城市
聞けるけど話せない大多数の人がそうだと思うので子供達が正しいしまくとぅばが話せるように
なったらいいと思う

60代 女性 沖縄市 大切に継承していけば良いと思う

60代 女性 沖縄市
小中高生のしまくとぅばを聞いていると、時々？と思うことがあり、意味を理解しておらず、間
違えた使い方をしている場合があります。意味や使い方は正確に教えてあげたいですね。

60代 女性 糸満市 これからも、無くならないよう意識して使いたい

60代 女性 北中城村地域での取り組みを検討してほしい

60代 女性 宜野湾市親の代が知らないのが多いと思うのでなかなか子供に普及しない

60代 女性 伊江村 無理せず広げて行けると良いと思う

60代 女性 与那原町学校で教えてほしい。

60代 女性 那覇市
沖縄方言を失うと文化も失われてしまうと思うので、解説をつけた番組作成をしたり、簡単なパ
ンフレットなどがあれば活用したいと思う。

60代 女性 石垣市 各地区ごとで違うので、住んでいる地区で意識して、それぞれが話して耳慣れさせる。

60代 女性 沖縄市 テレビ放映する時、方言の字幕の出る番組など

60代 女性 那覇市 しまくぅとばの普及推進は大切な事だと思います。継続してやって頂きたいです。

60代 女性 那覇市

観光客に喜ばれる言葉として学ぶのもいい沖縄の文化を大切に継承するこころを子どもたちに伝
えるのはいい生まれ馴染みの言葉を年齢の高い方に使って上げるのは良いと思うだけど 子ども
の学習時間に影響するような ハードな教育はやめた方がいいかも好きな人が学べるようなチャ
ンスを作ってあげるのがいいと思う

60代 女性 那覇市 民放テレビ局でしまくとぅばを伝えて欲しい。CM等で

60代 女性 うるま市高齢者との関わり。
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

60代 女性 石垣市 保育園から始めた方が良い

60代 女性 那覇市 ある程度使えればいいと思う

60代 女性
宮古島
市

①小さい頃からしまくとぅばを意図的に聞かせる環境を整える。保育士、小学校の先生方に積
極的にしまくとぅばを話すよう奨励する。②小学校、中学校の授業の中にしまくとぅばを取り
入れる。

60代 女性 那覇市
悪い言葉は子どもにもすぐ伝わるけれど、本当の丁寧な言葉はわからない人がほとんどだと思
うので一番身近なTVなどに１分以内でもちょこちょこと笑える面白いコントなどで聞ける機会
が有ればいいかなと思う

60代 女性 本部町 周りの人が使うことで馴染みやすいのでは、それに影響してくれると願います。

60代 女性 那覇市
昔から伝わってきていて、その言葉でなければ伝えられない表現や感情などもあり、文化の一
部として、今後も残して欲しい。学校教育の中でも歌や絵本等を活用して伝えていって欲しい。

60代 女性
うるま
市

小学校での学びの中で、しまくとぅばとふれあう事は、恥ずかしがらずに言葉として使ったり
覚えていけそう

60代 女性 読谷村 年配の方への敬い語、尊敬語等があり使い分けが難しい。

60代 女性
うるま
市

様々なかたちで方言の継承活動があるんだなと知りました。子供達が生まれて間もない頃から
方言を話したりして自然なかたちで身に付けさせる環境作りが必要だなと感じました。

60代 女性 浦添市
子供の方がよく覚えるので、教えるというより、使うひとが学校にたくさんいると自然に覚え
るのでは

60代 女性 金武町
テレビでラジオでのしまくとぅばニュースをもっと増やすといいと思います。字幕をいれても
いいと思う。

60代 女性
豊見城
市

積極的にやっていかなければ、やがて話す人がいなくなると思う。きけなくなるのはとても淋
しいこと。たまに外で出身地の言葉をきくとちょっとうれしい

60代 女性
豊見城
市

言葉は社会で生活で使われてこそ「生きる」ものである。しまくとぅばを使っていない生活の
中で、それを普及推進するのは無理。かつて使っていた人達のノストラジーでしかない「みん
なで英語で話しましょう」と言われているのと同列に感じる学校教育において「古典」を学ぶ
機会があり、知識はあるが、その言葉を日常生活で使うことは機会はない。知っているという
ことと、使うことは別の話。例えば那覇市役所ばどでは。ハイタイ，ハイサイという言葉を使
ことを推奨しているが（那覇市出身６０代）私でさえ、幼少期から現在までそんなしまくとぅ
ばは身近になかった。強要されているようで不ゆかいですらある。自分が子供の頃の会話から
なじみのある言葉については現在の生活で使うことはほとんどないが「方言では〇〇〇ってい
うんだよ」となつかしくおもいだし、子供たちに話すこともある。正直言って、「しまくとぅ
ば普及推進」は一部の人ノストラルジーに基づいて、無理強いされている印象がある。

60代 女性 沖縄市 子供たちがマネするようなきたない方言はテレビのコマーシャルでは使用してほしくない

60代 女性 沖縄市

沖縄は歴史の中でしまくとぅばを禁止されている時代があった。その遠い昔ではない。現代の
おばあちゃんたちは話せない私の同年代でも話せる人は少ない普及推進に力を入れてほしい。
授業に英語があるようにしまくとぅばも入れてほしい。英語は学べるけどしまくとぅばは環境
で教えていかなければ難しい

60代 女性
豊見城
市

子供が小さい時から共通語としまくとぅばを同じように会話をさせた方が良いと思います。

60代 女性 沖縄市
私の年代では沖縄芝居の影響とかでしまくとぅばを覚えたかもしれません。今、私達が出来る
ことは、地域の力を利用するとか機会が必要かと思います。

60代 女性 沖縄市
子供たちはしまくとぅばを難しいという感覚があるかもしれない。おもしろい楽しいという見
せ方(実際取り組んでいると思うが)を続けていくこと。親が積極的に使う事などが必要かも。
頑張ってください。

60代 女性 読谷村
しまくとぅばは文化そのものだと思います。移住先(南米など)にしか純粋なしまくとぅばが
残ってない事は残念です。是非普及活動に力をいれてほしいです。

60代 女性 恩納村
日本人としてのコミュニケーション能力を高めてほしいのであまりしまくとぅばにこだわりは
ない。ただ一つ一つの単語のしまくとぅばは方言交じりやイントネーションなどで十分沖縄を
アピールできている

60代 女性
豊見城
市

うちなーぐちは使うべきだと思います。本土から沖縄に移住した50代女性がいます。彼女は
「うちなーぐちはおもしろい」と言い、スマホの漫画でウチナーグチを使う漫画をよく読んで
いるらしく、在住1年足らずですが、日常でも「あきさびよー」「じょうとうさあ」とか他に
も色々単語を覚えたくさんのうちなーぐちを熟すようになってます。沖縄の若人子より上手に
使います。うちなーぐちは味があっていいですね。いっぺーじょうとう

60代 女性 北谷町
方言で話す場機会が少なくなって聞いて覚える事が少なく残念です。学校で教える場が出来る
とよいと思いますスマホなどで普及で話す事が無くなってより難しいかと思います幼児教育現
場が方言による紙芝居をたくさんやってみる

60代 女性 恩納村
しまくとぅばを無くなるのは困りますが沖縄独自のちゃんぷるー文化で方言と標準語がまざっ
て残ってくれたらいいかと思います

60代 女性 沖縄市 学校や先生方がなんだかの形で教えた方がいいなぁと思う
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年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進について、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

60代 女性
うるま
市

しまくとぅばはおじい、おばあや両親が話しているのを、聞いて覚えるものなので60代の
私達が方言(しまくとぅば)を話すことがなかったのでとても困難なことだと思います。子
供の頃の記憶は悪いイメージでそれを抜け出すのが出来ない世代です。しまくとぅばの大
切さはわかりますが聞いて意味はわかっていても使うことができません。

60代 女性 読谷村
日本語をしゃべれる人が外国語をしゃべるみたいに自分の生まれた地の言葉を理解し、使
える事は良い事だと思いますが、学校や職場等公の場所では共通語使用にしてほしい。同
じ国なのに言葉が通じないのはどうかな？と思う事があります。

60代 女性 石垣市
島うた(民謡)の歌詞の意味を理解できるようになりたい。解説を添えるのも普及になるか
な…

60代 女性
うるま
市

※ケンカをした時、方言で言ってたのであまりいいイメージがない！ていねいな相手をう
やまう方言を……

60代 女性
うるま
市

以前イベントに参加して、子供達が「しまくとぅば」を上手に使っていたことでとても感
動し、やはり普及推進の大切さを感じました。

60代 女性 糸満市

しまくとぅばは衰退する言葉。使ってはいけない言葉。そんな位置づけでしかない。中学
生頃、県民、公官庁、マスコミなど県総ぐるみで方言撲滅運動が激しかった。学校職場で
はより厳しく指導され教師にどれだけたたかれかわからない。その傷はいまもいえない。
いまさらしまくとぅば。そんな感情が揺れ動く。

60代 女性
宜野湾
市

あいさつていどの方言なら学校で教えて伝えても良いと思うが方言は地域によって違うの
で興味のある方は研究して残していけばよいと思う。教育の現場で教えていくのはやりす
ぎだと思う。

60代 女性 金武町
最近の若い人達のしまくとぅばは変化しておかしい！！是非！！昔からある「しまくとぅ
ば」を教えてほしい。オジー、オバーも対応できる丁寧な言葉で…

60代 女性
うるま
市

私自身方言では育ったことはありません。祖父母も皆共通語でした。聞くことは出来ます
が話すことは出来ません。地域で普及して孫達にも学んでほしいです。

60代 女性
うるま
市

子供に伝える為に親や教師など大人がしまくとぅばを学んで覚えてほしい。積極的に使っ
てほしい、私自身も意識にしまくとぅばを話す機会を増やしていきたい(反省している)

60代 女性
うるま
市

しまくとぅば普及推進についてあまりわからない

60代 女性 読谷村
沖縄語のネイティブスピーカーがどんどん減少しているなた、大変難しい問題だが、しま
くとぅばは失ってはいけない言語。テレビで沖縄芝居や昔の沖縄漫才等の番組を積極的に
放映して頂きたい。

60代 女性
南風原
町

子供達にも学習の時間において、しまくとぅばを教える事に明るく笑いのある時間が過ご
せるのではと思います。

60代 女性 沖縄市 すばらしい事だと思います。

60代 女性
宜野湾
市

イベントの情報、終わってから新聞等で知る事が多い

60代 女性 本部町
しまくとぅばが話せる、楽しさ、面白さ、嬉しさが幼い頃からその環境にあることが大切
だと思います。学校教育にもっと取り入れてほしいです。伝統文化の1つとして未来に残
してほしいと思います。公報、PR不足ではないか。

60代 女性
うるま
市

保育園の行事などであいさつに子供達がしまくとぅばを話します。聞いている私(60代)は
懐かしくそしてあたたかい物を感じます。今の子供たちが挨拶にしまくとぅばを使ってい
けたら笑顔になると思います。
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17.新型コロナウィルス感染症の流行による生活の変化

新型コロナウィルス感染症の流行による生活の変化では「友人知人と会う機会が減った」が

51.8％で最も高く、「当てはまる」と「やや当てはまる」の合算では、74.5％となった。

反対に最も低かったのは「家族とのコミュニケーションが増えた」で、「当てはまる」が17.8％、「やや

当てはまる」が24.0％、合算では41.8％だった。
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友人知人と会う機会が減った

家族でのコミュニケーションが増えた

外出できずにストレスが増えた

運動不足になった

人と会うことに対して神経質になった

〈あてはまる 計74.5％〉

〈あてはまる 計41.8％〉

〈あてはまる 計47.8％〉

〈あてはまる 計47.0％〉

〈あてはまる 計54.8％〉


