
令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

10.「しまくとぅば」の普及に必要なこと

「しまくとぅば」の普及に必要なこと

「しまくとぅば」の普及に必要なこと（過去調査比較）

「しまくとぅば」の普及に必要なことでは、「学校の総合学習等での実施」が67.3％で最も高く、
次いで、「テレビ、ラジオ等マスコミを利用したPR」が54.5％となっている。
過去比較でも同様順位で前回、前々回と比べ増加傾向にある。
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0.0 

63.9 

33.0 

17.8 

16.6 

53.6 

21.8 
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20.4 

20.9 
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23.1 

20.4 

11.3 

5.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

学校の総合学習等での実施

「しまくとぅば」講座を開設

官公庁での「しまくとぅば」使用

民間企業での「しまくとぅば」使用

テレビ、ラジオ等マスコミを利用したＰＲ

「しまくとぅば」スピーチコンテスト

「しまくとぅば」検定試験

その他

無回答

平成30年度 全体

（n=2552）

令和元年度 全体

（n=2551）

令和2年度 全体

（n=2021）

合計
学校の総合学
習等での実施

しまくとぅば講座
を開設

官公庁でのし
まくとぅば使用

民間企業での
しまくとぅば使用

テレビ、ラジオ
等マスコミを利
用したＰＲ

しまくとぅばス
ピーチコンテス
ト

しまくとぅば検定
試験

その他 無回答

性別

全体
2021 67.3 38.5 20.4 20.9 54.5 23.1 20.4 11.3 5.6 

男性
889 66.5 38.8 24.4 23.6 55.0 24.7 20.7 13.4 4.9 

女性
1132 67.9 38.3 17.2 18.9 54.2 21.8 20.2 9.7 6.2 

年代

１０代
42 68.2 25.1 4.1 11.7 30.2 16.3 27.6 6.0 4.0 

２０代
182 69.4 28.4 18.7 26.6 48.9 15.6 26.3 14.1 5.9 

３０代
223 71.7 28.6 14.5 22.9 48.1 16.6 21.0 10.6 4.3 

４０代
352 71.4 31.9 22.8 21.8 53.5 20.1 25.9 10.7 6.3 

５０代
357 65.6 40.4 20.8 21.7 56.6 22.8 23.5 13.0 6.8 

６０代
415 69.4 44.8 24.3 20.0 56.4 26.1 18.6 11.1 4.7 

７０歳以上
449 60.3 46.8 19.7 18.2 59.5 29.4 12.0 10.4 5.7 

無回答
1 100.0 - - - 100.0 100.0 - - -

居住地

北部地区
178 66.5 39.8 14.2 16.5 49.5 25.1 23.1 9.5 4.9 

中部地区
713 70.2 37.9 20.2 22.1 58.5 24.1 19.9 9.8 4.7 

南部地区
978 67.4 38.7 22.2 21.2 54.6 22.4 21.1 13.0 5.8 

宮古地区
75 54.2 34.7 18.1 20.8 41.7 20.8 16.7 9.7 9.7 

石垣地区
77 53.3 43.3 14.9 17.4 40.9 19.9 13.6 10.6 10.0 
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11.子どもたちが「しまくとぅば」を使えるようになることへの意識

子どもたちが「しまくとぅば」を使えるようになることへの意識（過去調査比較）

子供たちに「しまくとぅば」を使えるようになってほしいかの質問では、「是非、使えるようになってほ
しい」が、29.7％、「できれば、使えるようになってほしい」が52.3％となった。「是非、使えるよう
になってほしい」、「できれば、使えるようになってほしい」の合算で82.0％でこれまでのとほぼ同率
で推移している。
性別では 「是非、使えるようになってほしい」、「できれば、使えるようになってほしい」の合算で

男性が81.4％、女性が82.4％と差はあまりない。
年代別では、 「使えるようになってほしい」の合算では年代が上がるほど多くなる。
地域別では、中部地区が最も高く（84.3％）、最も低かったのは八重山地区（76.5％）

であった。

31.0

29.0

29.7 

50.0

53.2

52.3 

15.9

14.3

12.4 

3.1

2.7

2.7 

0.8

2.9 

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

平成30年度

（n=2552）

令和元年度

（n=2551）

令和2年度

（n=2021）

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欲しい

あまり、使えなくてもよい まったく、使えなくてもよい

無回答
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11.子どもたちが「しまくとぅば」を使えるようになることへの意識

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

29.7 

32.8 

27.3 

19.5 

25.4 

27.3 

32.1 

28.5 

33.8 

29.0 

29.2 

33.8 

28.3 

22.2 

18.7 

52.3 

48.6 

55.1 

55.5 

46.1 

48.6 

49.1 

54.1 

53.5 

56.3 

52.4 

50.5 

52.7 

58.3 

57.8 

12.4 

12.4 

12.5 

23.0 

20.1 

15.7 

12.9 

12.7 

8.1 

9.9 

100.0 

14.6 

10.5 

13.0 

13.9 

16.1 

2.7 

3.2 

2.3 

3.8 

5.1 

3.3 

2.1 

1.9 

1.9 

1.3 

2.2 

3.3 

4.2 

1.2 

2.9 

3.0 

2.8 

2.0 

4.6 

3.3 

2.6 

2.6 

2.7 

2.9 

2.5 

3.0 

2.8 

1.4 

6.2 

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

全体 (n=2021)

男性 (n=889)

女性 (n=1132)

10代 (n=42)

20代 (n=182)

30代 (n=223)

40代 (n=352)

50代 (n=357)

60代 (n=415)

70歳以上 (n=449)

無回答 (n=1)

北部地区 (n=178)

中部地区 (n=713)

南部地区 (n=978)

宮古地区 (n=75)

八重山地区 (n=77)

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欲しい

あまり、使えなくてもよい まったく、使えなくてもよい

無回答
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12.学校の授業科目に「しまくとぅば」を加えることについて

学校の授業科目に「しまくとぅば」を加えること（過去調査比較）

「しまくとぅば」を学校の授業科目に加えることについては、「行事や日常のあいさつ等、授業以
外の活動で取り組んでほしい」が63.9％で最も高い。次に「どちらともいえない」が13.3％、「他
の教科の授業を減らしてでも、是非、加えてほしい」が11.1％となっている。
過去調査でもほぼ同様の傾向で、「行事や日常生活のあいさつ等、授業以外の活動で取り

組んでほしい」が前回、前々回の調査でも過半数を超えている。
性別ではやや女性が授業で教えることに肯定意見が多く、年代別では、年代が上がるにつれ

肯定的な回答が多くなっている。
地域別では中部地区が最も高く、宮古地区が最も低かった。

12.9

14.9

11.1 

51.1

53.6

63.9 

25.1

23.7

13.3 

10.9

7.3

8.6 

0.0

0.5
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成30年度

（n=2552）

令和元年度

（n=2551）

令和2年度

（n=2021）

他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて欲しい

行事や日常のあいさつ等、授業以外の活動で取り組んで欲しい

どちらともいえない

まったく加えなくてもよい

無回答
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学校の授業科目に「しまくとぅば」を加えることについて

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

11.1 

14.6 

8.4 

7.9 

11.8 

9.1 

14.0 

11.5 

10.1 

10.4 

10.0 

11.2 

11.8 

8.3 

6.2 

63.9 

57.8 

68.6 

55.1 

53.0 

60.6 

58.7 

62.8 

71.9 

68.0 

100.0 

61.1 

66.3 

62.7 

61.1 

65.2 

13.3 

13.3 

13.3 

28.3 

16.5 

13.7 

14.8 

15.5 

10.3 

10.4 

17.3 

12.5 

13.3 

13.9 

12.4 

8.6 

10.9 

6.8 

6.6 

13.6 

12.8 

9.9 

8.1 

5.2 

7.0 

7.9 

6.7 

9.5 

15.3 

8.7 

3.1 

3.4 

2.9 

2.0 

5.2 

3.7 

2.6 

2.0 

2.4 

4.2 

3.7 

3.2 

2.8 

1.4 

7.5 

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

全体 (n=2021)

男性 (n=889)

女性 (n=1132)

10代 (n=42)

20代 (n=182)

30代 (n=223)

40代 (n=352)

50代 (n=357)

60代 (n=415)

70歳以上 (n=449)

無回答 (n=1)

北部地区 (n=178)

中部地区 (n=713)

南部地区 (n=978)

宮古地区 (n=75)

八重山地区 (n=77)

他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて欲しい

行事や日常のあいさつ等、授業以外の活動で取り組んで欲しい

どちらともいえない

まったく加えなくてもよい

無回答
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家庭内での「しまくとぅば」への取組状況（過去調査比較）

13.家庭内での「しまくとぅば」への取組状況

「子どもがいる」と回答した1,428名に対して、家庭内での子供に対する「しまくとぅば」への取り
組み状況を尋ねたところ、全体では、 「ほとんど教えることはない」が最も回答が多く46.2％、次
に「時々教えている」が45.4％であった。「時々教えている」に限ると前回、前々回調査時よりも
高くなっている。
性別でみると、「積極的に教えている」、「時々教えている」の合算では、男性が48.4％、女性

が50.8％となっている。年代別では、年代が上がるほど高くなり、10代28.4％、70代55.0％
の差は21.6％となる。
地区別では、「中部地区」が最も取り組んでおり、「積極的に教えている」3.2％、「時々教え

ている」48.9％を合わせて52.1％が「教えている」と回答。
「教えていない理由」としては、「自分で教えられるほど知らないから」という回答が多い。これは

若年層だけでなく、年配の方もそのような回答が多い。

8.8

12.9

4.4

42.1

44.8

45.4

49.1

40.1

46.2

0.0 

2.1 

4.1 

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

平成30年度

(n=1598)

令和元年度

(n=1593)

令和2年度

(n=1428)

積極的に教えている 時々教えている ほとんど教えることはない 無回答
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家庭内での「しまくとぅば」への取組状況

＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

※上記10代は該当者が少ないため、参考程度に留める」

4.4

3.7

4.9

0

0

3.9

3.8

4.3

5.3

4.5

6.5

3.2

4.9

4.1

4.9

45.4

44.7

45.9

28.4

36

36.4

40.2

46.3

46.7

50.5

37.9

48.9

44.5

46.9

38

46.2

46.8

45.8

71.6

56.5

55.4

53

45.5

44.1

40.3

51.5

43.2

47.2

46.9

50.3

4.1

4.8

3.5

7.6

4.3

3.1

3.8

3.9

4.7

4.1

4.8

3.4

2

6.7

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

全体 (n=1428)

男性 (n=619)

女性 (n=809)

10代 (n=4)

20代 (n=26)

30代 (n=125)

40代 (n=257)

50代 (n=277)

60代 (n=348)

70歳以上 (n=393)

北部地区 (n=113)

中部地区 (n=517)

南部地区 (n=690)

宮古地区 (n=51)

八重山地区 (n=58)

積極的に教えている 時々教えている ほとんど教えることはない 無回答
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家庭内での「しまくとぅば」への取組
■ほとんど教えることはない 回答理由
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「ほとんど教えることはない」と回答した理由

10代 男性 宜野湾市 教えることができる程は、しまくとぅばを知らない

10代 女性 那覇市 子供のおじいちゃん、おばあちゃんが会話で方言を使うから自分が教える必要はないと思う。

20代 男性 那覇市 自身が方言を知らないため、教えることができない

20代 女性 石垣市 ほとんどが怒ったり、独り言であったりと子供達に特別教える必要がない言葉を使うから

20代 女性 久米島町 おばぁが使うのをマネしておぼえているみたい。あとは、自分も使わないから教えられるほどでもない。

20代 女性 那覇市 自分も分からないから。ヤンキーがしまくとぅばを使うイメージがあるので、そのイメージをなくしてほしい。

20代 女性 豊見城市 基本の日本語をしっかり覚えてほしい

30代 男性 那覇市
自分が理解していないことと、日常生活の中で自然に覚えていくことが自然であるし、本人の意思で覚えるべきことだと

考えているため

30代 男性 名護市 知らないから

30代 男性 読谷村 私自身がしまくとぅばが分からない

30代 男性 名護市 しまくとぅばの会話は、丁寧に感じられないので。まずは、正しい標準語を主体に教育したい。

30代 男性 那覇市 自分がそこまで知らないから。

30代 女性 那覇市 知らないから

30代 女性 宜野湾市

しまくとぅばは、世界に目を向ける時に、小さなコミュニティの中でしか活路を見出せない気がする。それを学校で時間を

使って教えるのに違和感がある。どうせなら、英語や中国語に力を入れるべきだと思う。将来の仕事に活かせることを教

えるのが義務教育の中でやるべき事じゃないかなと思います。

30代 女性 嘉手納町 ちゃんとしたしまくとぅばをあまり分からないから。

30代 女性 那覇市 知らないから

30代 女性 南風原町 自分自身があまりわからない（使えない）から

30代 女性 八重瀬町 大人になって使えてよかった事がない為

30代 女性 南風原町 他県と比べて、雑に聞こえるので、学校などで覚えてくるけど。私的には使ってほしくない

30代 女性 沖縄市 自分がしまくとぅばがわからない

30代 女性 那覇市 自分が使えないため

30代 女性 那覇市 日常生活で自然に身に付くと思うから

30代 女性 那覇市 私自身あまり分からないので、教えきれない。

30代 女性 那覇市 私自身、正しいしまくとぅばを知らない為、「でーじ（とても）」「やー（あなた）」くらいしか使えない

30代 女性 宮古島市 自分よりも子どもの方が、育った環境でなじんで覚えているので、私が教えるレベルにいない為、教えてもらっている。

30代 女性 那覇市 丁寧な日本語を使ってほしいから。品が無くなるのが嫌だから。

30代 女性 那覇市 わからないので教えられないが祖父母が話しているのを子供が聞いて習っていることも

40代 男性 那覇市
聞きはできるが、おじ-、おば-が喋ってるように出来ない。また父、母もあまり方言で会話しなかった為。(簡単な方言程

度)

40代 男性 那覇市 正しく教えられない

40代 男性 国頭村 しまくとぅばを使えないことで、生活に不便をきたしたり、差別的な扱いを受けていないため。

40代 男性 浦添市

自分もそんなに普段からうちなーぐちを使っていないから。教えているほどではないが、自分が無意識に少しだけうち

なーぐちを使っています。会話の中で子どもからうちなーぐちの単語の意味を聞かれたことはあります。でも「意識して教

えている」という事ではありません。

40代 男性 那覇市 私自身教えるほど話すこともできないから

40代 男性 浦添市 会話が少ない

40代 男性 沖縄市 私自身が、しまくとぅばを話さないから

40代 男性 那覇市 自分が話せないから、話せるならば必ず教える

40代 男性 沖縄市 自分自身があまり使わないから

40代 男性 南風原町 自分もあまりわからず子供もわからないので、使っていない

40代 男性 沖縄市
要因は環境でしょう。都市部に人は集まり都市部は年配の方は若者には標準語、田舎はしまくとぅば、都市部の意識を

変えなければ

40代 男性 豊見城市 しまくとぅばを使わないといけない必要性がわからないから
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家庭内での「しまくとぅば」への取組
■ほとんど教えることはない 回答理由
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「ほとんど教えることはない」と回答した理由

40代 男性 北谷町 教えるほど十分な方言を扱えるわけではないから

40代 女性 金武町 まず、わたし自身が使わない。大きいじーちゃんばーちゃんがいない。

40代 女性 宮古島市 自分自身あまり方言が分からないから

40代 女性 名護市 家でもしまくとぅばを使うことがないので

40代 女性 西原町 聞かれると教える程度です

40代 女性 うるま市 私自身きちんと使えないため

40代 女性 宮古島市 祖父母と会話しているといつのまにか話していた。

40代 女性 那覇市 日常的に使わない

40代 女性 糸満市 自分で覚えてくるから。教えるほど知らない。

40代 女性 うるま市 子供の反応がハテナな状況なので、自分自身が丁寧な方言でしゃべる自信がない

40代 女性 那覇市 自分も分からないし、他の教科でいっぱいいっぱいだから。

40代 女性 那覇市 しまくとぅばより、社会的にひつような英語に力を入れてほしい。授業科目とかありえない。

40代 女性 那覇市 私自身がわからないからです。

40代 女性 糸満市 自分自身がちゃんと理解（つたえてない）してないから

40代 女性 豊見城市 私自身が話せないから

40代 女性 沖縄市
私でさえ、正しい使い方も知らないのに、ヘタに教える事はしない。ヘタに教えて、ヤンキーな子みたいな使い方したら、

こまる。

40代 女性 読谷村 しまくとぅばを使っている人が少ないから

40代 女性 沖縄市 自分が正しいしまくとぅばを知らないから

40代 女性 那覇市 私自身しまくとぅばを使えないから

40代 女性 那覇市 自分自身がしまくとぅばを知らないから

40代 女性 読谷村 知っている「しまくとぅば」が少なく逆に子供達から教えてもらおうと思っています。

40代 女性 うるま市 私自身が普段ほとんど使わないので教えることもない。

40代 女性 沖縄市 自分がきちんと理解していないため

40代 女性 宜野湾市 日常的に使用しないから

40代 女性 南風原町 おしえる意識があまりない。テレビ番組等で耳にしたら子供に教えるきっかけになりそう

40代 女性 北谷町 大事なのはわかりますが、使う環境ではないので教えるところまでいかない

40代 女性 浦添市 自分がわからないので教えられないから

40代 女性 糸満市 自分自身があまり理解していないので

40代 女性 西原町 家庭内でしまくとぅばうぉとんど使用したことがない

40代 女性 那覇市 自分自身が話せないため間違った使い方をしてしまうとダメだと思うので

40代 女性 浦添市 知らないから

40代 女性 南風原町 自分自身があまりわからない

40代 女性 読谷村 日常の中で使って子供が聞いてきたら「標準語」になおす、普段は聞き流す感じです

40代 女性 石垣市 おしえたいけどうまく意味を説明できないときがある。自分自身あまり使わない

50代 男性 うるま市 自分がしまくとぅばをあまりわからないから。

50代 男性 南城市 自分が、綺麗なしまくとぅばをあまり知らないから。

50代 男性 宜野湾市 日常生活で島言葉が必要？

50代 男性 浦添市 説明が出来ない為

50代 男性 石垣市 知識が無く、聞いてもあまりわからない
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家庭内での「しまくとぅば」への取組
■ほとんど教えることはない 回答理由
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「ほとんど教えることはない」と回答した理由

50代 男性 名護市 正しい使い方を私が知らないから

50代 男性 北谷町 子供が望んでいない。社会が望んでいない。

50代 男性 那覇市 子供が使えなくてもいいと思う。子供が使いたいのならば、自分で覚えると思う。

50代 男性 浦添市 私自身が話せないから

50代 男性 那覇市 子供から質問を受けることがないため、あえてこちらから教えていない

50代 男性 東村 会話の中で自然に身につくものだと思う。

50代 男性 那覇市 生活の中で使用している人がまわりにいないから

50代 男性 豊見城市 日本人として生まれているので違う民族と意識させることはやらない。国語をしっかり学んでもらいたいと思っているから

50代 男性 石垣市 子供があまり使わない。使いたがらない

50代 男性 石垣市 若いころはほとんど興味がなかったから

50代 男性 那覇市 自分が使えないから教えることはできないが、勉強するように促している

50代 男性 北中城村 時間を作ってまで教えることではないと思う

50代 女性 久米島町 知らないから

50代 女性 沖縄市 単語しかわからない。続けて話す事が出来ないから。

50代 女性 那覇市 教えるタイミングがない

50代 女性 宮古島市 子供たちがあまり興味を示さない。今は巣立って夫婦2人の生活となっている

50代 女性 名護市 私は地元の人ではありませんので、詳しくないです。子供は学校とかで、いろいろと自然に覚えてくると思うので。

50代 女性 那覇市
聞くことは出来るが、話すアクセント、敬語が正しいのかが身内には伝わっても、子供をとおして他人に指摘されるとこわ

いので

50代 女性 沖縄市 聞く事は出来るが話しは出来ない

50代 女性 金武町
沖縄で生まれ育った人は方言、しまくとぅばが分かると思いますが、愛知から引っ越してきたので、まだまだ沖縄方言、し

まくとぅばがわかりません。

50代 女性 浦添市 私自身、しまくとぅばを知らない。会話で使い方がわからない。

50代 女性 那覇市 子供たちは、子供たちで、職場等で覚えてくると思うから

50代 女性 那覇市
家族間で食事中、話題になれば、お互いにしまくとぅばでわかる範囲話したり、教えたりする程度。学ばせるという気持ち

では教えた事はない。（忙しい為）

50代 女性 糸満市 うまく使いこなせないので、教えることは出来ません。

50代 女性 南城市 しまくとぅばの使い方、正しく使えない

50代 女性 沖縄市 私が生きてきてそんなに使う事がなかったから

50代 女性 北中城村 あまり話せないので教えられません

50代 女性 北中城村 自分が使えないので教えることができない

50代 女性 宜野湾市 知らないから

50代 女性 沖縄市 家庭内ではあまり方言を使わないため

50代 女性 浦添市 多少聴くことはできても話せるしまくとぅばは少ないので教えるほどの知識がないため

50代 女性 那覇市 自分が自身もってちゃんと発音など言えないし、あっているかもわからないので教えることできないと思います

60代 男性 八重瀬町 自分が話せないから、教える事が出来ない。

60代 男性 うるま市 自分たちは友人、知人と使うが、子どもたちは、そうではない。

60代 男性 宮古島市 他府県出身で教える自信がない。

60代 男性 宜野湾市 正しいしまくとぅばを教える事ができないから

60代 男性 南城市 日常生活の会話として使っているので特に教えることはない

60代 男性 那覇市 私は宮古で生まれ育ち、子供らは那覇で生まれ育った為、方言が違う

60代 男性 宮古島市 しまくとぅばがそれほど必要と思わない

‐92-



令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

家庭内での「しまくとぅば」への取組
■ほとんど教えることはない 回答理由
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「ほとんど教えることはない」と回答した理由

60代 男性 豊見城市 学校でも家庭でも共通語なので、しまくとぅばで会話する機会がない。

60代 男性 沖縄市 相手がわからない。

60代 男性 豊見城市 日ごろの会話が日本語だから

60代 男性 豊見城市 生活の中でおぼえる程度でいいと考えてるから

60代 男性 南城市
時代の流れでそうなってしまったが、県民が今の現状を変えていかなければ、手遅れになってしまうでしょう。親子で普通

に日常会話で使うようにならないと琉球語を話せる県民はかぎりなく少なくなるでしょう。

60代 男性 浦添市 タイミングがほとんどない（ゆっくりする時間等が不足）

60代 男性 那覇市 自分が正しいしまくとぅばをちゃんと分からない

60代 男性 宮古島市 子供が一緒に生活しているとき自分もしまくとぅばを使おうと思わなかった。必要と感じなかった。

60代 男性 糸満市 自分が使えるほどのスキルを持っていない

60代 男性 名護市 子供たちは現世代に溶け込んでいるため

60代 男性 那覇市 自分で考えることなので教える必要はないと思います

60代 男性 浦添市 知らないから

60代 男性 沖縄市 聴くことはできても話をすることはできない

60代 男性 那覇市 子供たちはみんな独立して家には夫婦二人しかない

60代 男性 沖縄市 自身があまり理解していないから

60代 男性 うるま市 おしえる意識があまりない。テレビ番組等で耳にしたら子供に教えるきっかけになりそうことができない

60代 男性 宮古島市 子供が方言の意味がわからないから

60代 男性 那覇市 イメージが悪い

60代 男性 豊見城市 こどもとの会話はほとんど標準語だから今のところ教えることはない

60代 男性 豊見城市 おしえるほど使えない。ちゃんとしゃべれているのか疑問

60代 女性 南城市 自分が、ほとんど話せない為。

60代 女性 那覇市 しまくとぅばで話す機会がないから

60代 女性 与那原町

両親同士は島言葉を使っていた（祖父母も）ので、聞き取る事には問題ありませんが、両親も子供には標準語で話してた

ので喋ることはあまり上手にできないです。さらに結婚相手が県外の人の為、私の子供たちは回りの子よりさらに島言葉

の理解ができません。

60代 女性 那覇市
わたし自信が方言札世代で、方言だけでの会話はあまり上手くない。ただ聞くことはできる。沖縄芝居が好きだったから

かも。

60代 女性 那覇市 自分自身がうまく使えないので「何と言っているの」との問いに答える程度

60代 女性 沖縄市
子供達には、常に共通語での会話でしたいが、いつのまにか、周りの方々との会話を聞き、少しづつ理解しているように

思う。普段の生活面で引きつがれてるように思う

60代 女性 那覇市

私自身が方言を聞く事はできても話せないので伝える事がすごく少ないしかし、単語について主人に対してよく話すので、

一部理解しているようだ。主人は宮古出身だが、言語能力が高い方なので、本島方言、宮古方言を喋れるので本島（那

覇）方言でたまに話す（子供・友人同士の言語レベル）

60代 女性 沖縄市 聞くことはなんとかできますが、話すことはむずかしい

60代 女性 那覇市 自身がしまくとぅば話せないので

60代 女性 那覇市 自分自身、あまりしまくとぅばを使えないから。

60代 女性 豊見城市 私自身も使うことができないので。

60代 女性 宮古島市 教えたいが地元の方言とさらに離島なので、発音など違う

60代 女性 糸満市 子供が自立しているのと主人がしまくとぅばは意味理解できるか。話すまでには至ってない。

60代 女性 南城市 知らないから

60代 女性 那覇市 私自身が話せないから

60代 女性 読谷村 きれいな方言を使えないので教えることはないが、普段の会話で自然に使っている

60代 女性 那覇市 孫2才、3才

60代 女性 豊見城市 自分が島くとぅばをしらないのでおしえられない。

60代 女性 那覇市 会話する時間がない
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家庭内での「しまくとぅば」への取組
■ほとんど教えることはない 回答理由
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「ほとんど教えることはない」と回答した理由

60代 女性 浦添市 自分が使えないので教えることができない

60代 女性 沖縄市 自分自身もスラスラと使えないので子供と話す時に教えられない

60代 女性 西原町 自分自身が方言の真の意味を知っていないので自信がないです

60代 女性 那覇市 自分自身が話せないので伝えることが困難

60代 女性 石垣市 仕事のすれ違いで会話もあまりできない

60代 女性 南風原町 日常会話などで自然に伝わっている

60代 女性 うるま市 沖縄方言をまったくわからなかった。聞くこともなかった。

60代 女性 うるま市 家庭でやるほど時間がなかった

60代 女性 那覇市 日常生活の中にしまくとぅばの意識がない。ただし八重山方言を使うことはある

60代 女性 名護市 私が使えていない。沖縄芝居の意味や琉歌などよく意味がわからない

60代 女性 与那原町
それってどういう意味ってきかれたら答える程度。まったく使えないわけではないが、詳しく正しくは自分が使えないから

（きいて意味はわかるが、伝えることはできない）

60代 女性 浦添市 聞かれたら答えるくらい

60代 女性 浦添市 自分がしゃべれないので少し聞き取る事はできる

70歳以上 男性 沖縄市 よく知らない方なので、自信がない

70歳以上 男性 名護市 子供はそれぞれの生活の中で学ぶことがいいと思う

70歳以上 男性 読谷村 話しは全てしまくとぅばで行っている

70歳以上 男性 沖縄市 自分自身、あまりうまくないので、子供達に教えることなく、子供は皆自立している。

70歳以上 男性 南城市 成人して家に不在

70歳以上 男性 うるま市 子供がしまくとぅばについて聞いてこない

70歳以上 男性 那覇市 知らないから

70歳以上 男性 沖縄市 通じる相手が家族になく、一人しかいない

70歳以上 男性 那覇市 他の言語をならって欲しい（英語やスペイン語）

70歳以上 男性 南風原町 孫もいるがほとんど教えない。質問があれば応えているが必要性は感じない

70歳以上 男性 那覇市 優先度が高いとは思わないから。生活に全く支障がなく、外にやるべきことが（教えるべきこと）があるから。

70歳以上 男性 読谷村 教えたい気持ちがあまり強くないから

70歳以上 男性 宜野湾市 私自身が話すことが十分にできない。

70歳以上 男性 沖縄市 時代に合わない、その時代に合わせる

70歳以上 男性 那覇市 「しまくとぅば」を教える必要はないと思っているから。

70歳以上 男性 石垣市 学校では教科書で勉強が進められているのでどうしてもしまくとぅばの入る余地がないから

70歳以上 男性 八重瀬町 子供達はしまくとぅばをほとんど話さないし知らない。このような状況では会話にもならない。

70歳以上 男性 宮古島市 都会で仕事するのに方言は必要ない。方言よりも英語を話せるようになってほしい

70歳以上 男性 浦添市 自分自身があまり使えないから

70歳以上 男性 那覇市 我々の時代方言札で方言を使用するのが制限され、使う機会が失われ必然的に話せなくなった

70歳以上 男性 糸満市 しまくとぅばができなくても日常の生活に全く支障はない

70歳以上 男性 浦添市 本土での生活が長かったので、教える機会がなかった

70歳以上 女性 うるま市 話し間に方言をまぜたりしています。子どもが理解できる程度の方言

70歳以上 女性 本部町 自身が巧く言葉がでてこない

70歳以上 女性 南城市 子供達とは方言で会話する事ナシ

70歳以上 女性 南城市 会話の中で使っていると、意味をきかれたりする時に教える。系統を立てて教えることはない。
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家庭内での「しまくとぅば」への取組
■ほとんど教えることはない 回答理由
※同一属性による同類回答は省略

年代 性別 居住地 「ほとんど教えることはない」と回答した理由

70歳以上 女性 北谷町 生活に必要としないから

70歳以上 女性 西原町 成人しているので教えることはない。

70歳以上 女性 宜野湾市 大人になり小さい時に教えていないので

70歳以上 女性 浦添市 孫が来たら少しずつ教えています

70歳以上 女性 名護市 あまり「しまくとぅば」を気にしていませんでした。これが現在の生活です。

70歳以上 女性 那覇市 聞く事はほとんど理解していると思う。たまに方言で返事が返って来る

70歳以上 女性 宮古島市 大人で県外に住んでいため

70歳以上 女性 南風原町 しまくとぅばの必要性を感じたことはない。たまに、物の名前とかで教えたりする。

70歳以上 女性 那覇市
ほとんどの年寄りが現在では標準語しか使用していないので、家庭内で教えるとは全く考えても無かった。かと言って残

して欲しいとは思っています。

70歳以上 女性 南城市
「しまくとぅば」を使えるように自信を持つことが大切であると思う。そのために「しまくとぅば」のサークル、講習会を増やし

てほしい。

70歳以上 女性 那覇市 私たちの世代では今とは反対で方言を使ったらペナルティを課すことがあった（学校等で）

70歳以上 女性 石垣市 会話の中で「何という意味」と聞かれた時にこういう意味でこのようにいうと「おもしろく」「親近感」いわくよねと教えている

70歳以上 女性 沖縄市 自分も方言をわからないから

70歳以上 女性 石垣市
主人はしまくとぅばを使えるが私のほうはほとんど理解できるものの使うことは３０％程度周囲に使っている人も少なく今

まで教えることがなかった。（現在40台となり自分自身学んでほしいと思っている）

70歳以上 女性 名護市
しまくとぅばを知らないからは色々地方により異なります。うまく使うことができない。自分に自信がありません。すみませ

ん。

70歳以上 女性 南城市 みんな成人し親になっているのでたまに会話に出たら話す

70歳以上 女性 宮古島市 日常的にあまり使わないから

70歳以上 女性 八重瀬町 子供は世帯を別にしている。孫たちが来た時に少し話すことはある
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＜性別＞

＜年代＞

＜地区＞

14.自身が住んでいる地域への愛着について

自身が住んでいる地域への愛着については、「とてもある」が48.0％、「ややある」が37.7％。
合算値では、85.7％であった。
性別で見ると、男性が合算値でいうと86.7％、女性が84.9％だった。年代別では、最も高

かったのが10代で91.8％、次いで60代で88.7％となっている。
地区別では、「八重山地区」が最も高く88.8％。一番低い「北部地区」でも82.7％で8割を

超える。
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70歳以上 (n=449)

無回答 (n=1)

北部地区 (n=178)

中部地区 (n=713)

南部地区 (n=978)

宮古地区 (n=75)

八重山地区 (n=77)

とてもある ややある あまりない ない 無回答
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15.普及継承の取り組みについての認知度

「しまくとぅば」の普及継承についての認知度では、「しまくとぅばの日」が最も高く27.2％、次い
で「しまくとぅば普及推進CM」が24.5％となっている。
性別では、男女ともに「しまくとぅばの日」が最も認知されており、男性では28.7％、女性では

26.1％となっている。
年代では、50代、60代が「しまくとぅば普及推進CM」の回答が最も高く、それ以外の年代で

は、「しまくとぅばの日」が回答が多い。
地域別では各地域で「しまくとぅばの日」、「しまくとぅば普及推進CM」が1位あるいは２位だが、

宮古地区は「しまくとぅば県民大会」が最も多く、2番目に「しまくとぅば普及推進テレビ番組」と
なっている。

27.2 

24.5 

19.0 

16.7 

16.0 

15.9 

8.8 

8.3 

5.5 

4.3 

3.2 

2.8 

2.5 

2.0 

5.0 

27.7 

0 5 10 15 20 25 30

しまくとぅばの日（９月１８日）

しまくとぅば普及推進ＣＭ

しまくとぅば県民大会（イベント）

しまくとぅば検定

しまくとぅば普及推進テレビ番組

しまくとぅば語やびら大会（イベント）

しまくとぅばハンドブックの制作

しまくとぅば読本の制作

しまくとぅば講師養成講座

「使ってみようしまくとぅばナビ」（インターネットサイト）

しまくとぅばの森（五十音表）の制作

しまくとぅばの日に関する条例

しまくとぅば普及センターの設置

しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助…

上記にあてはまるものはない

無回答
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15.普及継承の取り組みについての認知度（性別）

28.7 

25.9 

17.9 

15.5 

16.8 

17.0 

7.9 

6.8 

6.3 

4.2 

3.1 

4.3 

2.6 

2.2 

4.9 

26.1 

23.5 

19.8 

17.7 

15.4 

15.1 

9.5 

9.5 

4.9 

4.3 

3.2 

1.5 

2.5 

1.8 

5.0 

 -  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0

しまくとぅばの日（９月１８日）

しまくとぅば普及推進ＣＭ

しまくとぅば県民大会（イベント）

しまくとぅば検定

しまくとぅば普及推進テレビ番組

しまくとぅば語やびら大会（イベント）

しまくとぅばハンドブックの制作

しまくとぅば読本の制作

しまくとぅば講師養成講座

「使ってみようしまくとぅばナビ」（インターネットサイト）

しまくとぅばの森（五十音表）の制作

しまくとぅばの日に関する条例

しまくとぅば普及センターの設置

しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度

上記にあてはまるものはない

男性 (n=889) 女性 (n=1132)
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15.普及継承の取り組みについての認知度（年代別）

26.7 

20.7 

14.6 

14.3 

9.1 

2.0 

10.9 

8.8 

-

2.0 

4.5 

2.5 

6.8 

7.1 

22.1 

23.9 

20.2 

16.4 

17.3 

9.8 

4.9 

4.0 

6.3 

2.5 

3.6 

2.4 

2.5 

1.1 

0.5 

11.0 

27.9 

20.4 

14.7 

15.9 

11.5 

9.0 

6.7 

6.6 

1.5 

3.9 

1.9 

2.6 

0.8 

-

12.0 

27.8 

22.5 

15.1 

21.0 

12.0 

11.0 

8.5 

9.0 

5.4 

4.0 

2.8 

2.1 

2.3 

2.8 

6.6 

25.7 

29.5 

16.7 

16.6 

15.8 

11.9 

9.2 

6.5 

3.5 

4.3 

3.6 

1.7 

2.1 

-

3.5 

27.1 

29.8 

21.8 

19.6 

21.5 

23.9 

10.5 

10.4 

9.3 

5.0 

5.0 

3.1 

4.0 

3.1 

1.1 

29.4 

21.5 

24.8 

11.1 

19.5 

24.8 

10.1 

8.9 

7.5 

4.5 

2.4 

4.1 

2.9 

2.9 

0.9 

 -  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0

しまくとぅばの日（９月１８日）

しまくとぅば普及推進ＣＭ

しまくとぅば県民大会（イベント）

しまくとぅば検定

しまくとぅば普及推進テレビ番組

しまくとぅば語やびら大会（イベント）

しまくとぅばハンドブックの制作

しまくとぅば読本の制作

しまくとぅば講師養成講座

「使ってみようしまくとぅばナビ」（インターネットサイト）

しまくとぅばの森（五十音表）の制作

しまくとぅばの日に関する条例

しまくとぅば普及センターの設置

しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度

上記にあてはまるものはない

10代 (n=42) 20代 (n=182) 30代 (n=223) 40代 (n=352) 50代 (n=357) 60代 (n=415) 70歳以上 (n=449)
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15.普及継承の取り組みについての認知度（地区別）

23.3 

24.0 

19.4 

12.7 

14.5 

19.8 

5.7 

8.3 

5.4 

2.5 

4.2 

1.2 

1.8 

1.8 

5.9 

26.7 

27.0 

26.1 

20.2 

17.0 

16.2 

18.3 

8.7 

7.9 

7.3 

4.1 

2.7 

2.3 

3.0 

2.0 

5.4 

26.6 

27.6 

23.4 

16.8 

17.9 

14.7 

13.4 

9.3 

7.7 

4.9 

4.7 

3.5 

3.1 

2.6 

1.8 

4.5 

29.5 

25.0 

26.4 

31.9 

9.7 

29.2 

23.6 

9.7 

11.1 

1.4 

2.8 

2.8 

4.2 

-

-

2.8 

23.6 

35.9 

24.8 

21.2 

15.0 

21.1 

8.7 

9.9 

17.3 

1.2 

6.2 

2.5 

5.0 

2.5 

5.0 

6.2 

23.1 

 -  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0  40.0

しまくとぅばの日（９月１８日）

しまくとぅば普及推進ＣＭ

しまくとぅば県民大会（イベント）

しまくとぅば検定

しまくとぅば普及推進テレビ番組

しまくとぅば語やびら大会（イベント）

しまくとぅばハンドブックの制作

しまくとぅば読本の制作

しまくとぅば講師養成講座

「使ってみようしまくとぅばナビ」（インターネットサイ

ト）

しまくとぅばの森（五十音表）の制作

しまくとぅばの日に関する条例

しまくとぅば普及センターの設置

しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度

上記にあてはまるものはない

無回答

北部地区 (n=221) 中部地区 (n=1105) 南部地区 (n=1034) 宮古地区 (n=95) 八重山地区 (n=96)
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16.自身の出身地の「しまくとぅば」の認知度

出身地のしまくとぅばについては全体で「知っている」は59.3%で約6割。性別では男性が
64.1％、女性が55.5％とやや男性の認知が高い。年代別で見ると、年代が上がるにつれて認
知は高くなる。最も低い20代（36.9％）と70歳以上（76.5％）との差は39.6ポイントとな
る。地域別では、宮古地区、八重山地区が沖縄本島と比べ高くなっている。

59.3 

64.1 

55.5 

41.0 

36.9 

39.5 

48.8 

61.6 

70.0 

76.5 

-

55.5 

57.5 

60.3 

66.7 

64.5 

31.8 

27.6 

35.1 

52.2 

56.7 

48.9 

40.4 

28.6 

22.1 

16.3 

-

35.6 

36.3 

30.6 

9.7 

18.0 

1.6 

2.4 

0.9 

2.6 

1.2 

2.0 

1.9 

2.5 

1.5 

0.4 

-

1.8 

1.3 

1.4 

2.8 

3.7 

7.3 

6.0 

8.4 

4.1 

5.2 

9.7 

8.9 

7.3 

6.5 

6.8 

100.0 

7.0 

4.9 

7.7 

20.8 

13.8 

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

全体 (n=2021)

男性 (n=889)

女性 (n=1132)

10代 (n=42)

20代 (n=182)

30代 (n=223)

40代 (n=352)

50代 (n=357)

60代 (n=415)

70歳以上 (n=449)

無回答 (n=1)

北部地区 (n=178)

中部地区 (n=713)

南部地区 (n=978)

宮古地区 (n=75)

八重山地区 (n=77)

知っている 知らない 沖縄県の出身ではない 無回答
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17.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82.3％。性別では男性が合算値で84.0％、女性が80.9％。
年代でみると、最も高いのが60代で88.6％、最も低いのが30代で72.9％だった。
地域別ではあまり差はなく、最も高い宮古地区で84.2％、最も低い北部地区が81.7％で

差は2.5ポイントである。

63.7

68.2

60.2

62.1

49.4

51.3

57

63.5

74.1

71.6

62

63.8

64.2

67.1

58

18.6

15.8

20.7

19.8

27.1

21.6

23

19.3

14.5

13

100

19.7

19

17.7

17.1

23.9

8.7

7.3

9.8

7.3

16.8

12.3

8.5

8.6

4.4

8.1

10

10.8

7.5

5.7

5.1

2.1

2

2.2

6.6

1.6

2.9

2.5

0.7

2.7

1.9

1.2

1.4

2.9

2.6

1.1

1.4

0.9

2.7

1.3

1.5

0.5

1.1

1.2

0.9

1.4

5.7

5.2

6.2

4.2

5

9.3

7.6

6.3

3.8

4.3

5.8

4.1

6.2

10

10.4

0 20 40 60 80 100

全体 (n=1990)

男性 (n=868)

女性 (n=1122)

10代 (n=41)

20代 (n=180)

30代 (n=218)

40代 (n=345)

50代 (n=348)

60代 (n=409)

70歳以上 (n=448)

無回答 (n=1)

北部地区 (n=174)

中部地区 (n=704)

南部地区 (n=964)

宮古地区 (n=73)

八重山地区 (n=74)

そう思う ややそう思う どちらとも言えない あまりそう思わない そう思わない 不明
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18.ご意見・ご感想

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進についてのご意見ご感想

10代 男性 北中城村
沖縄の大事な文化として残していくことは大切だと思うが自分が話せても相手に伝わらないことがあるのも現実だと思うから、

みんながやる気にならなければ普及は難しいと思う

10代 男性 浦添市 沖縄の言葉を残していくことは歴史も感じられてとてもいいことだと思う

10代 男性 那覇市
しまくとぅばを否定するわけではないが、使われず廃れていくのも文化だと考える。残していくべき明確な目的ねらいがなく残し

たい思いのある人の価値がおしつけられた学校教育に疑問を感じる

10代 男性 那覇市

私自身、祖父母が住んでいる宮古島でよく方言を聞いていたので、親しみを感じている。しかし、幼少期と今では「方言」を聞い

た時に、その感じ方が変化していると思う。昔から、文化などと共に受けつがれてきた者なので、なくなってほしくはないと感じ

ています。なので、就学前の子供や小学校低学年ぐらいから、しまくとぅばに感心を持たせていく事が大切だと思う。言語が無

くなる事の重大さを理解しない人も多いと思うので、これからも活動を頑張ってほしい。

10代 男性 西原町

しまくとぅば（沖縄方言）は、現在消滅危機言語に指定されており、沖縄の文化と共に失われる懸念がされている。しまくとぅば

普及センターを始めと様々な団体が取り組んでいる事業に対して素晴らしい日々と感じている。しかい、学校で「しまくとぅば」と

いう独自の科目を作ってしまうとそれは「方言」から「勉強をする対象」へと変化し、自動・生徒は「めんどくさいもの」としてイ

メージ付く可能性が出て来る。確かに後世へと渡るべき沖縄独自の文化であるが、あまりしつこくあきらさまに学ばせると、か

えって煩わしく思い、学はあれど使用するに至らないと考える。沖縄で生まれ、育った以上はしまくとぅばの普及活動に積極的

に参加したいと思っているし、普及推進に関しても、大変期待している。

10代 男性 那覇市 沖縄しまくとぅばがなくならないように頑張ってほしい

10代 男性 糸満市

この時代において学校で英語・数学などの時間を削ってまで教えなくてはならないこととは思いません。これからは社会で活

躍することを教えたら英語の法が大切だと思います。しまくとぅばには歴史的に価値があると思いっています。なぜならこれま

で沖縄で受け継がれてきた伝統的な言葉だからです。なので、社会科目（現社、日本史、世界史など）で学ぶのはとても良い

ことだと思いました

10代 女性 名護市 自分が住んでいる地域の言葉を知るのは、いいと思う。

10代 女性 うるま市 より普及していけたらいいなと思います。

10代 女性 那覇市 方言を話せるようになりたいけど今イチ学び方がわからないので、わかりやすく学べるようになりたいです

10代 女性 今帰仁村
親や、祖父母、年配の方が使うのを近くで見てきたが、実際自分が使うことはほとんどなくて沖縄県民としてしまくとぅばを大切

にしたいという気持ちは皆が持っているものだと思う。

10代 女性 沖縄市 しまくとぅばは一生残すべき言葉だと思うので、私自身ももっとしまくとぅばに興味を持ちたいなと思います。

10代 女性 浦添市
大人から子供へと方言や、伝統を教えていくのはとてもいい事だと思う。沖縄に住んでいる県外出身の人にも伝えていって欲

しい。

10代 女性 南城市 しまくとぅばをもっと現代の子どもたちに広めてほしい

10代 女性 那覇市 もっと身近にしまくとぅばを感じるべきだと思う

10代 女性 那覇市 方言はその人の出身を象徴するアイデンティティの一つ。このアイデンティティを補助する事でより個性を育みやすくなると思う。

10代 女性 八重瀬町 今の時代は「しまくとぅば」を分からない人が多いので、もっと身近な存在でありたい

10代 女性 本部町
正直、しまくとぅばを普及させたい理由があまり」わからない。けど、その中でも、やっぱり普及させたいっていう人がいるのなら、

それは頑張ってほしいと思います。

10代 女性 那覇市 しまくとぅばはとてもすばらしいと思うのでぜひ普及してほしいなと思います。

10代 女性 那覇市
学校の先生から「しまくとぅば」を習うこともいいと思うが、地域のお年寄りとの会話などを通して「しまくとぅば」を学ぶ方が楽しく

学べると思う。

10代 女性 うるま市 しまくとぅばにはなつかしさと親しみやすさがあり、しまくとぅばがあってこそうちなーんちゅである。

10代 女性 那覇市
ペラペラ方言を喋っている人を見ると、喋れるようになりたいと言う気持ちになるけど知識がないので、学校でおしえて、方言に

触れる機会を増やしてほしいです。

10代 女性 名護市 私はしまくとぅばをまったく知らないし、使わないので、少しでもしまくとぅばを知りたいです。

10代 女性 宜野湾市

私はこのアンケートを回答してしまくとぅばについて初めて考えました。私は沖縄の料理、文化が大好きです。しまくとぅばも大

事な沖縄の文化です。しまくとぅばを使う人は減ってきていると思うので、今後なくなる可能性も考えられます。私はそれは嫌な

ので、しまくとぅばがもう少し普及してもいいと思いました。

10代 女性 与那原町

普段は共通語を話しています。でも知らず知らずのうちに使ったりしているのかなと思っています。使っていたとしても間違って

使っているかわかりません。正しいのを学ことで若い私たちも正しく使えて、幅広異世界の世代の人とコミュニケーションができ

るのではないかと思っています。また祖父祖母が話している言葉も何の話をしていたのと聞かないとわかりません。でもしまく

とぅばを学と沖縄の人にしか伝わらない不思議な感覚を味わることができるのかなと思うと少し嬉しいです。でもやっぱり一番

は沖縄にしかない特別なものなので、私も祖母祖父から教わってこれからのおきなわに残していきたいです。

10代 女性 那覇市
しまくとぅばを通して沖縄の文化や歴史を残し続けることはとても良いことだと思う。だけど今の沖縄の状況でしまくとぅばを推

進されると危険が追ってきているようで少し怖いです

10代 女性 北中城村

私はまだしまくとぅばを理解できるほうだと思いますが、学校生活の中でたまに言葉が通じなかったり、標準語だと思って使っ

たら方言だったりすることが多々あったので、しまくとぅばは日に日に廃れていっているのだなと身をもって実家しています。主

な原因はしまくとぅばにふれる機会の減少、生きていく上でのしまくとぅなばの必要性の減少だと思います。私のまわりは両親、

祖父母全員がうちなんちゅの人が少なくなっているように感じます。またグローバル化、産業の都市の集中により、しまくとぅば

の必要は薄れています。これ等の原因は悪いことではないので、そのような現代社会の状況に合わせた普及推進活動が必要

になってくると思います。テレビ離れしている若者にとって今一番身近なのはyoutube,ticktockなどの動画配信サイトでこれら

のコンテンツを使った沖縄の芸人の方がしまくとぅばをつかったゲームなどの企画を配信してくださることで、楽しいから始まる

学びとして自然に身についたりしまくとぅばに触れる機会が増え興味を示す若者が増えると思います。
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20代 男性 沖縄市 県が週に1回でもいいから学校で習わすべき

20代 男性 那覇市 是非普及してほしいです推進活動頑張ってください

20代 男性 那覇市 これからもしまくとぅばが促進し続けるような環境を作ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。

20代 男性 その他 島くとぅばが残るよう学校での取り組みを強化して欲しい

20代 男性 沖縄市 教育ではなくメディアから普及した方が良い。

20代 男性 沖縄市 若い世代に引っかかる媒体で発信した方がいいと思う。どこで何やってるか全然わかりません。

20代 男性 石垣市 色々と答えてさせていただきましたが、自分自身まだまだ方言を勉強中です。スマムニが将来的に残って欲しいとは思います。

20代 男性 南城市 しまくとぅばは聞き取ることのできる程度喋れるようになりたいとは思うが勉強までしてとは思う。

20代 男性 浦添市
現在はいわゆる標準語が共通で通じるため、日常会話で使いやすいものから紹介して子供たちに学んでもらえるのが、親世

代や祖父祖母などの違う世代との会話のことを考えると、望ましいと考えられます。

20代 男性 那覇市

私や、周りの友達の中では「しまくとぅば」はヤンキーや不良が使うものというイメージがある。高齢の方と接する機会が多い県

内企業や町村役場、市役所などで「しまくとぅば」を話せることは高齢者とコミュニケーションを取る上で周りと差別化できる必

要なスキルになる。こういった視点を大々的にPRするのも１つの手だと思う。

20代 男性 那覇市 ウチナーンチュにとって大切な言葉なのでもっと話せるようになりたい。方言を話せる方がかっこいいと思う。

20代 男性 那覇市 なんらかの形でもっと方言が普及してほしいと思う。

20代 男性 那覇市

しまくとぅば普及推進している方たちには申しわけないが親しみを感じていない。親どころか、祖父母たちも使っていなかった。

（祖父母との交わりも多くなく、皆、早く亡くなってしまった）自然に身についていたら、もちろん使い続けたいと思っていただろう。

ただでさえ沖縄県学力てすとで低い傾向があるという。それなのに他の教科の授業を減らしてでも授業科目に加えるという考

えはとんでもないと思う。今使える人達、普及したいと思っている人達が、より積極的に周りに語りかけていく、地道だが、それ

でいいのでは。自分も友人達、親しい周りの人達が語りあけてきたら、応じてみたいと思う。

20代 男性 南風原町 ＣＭ等で使ってもらえば、子供たちも親しみを持てると思う。

20代 男性 名護市 日常で常に必要であるとは思っていないが、しまくとぅばはすべらしいものであり、個性として必要だと思う。

20代 男性 南風原町

現在、若者とお年寄りの方が交流できる「場」が少ないように感じる。おじぃ、おばぁとの交流だけでなく、より幅の広い交流をも

つことが少なく、プラスになると思う。でみ、イベントとして交流の場を設けるというよりは、自然依若者とお年寄りの方が、ふれ

合える町づくりが必要だなと思う。学生の私がおこがましいですが、自分の意見です。具体的な案も出来ずに申し訳ないです。

20代 男性 那覇市
毎月出す、市町村だよりに「しまくとぅば」コーナーなどを作り、親しみやすくするとか、公民館などに、「しまくとぅば」自店とか、

貸し出ししたり、辞典などを作って手頃な金額で販売したりしたら買うと思いました。

20代 男性 糸満市

言葉はナマモノ、時代と共に変わって行くものです。貴重なお金を使って、無理矢理残そうとするべきではないと思います。私

は内地出身で県民感情というものはあまり分かりませんが、沖縄で普段はなされちる語尾が「～さぁ」等の方言が好きです。

「しまくとぅば」は日本語からあまりにも、かけ離れ過ぎていて、何を言っているのかまったく分からないです。こんなことにお金

を使わず、教育環境（設備など）の向上に使って欲しいと思います。移住の魅力度も上がるのではないでしょうか。

20代 男性 那覇市
誰もが気軽にしまくとぅばを使い、日常生活で遠慮することなく、しまくとぅばを使う日がこればいいなと思います。若者の方言

離れが多くなってきていますが、そこは、若者（方言を知っている）が、主体となり、増やしていかないと増えないと思います。

20代 男性 うるま市 三線好きなので、方言の意味を勉強しながら知ってうたいたいです。

20代 男性 浦添市 沖縄のことば、後世に継ぐ

20代 男性 那覇市 ＳＮＳでの発信と島くとぅばの単語集を作ってほしい。

20代 男性 那覇市
おじー、おばーとの交流など、まだまだ方言がいきているので、なくなってはほしくないです。県外の方や世界中の人にも楽し

んでもらえるうちなーぐち、方言が自分の誇りです。

20代 男性 沖縄市
沖縄の文化や方言などは、残ってほしいと思うが、最近では、若者などが、他県の言葉を使う事が多い為、学校生活の中でも

少しは取り組んだ方がいいかと思います。

20代 男性 北中城村 医療、会語、福祉関係の専門学校や職場でのしまくとぅば研修を導入してほしいと思います。

20代 男性 うるま市
極端な発想ですが、アメリカに行けば英語での会話が必須の様に観光で沖縄に来ればしまくとぅばでしか会話ができないよう

な異国のイメージをつくるのはどうでしょうか。そうすれば、地元を初め、本土の方々にもしまくとぅばが身近になると思います。

20代 男性 南風原町 今の時代、世界共通語として、英語が良く使われているように、うちなーぐちも世界で使われるといいと思う。

20代 男性 北谷町

私は昔那覇に住んでいたのですが子供の時は使用する人がいない、授業で行われない等、触れ合う機会がなくしゃべること

ができませんでした。今は祖母と暮らし、会社生活の中で使用するようになりました。もっと子供のころから島くとぅばに触れ合

う機会があればもっと浸透していくのでは無いでしょうか

20代 男性 那覇市

しまくとぅばを将来に残すことは良いことだとは思いますが、普及の際に使いたい人と使いたくない人への配慮が必要だと思い

ます。若い人にしまくとぅばに関心を持たせたいのであれば、ＴＶやアニメやゲーム、教科書などで翻訳・解説をすればいいと

思います。また、将来に残すために、インターネットや承認動画など、しまくとぅばの展示、広報、保存が必要だと思います。

20代 男性 豊見城市
YouTubeなどやってみてはいかがでしょうか？今の若者はSNS(YouTubeや TikTok)などが流行しているので、しまくとぅばを流

行らせてたいなら若者を取り込むような勢いがないとダメだと思います。

20代 男性 南風原町

母親が小学校の時方言を使うと放課後1〜2Ｈひざまずきさせられたり先生に物差しで叩かれたそうです。今は無くなるかもと

色々なイベント等あるみたいですが、沖縄の方言や文化を次世代に残すことは大切な事と思いますが、周りに話せる人たちも

いなく学校で教えて教科書もあればいいと思います。頑張ってください。

20代 男性 読谷村

そもそもしまくとぅばという表現が当たっているのか？琉球諸語という正式名称を上げ、その中からも各地の言葉を理解ｓても

らう必要がある。また方言札のなごりがあるのか、いつしかうちなーぐちは良くないという風潮があるのは確かである。それを

行政から変えていってほしい。そうしないと変わらない。また地域に残るうちなーぐちも乱暴な言葉が多いのも事実である為、

継承しずらいのもある。行政からかえていき、おのずと地域も変わってくると思います。今回のアンケートを機に思い切った改

革が必要である。今後の沖縄県のためにもどうぞよろしくお願いします

18.ご意見・ご感想
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20代 男性 大宜味村

私はしまくとぅばが普及推進してょしい。理由として沖縄の文化の一つがなくなっていってしまうのは寂しいからだ。解決策とし

て学校での教育があげられる。全国的に学力の低い沖縄県の背景を踏まえて、授業科目として取り扱うのは賛成しない。その

ため朝の活動や放課後などの時間を活用するのが良い。また学校行事として、しまくとぅばに積極的にかかっていくのもよい。

他にもご高齢の方々とのつながりをもって増やしていきたい。以上がしまくとぅば普及推進の解決策である。これからも沖縄文

化の一つとして、後世に残っていってほしい。

20代 男性 宜野座村

こうやって自分が知らない間にしまくとぅばの普及推進に取り組んでいることを知れた。自分の意見としては講座よりも地域の

公民館など利用し、地域の高齢者に協力してもらって、それで話を聴くことによって面白さとお互いに意味のあることにつな

がって行くと思う。そしたら子供とお年寄りもコミュニケーションがとりやすく、お年寄りも若い子とゆんたくすることで元気になっ

てその後の生活にも影響していくと思うので参考にしてもらえればと思います。

20代 女性 読谷村
「しまくとぅばが消えてほしくない」という思いがありながら、自分自身もしまくとぅばについて知らないことばかりなんだなと感じ

ました。教員をしているのですが、子供たちと一緒に学べる機会があるのも楽しそうだと感じました。

20代 女性 名護市 普及推進頑張ってください！

20代 女性 うるま市

しまくとぅば普及推進があるとは知らなくて、今回の件で初めてこのような取り組みを行なっているのだと感心しました。後世に

もぜひ継承してほしいとは思いますが、私自身も話す・聞く機会が少なくなってきています。今後、若い世代に繋げられるように

新聞やラジオ、日常でしまくとぅばに触れる機会を増やしていくのはいかがですか？

20代 女性 那覇市 ちゃんと喋れる人のイントネーションで継承した方がいいかと思う。

20代 女性 那覇市 教育の一環として、講演会や沖縄の文化に触れる機会を作り続けて行く事が大切だと思います。

20代 女性 西原町

50代の母もうちなーぐち聞くことはできても話すことはできません。20代の私は単語聞き取れるのがあるか無いかぐらいです。

もう話せる人がいなくなると思います。だけど絶対に無くなってほしくないです。今の小さい子ども達に是非うちなーぐちを教え

てあげてください??そうすればまた少しずつ普及できるのではないかなと思います！普及させる為に色々試行錯誤してくださっ

てることに感謝です！アンケートに協力させてくださってありがとうございました。

20代 女性 那覇市 無理に使う必要はないけど、消滅しないで欲しいとは思う。

20代 女性 那覇市 挨拶や軽い日常会話などのしまくとぅばを学校教育に取り入れてほしい。テレビやラジオで、しまくとぅば講座をしてほしい。

20代 女性 北谷町

私はしまくとぅばがあまり分からず喋ることができません。しかし、しまくとぅばで会話している方々を見たら楽しそうに話してい

るのを見て自分も喋れるようになりたいと思っています。喋る人が減っていって、しまくとぅばがなくなってしまうのはとても悲し

いことであるし、無くしてはならないと思います。

20代 女性 南風原町 しまくとぅばを普及することは観光資源にもなると思うので意味があると考えています。

20代 女性 うるま市 うちなー芝居に字幕入れて鑑賞する機会をつくる。

20代 女性 豊見城市 なくなってほしくないが、使う機会や学ぶ時間が取れないなと思いました。

20代 女性 浦添市 普及は難しいとは思いますが頑張ってください

20代 女性 浦添市

どうしても言葉は変わっていくし、使わなければなくなっていくものだから、残しておきたいなら、まず使える人と使う人の差がす

ごくあるように感じるのでそこを埋めていくことから始めた方がいいと思う。座学で学ぶものではないと思うので日常生活で利

用して覚えていくものだと思う。

20代 女性 糸満市 忘れないために

20代 女性 南風原町 もっと積極的に講座等を行なっていく

20代 女性 沖縄市 これからの世代のためにも、しまくとぅば普及推進は良いと思います

20代 女性 名護市
しまくとぅばの普及にはまず興味を持ってもらうことが必要だと思うので、特に若い世代の目に留まるような工夫があったほう

がいいと思います。また、大学の授業に組み込むことでさらに普及が推進されると思います。

20代 女性 浦添市 大好きな沖縄の伝統継承のために私自身もできることをやっていきたいと思います

20代 女性 那覇市

学校でしまくとぅばを親から聞いて調べる宿題があったが、親は離島出身で那覇の方言を知らないので、とても困った学校で

は、しまくとぅばの時間を無くしてほしいそんな時間があるなら、英語教育を充実してほしいみんなの前で、しまくとぅばで話す人

がいるが、知らない人が多く場がしらけるのでやめてほしい

20代 女性 那覇市 子どもの頃に学べたら良かったと思います

20代 女性 西原町 このアンケートをするにつれ、意識を向けることができました。普及するには、個人への取り組みが必要だと思う。

20代 女性 北谷町
個人的にしまくとぅばの印象がよくない為、そこまで重要視していないです。怒っているつもりはないけど、怒っているように感じ

る。言葉の強さなどあると思います。

20代 女性 その他 私も喋れるようになりたい

20代 女性 那覇市

日本では全国的に方言が衰退してきており、言語の継承において非常に危機的状態である。しかし、沖縄県だけが、学校の

授業内に取り入れるとなると他の都道府県よりも受験などに関する勉強が遅れてしまうなどといった不満がどうしてもでてきて

しまうと思う。全国的に各地域の方言や文化について学ぶ授業が必修化すればベストだが、（方言、文化の継承につながり、

自分のアイデンティティを見直すきっかけにもなるのではないか）現実的にはなかなか難しいように感じられる

20代 女性 伊是名村 話せなくても聞き取れるくらいにはなってほしい

20代 女性 宜野湾市
お年寄りと関わることが減り、聞くこともなくなった。同居などがなければ日常でふれることもない。さみしいとはお思うけど、大

人になった今では、1回きいただけでは「ヘえー」と感じるだけで、次思い出すこともほとんどない。

20代 女性 那覇市

問23で、自分が知らないだけで多くん取り組みがされている事に驚きました。バスやモノレール等の交通機関やネット広告、

Tiktok等SNSでの発信を通してイベントが開催されている事やしまくとぅばを皆に知ってもらうことが出来るのではないかと思い

ました。また、しまくとぅばの歌CMが、何年たても印象に残っていて良かったです。今回のアンケートを通して私もイベントに参

加したりして、しまくとぅばを習いたいと思いました。

20代 女性 久米島町

残っほしいとは思うけど、残っていても使いこなせる人がいないと意味がないなあと思っている。お年寄りとのコミュニケーショ

ンツールとには、現在とても必要だなぁと感じているへど、例えば教科書などで「しまくとぅば」を習ったとしても、普段使い慣れ

ていない人が使う「それ」は生きてないとか、私達の言う「Iam fine thank you」と同じになりそうな気がする。なので、私の思う

「しまくとぅばを残す」というのは、というのは、とっさに出てきてしまったり、他の言葉では表現がしっくりこないなと県民が思って、

あえてしまくとぅばを使おうとするときにそうなたと言えると思う。

20代 女性 沖縄市

言葉は使わなければ、いずれ、消滅してしまうので無形の文化をもっと大事にしてほしい。その為には、各地のしまくとぅば講

座をメディアやネットを使って情報を発信してほしい。沖縄県は全般にいえることですが、メディアやネットへの情報発信の質と

量を高め活用してほしい。

20代 女性 那覇市 東京で働いて、現在沖縄に戻ってきて、もっと沖縄に詳しくなりたいと思った。

20代 女性 うるま市 伝統的な島言葉なので、次世代へ残るといいと思う

18.ご意見・ご感想
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20代 女性 糸満市

私が高校生の時に「沖縄とハワイ（アメリカ合衆国）の高校生交換留学会」に参加しました。ハワイには2週間滞在しました。その際に
感激したことが2個あります。一つ目が、高校生の授業科目にハワイの伝統のフラダンスや方言が有りました。ハワイは沖縄と似て島国で
文化や歴史も素晴らしいです。沖縄よりも文化を取り残そうとする試みがあっていいと思いました。二つ目が、ハワイの公共施設に行った
時です。観光施設や博物館の説明欄の表示が英語とハワイの方言で書かれていました。ということは、多くのハワイが方言を理解出来て
いるという事です。沖縄ではあまり見られない光景だなと思いました。ハワイでは方言が市民と近い距離にあるのを感じました。沖縄では
第二次世界大戦後に標準語施行運動、方言撲滅運動があり、方言が使われる機会が減っていくのは仕方がないとは思います。また、
みんなが方言を使う機会があればいいと思います。そして、このアンケートで「しまくとぅば」の大会や講座、いろいろな取り組みがあるのを
初めて知りました。私もこれから積極的に取り組みたいと思います。

20代 女性 うるま市

個人的には「しまくとぅば」がどんどん聞かなくなるのはかなしいが、実際日常会話で使用していた世代が祖父母の代なので、母親が祖父
母相手の時などでしか耳にする事がなかった。ある程度の聞き取りができたとしてもそれぞれの地域のなまりのせいで同じ単語で全く違う
発音をされると、もうわからなくなる。そこで止まってしまっているので、結局理解できないまま口から発する事なく「しまくとぅば」に対する意
識が薄まっていっているのだろう。今、私が仕事上それと同じように感じている事があり、それは英会話である。学校である程度の単語は
教わっても日常的に会話の練習がないので聞き取り程度のレベルで止まってしまうのだろう。どちらに関しても、もう少し自分自身努力や
キッカケがなければ越えられない壁があるのでその壁をできるだけ低くできたらいいのになと思う。

20代 女性 宜野湾市
海外にいったことがある。ハワイなどのひとは、その国独自の文化、伝統を当たり前のようにほこりに思っていて、それを外部のひとに伝える
ことを自然にやっている。そういった風に沖縄に住むひとたちが沖縄につお手ほこりに思えるようになれば世界への認識も広がると思うし、
交流も広がるのではないでしょうか。

20代 女性 宮古島市 とても大切な文化だとは思ってる。けど使う必要性は分かんない

20代 女性 那覇市
小さい時、おじぃ、おばぁが方言で会話をしていたが、小さかったからあまり興味もなく理解しようとも思ってなかった。中学生から興味が出
てきたが、おじぃ、おばぁは施設に行って、話す機会が減り、しまくとぅばからは遠い存在なってしまいました。良い文化だと思うし、ほこりでは
ありますが、講座等に行く時間ももうけられそうにないので、TVで字幕付で放送してほしいです。

20代 女性 読谷村
私は、祖母が方言でしゃべるとほとんど意味がわかりません。それがいやなので学校などで教える事は良いと思います。でも、国語、数学
等を減らしてまでは、やらなくても。週一、二くらいでもいいと思います。

20代 女性 宮古島市
しまくとぅばを普及、継承させるために、検定、講座、イベントなどたくさんある事が分かって勉強になりました。子供達にもすこしでも使って
もらいたいので、こｒから少しずつ教えていきたいと思いました。

20代 女性 那覇市
しまくとぅばを話している若者もいるが、話せる人はヤンキーなど、少しネイティブなイメージがあるので、そのイメージをメディアなど使ってなく
してほしい。ビジネスや公共の場でみんながどんどん使えば、少しづつ言葉を覚えていけると思う。ラジオなど、しまくとぅばを発信していて良
いと思った。少しづつラジオを通して身近にしていっています。

20代 女性 那覇市 しまくとぅばのイベントを増やしてほしい。

20代 女性 那覇市

自分がしまくとぅばを使わないのでそもそもわかりませんが、わからないので知りたいとは思います。それでも、日常的につかうようにはならな
いと思います。あくまで豆知識程度かなと思っています。また、このアンケートに関して、「しまくとぅば」の定義がよくわかりませんでした。単語
だけでも（たとえば「なちぶさー」など）いいのか、語尾（「～だば」「～やっし」など）でもいいのか、または本当に全部なのか（ここの例え
がわかりません）、例示があたほうがこたえやすかったかなと思いました。アンケート集計がんばってください。お疲れ様です。

20代 女性 豊見城市
自分自身もしまくとぅばをたくさん話すことは出来ないが、沖縄が好きだし、沖縄の言葉がなくならないでほしいと思う。なので、もっともっと
しまくとぅばが若い人や子どもたちにも身近になっていくといいと思う。

20代 女性 宮古島市
「しまくとぅば」についてのアンケート調査をしていく中で、私自身も沖縄県出身地でも（首里言葉、国頭言葉、池間言葉、石垣島、竹
富島、那覇、名護、浦添など）住む地域によってしまくとうばがまったく違うことに沖縄県の文化と沖縄県民の人達の心のあたたかさを改
めて感じました。これからも人と人の出会いを通して「しまくとぅば」を大切に使て愛していきます。ありがとうございました。

20代 女性 糸満市

話せないけど聞くことは出来る方は多いと思います。何となく田舎っぽさを感じて、公の場では大声で話したりしない様にしていました。県
外の方には喜ばれますが同じうちなーんちゅだと女性が方言を話していると嫌がる男性が多い様に感じます。そのため周りも私も自然と話
さなくなりました。ですが、家族や親せきは方言でお話しするので、出来るだけ私も積極的に学んでいきたいと思います。意味合いのキレ
イな方言を後世に継げたら良いなと思います。

20代 女性 宜野湾市
学校で英語を習うように、しまくとぅばも習えたらとても良いと思う。（習いたかった）文法、セオリーみたいなものを説明する本などがあれ
ば購入したいと思う。

20代 女性 宜野湾市 芸人のじゅん選手はとても面白い。ぜひともこれからもしまくとぅばを広めることを含めて活躍してほしい。

20代 女性 沖縄市
使えなくても困らないが、出身地の文化がなくなるのは悲しい。やはり、文化を残すには、学校での教育の中にとり入れるのが、最も良い
方法だと思う。すべての人の経験と知識にすることができる。

20代 女性 那覇市 言葉は使わないと英語などと同じように忘れてしまう。わかる人に伝えていかないと消えていって悲しいと思う。

20代 女性 那覇市
方言を話せる聴けるようになりたいとは思いますが、勉強方法もわからないので今回色々な活動があることを知れてよかったです。コロナ
でおじいおばあとなかあなか会えず、ますますしまくとぅばと触れる機会が減りましたが、推進活動を今後も頑張ってください。

20代 女性 那覇市
世界に一つしかない私たちの言葉、沖縄方言を是非普及させてほしいです。共通語だけしか使えなくても不自由はないけど、沖縄が大
好きだし沖縄人であることに誇りを持っているので絶対になくしたくない言語です。

20代 女性 沖縄市

個人的な意見としてしまくとぅばは乱暴な感じがする特に沖縄市のほうは使っている人が多い（私の周りで）ので須賀口が悪く感じる。
私はしまくとぅばを使うほうではないため、そのように感じるのかもしれませんがみんなが不快にならないしまくとぅばの言い方、単語を普及し
てほしい。また乱暴はイメージを変えてほしい。そのイメージが消えればビジネスや公共の場でも使えるようになるのではと思う。がんばってく
ださい。

20代 女性 那覇市

授業で取り入れるとなると教師の負担が多くなることが心配です。また色々な地域あつまってくるので多少違った言語が出てくると思いま
すが、それをどう伝えていくのか知りたいです。地域の大人が日常的に使い、子供たちと接することで、方言が伝承されていくと思います。
高齢者の方々をたくさん巻き込み色々な地域の言葉を残してほしいです。このアンケートをきっかけに私も少し勉強したいと思いました。
ありがとうございました。たれでぃがーたんでぃ

20代 女性 宜野湾市
方言は沖縄の文化なので残っていってほしいともうが方言で暴言を併記で言う人とかを見かけることが多いので悪いほうに浸透していくの
は良くないと思います。また仕事場での方言の強要や方言だけで話しかけてくるとかも少し困るので適度に方言は使いたいと思います。
でも方言は喋れた分やっぱり格好いいので話せるようにはなりたいとも思います。

20代 女性 浦添市 将来しまくとぅばを継承してほしいので頑張ってください

20代 女性 うるま市
私はしまくとぅばが好きです。だけど簡単な言葉、文章しかわかりません。祖父母や職場の人たちが行っていることはわかｗるが、使うことが
難しいです。なので、しまくとぅばを普及させるために続かはわからないけど、少しずつ使ってみようと思いました。

20代 女性 那覇市

戦争を体験したおじーおばー親はしまくとぅば話せるが私、子供は話せない。話の意味がわかｗらないから意味がわかったらいいが、会話
の仲にしまくとぅば=意味を教えてもらう。しまくとぅばの数え歌は聴いたことがあるが、CMで毎日流す。毎日きこえてきたら自然と覚える→
何回もサンエーの歌もところどころ覚える同じ言葉を繰り返す。さかなさかなーみたいな感じ。この木なんの木気になる気になる木ですから
みたいなCMが一番

20代 女性 豊見城市 県外に住んでいた時に、しまくとぅばを聴くと嬉しい気持ちになったので、自分の子供にも使えるようになってほしい

20代 女性 豊見城市
子供たちに教えないと普及しないし、興味ももたない。教員もわからない人も多いと思うので、DVDや部外講師を呼ぶなどして、学活な
どでやってほしい。戦争教育と同じように教えていかないとどんどんすたれてしまうと思う。戦後、学校で方言を使うと方言札を首からかけて
いたということを習うだけで、方言に対するイメージが悪い子もいると思う

18.ご意見・ご感想
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20代 女性 那覇市

しまくとぅば普及推進については正直に言うと困惑していた。私の両親は方言札世代で特に母親は方言に対して少々暴力的なイメージ
を抱いていたことの影響や沖縄の歴史的側面からのコンプレックスだろうか、田舎っぽい低俗さを感じ、周囲もそう感じているのではないか
と思うことがあった。さらに方言だけの会話は本当に身近な人としか成立せず、必要性重要性に疑問があった。ということもあり、しまくとぅ
ば普及について初めのころは困惑、今更といった感じだったが、近年沖縄の歴史や文化の魅力を再発見する取り組みや風潮により考え
方も良い方向に変わり多少興味がでてきた。しまくとぅばがわからないとなんとなく悔しい気もする。しまくとぅば普及の取り組みとしては
様々な学びの場が提供されているがまずはしまくとぅばに抵抗のある人たちや知らない人たちに良いイメージや興味を持ってもらうことが大
切だと思う。私は音楽が効果的だと思ううちなーかえうたで私の持つイメージがかわったからだ。言葉は生き物だと聞いたことがある。しまく
とぅばはあくまで自然に生活に根付き、沖縄県民そしてアイデンティティと誇りとなってほしい

20代 女性 豊見城市
TPOに合わせてビジネスシーンにおいては使用せず、歌か学校で身近にしていくのは良いと思います。絶対に日常会話で使用するという
のは難しいため、文化として残していくべきかと思います。その理由としてはどんな言葉も時代の流れにそって移り変わっていくと考えている
からです

20代 女性 うるま市
ラジオで若い女のアナウンサーとベテランの芸能人の男の方がきれいなしまくとぅばを若い女のアナウンサーへ指導し上手に使えるので教え
てくれるところがあれば習いたいと思う

20代 女性 浦添市 しまくとぅばは話せないがなくなったら寂しいと思いました。

30代 男性 那覇市 話せない人が増えていると思う

30代 男性 那覇市 方言を使った笑える面白いコンテンツがあると、親しみがわくと思います。お笑いネタなど。

30代 男性 那覇市 学びたい人が学ぶのは良いことだが、人に強制する必要はなし

30代 男性 北中城村 今後、残しても使用する目的も無くなっていくので、執拗に残すことに執着しなくても良いと思います。

30代 男性 那覇市 文化なので衰退させてはいけない。普及促進させてほしい

30代 男性 那覇市
知ってる取り組みのほとんどが分かりませんでした。本腰を入れて認知させるには、スポットやTV番組のコーナーなどでなく、朝もしくはお昼
などに10分程度のTV番組を定着させるのが有効だと思います。

30代 男性 浦添市 もっと使うべきだと思う学校の先生方も標準語ではなくしまくとぅばを使うと良いと思う

30代 男性 那覇市
興味を持った人が音声や映像・書物などを通じて知ることができる程度に後世に残してほしい重要かつ貴重な文化財だとは思うが、普
及の必要は感じない。

30代 男性 那覇市
伝統文化は継承すべきであると思いますが、強要すべきではないと考えます。愛着があれば、当人が行動に移すはずだと思います。若
者達が自ら伝統文化を継承したいと思える環境を上手に作ることは重要ですが、学力の向上に差し支えない程度にして頂きたいという
気持ちはあります。

30代 男性 浦添市
この調査がフィッシングの類でないかを調べるのに時間が掛かった為、沖縄県公式ホームページ上での告知など、調査の信頼性を担保
して頂きたかった。正直、現時点でも100％信用出来ていない。

30代 男性 豊見城市 子孫に残してほしい

30代 男性 豊見城市 必要な方への普及推進頑張ってください

30代 男性 浦添市
普及を行うにあたっては、教育委員会とこれまで以上に手を取り合っていかなければならないと思います。小さい頃から慣れ親しんでいく
ことが大切だと思うので、しまくとぅばの早期教育をぜひ実現してください。

30代 男性 宜野湾市 テレビなどマスメディアを利用して、日常的に耳に入る環境があるとマネする人が増えて、使う人が増えるのではないのかと思います。

30代 男性 糸満市 一つの文化として残す事は必要だと思いますので推進をしてほしいです

30代 男性 宮古島市 子どもたちが触れる機会が増えると良い。教えるではなく、楽しむ手段として。

30代 男性 那覇市 方言を普及するメリットをもっとアピールしたほうが良いかと思いました

30代 男性 宜野湾市
ぜひ後世に残してほしいと思うし、現在の沖縄内外に住む方へ普及できるようメディア等を活用して頑張ってほしいです。しかし、今回の
調査がくるまで普及推進の動きがあると知りませんでした。多方面から様々な気づきをたくさんの人へ伝えられるよう頑張って下さい。

30代 男性 糸満市

戦後、規制され弾任された方言を「更生らせる」ことは素晴らしいと思うが、文化として途切れかかっており、生半可な「催し事」では、只、
金銭を消費するだけだろうと強く考える。人が生まれた時から周囲の人間が使用し、音（振動）を聴いて、成長した時に、コミュニケー
ションとして十分通用できていないと文化として発展できないと思う。なぜ、方言が弾任されたのかを知り、どうして今、方言が必要なのか
（観光資源に成り下がってはならない）、それを知るところから始めないと真の復興にならないという意見です。

30代 男性 南城市
しまくとぅば普及推進を図る前に復帰前の教育現場の人達が反省すべきである。せっかく大切な方言を話せる人が大多数だったのに、
話せないようにして、大変残念である。よて今更、後生にうちなあぐちを残す必要はない

30代 男性 読谷村 インパクトのあるCMで普及して欲しい。30秒さんちゃんのCMはたのしく覚えやすいです。

30代 男性 名護市 将来しまくとぅばがなくなることは、あってゃならないと思う。

30代 男性 沖縄市 しまくとぅばをずっと残してください。

30代 男性 伊江村 しまくとぅばは、宝物（財産）

30代 男性 名護市
沖縄の言葉を子供や自分達ももっとふれあう時間が必要と思う。方言がまったくわからないのであれば、学校や行事で教育する必要が
あると思う。元々しゃべれたのに、戦後の影響で方言札などで禁止になったのは残念です。将来、方言がなくならないようにする事がとて
も大切です。

30代 男性 本部町
自分の年代のしま言葉は、アレンジされたことばであり、正確な意味も分からず、使っていたりする。言葉は時代時代で変化するもので、
目上の方に対して使う時は、「ウヌ ワラバーヤ ヌーン ワカラン チケヨーシチ」（何も分からんで使って）と言われて怒られるのではと
ちゅうちょする。現代版組踊りを観てカッコイイと思う。共通語だから理解出来る。村芝居はほとんど分からない。

30代 男性 南風原町

グローバル化が進んでいる世の中で、県内でしか通じない言葉を義務教育機関に教える必要があるか疑問。しまくとぅばが好きな子ども
には専門的な学校や機関に通わせればいいし、将来的な活躍の場(就職先)を確保し、県内に浸透させることができれば、力をいれて
普及活動をする必要もないと思う。現役世代や次世代の子ども達は必要性があるものはSNS等を通じて一気に広まるため、この点に
理解を示す必要があり、しまくとぅばの必要性を浸透させることがまず第一で無理に普及させようと子どもを使っても抵抗感が増すばかり
である。

30代 男性 那覇市 子どもの頃からしまくとぅばにふれる環境を増やしていけたらいいと思う（小学校等で）

30代 男性 浦添市
その言葉でしか表現できないものは特に残っていってほしいと思います。歴史や文化、風習、その土地にある世界観が分かるような言葉
は後世にも伝わることを願います。

30代 男性 うるま市 沖縄の言葉であるため、将来に残してほしい。僕は民謡から覚えました。歌詞の意味を知ることも方言の勉強になりました。

30代 男性 浦添市

私は、30代男性で、医療職に就いています。ご高齢の方と接する機会が多いので、コミュニケーションの一環として、ご高齢者から方言
を習い、簡単な言葉ですが、使うようにしています。しかし、方言を使っていく上で不便であったり、不満もありますし、医療職に就いてい
なければ、方言は習おうとしないです。方言が広まりにくい特徴として、方言が地域言葉として様々あるので、覚えづらいです。全て残し
ていきたい、という気持ちは分かりますが、皆が使いやすい代表的な方言に指定してほしいです。共通いい話題も多い。特に首里出身
の方に。言い方を悪くすると、口うるさく訂正したがりです。習う気が減ります。言葉は訂正させず、たくさん使わせながら改善していく流れ
が広まりますのに、残念です。方言を使う若者を増やすのならば、若者に合わせた方言にしていく必要もあると思います。そして、方言を
使わないけれど、方言が分かる(聴ける)世代60代(私の父母の世代)が、全く若い世代に伝える気がない、ということ。酒の場や、人前
で話しているときに、その土地の方言や昔の風土のことを話すが、日常では全く話さない。若者に広める前に、60代が子供に伝える意
識改革をすると、広まるのではないでしょうか。

18.ご意見・ご感想
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30代 男性 糸満市 挨拶の場面等で方言(シマクトゥバ)を取り入れる事で聴いている若者にもだんだん馴染んでくるんじゃないかと思う、徐々に

30代 男性 宜野湾市
アンケートの中にもあったが、授業の科目を減らしてまでは昔及推進をしないほうが良いと思う。それよりは「普段何気なく使っている言
葉が「しまくとぅば」なんだよとか、国語の教科書の作品1つをすべて「しまくとぅば」にして子どもたちに面白がってもらたりと興味を持たせた
ほうが授業にして学ばさせるよりは普及しやすいと思う。

30代 男性 浦添市 とても良いと思います

30代 男性 浦添市
日常的にしまくとぅばを使う必要があるのかは疑問。祖父母もしまくとぅばを使うわけでもありませんし、多様な文化、コミュニケーションの
必要性があるのでは。文化としての継承は必要だとは感じる。

30代 男性 北谷町
しまくとぅばというのに違和感を感じる。これは私自身の使い方が悪いかも。しまくとぅばといったらまーのよって地域を特定しそうになる。うち
なーぐちっていうのがなんとなくしっくりくるような気がする

30代 男性 那覇市 しまくとぅばが身近になってほしい

30代 男性 那覇市 ラジオ、テレビ、インターネットなどいろいろな形で普及させてほしい

30代 女性 那覇市 学校現場では色々取り組んでいると思うので、家庭でも何かしらできないか、と思います

30代 女性 那覇市
しまくとぅば、という言葉そのものが、しまくとぅばの定着のし辛さを表していると思う。すなわち、ひらがな表記のみで表されて長音記号も多
いことから、文章の長さに対して情報量が少ないし、そもそも読み辛い。島言葉を表記して「しまくとぅば」と読むのでいいではないか、と思
う。今から島言葉に接していく人間にこそ、漢字かな交じり文で教えていく方が得策だと感じる。

30代 女性 沖縄市
テレビ等でどんどん発信して欲しいです。難しい言葉ではなく、若者でも気楽に使えるような単語など普段の会話で使える言葉だと流行
りやすいし使いやすいと思います。

30代 女性 那覇市
英会話と同じように日常で使わないと身につかないと思います。保育園から中学校まで一貫して挨拶や歌などを、取り入れることができ
たら良いと考えます。

30代 女性 那覇市
沖縄特有の言葉としてこれからも残していきたい。保育園での手遊び歌で習ってくることがあるので、子どもはすぐ吸収するし、小さい頃
からの見聞きで触れさせる体験が多いと良いと思う。

30代 女性 名護市 こんなにもしまくとぅばについて知らない事が多すぎた

30代 女性 那覇市
親も生まれも那覇出身ですが、自分も親も全然方言に疎い・話せないので、方言の愛着は地域によって高いのでは、思います。上京
して沖縄出身、は誇りですが、方言や訛りは邪魔になるかと…文化とアイデンティティだけではだめですか？沖縄が本土に馴染むハード
ルは高いんです…

30代 女性 那覇市
なぜ「しまくとぅば」がなくなりつつあり、普及するのか、沖縄や日本の歴史を踏まえた上で、広い年代の方と一緒に知る・学ぶ・考えること
を継続して行う必要がある。

30代 女性 那覇市 学校で子ども時代に、綺麗な方言を教える機会があるといいと思う（方言＝悪口、乱雑というイメージがある）

30代 女性 嘉手納町 普及して欲しいが、自ら積極的に推進しているわけではないので申し訳ない

30代 女性 那覇市
沖縄の方言はいろんな種類が多すぎて沖縄県の人達どうしでも伝わらない。どの方言を絞って優先的に教えるなど詳しくはないが、方
言の共通語があると広まりやすい可能性があるかと思います。

30代 女性 那覇市
沖縄文化そのものがビジネスになる状態だとしまくとぅばもブランド化されて残っていくのかと思います。みんな生活に必死。経済との直結
が必要かと思います。

30代 女性 与那原町
私自身あまり話せませんが、いつまでも残って欲しい文化です。身近に感じつつ、当たり前のように継承していける社会になればなと思い
ます。積極的に勉強、推進していきたいです。

30代 女性 うるま市
子どもや若い世代の人達が、もっとしまくとぅばに触れる機会や、若い人がしまくとぅばや方言を使うと、口が悪いという印象が少なからずあ
るような気がするのでその印象を打破し、しまくとぅばが、身近に感じこれからの世代の人達に受け継がれていけたらいいなと思う。

30代 女性 宜野湾市
産まれてからずっと沖縄に住んでいますがほとんど方言は話せませんが、ですが全く不便はありません。その事に方言がなくなってしまう危
機感を感じています。どうすれば話せるようになるのか…習えるのか…まだ英語の方が簡単…と考えては行動に移せていません。成績に
も影響しないので学校で教えても普及は難しいと思いますが、挨拶などに方言を使うのはとてもいい事だなと思いました。

30代 女性 宜野湾市 税金をもっと別の事に使うべきです。わざわざ税金を使って普及させることではないと思います

30代 女性 宜野湾市 子供の頃から耳に触れさせることが必要だと思うので、保育園とか小学校とかで定着するような歌とか作ってもいいと思います。

30代 女性 那覇市 しまくとぅばをどんどん普及させていって欲しいと思います。

30代 女性 浦添市 住んで約2年。しまくとぅばの意味があまりしらなかった。

30代 女性 嘉手納町 学校の授業などに取り入れて欲しい！

30代 女性 沖縄市 特別に勧めるような事まではしなくてもいいのかなと思います。人それぞれで、自然と身につくものだと思うので。

30代 女性 那覇市
60代の母親が祖父母と方言で日常会話をしていた様子をみており、自身はわからないながらも興味深かった。母も祖母も亡くなり、身
近で聞く機会がすくなくなってしまったので、今後も馴染みのあるものにするなら、小さいうちから身近で触れ合う機会が増えることが必要
だと思う。沖縄のアイデンティティとなる大事な文化なのでなくならないで欲しいと思っている。

30代 女性 那覇市 しまくとぅばがなくなるは悲しい。恥ずかしがらずに残していけたらと思います。

30代 女性 うるま市 なくなったら寂しい

30代 女性 与那原町 小さい頃(保育園・幼稚園)から親しみやすく遊びながら学べる環境を作ればいいと思います。これからも頑張ってください。

30代 女性 那覇市 汚い方言ばっかりが目立つイメージを払拭して欲しい。綺麗で知的なうちなーぐちを広めて欲しい。

30代 女性 南風原町
祖父母と話をするときは、方言がわからず何を言っているのか聞き取ることができないのが少し悲しいです。しまくとぅばが普及してほしいと
思う反面、学ぶ場の確保ってなかなか難しいのかなとも思います。話せなくても、聞き取れるようにはなりたいです。

30代 女性 うるま市
子供の保育園でラジオ体操などでしまくとぅばを使っています。そういう風に小さい時から日頃から耳にしたり、触れる機会増やす事が普
及に繋がると思う。じぃじやばあちゃんなどシニア世代との交流や協力も必要だと思います。

30代 女性 那覇市
今の子供達はしまくとぅばを知る子が少なくなってるのを感じます。子供と話してて、「コレ何って意味？」ってよくいわれてます。少しづつ理
解できるように小さな頃からしまくとぅばに触れ合える時間が増えればいいなー。と思い我が家ではうちなーぐちカルタなどで触れ合うように
したり、おじーおばーに話してもらうようにしてます。これからもしまくとぅばの推進頑張って下さい。

30代 女性 沖縄市
このアンケートで初めて「しまくとぅば」には地方独特の表現があるんだなぁと思いました。自分はしゃべれないし、聞いても早口言葉みた
いに感じてしまってわからないから、しまくとぅば普及推進活動は良い事だと思います。

30代 女性 西原町
NHKでやっている「うちなーであそぼう」はとても興味深く見ています。ああいうふうに身近にふれることのできる機会があるのはいいなと思
います。

18.ご意見・ご感想
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30代 女性 那覇市
認知症や難聴の高齢者の方は、標準語で話しかけても聞き取れなかったり理解・意思疎通が難しい場面があるため、介護や看護の職
にある人には単語からでもしまくとぅばを知っていく必要があると思います。

30代 女性 宜野座村
伝統芸能を通して」しまくとぅばの普及してほしいと思います。テレビで郷土芸能の番組も増えたら子供達やお年寄り達も楽しめると思い
ます。

30代 女性 糸満市

最近しまくとぅば普及推進のためＴＶ・ラジオ・イベント等にてＰＲしている場面が多いと感じています。沖縄は歴史的な面からも本土と
違う独特な文化を持っているたま、しまくとぅばも貴い文化の一部です。一方、本土に染まろうと通用する人材を育成するために方言を
避けてきた事実もあるのではないでしょうか。世界には数多くの言語が存在し、文化の違いによって観光が発展しているように、沖縄をし
まくとぅばの継承に尽力し、さらなる発展に期待しています。

30代 女性 南城市

私は両親が小さい頃からしまくとぅばっを使っていたので、耳慣れしていました。地元を離れた時に普段使っていた単語が方言だったのと気
づくこともありました。今はあまり使い慣れず、聞けても話す自信はありませんが、共通語では伝わらないニュアンスがあり、たくさんの人が
使えるようになればと思っています。以前、医療機関で勤務していた時に年配の方は、方言の話せる人をつれｔこいと言い、両親に感
謝したことがありました。また、しまくとぅばが使えるだけで、幅広い年齢の方々に親近感を持ってもらえます。小さい頃からの環境がとても
大切だと思っています。子供たちにもたくさんのしまくとぅばを聞かせていきたいです。

30代 女性 八重瀬町 今後も自分の子供達には、絶対にしまくとぅばを喋るようになってほしくありません。

30代 女性 宮古島市 日常的に話すという行為こそが方言が生き延びる秘訳だと思います

30代 女性 那覇市
年齢を重ねる事に歴史や文化、政治などに興味がでてきました。方言がなくなる事はひとつの国がなくなると同じときいたことがあります。
だからと言って自分で行動することはなかったが、いろいろな取り組みをしていることが今回わかりましたので、参加したいと思いました。

30代 女性 南風原町

「しまくとぅば」がどのくらいあるか分からないが、県民愛が強い沖縄なら普段は使わないけど、しゃべれるのはいいのかもしれない。私は、県
外出身で、大学で今の夫と合い、そのまま結婚して沖縄に住んでいるが、初めて聞いた時は、けんか言葉みたいで、こわかった。その土
地の言葉は大切にしたほうがいいが、もう少しやわらかいことばってあるのかなと思う。学校などで、しっかりとした「しまくとぅば」が身に付くな
ら普及していってもいいと思う。

30代 女性 沖縄市

私の母は方言を話す事を禁じられていた世代で、その為か、家庭でしまくとぅばを使う事（母、父、祖母間では使っていた）がなかったの
で、しまくとぅばにふれる機会がありませんでした。大人になって、老人の方と関わったり、職場の上司が方言を使うと、わからず、コミュニ
ケーションがとれない時、しまくとぅばを知りたいと思いました。講座等に通う時間はありませんが、県民が、しまくとぅばを使う機会が増えれ
ば、皆がしまくとぅばで会話できるようになるかなあ。大切なしまくとぅばを引き継いでいけたらいいと思います。

30代 女性 沖縄市
英語と同じように、使う人が身近に居ないことが、しまくとぅばの使う機会が減ってしまっているので、英語教育以上に取り組むことが推進
になると思うが、個人的にはそこまでしてしまくとぅばを話したいとは思いません。

30代 女性 豊見城市

その地域ごとでの伝統や言葉などをずっと先まで伝えていこうとするのはすごい事だし、そういう活動をしている人を尊敬もする。だた、「しま
言葉を使えないのは良くない」「しま言葉を大切にしないのは悪」というような印象を子供達に与えないでほしい。（たまにこういう事を
言ってくるお年寄りがいます）新しいもも古いものも両方大切なので、学校やメディア、YouTube等で子供達がしま言葉に触れる、興
味を持つのはいいことだと思うし、そこから自分の住んでいる場所に愛着がわいたり、伝統を重んじる心が生まれた理、しま言葉を通して、
今、未来の事を改めて知る、想像するきっかけにもなると思う。英語のように学校で強制的に習うのではなく、あくまで選択肢の一つとし
て普及していってほしい。

30代 女性 那覇市 私自身は話せないですが、すばらしい文化なのでぜひ普及してほしいと思います。

30代 女性 沖縄市
やらなければならないというより、やったらたのしい、沖縄の良さとか、プラスに自主的に取り組める何かを始めたらどうか。ゲーム感覚絵取
り入れたり、おじー、おばーと交われる場で学んだり。

30代 女性 那覇市
まったくなくなる事は良くないと思いますが授業で勉強というよりは、歌、あそび（カルタ、手あそびなど）普段の生活の中で学んだり、
時々行事のイベントなどで深く学ぶ

30代 女性 那覇市
学校の授業で取り入れた方が代々残せると思う。今の子供達が親よりも方言を話せるようになるといいですね。しまくとぅばという表記は
違和感がある。うちなーぐちの方が親しみがある。

30代 女性 北谷町
しまくとぅばが身近にないので、身近に感じられるように学校や公開講座などで接する機会を増やしてほしい。今は「10時茶までまてない」
のテレビ番組でしまくとぅばを楽しみにみています。

30代 女性 南風原町 「しまくとぅば」がなくなってしまうのは悲しいのでぜひ将来に渡って残ってほしいです。

30代 女性 那覇市 県が普及推進、継承を目的とした取組が知らないものばっかりだったので、もう少し身近なものでわかりやすいといいなと思いました。

30代 女性 那覇市 どんどん普及してみんなが話せるようになるといいなと思います。

30代 女性 沖縄市 手話のように、ちょっとしたしまくとぅばの番組があっても良いかな。こどもが入りやすい、なじみやすいピーアールをするといいかなと思う。

30代 女性 那覇市
様々な「しまくとぅば」が取り組みされていて、すばらしいと思います。子どもたちにも是夫受け継がれて欲しいので、私自身も使用できる場
所（環境）があれば使っていきたい。しまくとぅばの講習はとてもいいですね。

30代 女性 那覇市
最近は、本土から移住してくる人や転勤も多いので、国・算などの授業を減らしてやるのは、あまり受け入れてもらえなさそう。おばあちゃ
んが話している事がほとんどわからないのは、とても悲しい事だし、もったいないと思う。戦争時に直されたり、抑制されたりして使える人も
より減っていると思うと。どうにか復活させたいと思う。

30代 女性 宜野湾市 自分の子供には、あいさつ程度でしまくとぅばが言えるようになってほしいです。

30代 女性 那覇市
ヤンキー言葉のようなものをしまくとぅばと思っている人が一定数いるのが悲しいです。正しいしまくとぅばにふれあえる機会がもっとふえれば
良いと思います。しまくとぅば検定の事を初めて知りました。ぜひ調べてみようと思いました。

30代 女性 南風原町 問23で様々な取組をしてて、把握できていない事がたくさんある事に気づきました。少しずつでもネットで検索してみようと思います。

30代 女性 那覇市
しまくとぅばが身近にないから学ぼうとはあまり思わない。若い人が年寄りともっと交流を増やしてしまくとぅばが身近に感じられるように工夫
した方がいい。しまくとぅばをしっていると「かっこいい」というくらい知名度が上がれば皆興味を持つと思う。

30代 女性 沖縄市

祖父母が使うと、親しみがありのこしていきたい言葉だと思いますが、若年層（中～高校生あたり）が使うのは「ヤンキー」に近いイメー
ジがある。祖父母世代とは違うしまくとぅばに感じるので、あまり友人や会社では使いたいと思わない。沖縄は誇りに思っているので、皆で
使っていきたいので、そういった広げるイベントや番組(英語番組のように、標準語で言うと○○、しまくとぅばで○○と言う）が多くなれば
皆が使いやすくなるかなと思います。若年層が使うしまくとぅばは、意味が変わったり「造語」になってたりしてダメ。

30代 女性 沖縄市
聞いていて意味はわからないけど、やさしい方言か、乱暴な方言かはわかります。やさしい方言を話す人たちで、学校でボランティアとかで
定期的にあったらいいと思います。子ども達が親しみやすいように、昔話とか、ゲームとか。

30代 女性 沖縄市

私は、家庭内で母が日常的に使っており、親しみはある方だと思っていました。でも20代半ばに訪れたボリビアのコロニアオキナワで、沖
縄で生まれ育ったわたしよりも流暢にしまくとぅばを話す沢山の県系人の若者に出逢い、うちなーんちゅとして恥ず刈田経験を施、しまくとぅ
ばの大切さを感じることが出来ました。今回このようなアンケートを頂き、島尻が改めてふるさとについて考えるとてもいい機会だと思いまい
た。ありがとうございます。

18.ご意見・ご感想
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30代 女性 那覇市
しまくとぅばは私たちにとって大切な文化だとおもうのでなくなってほしくないです。これまでのように普及推進がどんどん進んでくれたらいいな
と思っています。私もできることから協力していきたいと思います。

30代 女性 那覇市

自然にナチュラルに話せるようになればと思う。日本語を話す感じで日常の会話で使えると良いと思う。大人が正しく使うことで子供たち
も自然と話せるようになるのではないでしょうか。地域によって方言があるように、その土地の味がある言葉が「しまくとぅば」であってほしい。
不自然なしまくとぅばは広まらないと思う。おじぃ、おばぁが話してる事がきけるようになっておじぃ、おばぁに伝わるしまくとぅばが話せるように
なれれば良いと思う。

30代 女性 那覇市

とても良い事だと思っています。アメリカで言語学を学んだ時にしまくとぅばは死に行く言語だと言われすごごくショックを受けました。ですが、
実際にしまくとぅばで始めから最後まで話している人に私自身お会いしたこともなければ、私も家族ともしまくとぅばを話す事が出来ず、もど
かしい思いでいっぱいでした。職場でも高齢者の方でしまくとぅばを話される方に話しかけれれてもしまくとぅばで話されている所は何を言っ
ているのか分からず、ただ笑顔でうなずくことしか出来ないのは、うちなーんちゅとして生まれたのになさけないなと思っていました。しまくとぅば
が次世代の子供たちにきちんと引き継がれうちなーんちゅの心がこの言葉を通して生きて伝わっていけたら、うちなーんちゅの一人としてと
ても喜ばしい事だと思っています。本当に素晴らしいサポートありがとうございます。

30代 女性 宮古島市
「しまくとぅば」を残したい。と言う人は少なからず周りもいて、積極的に学校の校長やおじい、おばあが孫に教えている姿も見る。コロナ禍
で状況が難しくなっている今、伝えるのも最小限のやり方でしかできないと思うが、推進していってほしい。うたや手あそびうたで子供たちと
方言にふれる機会や、マブヤー、エイサーなどを見てなまりをきくだけでもいい影響になっていて、楽しい。

30代 女性 西原町
仕事でお年寄りの方と接する仕事をしていてしまくとぅばを聞くが聞いて理解する事はできても、話す事ができない。習う機会があればと
思うがなかなかそうゆう場に出会えない。

30代 女性 宮古島市

宮古島では「しまくとぅば」というワードは聞いたことがない。何故「うちなーぐち」じゃないのか気になる。「しまくとぅば」って言っている地方があ
るのかな。那覇とか。バラバラでよくわからない。おばーたちがおばーたち同士で話している会話は全くわからないけど、聞いててすごく幸せ
な気持ちになる。少しでも多くの言葉が、それぞれの文化とつながって残ってほしい。例えばキビナリリを通して、畑を通して、アダン工芸、
漁いろいろあるけど言葉だけで残すって難しい。つながってないと。世界でいっぱい少数民族の方々にも会ってきたけどこういう小さなエリア
での言葉や文化は本当に美しい。

30代 女性 豊見城市 メディア等で温かい美しい「しまくとぅば」を使って島の方々に日常で発することばとなっていけたら良いなと思います。

30代 女性 那覇市
お年寄り同士で使っているのをよく聞きますが、品がなく聞こえる。逆に上品な日本語をていねいに話している人を見ると好印象を受ける。
同じ内容でも言葉がキツく聞こえる。「しまくとぅば」に精通している人でよく、知ってるよマウンティングしてくる人がいるのが気になる。押しつ
け感が嫌。

30代 女性 那覇市 しまくとぅばを使うと「田舎もん」「ヤンキー」といったマイナスイメージが強くある。これらの固定概念を無くすことも必要なのかなと思う。

30代 女性 西原町 私は、沖縄出身の沖縄県民ですがあまり「しまくとぅば」をしらないので、ぜひ普及させてほしいと思います。

30代 女性 国頭村
歳を重ねていくと方言を使うことが増えてきました。「しまくとぅば」改めてアンケートに答えながら考えてみるとやっぱり親しみがあっていいなぁ
と思いました。特に小さい頃、自分のおじぃおばぁが使っていたのは今ねもよく覚えていて、自分がそのくらいの年に近づいてくると自然と
使っているような気がします。馴染みのあるしまくとぅば、家族が友達と考えてみたいなぁと思いました。

30代 女性 西原町

とても大切な残すべき言葉だと思う。現に祖父母,両親が話している姿をみてかっこいいと思うし、私自身も会話したいと何度思ったこと
か。特に県外の大学へ進学中
沖縄文化の最大の良さはしまくとぅばあって成りた尊ていると強く感じた。もっと県全体でしまくとうは普及に積極的に取り組んで欲しい。
子供たちの未来がしまくとぅばであふれて欲しい。ありがとうござしました。

30代 女性 うるま市

沖縄に関するメディア・SNS等で、沖縄方言の言葉、単語を訳つきで広めてくれると嬉しいです。学校で子ども達にも教えているとの事
で安心しました。実は標準語というものは本当は無い(模準語と思わされているものは関東の山手方言)とか。ユネスコで沖縄方言は消
滅しそうと評価されている等、そういう知識はあるのですが、自身が全然しゃべれない為
はがゆい思いをしていました。沖縄県民はもちろんですが、県外にもある程度認知されるよう頑張って下さい!よろしくお願いします。

30代 女性 那覇市
私が知っている沖縄の方言は両親の生活の中で使用していた言葉から残った方言たちである。結局、言葉というものは生活の中で使っ
ていかないと風化するものなのだと感じます。私が知っている方言がきちんとした方言で子どもに教えていいものか悩む時もあります。沖縄
版「お母さんといっしょ」的な番組があればおもしろいなー親と子どもたちで楽しく使えるしまくとぅばを私も親として学びたいです。

30代 女性 豊見城市

私の世代では、しまくとぅばを普通に聞いたり話せたりする人もいれば、全くわからない人もいます。学校で しまくとぅばに関する学習をした
記憶もありません。大人になってから、祖母や父母の話している言葉がわからないことが気になって、勉強しないとという気もちになりました。
しまくとうば講座などが開講されているのも知っていましたが、なかなか参加できていませんでした。地元テレビ番組でしまくとぅばクイズやし
まくとぅば
を使うご当地キャラなどに親しみを感じています。
これからもっとしまくとぅば普及推進が広がっていけばいいなと思います。

30代 女性 宮古島市 学校やもっと身近に学び、生活の中でも当たり前になるといいと思う。

30代 女性 糸満市
子供に残していきたいですが、自分が反すことができないので、今からでもぜひ、学校の授業など様々なところでしまくとぅばを使ってほしい
です。

30代 女性 南風原町 しまくとぅばを使う番組・ドラマに字幕があればいい。

30代 女性 那覇市
島くとぅば普及頑張ってください。今も目上の人がしまくとぅばを使っていてわかｒわないことが多々あるので、自分も習っておけばよかったと
思っているので

30代 女性 宮古島市
是非言葉を残し話せるような若者が増えてほしいです。テレビなどで各地の島ことばの取材をして流してほしいです。私の住んでいる竹
富島でも方言を話す大会などがあり、その時期は練習したりしています。ことばを話せる人が減っているので今話せる年よりからきいてつな
いでいけるようにしてほしいです

30代 女性 うるま市 単語帳を販売してほしいです

30代 女性 那覇市 普及推進是非頑張ってほしいです。私もこれから少しは日常生活でしまくとぅばを気にして生活していこうと思います

30代 女性 読谷村 保育園などお遊戯会でも使えるようなしまくとぅばの歌をもっと作ってほしいです

30代 女性 那覇市 公私ともに周りに内なんちゅが多い環境なら覚えていてもいいと思うが問１９であって英国数の授業まで削るべきではないです

30代 女性 南城市
沖縄県生まれ、沖縄育ちですが年配の方が話す方言の8割くらいはわかりません。ただイントネーションや断片はわかる程度で、そこにも
わからないなりに親しみを感じます。無理に古くからある言語にとらわれず身近にある言葉から、自分たちの育ってきた環境に愛着をもて
るような雰囲気を望みます、しまくとぅばじらーでも、笑って受け入れてくれる文化がいいな

30代 女性 那覇市
もっと早くから取り組んだほうが良かったと思います。今更感が強いです、学校教育でも特に教えられないまま大人になったので、使えない
聞き取れないかといって別に不自由と思ったことはない。しかし子供たちには幼少時から学校教育に取り入れるなど島言葉の日には特
設授業を設ける。あるいは教師が島言葉で授業してみるなどの工夫もいいのではないかと思う

30代 女性 浦添市 県出身者ではないが片言を伝え残すことは良いことだと思います

30代 女性 石垣市
アイデンティティでありオリジナリティの源となるしまくとぅばが日常に根付き、今後もなくなることなく使われ引き継がれていくことを願っていま
す

40代 男性 那覇市
しまくとぅばは、その地域の大切な文化遺産です。時代の流れで変化することはあるかと思いますが、その言葉の意味など伝えていくべき
ことはしっかりと伝えることが大事だと思います。

18.ご意見・ご感想
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40代 男性 那覇市 文化としては大事

40代 男性 那覇市 沖縄の方言(市、町、村、地域)を残していくよう普及推進をしてください。

40代 男性 那覇市 都市化が言われる沖縄ですが、地元志向は今後もとても大切だと思います。頑張って下さい。

40代 男性 沖縄市 沖縄の文化なので後世に残していきたい

40代 男性 国頭村
しまくとぅばを使えないことで差別されたり、差別したりネガティブな影響が生じないか。。。。あいさつの冒頭で「ハイサイ」が言えなくて、差
別的な視線を感じたことがある。ある種「強制的」な普及推進は怖い。

40代 男性 読谷村 どうにか話せるようになりたいし、いつまでも残る言葉になって欲しい。

40代 男性 沖縄市 しまくとぅばをTVcm、ラジオcm、YouTube、Twitter、インスタなどで紹介

40代 男性 石垣市 内地からの移住者が興味を持てるようになれば、なお良いと思います。

40代 男性 石垣市
言葉は時代によって変遷するのは当たり前。廃れていくのを無理して巻き戻す必要はない。同じ教育をするなら偏った近代史感を客観
的にみて教えるべき。

40代 男性 南風原町
しまくとぅばですが、恥ずかしい話、あまりよくわかりません。今まで生活の中で使っておらず不便にもかんじませんでしたが、いざ言葉がなく
なると思うと寂しい気持ちになります。残せたらいいなと思います。

40代 男性 宜野湾市 ぜひ、後世に残して欲しい

40代 男性 那覇市 しまくとぅばは是非とも後世に受け継がれるべき財産だと思います。

40代 男性 豊見城市 しまくとぅばが普及するといいですね！

40代 男性 浦添市 新たな施策をしないといけない。

40代 男性 糸満市
普及推進活動は、良いと思うが学校等で授業の一環として行うべきで無い。今回のアンケートが、郵送されて来たが住所を何処で入
手したのか？住民票から入手してのであれば、この様なアンケートに使用する為に利用して良いのか？利用可能で有ればその根拠を
提示すべきでは？

40代 男性 那覇市 自身の父親がしまくとぅばの先生で、一緒に活動してみたい気持ちはあるが、実現していない。

40代 男性 北中城村 若い人達にしまくとぅばを教える機会、話す機会をどうやって作っていくかが課題だと思います。

40代 男性 糸満市 今時代の子どもたちが興味を持ってもらえたら

40代 男性 浦添市 学校などを通して、子供のころから、授業でやっていってほしい

40代 男性 宜野湾市
無理に推進しなくても必要なら残っていくと思います、日常の会話が減っている現在、方言を話せる先輩方との会話する機会が多くなれ
ば良いと思います。

40代 男性 浦添市

しまくとぅばはなくても生活はやっていけます。でもしまくとぅばを使うからこそ、親しみが持てたり、先輩からかわいがられたりします。しまくとぅば
は島の文化です。しかし、しまくとぅばを話せない人が増えています。逆に県外の人がしまくとぅばに興味を持ち（発音自体は合ってないも
のの）、しまくとぅばを口ずさんだりしています。そういう県外の人たちに教えてあげられない自分が恥ずかしいです。※簡単な単語くらいは
教えていますが。どういう風に普及させていくかと考えたら、まず自分がしまくとぅばを使うこと。では自分がどこで使うか？と考えたら、なかな
か無いです。やはり何かきっかけみたいなものがあれば使いやすいし勉強せざるを得なくなると思います。なにかきっかけが欲しいですね！

40代 男性 八重瀬町
しまくとぅばは、先祖から大切に受け継いだ文化なので後世にも大切に受け継いでもらいたいので、その為にも普及活動を継続していっ
てもらいたいです。

40代 男性 豊見城市 普及に向けて自身のできる事から始めようと思います。まずは解り得るしまくとぅばを子供たちへ

40代 男性 名護市
沖縄の喜劇で見たことがあるが、地域ごとに違う単語や、イントネーションが面白くわかるようにしないとダメ学問として広がると楽しいかな
しかし地域ごとで違いすぎるのが県全体として取り組む難しさであろう。

40代 男性 西原町 方言は地域の特性・特色でもある思うので、今後もしまくぅば普及について地道に継続していった方がいいと思います。

40代 男性 那覇市 ぜひ文化の１つとして、これからも残していきたい宝物の１つだと思う｡問題提起していきたい｡

40代 男性 那覇市 是非、普及させていただきたいです。

40代 男性 那覇市 しまくとぅば検定は受けてみたいです。

40代 男性 名護市 よい取り組みだと思う。頑張ってください。

40代 男性 那覇市
地元のお笑い芸人などが話すしまくとぉばは、汚いイメージ(やー)とか(しに)とか(あがー)とかそういうのはいらないし聞いてて嫌になるので
止める努力をして下さい。おじー、おばーが話す、優しい暖かみのあるしまくとぉばを普及推進するようにして欲しい。

40代 男性 浦添市 普及させたほうがいいと思います。

40代 男性 うるま市
沖縄県内でも地域によって様々だし、本来の言葉が変化して当っているのかもわからない状態のものもあり、「あいまいな言語」との認識
が少なからずあるので、学術的に整理してわかりやすい学習ができる環境や方法があれば良いと思う。

40代 男性 沖縄市 しまくとぅばはしゃべることが出来ないが、なくすことはしたくないと思います。

40代 男性 沖縄市 ずっと残っていってほしいです。

40代 男性 宜野座村
沖縄県では地域ごとに様々なしまくとぅばがありますのでハンドブックに制作して地域のしまくとぅばにしてさらに各地域のくとぅば、意味がわ
からないくとぅばをやくしてね

40代 男性 宮古島市 しまくとぅばが次世代に普及推進していく事を願がっています。応援しています。頑張って下さい。

40代 男性 那覇市
沖縄の文化であり、誇りである方言を残すことは、機会を逃すと絶滅さえ可能性がある。小学校、中学校では積極的に取り入れて欲し
いです。また、話せる人は積極的に話して欲しいです。せめて県のTV番組などでは、字幕をつけてもいいので方言で話して欲しいです。
上間不動産のTVCMのように方言を取り入れるCM番組に助成金を出すなど、県の積極的な取り組みを期待しています。

40代 男性 沖縄市
私自身しまくとぅばをうまく使う事が出来なかったり、聞きとれなかったりするのでもっと番組やCMで流してくれたらいいなと思います。少しず
つでも、しまくとぅばを話したり、忘れないように勉強したいと思っています。

40代 男性 うるま市
案内や注意看板の表示に英語、韓国語、中国語の表記と一緒に沖縄方言もあったらおもしろそうで沖縄の人も観光の人も興味がわ
いたらうれしい。

18.ご意見・ご感想
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40代 男性 うるま市 ぜひとも残したいウチナー言葉ですし、がんばってつなげていきたい

40代 男性 那覇市
自分はばあちゃん、父、母がよく方言を使っていたのであまりしゃべれはしないけど聞きとれて意味はわかる感じです。話す方はちゃんとした
方言ではなく現代風な感じの方言が多い感じです。自分達世代（40代）がもう少しちゃんと話せるようになると若い世代にも伝わると
思います。

40代 男性 那覇市
インターネットや本を利用して、私自信学習していこうと思います。本アンケートを回答することで、考えるいい機会になりました。問23に
ある取組から使用できるものを探して、やってみます。

40代 男性 宜野座村 沖縄県民のほこりだと思う。

40代 男性 那覇市
しまことばをきぎょうで使ったら給料を少しアプするという取り組みをやって、使うのを増やしていったらいいと思う。学校もしまことばを使った
ら偏差値をあげていけばもっと使う機会も増えると思う。家庭もしまことばを使ったらほめたい、応援する機会を増やして多く使ったらいいと
思う。

40代 男性 宜野湾市

しまくとぅばがなくなりつつあるんは寂しいのですが、話し相手が理解していなければ、話す（おしゃべり）会話がそこで終わってしまうので
なかなか難しいと思いますが。単語、ひと言で表現できるしまくとぅば。挨拶、お礼など簡潔に伝える言葉等、日常から意識して使うように
なれば（10代～20代中心に）自然と広がっていくと思います。なかには汚い言葉もあるので、音のひびき、絶対言われて嬉しい言葉
など選んでしまくとぅばを話せる環境になれば良いと思います。少しずつ意識して日常から使って話そうと考え直しました。

40代 男性 北中城村 「しまくとぅばを、テレビ、CM、ラジオ等などで、少しずつ使って聞き流して、普及推進に向けて取り組んで身近に感じるようにしてほしい。

40代 男性 南城市
若い世代はもちろんですが、中年代（40～50代）でも「しまくとぅば」を理解する方や使う方が少ないと思います。私自身も年配の
方々と会話をしますと聞き取ることは出来ますが、使用することはあまり有りません。中年代の方々が日常的に「しまくとぅば」を使わないと
普及は難しいと個人的には思いますが、単語的な言葉でも残ってほしいという想いはあります。

40代 男性 那覇市
日本語のぴえんやぱおんとかも流行があったり。仕掛け人がいます。このアンケートを実施しているあなたが仕掛け人です。島言葉「流行
語大賞」など行い島言葉に感心を持ってもらいましょう。頑張って下さい。

40代 男性 うるま市

まだ島くとぅばをネイティブとして話せる世代が元気なうちにその普及を急ぐべきである。夏休みなどを利用して島くとぅば合宿なども良いと
思う。南風原高校の文化芸能科などに、方言の授業入れたり、県や市町村の公務員試験にも大きく方言の問題や面接をとり入れて
はどうか。方言普及と共に沖縄文化の普及として、小学校低学年時にカチャーシーを教える講座、年1～2回を義務化してはどうか。方
言と同じ様に、カチャーシーをおどれない人もけっこういる。

40代 男性 沖縄市 是非残してほしいです。

40代 男性 浦添市
私は大阪生まれです。大阪にも主に3つ方言があります。自分が生まれた所は、河内弁という大阪弁の中でも1番汚い言葉と言われて
います。人前で使うと知らない人は怒っていると思われ、自分の友達と旅行に行った際もケンカしていると思われた事もたびたび。でも、誇
りを持っています。河内音頭も誇りです。だから、沖縄に来てもたまに使っています。宮古の方は、河内弁を気にいってくれます。

40代 男性 うるま市

以前勤めていた島尻地区のある学校で、しまくとぅば大会で好成績をおさめ、令和元年度の大会ポスターにも起用していただいた自動
を持った経験があります。その子は大会において、しまくとぅばに触れる機会の一つの三線に挑戦したり、しまくとぅばによる漫談に挑戦した
りと、今後に期待したい一面が見られました。その子のように、しまくとぅばについていろいろと挑戦する機会をもたらしている点で、しまくとぅ
ば大会は今後も続けてほしい取り組みだと考えます。その一方で、とある自治体において、職員にしまくとぅばを使わせる取り組みは、強
要されていると感じられ、あまりよく思いません。とくにそれが、自分たちの地域の言葉であればなおさらです。その意味で、その自治体には
このむずかしい取り組みを直ちにやめていただきたい。

40代 男性 浦添市 しまくとぅばは沖縄の文化。ぜひ、残していってほしい

40代 男性 名護市
地域独特の文化なのｄ活動は今後も続けてほしいと思う。ただ、そういった活動をやっつていること自体、わからない人が多いとおもうの
で、まずそこからでないか。

40代 男性 名護市
核家族、近所付き合いもなくなり、方言との接触も少なくなり、「うちなーぐち」にふれる事もだいぶ少なくなってきています。丁寧語、敬い
語（方言の敬語）がわからない為、目上の人などにしゃべりづらくなっていると思います。

40代 男性 南風原町 ユーチューブ配信

40代 男性 那覇市
しまくとぅば普及推進は、沖縄文化の一つでもありますので、できるだけ話せるように、子供達にも、しまくとぅばの大会等、意識、高揚の
場は大切だと思います。

40代 男性 浦添市 言葉は使わないと普及しないと思うので、使用する機会を増やすことが重要だと思います。

40代 男性 那覇市
しまくとぅばを使う年齢の方がへり、実際に接する機会がへってきている。ラジオでしまくとぅばの番組があると聞きいっているので自分自身
は関心はある。

40代 男性 読谷村
時代と共にしまくとぅばが使われなくなってきている事は感じていましたが、この様なアンケートで改めてしまくとぅばが将来も残ってくれたら良
いと思わせてくれました。

40代 男性 糸満市
周辺の国や地域の人々がしまくとぅばを明示。黙示にでも求めていると思われるならその求めに応じられる程度には、沖縄地域の人々は
理解し話せることが国際社会の中で生きていく上では必要であろうと思われます。

40代 男性 豊見城市 沖縄の「しまくとぅば」は一つに統一しないと残すことが出来なくなると考えます。

40代 男性 那覇市
今後、若者子供達がしまくとぅばを習得してこれからの社会で臨機応変に言葉を使い分け、皆が、言葉を聞き取れて話せるようになって
ほしい。私が本土企業会社員の為、社内では標準語で、一歩外へ出ると、言葉を使い分けて活動しています。そして、きれいな本当の
言葉を覚えてほしいものです。

40代 男性 那覇市 ぜひ、普及推進をおねがいしたいです。若手漫才でもっと島くとぅばを使って、テレビ、ラジオを使って広めてほしい。
40代 男性 那覇市 多面的に事業を行うより学校教育の一つに組み入れることが普及の早道だと考える
40代 男性 宜野湾市 しまくとぅばが廃れることのないように積極的に頑張ってほしい

40代 男性 南城市
しまくとぅばが必要な理由を問わず考えるべき、伝えるべき。「しまくとぅば」というとききれいに聞こえるか私が知っているのは「沖縄の方言」
で乱暴なイメージが強い。それを職場や日常生活で使うのは抵抗がある。おじいやおばあに対しても方言を使うのは敬意がない感じがし
てあまりよく思えない。無理やり使う必要があるのか疑問。地方の方は私と同じ感覚も多いのでは。

40代 男性 那覇市
言語の多様性は大事だが、子供の教育を考えても、英語を優先すべき。また、国語の面では日本語の力をつけるのが重要。生活環
境で使う人なら、その風土、味わいで育ち、独自の影響を受けるのでそれを活かせばいい。芸能関係では武器だろう。きょうみがあったり、
必要な時、アクセスしやすいのは大事。

40代 男性 那覇市 強制的ではなく、自然にしまくとぅばが出る環境づくりが大切だと思う。それには幼いころから慣れ親しみが必要だと思う。
40代 男性 糸満市 普及するできることは何でも行ってほしい。我々世代、復帰世代からはあまり、島言葉をつかえるほうが少ないと思う。

40代 男性 与那原町
圏内の高齢の方とコミュニケーションをとるのに重要なツールだと感じております。機会があれば勉強したいとです。また介護施設等の高
齢者の方と身近に教えてもらう等やりがい見つけたりしてよいかも。お互いがwinwinの関係が築けそうです

40代 男性 浦添市
大家族でおじいおばあと日常会話を通して自然に「しまくとぅば」が聴いたり話したりできてた時代から自己意識が高く周りとの絆が薄れて
きている現代。平和ボケ、豊になりすぎ、周囲と協力して生きていく世界に移行するための警告をコロナがしている気がする。老人施設や
老人と接する教育を増やしたらどうか思いやりの心を育てるために。

40代 男性 南風原町
しまくとぅいばは沖縄県民のほこりですので、是非使えるよう聴けるようにしたいと思います。このアンケートをして改めて感じましたありがとう
ございます

40代 男性 那覇市
関西のほうが（タレント芸人）テレビで不通に話している影響なのかなんでやねん、あかんなど全国共通で院の通じる言葉がいくつもあ
ります。しまくとぅばもそういう風になっていけたらよいと思います

40代 男性 石垣市
ムニバスキカー（言葉を忘れたら）スィマバスキ（島を忘れる）スィマバスキカー（島を忘れたら）ウヤバスキル（親を忘れる）それぞ
れの地域でこういった黄金言葉（クガニクトゥバ）が広まっていけばいいと思います。また学校の授業でもテストなど（評価つけはしな
い）の取り組みをすることで教育者の意識つけになるとお観ます。シカリトゥニーファイユー

40代 男性 名護市 話すということが少なくなっていてコミュニケーションを島くとぅばから発信できればなおよいと思う
40代 男性 うるま市 テレビにPR強化してほしい
40代 男性 豊見城市 沖縄県の取り組みが周知不足

18.ご意見・ご感想
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40代 男性 読谷村
使えないわからない子供が多くて心配。もっと子供がしまくとぅばを使う機会が増える場を作ってほしい。やはり学校での取り組みが現実
的に思える。学校現場では大変だと思うがこのままでは本当になくなってしまうと感じている

40代 男性 うるま市

沖縄には歴史上、しまくとぅばを使ってスパイ扱いをされて被害を受けた事実があります。それを踏まえて、子供たちに普及を進めていって、
将来また戦争なり何かしらの有事が行った場合、同じことが起こらないとは限りません、。その責任を我々大人が背負えるか、あるいは覚
悟があるのか、それだけが心配であり、ひっかかることです。少し前の時代は「ちゃんとした日本語を使うなさい」今は「うちなーぐち使いなさ
い」その時その時の教育で子供たちは大人に振り回されています。「あの時の大人たちは何やってた？」とは言われたくありません。とはい
え、普及に反対ではありません。文化・歴史・風土・風習はアイデンティティだと思います。教えたい人、学びたい人がいるのであれば、どん
どん普及しても良いと思います。頑張ってください。

40代 男性 糸満市 是非将来に残してほしいです。沖縄地域の誇りとして残すべきうむっさん

40代 男性 浦添市
これまで生活の中自然と覚えていたしまくとぅばが周囲が使わなくなったため、だんだん薄れていった。現代社会においてテレビインターネッ
ト等情報が多く入ってくる中、使用する機会が減っているため、英語と同様、知識として知っていて使用でいるときに話せればいいと考え
ているので義務教育期間での教育を実施する程度でいいのではと考えます

40代 男性 西原町 時代とともに言葉の意味や使い方が変わっていくことがあっても一つの言語として残ってくれたらいいなと思います

40代 男性 沖縄市
例えば夕食時、ご近所から薫カレーのにおい、ビーチで薫焼肉のにおいでたべたいと食をそそる。本屋など漫画や新聞などみてあっみたい
読んでみたいの興味が枠やり方が必要だと思いました

40代 男性 うるま市
沖縄方言は幼稚園、保育園から取り組んだほうが良いと思う。取り組む側は大変だが、育ちが小さいほうが覚えが早いし、その年代が
同じように育てば変りも普通にゆんたくする時代になるかも

40代 男性 北谷町
非常に重要なことであるが、戦略がたたない。授業に取り入れるのは良い案だが、国語等を下ずる必要はない（そもそも学力が低い県
であるので）学校で道徳などの授業でまた遊びのたび取り入れるほうが良いと思う。そもそも教員は教えるのだろうか。戦略をしっかり立
てる必要がありますね

40代 男性 与那国町 覚える人が覚える。くだらない税金使わないで

40代 女性 那覇市
沖縄県内でも地域によって言葉が違う。文化として記憶をとって欲しい。100年後、1000年後の為に現在の言葉がどの様に残ってい
るか、どの様に変化していくのか、気になる。関心を

40代 女性 金武町
なかなか、しまくとぅばを聞いたり話したりする機会がなく、興味もどこかに薄れてしまっていましたが、これを機会に少しだけ、勉強してみよう
かなと思いました。なくなるのは残念なので。

40代 女性 八重瀬町
祖父や祖母と話す時にウチナーグチで話してましたが、最近は私も滅多に話さなくなりました。毎日何らかの形で教えていかないとなかな
か子供達や若い世代の皆さんには普及しないと思います。いつかはウチナーグチが話せる祖父や祖母もいなくなってしまうので学校だけ
じゃなくスーパーの店員さん、公共施設の身近な方々が話すといいなと思いました

40代 女性 沖縄市
世の中が多様化していく中、方言や三線はいらないという人も多くなってきている印象。無理にとは言わないが、できるだけ残っていってほ
しい。

40代 女性 那覇市
共通語では伝えられない、しまくとぅばならではのニュアンスも沖縄にはあるので残していきたい言葉ではあります。が、具体的に何をどうし
たらというアイディアはパッと浮かんでこないのが正直なところです。

40代 女性 与那原町

旦那も私も地元で生まれ育ち、どちらの親も方言を使う環境なので、ある程度の言葉は聞くことができるし話す事もできる。（オジーオ
バーの様にスムーズに方言で話す事はできないが、考えながら話す事はできる）今は毎日の様に放送されないが、沖縄郷土劇場など
オール島言葉のテレビ放映も無いし、仕方ないのかなあ？オジーオバーと郷土劇場を見て涙したり、仲田幸子の喜劇を見て大笑いして
いた時代が懐かしい。

40代 女性 名護市 地域のしまくとぅばはその地域の宝だとおもいます！失くなるのは悲しいです??でも、普及していくので難しいと思います

40代 女性 うるま市 しまくとぅばは、これからも普及してほしいです

40代 女性 那覇市
方言でしか、伝えられないニュアンスなどもあるので、方言はどうにかのこって欲しい周りで方言を使う方が減っているので、テレビなどでも
方言を用いた番組など増やしてもらいたい

40代 女性 糸満市 丁寧語なのかが分からず無意味やたらに話せない

40代 女性 那覇市 いろいろな場面でしまくとぅばにふれる機会が増えるといいと思います。

40代 女性 うるま市 色々な活動があるとは知らなかったです、文化を大事に次世代に残し欲しいですね。

40代 女性 豊見城市 あまり、参考になる回答ではなくてすみません

40代 女性 豊見城市 時間のかかる取り組みですが、しまくとぅばを守るために続けて欲しいです。

40代 女性 南城市
おばぁの言葉がわかるようになりたい気持ちはあるが、学ぶ機会がない。もっと、気軽に子供と一緒にいろいろなイベント等で学ぶチャンス
を作って欲しいです。

40代 女性 浦添市 沖縄の言葉、文化を継承していく活動は素晴らしいと思います。

40代 女性 北中城村 普及推進、是非頑張って頂きたいです。

40代 女性 那覇市
七十代の母でさえしまくとぅばを話さない。私はほぼ知らない。普段使う人がいないから日常会話として残すのは難しいと思う。NHKで
やっている「うちなーであそぼ」とかはしまくとぅばに子供が興味を持つきっかけになると思う。また、沖縄芝居鑑賞で子供がしまくとぅばを話す
人を直に見聞きするのもいいと思う。

40代 女性 豊見城市 沖縄独自の方言を子ども達に引き継ぐのは、祖先への愛着の意味でも大切だと思う

40代 女性 うるま市 大事なものだと思うので、なくなると残念だと思うのでいいと思う

40代 女性 宜野湾市 自分は使わないが、周りの人には多少使ってほしい

40代 女性 宜野湾市
外国語と一緒で喋る人がいる環境で生活していかないと、しまくとぅばは体得できないと思う。単語くらいは残していけるが流暢に喋る方
が年々少なくなってくるしどうしてもなくなって行くと思う。残念ではある。

40代 女性 浦添市 子どもの頃から親しめるようにしていけたらいいと思う。

40代 女性 糸満市 残って欲しい

40代 女性 那覇市 今のうちに言葉や沖縄文化の、生の言葉等を録音したりアーカイブに早急に行わないと、話せる人がいなくなります。

40代 女性 うるま市
身近な存在なのに、聞く事はできるが話すことがほとんどないため、話す自信がない。品がない人に思われる環境が話す機会をなくしてし
まったと感じる。

40代 女性 うるま市 生活の一部でもいいので、使えるようになるといいなと思います

40代 女性 うるま市 これからもずっと残っていて欲しいです

40代 女性 南城市
ラジオ体操のしまくとぅばバージョンは、結構楽しくラジオ体操ができたので、学生さんやいろんな世代が利用するバスの案内やモノレール
の次の停車地の案内で標準語の後にしまくとぅばバージョンを入れたりしては、どうか？

40代 女性 宜野湾市
小さい頃はオジーオバーが普通にしまくとぅばを使っていたので聞く事はできるが話す事は難しい。現代っ子は余計にしまくとぅばに触れ合う
機会が少ないと思うので、普及推進活動は素晴らしいと思います。

18.ご意見・ご感想
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40代 女性 宜野湾市
現代子はしまくとぅばを知らないので沖縄県民として少しはしまくとぅばを知ることも必要だと思う。言葉でしまくとぅばを知らなくても意味が
分かる程度でも良いと思う。

40代 女性 那覇市
教科書（しまくとぅば）では、発音が違い、子どもが学校で習っても使用する機会がなく、すぐに忘れてします。高齢者からじかに接して
会話するのがいいと思う。コロナ禍では、交流がむずかしいかもしれないが、しまくとぅばを早くきれいな発音で習得できるのでは。方言と言
わずにしまくとぅばと表記しているのはなぜでしょうか。

40代 女性 那覇市

40代の私でも幼い頃からしまくとぅばにふれる機会はとても少なく、簡単な単語の意味すらわからないという同世代の友人がほとんどです。
個人的には20年ほど前から祖父母と暮らし身近にしまくとぅばがある生活をしているので流暢に話すことはできなくてもコミュニケーションは
取る事ができるようになりました。やはり学校などで触れる機会を作っていくこが大切だと思います。年齢が若いほうが自然に吸収すること
ができるのではないかと思います。

40代 女性 宜野湾市
「しまくとぅば」と聞くと昔おばーと母親が会話していた事やうちなーしばいを思い出し、どうしても自分にはわからないものと考えてしまう。一
方で、あいさつや「アガー」など沖縄の文化やイントネーションのようなものは、フレーズとしては、大切にしたいと思う。ただ、日常で自分が
使うかといえば、使わないし、ぶんかとしてある程度の知識のレベルでいいかと思う。まったくなくなってしまうのはさびしいですが。

40代 女性 那覇市
結論から言いますｔと「しまくとぅば普及推進」をこれから先もＰＲし世に広めて頂きたいと思っております。私は40代ですが、恥ずかしな
がらわからない事が沢山ありすぎて困ることも多々あります。今回、頂きましたアンケート調査で初めて知る事もありました。これを機に「し
まくとぅば」に関する事を視野に入れ行動していきたいと感じました。

40代 女性 宜野湾市
父がりゅうちょうに方言を話す人でした。亡くなった今、それが聞けない事に寂しさを感じます。この先、こういった形でうちなーぐちをがなく
なっていくと思うともったいなく思います。母国語ではないですが大切にしていきたい言葉です。好きな言葉は（なんくるないさ）（あぎ
じゃびよ）又、うちなーぐちカルタを買いました。とても良くて子供と一緒に楽しく勉強になります。

40代 女性 浦添市
就職、進学時、検定が加点となっている。「しまくとぅば」検定も、加点される検定の1つとなれば、興味を持つのではないか。県教員、職
員、採用時の試験にとり入れてみる。教員研修など企業講習。身近なイベント。

40代 女性 豊見城市
沖縄、ウチナーンチュとして、しまくとぅばは無くさない、継承は必要だと思う。普及するには、小・中・高で英語を授業しているのと同様に
時間を作るようにした方が良いと思う。

40代 女性 石垣市
しまくとぅばは、ただの方言ではなく、言語であると聞いたことがあります。沖縄のためだけではなく、人類のために残すべき財産だと思います
が、自分が使えないため、どうやって残していくべきなのかわからない。

40代 女性 浦添市

お笑い芸人のじゅん選手など身近に感じられる存在の方々を大切に普及活動に参加させて、勉強、テストなどで、かしこまってしまわな
いように広がる事を希望します。私自身、聞きとれるものの方言が口から出ることはほとんどなくなってきていることもあります。昔は方言が
乱暴に聞こえることもあり、ヤンキーが使うという意識でした。そんなことはないと祖母が高齢になった今は思います。私も知っている方言を
積極的に使いたいと思いました。

40代 女性 宮古島市

大人になるとなかなか覚えられません。子供の時からその環境にいないとむつかしいかもしれません。他県民からみると、しまくとぅばのほか
に指笛、カチャーシー、三線みんなできると思っているはずです。学校等で学習は大変かと思いますが、ぜひお願いしたいと思っています。
TVCMでのしまくとぅばは知るいいきっかけですごくいいと思います。沖縄県は、すこし内地化しているような気がします。ぜひ残していってほ
しいと思います。

40代 女性 石垣市
素敵なしまくとぅばを推進してほしいです。今日（2/20）テレビで特別番組見ました。こう言う放送があるといいですね。そのおかげで問
23、更に知る事で出来ました。

40代 女性 那覇市 おわらい芸人しゃもじの番組で、子供に説明しながら一緒に大笑いできました。その様な番組が増えると伝えやすいと思いました。

40代 女性 北中城村
子供が学校からしまくとぅばのハンドブックを持ってきた時に学校でも取組んでいることを知りました。クラブもあるとの事で、いいことだと思い
ます。実際に使うのはなくても、祖母がはなす事をわかってほしいと思います。

40代 女性 沖縄市 自分自身は話す事は出来ないが、大切な言葉だと思うので将来に渡って残してほしいと思う。

40代 女性 宮古島市

島の言葉を話せる人がどんどん減っちる中で若者がはずかしいと思わないように、島の言葉は話してもいいんだよと誰かが背中を押すよう
な運動や取り組みがある事はとても良い事だと思います。（海外の子供など）英語などと同じで、小さい頃からその言葉を日常的に使
えれば、勉強という形ではなく、自然と言葉として発する事ができるのではないでしょうか。まず今は、しまくとぅばははずかしいわけではない
という事が大事だと思います。

40代 女性 名護市 私自身、子どもの頃にしまくとぅばを聞く、話す機会が少なかったので、今話せないと思う。自分の子供達には本当は伝えていきたい言葉。

40代 女性 与那原町
学校で教育する必要性はない。言葉は変化するもの。総合学習などで取り扱うのはいいと思うが、教科の学習時間をさいてまでやる必
要はないと考えています。

40代 女性 那覇市
元々沖縄の公用話はうちなー口であった。琉球処分によって日本になり日本語を使うようになった（強制的に）言語は文化です。当
時うちなー口はきたない等のイメージで浸透してきたので、さみしいです。

40代 女性 糸満市
子供達が使えないわからないとこのままなくなってしまうのではと心配です。ずっと残ってほしい言葉です。学校とかでも教えて残る様にもっ
とひろめてほしい。

40代 女性 うるま市
日々の生活の中で使う機会が増えないと普及までには至らない。高齢者の身近に話す機会が少なく、今の高齢者は方言のみという方
のほうが少ないため、あまり必要性を感じていないのが現状。あいさつ、運動会でのラジオ体操などはみていても楽しさをかんじる。

40代 女性 那覇市

沖縄島言葉普及について、身近にないので本屋にカルタをおいてもらい巻末に説明書をかき、琉球人「人生ゲーム」を作り、最後は「ニ
ライカナイ」に行くで終わるゲームを作り家庭でしてもらい、沖縄のテレビ番組のよこに、手話をする人のたちいちで標準語で解説してもら
うとか。字幕は目がおいきれない時があるので、NHKによく使われている、目のみえない人のためのナレーションがあるが、そのイメージで。
島くとうばの変換機能を入れてもらう。

40代 女性 那覇市
市町村を中心として地域にあって美しい方言を活用して欲しいと思います。観光業や地域活動などでも多くの方が親しみをもつこと、も
てる機会があると良いと思います。あいさつや礼儀などでもいいですよね。

40代 女性 うるま市 これからも活動がんばって下さい。

40代 女性 沖縄市
母国語として、琉球語を規定し、日本語と英語を第2言語とする。学校や行政の普及活動ではなく、琉球の全家で、大和（ヤマト）
語か脱却するべき。

40代 女性 宜野湾市 沖縄のお笑いタレントさん、じゅん選手とか、そういう人達も方言普及というか、子供達が親しみ込めて学べるよう、もっとPRしてほしい。

40代 女性 那覇市
私もしまくとぅばをちゃんとしゃべれる訳ではないが、とても興味もあるし、ずっと残すべきだと思う。例えば、ニュースを（毎日ではなく）しま
くとぅばで放送し、字幕を付けるとかユニークで世代問わず楽しく興味をもてる番組を作ってみては。

40代 女性 浦添市
狭い沖縄の中でも、南部、首里、北部、離島等々、方言の違いが多くあるが、ちゃんと日常会話ができる人は高齢の方々ばかり。祖
父母と同居する家庭も少なく、方言を聞く事もなくなってきているので、ふきゅうには大いに賛成します。ただ、テレビを見ていると汚い方言
を使っているタレントもいるので、そこは考えてほしいところです。私は、やさしく語りかけてくれたおばあの方言が大好きでした。

40代 女性 那覇市
沖縄出身として、生まれ育った故郷を知る事はとても大切だと認識はしています。しかし、グローバル化の中、「しまくとぅば」よりは、「英
語」を学ぶ方の有効性が高いと思います。本当はどちらも出来るに越した事はないのですが、しまくとぅばへの関心したいがあまりありませ
ん。普及のためには、幼児期からの環境作り（例えば、保育園での行事や本読み等）で、関心を持ってもらうことが必要と思います。

18.ご意見・ご感想
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40代 女性 那覇市
アンケートが届くまでしまくとぅば普及推進の事をしらず、ネットで調べました。もっとテレビやメディア等で色々発信すればいいのにと思いました。
（私だけが知らないだけ）

40代 女性 那覇市

両親が首里出身の為、首里言葉はわかりますが、他はわからない。私自身も両親が歳遅くに産んでもらっています。父も今、89歳、母は3
年前に他界しましたが、生きていれば85歳でした私の同じ年代では祖父母にまちがわれていた事もしばしば。私の友達も母の言葉を聞き取
れず、昔はなかなか苦労しました。いつも聞いて話す事が、日々の練習にもなると思いますが、現代の各家庭では難しい。本来の沖縄の言
葉、しまくとぅばだからこそ感じるやさしさ愛情を知ってもらいたい。私の年代で聞き取れる人もほとんどいないと思います。焼け野原から一転、
偉大な沖縄全てのご先祖達が、ハワイを向いて世界一の観光地にしたのもしまくとぅばの心が有ったからだと思います。ぜひ推進し続けて欲し
いです。

40代 女性 浦添市

全くなくなってしまうのはかなしいので、存続できるようがんばってほしい。英語のスピーチコンテストのように大会があったり、検定があるのは面白
いのでもっと子供たちにひろめてほしいと思った。文学的な方面や歴史的な方面、アカデミックな域まで昇華できれば尚良さそう。ただの田舎の
ことば、らんぼうに聞こえる言葉としてではなく、趣深い物というイメージに変っていくと嬉しい。それと同時に、正しい日本語や外国語も出来る
人が増えると良いと思っている。

40代 女性 那覇市
ラジオ体操くらいのしまくとぅばで十分だと思う。逆に使ってほしくない。汚い言葉もあるので、内地とかでばかにされないよう、標準語でいいと思
う。

40代 女性 沖縄市 しまくとぅばの普及は大事だと思います。後世に伝えたい（残していきたい）ので、普及活動の取り組み頑張ってほしいです。

40代 女性 那覇市
私の母は、北部出身なのですが、母が姉たち（伯母）と話す時は、その地域のしまくとぅばを使います。私はなんとなく聞く事はできますが、使
えません。両親は、子どもの頃、方言札があった時代に学生生活を送っていたので、家庭内でしまくとぅばは使いません。子どもの頃から近くで
しまくとぅば使われていたら私も使えていたかも。なので今の子たちには、身近に使われたら使うと思う。

40代 女性 南風原町

核家族がすすみ、家庭内でもしまくとぅばがつかわれる事も減り、あたりまえにあった事がかわっていってしまっている。情報化で便利になっている
一方で、こういった沖縄・独特の文化を大切ににしていってほしい。自分自身介護の現場等で方言しか話せない高齢者に対応する際に話せ
ず、学ぶ機会などあればこの利用者とわかりあう事ができたのかもしれないと思えました。伝承していくのは大変だと思いますが、よろしくお願い
します。ありがとうございました。

40代 女性 南風原町
祖父や祖母が健在の時には、しまくとぅばを耳にしていたので、なんとなく理解できますが、自分で話す事がないので、言うことはできません。普
段からしまくとぅばを習ったり、使わないと話をする事が出来ないと思うので、講座を受講するなっどして習得していかないといけないと思います。

40代 女性 那覇市
子供の世代から学校でもしまくとぅばを教えていくことが必要だと思います。沖縄のしまくとぅば、私が幼い頃には、祖父母が話していた時期もあ
りましたが、やはり今現在はうすれていき、話場所が減ってきている事が現状です。しまくとぅばの活用が、身近になるように、もっと広げていって
下さい。

40代 女性 糸満市 感情を豊かに」表現する「しまくとぅば」の普及は大事だと思う。

40代 女性 那覇市
「しまくとぅば」は残ってほしいとは思うが、汚い言葉は「しまくとぅば」で話すと、より強調されるような気がする。叱る言葉とか、明るい言葉、楽し
い言葉、使い方を伝えてほしい。

40代 女性 石垣市

しまくとぅばを残すのは本当に難しいことだと思っています。完璧でなくてもいいので、気落ちを現す言葉やあいさつなどから単語を子供には教え
ています。また、地域の行事等に参加することによってしまくとぅばにもふれる事ができています。しまくとぅばの普及のしかたも考え、少しの変化が
あってもいいのではと思っています。夫婦で出身も違うので、両方の言葉、イントネーションが違いますが、それも楽しんでいます。このアンケート
が届きまた改めて島が好きだし、しまくとぅばのことを考えました。ありがとうございました。

40代 女性 中城村
言葉というものは時代に応じてかわっていくものであり、継承される必要性があれば自然に残っていくと思う。沖縄のしまくとぅばが残っていかない
のはその必要性がことさらないからであり、無理に（学校の授業を減らしてまで）教える必要はないと思う。単語単語では今の若い人も使っ
ているのだし、流れにまかせてもよいと思う。

40代 女性 那覇市
使う人がいないから開く事もなくなりしゃべる事もなくなった。親がほとんど方言を使う人だったのですが、今はいない。私の子供もほとんど知らな
い。さくなるとさみしいですが、必要性はないかな。もう少し身近に感じられたらいいですね。

40代 女性 中城村
伝統、文化として「しまくとぅば」を子供の頃から学校で教えた方がしたしみやすくなると思う。丁寧語や謙譲語などを習うことで目上の人も話せ
るようになると思います。自分の生まれ育った土地の言葉に誇りをもつことはとても大切だと思うので継承していけたらいいなと思います。

40代 女性 豊見城市 私の家族は普段しまくとぅばを話さないので、自然と話せなくなってきました。身近にしまくとぅばを話せる人がいたらいいなと思います。
40代 女性 北中城村 しまくとぅばはぜひ後世に残していただきたい。
40代 女性 那覇市 普及活動に力をいれている方には今後も変わらず、頑張ってほしい

40代 女性 与那原町

たまにNHKのニュース番組でアナウンサーの方が方言を使っているのを見ると気持ちがほっこりします。意見を言える程「しまくとぅば」について普
段意識しておりませんが、様々な取り組みを通して「しまくとぅば」を普及推進されておられる事に頭が下がります。子供の頃からの教育が大事
だと思いますので、小学校の行事などに是非「しまくとぅば」に関する物をとりいれてほしいと思います。朝の読書タイムに「しまくとぅば」で書かれた
本を読んでみる、など小さな事から。いかがでしょうか。

40代 女性 那覇市
私自身はあまりわからないですが、方言を聞ける、話せる友人、知人がうらやましいです。聞ける、話せると、年配の方ともコミュニケーションが
もっととれると思う。年配の方に方言で話しかけられ、意味が解からずいると、「ウチナーンチュなのに方言も解からんのか」と言われると、恥ずか
しくなります。両親にもっと方言で接してほしかったと、とても思います。

40代 女性 沖縄市
生まれも育ちも沖縄、祖父母、2世帯で育った私ですが、どうしても、若い人が使う、へんな、イメージが(不良的な)あって、良く思えない。方
言で、話してるのを聞くと、今だに、ケンカしてると思う事がある。でも、首里言葉とかは、悪くないと思います。正しい言葉なら、残ってほしいで
すが、現状の教育現場ではきびしいかと。それよりも、語学(英語など)にもっと力を入れてほしいです。勝手な意見で、申し訳ないです。

40代 女性 読谷村 敬語として使えるていねいなしまくとぅばを子供達に伝えてほしいと思います

40代 女性 名護市

私が子供のころ、祖父母と一緒に生活する中で「しまくとぅば」は、いつも隣にあるものでした。しかし、理解できない、伝わらないので、いつも母
がおじーおばーと私の通訳をしてくれないと会話は続きませんでした。祖父母が居なくなってから気づいたのは「しまくとぅば」のある日常がとても
心地良かったということでした。あの頃もっと「しまくとぅば」を習って話せていたら、もっと祖父母との会話ができ、思い出が増えていたのかなぁーと
思うと少し淋しい気もちになります。また、子供達が「しまくとぅば」を学ぶことで琉球にも興味を持ってくれたら嬉しいです。

40代 女性 豊見城市
正しい島言葉、沖縄の人のやさしさ、思いやり、愛情を大切にした言葉が長く長く伝わっていきますように。なんでもいいから残すというより、う
ちなーんちゅの美しい心を言葉として伝えて行けるといいなと思います。うちなーんちゅのちむぐくる私も学びたいです。

40代 女性 那覇市

理想ではいつまでも沖縄らしい文化、習慣が残って欲しい考えです。昔は、祖父、祖母と一緒になり頻繁に方言オンリー演劇をＴＶで見て
ました。ある程度、聞き取りは出来き二言クｔ来は話していたのが本州生活長くなり帰郷したころには全く忘れ介護施設では汚いから話さぬ
よう教育される。そこも間違い。いつまでたっても方言は汚いあつかい。本州ではあたり前に若者もお国言葉しゃべるのに。ウチナー語は両親の
代で消えると思っています。しかた無い周囲が話さないから。あいさつだけでも方言残せる世間なら有難いです。話せないけど方言は好き。

40代 女性 うるま市
私の世代もそうですが、その子の世代は本当に方言「しまくとぅば」がわからないので、沖縄の伝統芸能等の継承が心配です。是非、後世ま
で残して欲しいので、この様な活動を続けて欲しい事と、私達も何が子供達に伝えていける様考えていきたいです。

40代 女性 那覇市
親はしまくとぅばを使っていた世代だが、那覇に住んでいるとまわりに使う人がいないので、私自身の両親も私達子どもの対しては家庭では標
準語をしゃべっていました。祖母が離島からくるとしまくとぅばで話していましたが、あまり理解できなかったので、残念でした。なので、しまくとぅばを
代々残して行く為に講座や学校で普及させてほしいです。

40代 女性 那覇市
沖縄のしまくとぅばは消えていく言語として危惧されていることは知っているし、自分自身沖縄で生まれ育ったものの、話せない事からしまくとぅば
は危機的状況にあると考える。しかし、使う場面がないとやはり身に付かない。楽しく使う場面や芸能（組踊）などをしまくとぅばと抱き合わせ
で展開すると、身に付けたあとの楽しみが広がってお得だなぁと思う。

40代 女性 那覇市

昔、本土の大学に行ってた時や海外に1人旅をしている時に、沖縄の方言を教えると、単語、イントネーションをとても喜んでくれ、コミュニケー
ションのツールになりました。新入社員として沖縄で働いた際も、お年寄りが親しくなると方言を使いだすもおもしろく、より親しくなれ仕事にも
結びつく結果になりました。「しまくとぅば」はなくなっています。今までのルーツを考えると、今、しゃべれるお年寄りがいる間に普及するべきです。
コロナの影響で自宅ごもりの年寄りの認知症も心配です。子供達にも年寄りのおだやかなよさでストレス軽減してほしいのでぜひ自宅にいる
歳よりと学校を繋げてほしいです。応援しています。頑張って下さい。何かイベントあれば参加します。

18.ご意見・ご感想
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40代 女性 浦添市

祖父母は90代「しまくとうば」を使える、父母は70代「しまくとっば」を使えるかある程度は理解している。
私は40代ほぼわからない、私以降の世代は全くわからないと思う。まだ今の80休70代ある程度理解してる人たちがいるうちに子供達
の世代から使わなくなっていったとしても理解して忘れないように教育として取り入れても
いいと思います。

40代 女性 読谷村 ぜひ普及して欲しいし私も学びたいです！！

40代 女性 沖縄市
ユーチューブで、じゅん選手の方言でＡ＆Ｗで注文できるのか通じるのか？！という動画を見て、楽しんで、いていた時期がありました。
（家族で視聴）私自身、方言が分からないし、使えないので勉強になるかはわかりｍ船が、楽しみながら聞けるし、観れると思いました。

40代 女性 うるま市
「しまくとぅば」というフレーズにあまりピンとこないというか、どちらかというと、「ウチナーグチ」という高齢者の方が多いように思えます。すみませ
ん。県外からの移住者も多いので、普及推進も強制的にも難しいですし、でも残すためには、今で推進しなければいけないと思います。
よろしくお願い致します。

40代 女性 うるま市
「しまくとぅば」は無形の県民財産だと思います。苦い人たちはしまくとうばを聞いてもとまどったりしているようですが、逆に安心するというか、
落ちつきます。学校の授業では教えることはできません。常に、おじい、おばあ達とふれあいなから話しをして覚えていくものだと思います。
若人達を老人ホーム、デイケアなどのボランティア活動をさせるいよいと思いました。

40代 女性 宜野湾市
県外の方が沖縄県に移住してきてもしまくとぅば・言葉も失っているような気がします。標準語で話せないと、なまっているよと方言が良くな
いような指摘をされることもあり、沖縄県民が萎縮している感じがします。子どもたちにもしまくとぅばのすばらしさを知ってもらいたい、残して
次世代と、続いていくように学習の場を増やしてもよいのかなと考えます。

40代 女性 沖縄市
周りにしまくとぅばを使う人が少なくなっている為、わからない。まずは身近にいて少しずつ慣れたほうがいいと思う。学校授業ならゲーム感
覚で使用するものもあり。英会話みたいに。「しまくとぅば」残してもらいたい。

40代 女性 宜野湾市
琉球王国だった沖縄の言語をしっかり普及させてほしい。それがウチナンチューのアイデンティティーを育み、誇りを持った人間へとなると思
う。学校教育にしまくとぅばだけではなく、沖縄の歴史をとりいれてほしい。私たちのルーツをしだり学ばせてほしい。日本とは違う国だったの
だから。

40代 女性 沖縄市
しまくとぅばは、将来に渡って残って欲しいとは思っているが、日常、知人が使う言葉にトゲを感じているので、品の悪い言葉は残したくない。
たまに聞くと恥ずかしく感じる。本来は良い言葉が沢山あるはずなのに、それを知らないもっと良い言葉を伝授して欲しい。

40代 女性 八重瀬町
年代的に 美しいしまくとぅばを知りません。聞きとる事はできても、話すことはとてもむずかしいです。仕事上しまくとうばをまじえて話すと高
齢者は喜んでくれますが私達年代が高齢になった時、しまくとうばで話すと、怒る人もいたりしそうですね。

40代 女性 浦添市
子供がしまくとぅば検定を受けることもあり、親も一緒になってしまくとぅばを耳にしたり話に出したりする事が多くなりました。私達で(年代と
して40代)ギリギリわかるかな？と思います。これからも下の若い世代にもしまくとぅば残ってほしいと思っています！

40代 女性 嘉手納町
最小限に押さえて標準語で方言(共通語)を主に使うのではなくって、英語も多く取り上げて欲しいです。沖縄県は他の県外と比べて外
国人が日常生活で普通に関わる事が多いので。

40代 女性 読谷村 味があって良いものだと思う。使えたら使いたい。

40代 女性 南風原町
歴史を知ることは大切なことだと思いますので、伝承なさってくれる方は、必要だと思います。ですが、それほど興味を持っているわけでは
ないので、自分がその役目をというのは今は考えておりません。おきなわのことを大切に考えて取り組んでくれている皆さまの活動はありが
たく思い感謝しております。

40代 女性 糸満市
普及推進でしまくとぅばが丁寧に使われたらいいと思います。私自身しまくとぅばを丁寧に使うことができません。教えてくれる人がいてくれた
ら（学校など）身についていたと思います。少しでもしまくとぅばを丁寧に使える人が増えたらいいなと思います。

40代 女性 沖縄市

最近再放送で郷土劇場を拝見しました。字幕が共通語になっていたのも意味を補うのにとても大事な要素でありましたが、意味がわか
り楽しいと感じました。学校ではなかなか指導するのは難しいと思うのでテレビやラジオ等でしまくとぅばに触れる（耳にする)機会を企画し
てほしいと思いました。芸人さんの芝居の中にまざる方言も楽しく思います。しかしCMの共通語まじりの言葉はそれを本当の方言と子供
たちが思うのは少し寂しい気がします。私自身も使ってしまいますが。

40代 女性 うるま市
学校においての手立ては必要かと思いますが、教員にまるなげするのではなく、しまくとぅばを教える人材をしっかりと派遣することが必要だ
と思う。もしくはしまくとぅばを話せない人でも実施できるようなワークシートやCD等の配布などが必要だと思う。また公共の場において標
識にしまくとぅばと日本語の両方を使うなど日常の中で目にしたり耳にする機会が必要だと思う。

40代 女性 名護市
小さいころから祖祖父母、祖父母と一緒に住んでいしまくとぅばは身近にありましたが、話すことはできません。でも残すことは大事だと思い
ます。

40代 女性 那覇市
高齢社会の今お年寄りと接する機会も多くなると思うのである程度はしまくとぅばが分かったほうが良いと思うのでこれからも頑張ってくださ
い。デニー知事が必ずはいさいから挨拶始めるのもとても好感もてます

40代 女性 沖縄市 以前から気になっていたしまくとぅば検定に挑戦してみたい

40代 女性 那覇市
私のまわりではあまりしまくぅばを話す人がいなかったので女性が話すとあまり良く思われなかったこともあり、きれいな言葉があたりまえにき
けると助かります

40代 女性 那覇市
普及活動をしていることを知りませんでした。PRが足りていないのではと思いました。しまくとぅばを使っているなと思うのは那覇市役所の市
民課の窓口くらいしか記憶にないです。もっと地元の言葉に関心をもたないといけないと実感しています。

40代 女性 那覇市
ファミリーマートのCMがおもしろい。起こったみたいな方言は好ましくない。やさしい方言が話せたら嬉しい。紅白のボールペンたんでいがた
んでい

40代 女性 那覇市

高校や大学で英語や第二外国語を学ぶようにしまくとぅばを学ぶ機会を選択するのも良いと思います。、高齢者福祉の仕事に携わって
いるころ、宮古方言での会話が主な高齢者に対してカタコト宮古方言で話かけると大変喜んでくれたことが印象的でした。知人のいない
外国で日本語話せる人に合うと不安が和らぐのと同じ近いかもしれないと感じました。姉が琉球方言研究をしているので身近にも感じて
います。

40代 女性 北谷町

しまくとぅばを普及させると考えると外国語を習得するような感覚で必要に迫られたりしっかり学習したり身近で使う機会がないと難しいと
思います。高齢の方同士で会話をしているのをみると外国人の会話のようだと昔感じました。時々年配の方が冗談でしまくとぅばで話かけ
てくれますがどういう意味か教えてもらった時は面白いなあと思い興味わきますが、もっと知りたいという気持ちが持てれば自然と自分から
学ぼうとするのかなと思います。でも勉強として強制までされるとどうなのかなとも思います

40代 女性 那覇市

しまくとぅばは沖縄の大切なものということですが、現在の若い人たちが子供たちに正確なものを伝えるとなると伝統を継承するにはあいま
いな点がありそうに感じます（話ができる立場ではないのですが）さらに授業に取り入れるのも考えさせられます。講座・クラブなどで学び
広げていけたら良いなと思います。しゃべる辞典のように言葉を方言にかえられるスマホアプリなどができたら少しは親しみやすくなるのかな
とも思います（すでにあったらすみません）

40代 女性 浦添市 沖縄の歴史文化であるから大切に継承していってほしいです

40代 女性 うるま市
しまくとぅばを知らない年配の方が増えてきている。しまくとぅばを恥ずかしいと思う人が増えてきている。しまくとぅばがきつい、きたない言葉だ
と思う人がいる。上記のことが減ってほしい。

40代 女性 那覇市
60代以下の使う方言はあまりキレイな方言ではありません。どうせ使うならやっぱり民謡等で出てくるキレイな方言が聞いていてここちよい。
方言をこれからも残してほしい気持ちはとても強いです。ぜひとも場面にあった使い方ができるような普及を応援します。

18.ご意見・ご感想
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40代 女性 南風原町

しまくとぅばがなくなってしまうのは、その土地の文化伝統など大事なことがなくなっていくににもつながると思うので、もっと身近なもの普及
から普通に使えるものにしないといけないと思いますが、自分自身がそもそもしまくとぅばについて知りません。ネット環境をフル活用して10
から50代の人が日頃しまくとぅばを目にする耳にする環境、上違法発信など、アイディアをもっと出していったほうが良いと思います。子育
て世代のお父さん、お母さんをターゲットにすると、保育園、小学、中学、高校、じいちゃん、ばあちゃんも自然と巻き込まれる確率高く
なると思います。LINEスタンプ、かるた、キャラクタープラスしまくとぅば、沖縄のアーティストとコラボ商品

40代 女性 豊見城市 おじーおばーたちの語らい、子供たちとの交流学校訪問老人ホーム交流

40代 女性 八重瀬町
沖縄には方言が何種類もあります。地域の言葉を大切にすることは外国人と会話する為に英語や中国語などの外国語を話すことと一
緒だと思います。聴けるけど話せないパターンも多く、それが言葉の絶滅につながっていくと思っています。今だからできることを少しずつ生
活に取り込めばいいと思います。

40代 女性 那覇市
県が実施している事業殆ど知らなかった。もっとマスコミ、SNSネット通した県民自身の受付、自覚してもらう活動をしてほしい。北海道
のアイヌ語、アイヌ文化保護のように。一度なくなるととりもどせない。ということをみんなが理解してほしい。実は団塊の世代くらいの啓発
が大事なのかもしれない・・・でもSNSとかwebの活用は必須でしょう。沖縄県その辺たりない

40代 女性 読谷村
しまくとぅばを使う方と子供たちの間に壁があると思うので、ゲーム感覚で日常に少しずつ使っていけたらと思います。使えば1日1階標準
語をしまくとぅばに（変換）するクイズとかで使うクセをつければいいと思います

40代 女性 那覇市 子供たちがもっと興味を持ちやすい企画等があればいいと思います

40代 女性 本部町 せっかくのしまくとぅばの歴史を途絶えさせたら悲しい。子供の授業をしまくとぅばで授業をすると子供たちも愛着がわくと思います

40代 女性 石垣市 良いと思う。将来に残ってほしいが一番大きい

50代 男性 宜野湾市 しまくとぅばの普及推進活動、今後ともよろしくお願いします。

50代 男性 那覇市
戦前の方言札の名残が、昭和50年代頃まで残っていたような気がします。私自身もしゃべれないので、方言の会話を羨ましく思います。
機会があればイベント等にも参加してみたいですね。

50代 男性 那覇市 正しいしま言葉を後世に残せるように取り組んでいただきたい。よろしくお願いします。

50代 男性 西原町 しまくとぅばの普及促進はとても良いことだと思う。

50代 男性 那覇市 廃れないように願っています。いずれは講座に参加したい。普段使いできる環を作ってていかなければ滅びてしまう

50代 男性 うるま市 後世に残すことは必要だと思いますが…

50代 男性 うるま市 しまくとぅばが消えないように頑張って下さい。

50代 男性 那覇市 沖縄独特な言語であり後世に残すためには普及活動は重要だと思います。

50代 男性 那覇市 気軽にまずは話してみようという雰囲気が必要。間違った言葉でも笑わずにきちんと直してあげることが必要。

50代 男性 宜野座村
日常で自然に目にしたり聞いたり書いたりキーを打ったりするような仕掛けをつくれば、普及すると思います。普及させるのではなく、普及
してきているとみんなが感じることが大切だと思います。

50代 男性 中城村 子供たちはどう伝えていくかだと思います。

50代 男性 那覇市 絶えず普及推進の活動をしないと、消滅していくと思う

50代 男性 南城市 これからも県全体で取り組んで欲しいです。宜しくお願いします。

50代 男性 中城村 もっと、徹底的にやるべき

50代 男性 糸満市
今まで普及推進の活動組織の存在も知らないし、今回の様なアンケートも初めて受けた。もっと積極的にやって行かないと、しまくとぅば
は将来的には途絶えてしまう事になるのでは？と懸念します。

50代 男性 浦添市 演劇・歌など

50代 男性 宜野湾市
まずは親から積極的に「しまくぅば」を使わないと普及推進には繋がらないと思う。是非、親に普段の生活で「しまくとぅば」を使ってもらい
たい。

50代 男性 宜野湾市 島言葉を学習する時間を英語の授業に回してください。

50代 男性 南城市 ぜひ推進して欲しい。

50代 男性 うるま市

自分はうるま市石川の出身なんですが、しまくとぅばかは、知らないですけど、頭にマルが付きます。「まるでーじ！」とか､「まるしかみー」と
か｡しまくとぅばで出身地が分かるって面白いし｡屋慶名とかすぐ分かる！後､おじさんが宮古島と石垣島に居るんだけど、どっちも何言って
んだか分からんし！外国カナって思ったさ～｡意味を聴いてアハ～ってなるし！同じ沖縄でも全然違ってルナーって｡まぁ一番のしまくとぅば
は、「イチャリバ、チョーデ～」じゃねー？みんな兄弟､兄妹って??世界ってか､地球上の共通語でしょ！困ってる人がいたら､助けて､困っ
たら助けてもらって、最高でしょ！まぁ当たり前だけどねー。その当たり前がしまくとぅばってチョーカッコイイさー。沖縄最高??

50代 男性 糸満市 普及推進を知らないので、もっとメディアを活用した方が良いと思います。

50代 男性 那覇市
生活の中で日常的に使っていれば、普及促進など不用と思います。しかし、普及促進しないとしまくとぅばが失われる可能性もあります。
皆さま 頑張って普及促進お願いします。私も以前のようにしまくとぅば使えるよう頑張ります！

50代 男性 浦添市 以前、学校での方言禁止によって使われなくなったと思うので、学校教育での普及が望ましい。

50代 男性 那覇市 お笑いとか沖縄芸人さんたちと一緒に、楽しい方言の広げ方をして欲しい

50代 男性 うるま市
以前、私の親になぜ孫に島ことばで話しかけないか聞いたところ「恥ずかしいから」という返事がありました。もはや、きれいな島ことばを話
せるのは、60代以上の人間だと思いますが、そういった人たちが孫に対して「恥ずかしい」といつ意識があります。そういう人たちの意識を
変える必要があると思います。

50代 男性 那覇市
自治会活動、または地域のボランティア、模合、エイサーなどの民俗芸能に参加してもらう様に工夫する。推進する素子くか、積極的に
方言や芸能に取り組み魅力を発信してほしい。

18.ご意見・ご感想
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50代 男性 那覇市
各地域の独特の方言や言い廻し、アクセントが失われつつある。若者の標準語が上手になっているが、島言葉に誇りを持ってほしい。歴
史、文化の再確認する時間を増やし、アイデンティティを大切にする若者が育ってほしい。

50代 男性 那覇市
小学校や中学校で、基本的な「しまくとぅば」を教え、あえては、部活、クラブ活動等で、盛り上げていく方がいいと思う。いろいろな地方
のしまくとぅばもあるのであいさつ程度はいいとして、ビジネスで使うにはどうかなと思う。TPOが大切だと思う。

50代 男性 那覇市 県の施策としてはプライオリティは高くないと思う。特に学校の授業において首里言葉以外のマイノリティに対する配慮が足りないと感じた

50代 男性 宮古島市 しまくとぅばアニメを制作して欲しい。

50代 男性 浦添市
すでにわからない世代が増えているので難しい現状だと思います。50代の私でさえ、きれいな方言等も使えないので、子供世代、30～
40～50代にも展開しなくては普及には遠いと思います。ただ県外に旅行とか行った時に、方言を使うのがあたり前と思う感覚にはハテナ
の人もいますが、英語を学ぶと同じで、必要な場面で使う（県民とかお年寄り）とかマナー的な教育もおねがいしたい

50代 男性 浦添市

私達の先輩には方言札を使っていた時代があり、幼い頃は学校では方言をあまり使わない様に教育されました。家でも老人がいない世
帯では方言を使う人が少なくなっていきました。聞くことは出来ても言えない人が多く自然に共通語を使う日常になった気がします。美し
い言葉（方言）より悪い言葉（汚い方言）の方が若い人の間で使われている気がして残念な思いもありますが。小さい頃からあいさ
つや礼儀、日常多く使われる方言の成り立ち、意味、本当の使い方等少しずつ授業に取り入れていった方がよいではないでしょうか。教
育の仕方ひとつで昔は禁止、今は使いましょう。こんなに変わるものかと思います。現代はインターネット、スマホ、色々めざましく進化し、
人々の会話も少なくなってきているので、島ことばの推進、伝承ははやめに進めていってほしいです。

50代 男性 うるま市
時間があるときに車でＲＢＣラジオの午後4時から放送する「民謡で今日ぬらびら」を聞き、前川盛賢さん、島袋千恵美さん、又、去
年3月まで長年活躍していた八木正雄さん、上原直彦さん、話しがとてもおもしろかったです。毎年3月４日「さんしんの日」は二年連
続でコロ感染対策でラジオからしか聞けないけど楽しみにしています。

50代 男性 浦添市
専門学生に基礎を教えています。県外出身学生にも「しまくとぅば」は親しみがあり、好評です。あいさつ、自己紹介、日常生活会話ぐら
いは通わせるようになってほしいものです。そこまでできるよう、指導中ですが、やはり習ってもつかわなければ（普段から）一過性のもの
です。せめて、お年寄りの会話が開けるレベルはあってほしいと思います。

50代 男性 うるま市 島くとぅばがなくなるとその島のよさがなくなるので絶対になくしてはいけない。

50代 男性 名護市 日本各地、個性をもつことこそ、国の力を保つことが出来ると思う。沖縄の気候、風土に根差した文化を守ってほしい。

50代 男性 石垣市
時代が変ろうが次世代に継承すべく大切なものである事は間違えない。子供達が自発的にと言うよりは大人が積極的に教えるべきだと
思う。私は沖縄県外が出身ですが、沖縄県出身の方は誇らしく思ってほしい。

50代 男性 那覇市
ある程度、しまくとぅばは残って欲しいと思っています。完全になくなるのは望んでいません。ただ皆が分かる必要はありません。沖縄の若い
人は全国のレベルに負けるな。それだけは信じたいです。ちばりよー。

50代 男性 宜野湾市
実際残してゆくなら、TVや公文書等しまくとぅばを使うくらいでなけｒば残らない。しまくとぅばは地域性が強い。グローバルになってきている
なかで子供達とどのように教えていくのか。

50代 男性 西原町
テレビ、ラジオ等では、沖縄本島で使用される島言葉が中心に放送されている。曜日ごとに、それぞれの島言葉の方言を放送してほし
い。幼年期～幼少期まで聞いていた島言葉は、身についているが、青年期に聞くしま言葉は、なかなか入ってこない。又、馴染めない。
その為、子供達に現在生活する地域の島言葉を教える気持ちも無い。しかし、幼年期～少年期まで聞いた島言葉は教えたい。

50代 男性 那覇市 わざとらしい、お金のムダ。今さら言話は親が子へ、子が孫へ、地域で考える事

50代 男性 沖縄市 方言を使いわけのできる若人がいてもいいと思う。

50代 男性 うるま市
とても嬉しい。活動してくださる方々は、とてもありがたい。是非、各地域の言葉を残してほしい。うるま市、具志川、屋慶名、勝連、石
川の言葉もそれぞれとてもとてもおもしろく楽しいですよ。是非、研究なさってみてはいかがでしょうか。以上、活動さらに期待しています。

50代 男性 読谷村 なくなったり、廃れたりするのは淋しいがどこでも使うと言うのは違うと思う。時と場合でつかいこなせたらカッコイイと思う。

50代 男性 名護市

世の中にはさまざまなげんごがあり、その1つ1つがその国地域の文化、歴史を物語るうえで非常に大切なツールだと思います。沖縄にお
けるしまくとぅばにしても、中部、南部、北部とで少しづつアクセントや意味合いが変わる部分もあり、それがその地域での文化、歴史を反
映している面が感じられて、非常におもしろく感じられる者だと思います。この様にすてきな沖縄のしまくとぅばを後生へと残してゆく事は現
代の私たち課題でもあり、大きな目標として日々頑張っていくべきだと思います。

50代 男性 読谷村 郷土愛を育て、愛する心を醸成されていくためにも「しまくとぅば」は大切だと思います。

50代 男性 南風原町
辞典などを、作ってしまことばを普及した方がいいです。日本では、英語に時間を使いすぎといった意見もあります。また、ドイツ語を使って
いると英語と同様に、頭がつかれる。そのような意見もあります。外国語は機械のほんやく機もあるので、別にすべての日本人がグローバ
ル化にまどわされて熱くなりすぎるべきではないかもしれません。他の教科を減らすなら、英語を減らすべきです。

50代 男性 南風原町

言語はつかわないとどんどん忘れていってしまう。しまくとぅばも普及推進するにはいかに普及ふれさせるかと思う。学校でもふれさせていると
ころもあるが、しまくとぅばを指導できない教員がほとんどである。学校（子ども達には）で教えることも良いかいかに生活の中で耳にする
かが大事だと思う。そこで子ども足りが大好きなアニメをオールしまくとぅばにして字幕を流すなどして耳慣れさせるとかどうだろうか。TV局と
の調整や著作権などの課題もあると思うがぜひシリーズでやってほしい。ひとつのアイデアです。大切にしていきたい県民の一人です。

50代 男性 沖縄市
純粋な沖縄方言には移民で南米に行った人々の間でしか残っていないと聞いたことがあります。私達の世代では、方言を使うと学校で
叱られた記憶があります。学校での先生方が悪いと言うこともあり、今更方言を残す（広める）取組をしても遅いと思う。結果として今
の若者が使っている標準語でもなく、方言でもない不思議な言葉（～バー）が生まれたのではないかか。

50代 男性 本部町
宮古島市におっては、しまくとぅば普及推進に対する取り組みがあまり感じられない。宮古では、方言大会を、年1回開催しています。学
校や役所の窓口等でも使えるよう、若い人達も方言を使えるようにしてほしいと思います。

50代 男性 那覇市 子供達継承して、おしえていかないと定着しないと思うので、やはり学校生活の中で対応して欲しい。

50代 男性 那覇市
生まれも育ちも首里、50代男性です。婆ちゃんの流暢な首里言葉が大好きでした。現在は都市開発で住民は入れ替わりました。首
里語を話す方も年々減り、淋しく思います。

50代 男性 浦添市 しまくとぅばの普及推進活動は県民の宝になりますのでこれからも活動に期待しています。

50代 男性 宜野湾市 いろいろな場で使用しないと普及はむずかしいかと

50代 男性 嘉手納町 ぜひしまくとぅばえを使ってほしい。

50代 男性 浦添市 方言はとても大切、沖縄の心を現しているから。このしまくとぅば普及推進、とてもすばらしい事だと思います。

50代 男性 西原町 普段使っていない(しまくとぅば)が、残ってほしいと思う。

50代 男性 名護市

沖縄県民地域の言葉なので永久に残してほしいです。我々の小、中学校時は方言を禁止されてました。(学校で)なので、その時はい
けないと思いこんでいましたが、成人、大人になっては残すべきだと思いました。使い方を、学校や、以外の教える場所があれば良いと思
う。小、中学校時は、方言使うと不良のイメージがあった。琉球民謡や古典芸能絵を見て表現力や使い方によっては、繊細に感じます。
誇りに思います。

50代 男性 浦添市 私は出来ませんので出来る方は是非ガンバッテ下さい。

50代 男性 南風原町
しまくとぅばを話せる話せないではなく、気軽に使ってみるというところから、初めてみてはどうでしょうか。言葉は変化していくものです。お年
寄ンぽ話す、完ぺきなしまくとぅばを話す必要は、今の現状ではなくても良いと思います。使ってみて、楽しいと思えることが大事です。一
方で正しいしまくとぅばを記録しておくのも重要だと思います。

18.ご意見・ご感想
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50代 男性 那覇市 沖縄県民なのでしまくとぅばは使えるようになって生活を楽しめる人生にしていきたいです。

50代 男性 西原町
沖縄の文化芸能をわかりやすく、子どもたちに教えてほしい。最近は学校でも琉舞や組踊りなどを見る気秋があるようですが、ただ見るだ
けではダメだと思う。意味や内容をわかりやすくせつみする司会者です。

50代 男性 宜野湾市 自然の成り行きに任せるのが良いと思う。委託か博報堂とあるので税金を中央に落とす為の事業かと思う。県内の業者全体でやるべき。

50代 男性 糸満市 沖縄の芸能が伸びれば、若い人たちも自然にしまくとぅばに興味が出てくるのでは。

50代 男性 那覇市
私は汚い島くとぅばしかわからないので、これからは学校できれいな島くとぅばを子供たちに教えて島くとぅばを残していってほしいです。※私
たちの時代では島くとぅば（方言）は禁止でした。

50代 男性 北谷町 普及推進そのものが政治的意向のもとに進められていると思われる。地域文化は側面から方法論法にもかなり心配される

50代 男性 那覇市
テレビのアナウンサーが「またあちゃーやーさい」とか「にふぇーでーびる」「にーふぁーゆ」を使っているのを聞いてとても美しい言葉と感じる様
になりました。スーパーなど英語、中国語放送がありますが、「しまくとぅば」を流してほしいです。子供たちも聞いているし言葉を聞き慣れて
ほしい。講座、イベントもいいと思うけど生活の中に自然とあるようにしてほしいな。

50代 男性 南風原町
今はコロナの問題で難しいと思いますがしまくとぅばをよく知っている高齢者の方々と子供達の関わりを増やすことがしまくとぅばの普及につ
ながるのではなきかと思います。また、学校の授業で、沖縄の歴史やしまくとぅばを取り上げてテストを行ったりするのも良いのかなと思いま
した。

50代 男性 那覇市 普段から誓うことが大切なことだと思う。

50代 男性 読谷村
90代の祖父母がしまくとぅばを使います。3歳7歳のひ孫に話す時あいさつていどで話しますが、やはり、日頃は標準語です。しゃべる人が
へると聞くこともできないので高齢者とのコミュニケーションの場を増やしたり、スーパーや学校で活用していかないと今後残っていくのはむず
かしくなると思います。

50代 男性 豊見城市
小学生くらいの時に「しまくとぅば」に触れる何らかの機会があれば良いとおもいます。そうすれば、親しみが湧き、使う人が増えるのではな
いでしょうか。但し、堅苦しい授業ではなく、遊びの延長のような場であったほうが良いと思います。

50代 男性 浦添市 テレビでしまくとぅば講座をおわらない風にしばいで観たい

50代 男性 名護市
無足は方言禁止もありましたが、祖父ぞなどの同居で自然に覚えることができたが聞き取ることもできないほど、日常的に使われていない
情報番組などでもあると自然に使えないか？耳なれともいうので。

50代 男性 石垣市 しまくとぅばに親しみを持って話せるようになりたいです

50代 男性 石垣市 テレビラジオインターネット等で子供たちが楽しくなるようなことをやってほしいと思う

50代 男性 那覇市

しまくとぅばを残すことは大先生だが、普及促進の目的目標があいまいな気がします。自分のような沖縄生まれでも40年ちかく県外に住
んでいたのものにはコミュニケーションツールとしての方言はほとんど必要ない。今後沖縄で暮らしていく人々は益々多様化しみなさんの力
で経済文化を森経ってていかなければならない。その中でしまくとぅば普及とは誰に何をどれだけきたいしそれが何の発展につながるのかわ
かりやいほうが良いと考えます。文化の継承とコミュニケーションとしての方言の違いを意識してどのように展開していくのかも課題と思いま
す。ちなみに自分の沖縄での小学校時代（約50年前）は学校内で方言禁止と教えられ、方言をしゃべる子供のは先生に注意され
ていました。その時も子供ながらに目的がわからんかったが逆に普及についても目的があいまいなまま推奨が強くなりすぎると同じことにな
る気がします。ネガティブな意志ではなく、広く深く考えて進めてほしいと受け取っていただければ幸いです

50代 男性 那覇市 小さい時から教えるほうが学校にいてほしい

50代 男性 那覇市
しまくとぅばは単語単語で何とか聴くことができますが普通に会話で話されると全部聞き取れない場合もあるが、沖縄方言敬いの言葉を
しゃべっている人の言葉を耳にすると素晴らしいと思う。沖縄にいて話せたらなあって思う。しまくとぅばは将来にわたって残してほしいと思う。
しまくとぅばは聴くと安心する。何事にも

50代 男性 糸満市
沖縄ンお方言（しまくとぅば）が将来途絶えないように普及推進に取り組んでほしいです。またしまくとぅばは琉球国の象徴と個人的に
感じています

50代 男性 糸満市 カマキリ マミサルテン ナナフシ ソールウメイシーイ カタグルマ ミイミイゴンゴン

50代 男性 名護市
小学校中学校で総合的な学習の時間等の利用し、しまくとぅばに触れる機会等を増やし、現代に合わせたヒップホップ調の音楽や歌に
のってしまくとぅばを歌ったり入りやすい環境を大人がつくる

50代 男性 浦添市
世代間で継承していくことは素晴らしいことだが使わない限り普及しない。学校教育で6年間英語を学んでも話せないと一緒のような気
がする

50代 男性 宜野湾市

学習指導要領（生きる力）一部抜粋 言語活動を充実すること自体が目的ではなく、言語活動により、各教科・科目の目標に即し、
基礎的、基本的な知識及び技能の習得、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力、そのほかの能力
を育むことに留意する必要がある。このため基礎的、基本的な知識、技能の習得を図るための繰り返し学習等を削減したり、話し合い
の時間を大幅に増やしたり、新たに言語活動のための単位を特設したりするなどの対応は必ずしも必要ではない。 大切、これからの子
供たちへ

50代 男性 豊見城市
平安時代の言葉を話せる人が現代人にいないなど、言語は時代とともに変化あるいは外来語も混ざって変化していくもの、これが人類
の進化だと思う。沖縄の方言をあたかも日本人と違う民族が使う言葉として印象付けようとする考えを持つ人もいるので国民の税金を
使って変化していく言語を特別に保護することには賛成できない

50代 男性 石垣市

地位小言にしまくとぅば方言があるが、その地域地域で普及したほうが良いと思う。テレビMや飛行機内でしまくとぅばを使用しているがまっ
たくわからないしまくとぅばがある。地域が違うからだと思う。多分他府県の方はまったくわからないと思うので、あまりおすすとは思わない。
逆に他府県の方へ、沖縄へ旅行した際、しまくとぅばをきいて、どう思ったのかのアンケートを必要と思う。しまくとぅばは各地域、島で継承
していってほしい。石垣在住だが本島、宮古へいくと方言がまったくわからない時がある

50代 男性 沖縄市 琉球語であるしまくとぅばをぜひ残してほしい。日本語と同じ価値があると考えています。

50代 男性 那覇市 是非沖縄の文化として残してほしい推進してほしい

50代 男性 那覇市

近隣の人たちが気軽に使用する環境があること使用するしまくとぅばは多様であり、その使用が個人の出身とアイデンティティを表現して
いるものでもあるため、今のままでは曖昧な定義でもって啓蒙しても的を射ないと思います。私たちが持つ危機感というものは身近な人と
のコミュニケーションがしまくとぅばによって語られなくなっていることだということです。言語は相手がいなければスラスラとしゃべれません。SNS
で使用される言語やワープロ文字が郵政である限り、しまくとぅばはますます遠くなっていきます。

50代 女性 沖縄市 地方の言葉は残した方が良いですね

50代 女性 那覇市 しまくとばを授業以外の時間を活用して小さい頃から馴染みやすくして欲しい

50代 女性 那覇市 若い人にも使ってもらって、代々受け継いでいきたい。

50代 女性 那覇市 いろいろな活動をされていることを初めて知りました。

50代 女性 宜野湾市 子供達へ島言葉ソングやアニメ昔話の放送が楽しみです

50代 女性 那覇市 気軽に参加できるオンライン講座などがあってもいいと思います。

50代 女性 北谷町 これからも普及推進活動頑張ってください。

50代 女性 石垣市 無くなってほしくないので普及はありがたい。

50代 女性 うるま市 教育現場で時間を割く事は難しいと思います。ニュース番組や地元制作の番組等での発信を増やしてはいかがでしょうか？

50代 女性 那覇市 地域の言葉があってその土地の表現がある事を豊かと思われるので是非残ってほしい

50代 女性 西原町 次世代に繋がるように

18.ご意見・ご感想
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50代 女性 名護市
ことばは人間のアイデンティティを表すものだから、沖縄のしまくとぅばを大切にして残そうとする活動はそのことばを救うだけでなく、これから
の沖縄県民のアイデンティティとキズナを保つことに大きな意味があると思う。

50代 女性 那覇市

県外に出て安室奈美恵さん他県出身者の活躍のおかげで県人として誇りを持て頑張れました。古臭いと思っていた琉球民謡しまことば
に郷愁を覚えエイサー演舞に歓喜しました。離れてわかる ふるさとの良さをしみじみ感じました。やまと言葉で日本のことを「秋津島」沖縄
でも未だに「あきづ」「アーケージュー」と呼んでいること。しまことばの起源は日本のやまと言葉であること。他府県で何度説明したことで
しょうか。沖縄に帰郷し会社勤務すると大昔の方言札かのように他府県の上司にしまことば使用を注意され驚愕しました。幼い頃から
学校や社会で郷土愛のこころを育て、しまことばの普及や意識改革ができることを切望します。

50代 女性 うるま市 話したい人が話せばいいこと。無理強いは良くない。

50代 女性 糸満市 自身がしまくとぅばを使えないので子どもたちにはぜひ使えるようになってほしいです。しまくとぅばをなくしたくないです。

50代 女性 南城市
私もこれから、子や孫にしまくとぅばをどんどん教えていこうと思いますただ私自身もしまくとぅばの丁寧語がわからないので、勉強したいと思
う

50代 女性 那覇市 ぜひ、未来の子供達へ、沖縄の言葉”しまくぅとぅば”を残して欲しいと思います。

50代 女性 うるま市
父母が、生きている時はよく聞いていたしまくとぅばですが、今はあまり聞かなくなり寂しく思います。優しい言い回しのしまくとぅばをぜひとも
遺せるようにしたいです。

50代 女性 久米島町 しまくとぅばを聞いても、わからないのでテレビ等で使う場合、字幕をつけるとわかりやすいと思います

50代 女性 恩納村 『しまくとぅばのすべて』みたいに書籍で残す。

50代 女性 うるま市 問23でたくさんの取組があることを初めて知りました。このアンケートが「しまくとぅば」について考えるいい時間になりました。

50代 女性 那覇市
現在は、核家族化しオジイやオバアと住む人が少なくなり、しまくとぅばを話せる人がかなり減った気がします?しまくとぅばは、これからもずっ
と残して欲しい??今の若い人達が、しまくとぅばを忘れないようにしていきたきです???♀?私は、しまくとぅばが大好きです?

50代 女性 那覇市 小さい頃から、しまくとぅばは、あまり使わない教えてもらっていないので、大小の勉強が必要だと思う。

50代 女性 読谷村
私自身しまくとぅばはあまり使っていないが、使えると楽しいだろうなと思う気持ちはあります。高齢の方との会話も弾むだろうなとか。聴い
ていて、耳障りも良いので残って欲しいです。

50代 女性 久米島町 時代に必要ない。学問にも必要ない。

50代 女性 沖縄市
会話で残すのは難しいと思いますが、歌などをとり入れて学習（生活）発表会では、方言・島のうたをうたう。意味を調べる等で残して
いく方がいいのか。そうするとだれでも一曲は沖縄の歌がうたえるようになるかと思います。

50代 女性 北谷町
私は方言を禁止されていた世代。聴くことはできるけど使わないと忘れてしますので「しまくとぅば」を広めたいなら子供達に（小さい時か
ら）言葉（方言に）慣れさせた方がいいと思う。歌手、芸人さん達が方言で歌や話している事とかは大賛成です。自然に覚えたり出
来るからgood

50代 女性 豊見城市
沖縄の文化と同じ、しまくとぅばは大切に受け継いでいく事が、うちなんちゅでいられる象徴する物（たましい）であると思うので普及推進
して頂きたい

50代 女性 沖縄市 「しまくとぅば」を使うテレビ番組をふやす。しまくとぅばニュースをする。知事の記者会見等しまくとぅばで話すなどメディアでどんどん放送する

50代 女性 石垣市

石垣島の方言とうちなーぐちは全く違う。石垣島の子どもたちのほとんどはうちなーぐちを知らないともう。石垣島というか、八重山諸島の
方言が島でちがうため、言葉を聞いたり話したりすることがむつかしいと感じた。各離島の方言を学ぶのはむつかしいが昔からの言葉は残
してほしいと思う。方言によるあいさつなどは普段の生活にとり入れるといいと思った。世界に発信するためにもうちなーぐちを知っている子
どもたちがふえればいいと思う。

50代 女性 浦添市
私は60代すこし前ですが、スムーズな会話が出来ません。聞くことは可能です。何を話しているのかを理解することはできます。話す事も
出来たら良いなあと思います。

50代 女性 うるま市

「しまくとぅば」＝首里方言ではないので「公共の場」で公務員が方言尊重の立場で普及させようとしている（特に那覇市など）のは他
の地域の「しまくとぅば」を消して（否定する）しまうことにつながります。沖縄には村ごとに特徴のある方言がありすべてそんちょうされなれ
ればいけません。すでに地域ごとの方言継承は不可能というなら、まず県レベルで市町村レベルで、どの方言（しまくとぅば）を残すべき
か決める事が先決でしょう。以上のことから、しまくとぅばの普及推進は県が補助して、市町村や字レベルでやすべきでしょうが、どこもそん
な余裕がないと思います。

50代 女性 与那原町
しまくとぅばを使う人がだんだん」少なくなってきているのえ、普及推進には賛成です。自分がわかる程度でしか教える事が出来ないので、
テレビやラジオで楽しく学ぶことができれば、自分も学びたいです。ぜひがんばって、普及させてほしいです。

50代 女性 北中城村
私の実母は糸満出身で、父は宜名眞（ヤンバル）出身でした。ハヒフヘホなど使い方の違いがあり、北と南ではこんなにかわるものだと
感じました。子供達には、高齢の方が話す時には何といっているのか教えたりしますが、自分でわかるようにできるといいなと思いました。

50代 女性 沖縄市

沖縄の「しまくとぅば」は各市町村によって様々な方言があり、文化があるので、是非伝統文化として貴重な「しまくとぅば」を後生に残して
ほしいと切に願います。その為には、学校の課外活動、授業として地域のお年寄りと交流会や講座などの機会を作っても良いのではと
思います。私の年代（50代)はしまくとぅばを聞くこと（意味は理解できる）はできますが流暢に語る事は難しいと感じています。しまくとぅ
ばに触れる機会があればもっと身近に感じられるかと思います。

50代 女性 沖縄市
本当は「しまくとぅば」は残ってほしい。子供の時に言葉にふれるよう講師による講座を学校でもあえて開かれると良いと思います。授業も
いっぱいのため、他で時間を取れる様考えていけたらと思いますが。

50代 女性 石垣市
しまくとぅばを話せる世代の人達がどんどん減ってきている。日常的に使うのは難しくても、単語だけでも使い続けられるよう、子ども達に教
える機会を作っていきたい。

50代 女性 南風原町 ＴＶで沖縄劇をみたときに、おもしろおかしく演出されていることが多く、感動的な物も多く、言葉を覚えるにはいいと思った。

50代 女性 浦添市 気軽に簡単に調べる事ができる。しまくとぅばのアプリがあればいいなと思う。（ネットを検索してもわからないものも多々あるので）

50代 女性 浦添市 文化なので大切にしてほしい

18.ご意見・ご感想
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50代 女性 宮古島市
翁長知事、玉城デニー知事のハイサイグスーヨーチュウガナビラのあいさつが大好きです。全く知らなかったけど何度か聞いているうちに覚
えました。同じ沖縄県でも地域ごとに違うのでおもしろいですね。しまくとぅばどんｄｎ受け継がれていってほしい大切な言葉です。しまくとぅ
ば普及推進すばらしいと思います。タンディガータンディズミ

50代 女性 名護市
各地域で、それぞれ方言が有り、なくなると寂しいし、あった方が楽しいかと思います。方言も年を追う毎に、徐々に標準語に近くなるの
で、もともとの言葉を残すのは、難しいと思いますが、忠実に残せたら素敵だと思います。多分、どの地域でも取り組んでると思いますが、
やる気のある方々が中心になって感心を集めて普及されたら良いと思います。

50代 女性 本部町 文献や動画等残しておけば、消えることはなく、一定の人々が推持していくのではないかと思う

50代 女性 那覇市
80代の両親も自分達、孫と話す時は方言を使わないので、方言で話してもらい、耳からなれていければ、テレビ、ラジオ方言番組を放
送してほしいなと思う。本なども良いが発音がわからないので。

50代 女性 うるま市 自分は積極的には使用しないか、普及し、後世はうけつがれていくことを望みます。

50代 女性 豊見城市
昔の事は、言葉風習生活どうだったか子供達に知ってほしい。すばらしい伝統たくさんあると思います。お年寄り（老人）と子供達をつ
なぐ場所、環境作りとしても大切だと思います。大好きな沖縄だから沖縄の伝統残したいな

50代 女性 那覇市
生活の中からがいいと思うが、講座とかの話し方教室では、生きた言葉にならないと思う。それよりも、しばいから学んだほうがいい。うち
なーしばいをもっと多く見られる様にして欲しい。（テレビなどで）うちなーしばいのほうが、生きた方言を学べると思います。

50代 女性 那覇市
しまくとぅばといっても、地域や村落によってさまざまあってその多様性を生かしながら普及推進するのはとてもたいへんだろうと思います。生
まれそだった土地のツールを知って守っていくこの活動はとても大切だと思います。

50代 女性 うるま市
しまくとぅばを使ったCMをどんどんTVで流すことで、自然におぼえると思う。普段何気なく聞いておぼえそう。CMの歌とかつい口ずさんでい
るので。

50代 女性 うるま市

やはり、しまくとぅばは残っていって欲しい。私は５０代に入りますが、親や年寄りの方言はある程度、理解できているつもりです。でも、自
分が使おうとすると、すらすら出てこなかったり、方言が思いつかなかったりです。子ども達にも簡単な方言は使いますが、親達が言うように
は使えません。使えるようになりたいです。特に親が年寄りに使ううやまう方言はかっこいいと思います。子ども達にもしまくとぅば残したいで
す。

50代 女性 うるま市
英語を学校で習っても言葉にして使わなければしゃべれなくなるのと同じで、しまくとぅばもしゃべれる、話す機会がとても大事だと思います。
私が聞ける、話せるのは幼少の頃から耳にしていたから。やはり小さい頃からしまくとぅばの会話が身近にあれば聞けるから話せる事に繋
がっていくのではと考えます。

50代 女性 豊見城市 しまくとぅば普及推進に色々な取り組みをしている事にびっくりしました。

50代 女性 うるま市
祖父母がいたにもかかわらず、残念な事に「しまくとぅば」をあまり知りません。祖父母は、親戚、ご近所の人たちとの会話は方言でした。
首里言葉を使っていたようで、今思えば言葉を教えてもらえばよかったです。郷土劇をＴＶで観た時、字幕なしで観れたらいいのにと
思ったので、私のような気持ちの人も居るでしょう。うちなーぐち数え歌もありますね。あのように楽しみながら学べると良いと思います。

50代 女性 糸満市 問23の情報が知らなかったので情報を県民にお知らせして欲しい
50代 女性 宜野湾市 しまくとぅばも文化だと思うので、なくなってほしくないです。しまくとぅばでもキレイな品のあるしまくとぅばであってほしいです。

50代 女性 豊見城市
日常生活の中で使ってこそ言葉は覚えていくと思います。核家族化している現代、しまくとぅばを継承することはかなりむずかしいと思いま
す。しまくとぅばを生活の中で話して頂けるご年配の方々と交流を若い、特に子供たちと持つこと。大切だと思います。

50代 女性 伊江村
普及は難しいと思う。周りに使っている人いないです。聞く事はだいたいできたとしても、使うのは無理です。その土地で組織を作り、途絶
えることのないようにする。その時代、年代の代表者が受け継ぐ。全体的には無理でも一部の方達がつないでくれたら。

50代 女性 沖縄市
しまくとぅばは沖縄にとっても、とてもすばらしく、ぜひ（ずーと）残してほしいと思います。なくなるとうちなーが、うちなーらしさがなくなり、とて
もさみしいと思います。首里城が火災にあった時の県民のきもち、とても、悲しかったですよね。さみしかったですよね。そんな感じになると
思います。ぜひ、残してほしいです。

50代 女性 宮古島市 多様性を秘めているのでたくさんの光景と持保が可能性をある

50代 女性 うるま市
多くの方が「残していきたい」と言うのを耳にしますが、どの方も、子や孫には使わないと答えます。とてもおかしな話です。わかる人が小屋
孫に使わないようでは、いずれなくなると思います。

50代 女性 うるま市 小さな子供がお年寄りと交流しながら、楽しく学んでいけたらいいなと思う。

50代 女性 沖縄市
わからない人が多くなっている中、先日、外国人の方が話しているのを聞いてびっくりしました。沖縄では伝えていけないのに外国人は興
味をもって勉強している。沖縄でも、小さいうちから耳にしていく事が大事だと思います。（保育園で、おばーちゃんをよんで、取り組んで
いる所もあります）

50代 女性 宜野湾市
方言、しまくとぅばは沖縄のアイデンティティー。自身はあまり使わないが、聞いていて心地いい。ぜひ、すたれることなく継承していってほし
い。

50代 女性 南城市 強制ではなく、自然に誇りをもって話せる様なながれであって欲しいと思う。地元に誇りを持てれば自然に文化も大切に思う
50代 女性 宮古島市 聞ける事は出来ても、話す事が出来ない（恥ずかしい）幼少期からの習慣が、大事だと思います。
50代 女性 嘉手納町 考えが古い。標準語をまず教えるべき。

50代 女性 うるま市
しまくとぅばを話すのはむずかしいと思いますが、あいさつ程度の意味はわかる様になってほしい。忘れられると、なんか淋しい気持ちになり
ます。

50代 女性 那覇市 しまくとぅばを残していくためにぜひ必要なことだと思う。何らかの行動を起こすきっかけになる

50代 女性 那覇市

良い試みだと思います。私の幼少の頃は、祖父母や父母がしまくとぅばで話していたし、テレビでも「沖縄の歌と踊り｝等、芝居が観れた
ので、自然ンとしまくとぅばに触れる事ができた。学ばなくても耳に入ってきたので覚えます。できた。最近では、しまくとぅばを耳にする事もな
くなり、寂しく感じていた。これからどんどん積極的に「しまくとぅば」を推進していき、自然と耳に入り、覚えていける様な世の中になってほし
い。

50代 女性 那覇市
しまくとぅば普及は風習・行事・文化を伝えるために一番効果的であり、しまくとぅばで思考して発信していく事は、沖縄人のアイデンティ
ティーで、心の拠り所・核となるものです。暮らしを人を大事にする社会にシフトしてゆくための重要な活動になると思います。

50代 女性 那覇市 しまくとぅばを使った番組を作ってほしい。テレビをよく観るので。
50代 女性 那覇市 今は高齢の方でも「しまくとぅば」を使わないんで、小学校等の日常生活のいさつの取りくみは良いと思います。

50代 女性 うるま市
行事やイベント等の前ＰＲをもっとやってほしいです。イベントや行事が済んだ後のＴＶ番組なで、そんなイベントがあったんだと知る事が
ある。前もってわかれば（知る事が出来れば）参加もしくは観覧したかったなと思う事が何度かありました。うちなーぐちは後々まで残って
ほしいです。これからも頑張って下さい。綺麗で耳ざわり良いうやまい言葉うちなー口であれば公共や会社でも方言ＯＫなのでは。

50代 女性 西原町
しまくとぅばは、いろんな所で伝えて行ってほしいと思っています。特に、おじいちゃん、おばあちゃんがいる家では、おしゃべりで取り入れてい
てほしいと思います。孫や家族、友達、いろんな面で、しまくとぅばを使う方々が増えていくと考えています。

50代 女性 宜野湾市
祖父母、親との生活の中で、しまくとぅばを使えば自然と身につくが、現在も30代の子達は分からない人たちが多い。昔は沖縄の芝居や
歌などがお正月番組などがあったので、それを親達とみて、私達の時代はしまくとぅばが使え、聞く事が出来ています。

50代 女性 読谷村 色々な所で普及活動があるという事はよかったのかなと思います。

50代 女性 那覇市
使いやすい、覚えやすい、世代を通じて話せるしまくとぅばをパンフレットやタオル印刷などで世帯に配布して身近に感じてもらえたら良いの
では。

50代 女性 那覇市
自分自身がもっとしまくとぅばに感心をもっていくことが大切だと思います。そのためにもっと県が行ている事業を活用していけたらと考えさせ
られました。

50代 女性 那覇市
必ずしも仕事で使うとかではなく、日常生活の中で、場面場面に合わせて使える機会が増えるといいなと思います。学校なら低学年の
読み聞かせなどから親しんでもらうのもいいですね。

18.ご意見・ご感想

‐121-



令和2年度 しまくとぅば県民意識調査 報告書

年代 性別 居住地 しまくとぅば普及推進についてのご意見ご感想

50代 女性 那覇市
高齢者の方が遠慮したり通じないからと言ってあえて共通語を使うのを見るとさびしい気持ちになる。あえてしまくとぅばを使って「みーなりちちな
り」させるべきではないでしょうか。ＮＨＫ１８時のニュース番組ではアナウンサーの方が「ハイサイ」番組の終わりには「またアチャーヤーサイ」と
方言であいさつするのはすごく共感できる。他の民放のテレビ局もやってみても良い取り組みではないでしょうか。

50代 女性 那覇市
何十年後には、方言は残っているのか。両親が同村出身でなければ、本当の方言は使えない。首里でも町によって全く違う言い回しなので、
ゆるりとした耳ここちいい方言は、親の時代で終りかと感じる。少し荒い方言は、とても心がそわそわドキドキしてしまうので。これからの時代「し
まくとぅばマナー」も考えて欲しい。誰が聞いても耳ここちよいしまくとぅばへの方向を進んで欲しいです。

50代 女性 南城市 自分自身が勉強したい

50代 女性 今帰仁村
おじー、おばーがいる所は普段から聞きなれていると思います。何となく聞く事はできるが、話す事はむずかしいとおもいます。聞きなれになると
思います。学校、職場でふつうにお話できると思います。ぜったい残すべき。

50代 女性 那覇市
郷土の言葉や文化は特徴的な程良い。特徴的な部分が多ければ多い程、その土地の個性が生きるし、その土地に行ってみたくなる。観光
の誘致につながると思います。

50代 女性 沖縄市 しまくとぅば普及推進、すばらしいです

50代 女性 浦添市
年配の方と話をする時方言だと敬語があいまいなので標準語になってしまいます。本当は方言でか会話したいんですが。CMとかで会話のお
手本など流してもらえたらいいなーと思います

50代 女性 うるま市
しまくとぅばが滅びてしまわないように、わたしたちは努力しないといけません。アイルランドやハワイなど、言語消滅の危機から見事に自分たちの
ことばを取り戻し例もあるので、沖縄県一丸となって努力すべきだと思います。学校での取組がかぎになると思っています。

50代 女性 沖縄市 学校の授業の中で子供に教えてほしいです。
50代 女性 沖縄市 最終的に、良いものだけが残ればよいと思います。介護の仕事をする人は、しまくとぅばを話せるようになってほしい。

50代 女性 浦添市
少しずつ、コツコツと続けていかないと広めていかなければいけないのでしょうか。目で見て、耳に入ってくるもの、実際に体験しないと理解する
のは難しいと思います。

50代 女性 浦添市 しまくとぅばの意味は覚えていてもいいですが、会話としては使わなくてもいいと思います。
50代 女性 沖縄市 しまくとぅば普及、大賛成です。美しい礼をつくした言葉だと思います。無くならないでほしいです。

50代 女性 石垣市
かつて方言しまくとぅばを使ってはいけないという時代がありました。それを乗り越え、今それぞれのしまくとぅばが見直されていること、沖縄だけで
はなく全国に広がっていると思います。しまくとぅばを大事にしながら綺麗な日本語イントネーションを学ぶことも大事だと思います。しまくとぅば＝
ネイティブ 語学を知ることと同じように生まれた島の言葉も身についたら素敵だなと感じます。

50代 女性 うるま市 これからもしまくとぅばで沖縄の良さが発信できるよう頑張ってください。
50代 女性 石垣市 昔の喜劇芝居などをテレビで流したり歌にして流してほしい
50代 女性 那覇市 しまくとぅばは沖縄のひとつの文化として残ってほしいと思います

50代 女性 那覇市
自分自身がしまくとぅばを使うことがすくなく子供たちにも教えることができないので、残念に思うことがあります。絵本やうたなどで伝えていますが
これからは日常会話でも少しずつ使っていきたいです。、しまくとぅば普及推進は賛成です。私も意識して勉強会講座等機会を作って学んで
いきたいです。

50代 女性 那覇市
沖縄拝みは方言で行うのが良いと言われており是非みにつけないと思っています。大切な沖縄のしまくとぅばは受け継いでいかないといけないと
思います。

50代 女性 那覇市
おばあちゃんが使っていたしまくとぅばが小さいころからすごく好きでした。今は亡きおばあちゃんにもう一度会ってしまくとぅばを習いたいと思うぐら
いです。是非沖縄のしまくとぅばを後世に残してほしいです

50代 女性 沖縄市 舞台や催し物など身近に体験したりみることができればいいですね

50代 女性 那覇市
しまくとぅばのCMを明るく楽しい内容や目が覚める歌など子供が興味を持つようなものを作りPRすることで普及につながると思います翁ｗ出
身の有名人（ダパンプ、ガレッジセール、HYなど）の協力もらえたら若者にもつながるのではないでしょうか

50代 女性 名護市 しまくとぅばは絶対に絶やしてはならない。普及推進には賛成です

50代 女性 沖縄市
沖縄の昔話をテレビで見たことがあります。のみとしらみが登場人物でした。内容はうさごとかめでした。昔の暮らしぶりが偲ばれて、ほっこりした
気持ちになりました。割とラジオをききます。ラジオドラマのセリフなど、しまくとぅばを使ったドラマがあってもいいかなと思います（もう存在しますか
ね）

50代 女性 宜野湾市
なかなか話す機会がないが、周りに話せる人も少なくなってきた。もっとローカルテレビで番組を作っては。ちゃんとした方言でドラマ等、勉強に
なるのでは…民間企業を集めて、講座など全島での取り組み考えている間に10年20年たつともう話せる人はいなくなると思う。本土からのテ
レビ放送はどこを見ても同じ情報ばかりもっと沖縄らしいテレビ局があっても良いと思う。沖縄の文化等を織り交ぜてできないものか

50代 女性 本部町

ことばは身近な民謡からスタートさせてみてはいかがですか？でんさぐの花やデンサー節はもちろん、わらべ歌、かぞえ歌など学校や幼稚園保
育所で必修科目を徹底させてみてはいかがですか？とても手軽に始められると思います、。それからなじませていくって感じは私小学生だった
ら楽しいんだろうなあと思いました。ちなみに5年生の娘と三線（きっかけは子供の学習発表会で三線を引いたことから始まり）習い始めてひ
ける、うたえる意味調べるという風に方言を学ケースもあります、これも基武小学校と地域の方々のご尽力ですね。感謝しています。

50代 女性 北中城村 普及はとても良いと思う。島外出身ですがうたってみたいです

50代 女性 那覇市
自動や生徒に教えることは大切だし、必要であるが、昨今の教育現場における先生型の負担は大きい。よってしまくとぅばが学校で負担過重
とならないしくみを構築しつつ普及をあきらめないで県はやってほしい

50代 女性 沖縄市 イベントでの挨拶とかで使うようにし、テレビラジオ等でも方言を使う場面が多くなればいいなと思います

50代 女性 浦添市
確かに今後も残っていってほしいと思っているものの自分が率先して様々な場所で使っているか。今後使っていけるのかは、なかなか難しいこと
かもしれないです。しかし今回このように少しだけでもしまくとぅばと向き合う機会を持ったことで次の世代へつないでいくためには私たち親世代
の努力が大切だと改めて感じました

50代 女性 宜野湾市
友達がしまくとぅばの県民大会に出たことがあり、流暢に話している姿に感銘した。しかしなかなか正しいしまくとぅばを耳にすることはほとんどな
い。私が小学校の頃は方言は使わないようにと先生方から注意もあった。普段耳にするのはどちらかといえば乱暴な言葉。学ぶ機会、使う機
会を小学校から授業というよりも毎朝、または少なくても週2回程度、授業前に１語でも学び、知る機会を作っていくことも必要かと思った。

50代 女性 うるま市
地域によって言葉は違うのでそれぞれの言葉を残すことが大切。しまくとぅばという共通のことばがある訳ではない。その土地のことばを残すこと
が大切なのでは。今は無理だが方言を話せる方とのお茶会とか方言だけを話すサークルには参加してみたいと思う。方言は話せても話す場
がないのだから話す場が欲しい。

50代 女性 宜野湾市 今の時代は高齢者と話す機会もないから、わかり世代に少しでもしまくとぅばを知ってもらいたい

50代 女性 糸満市
私はおばあちゃん子だったのでしまくとぅばは聞き取れますが、私自身しまくとぅばを話すことができません。私の子供の時学校ではｈ上旬語を
使わないと先生たちからもしかられる時代だったので、今頃になって使いましょうといわれてもしゃべれません。なので、学校教育からしまくとぅば
授業を入れることによって小さいうちからしまくとぅばが聞き取れて、みんながしゃべれる沖縄になってほしいです。

50代 女性 那覇市

沖縄の方言の場合、人を馬鹿にしたり喧嘩の時に使うことが多い。オタクたちがもし店で買い物をするとき、普通に丁寧に対応してくれた人が
友人がきて、方言に切り替わったとしたらどんな感じを持つかな。アガー、フラー、死なすんドー、スグラリンドー、カー、はかりんどー、みん玉はが
りんどー、これも島くとぅばですし・・・ROKの番組で「たつくるさりんど」ということばはよく使うが、内地の人と当地の人の受け取りかたが違うから、
気にする言葉ではないとかいってましたが、こちらの人はしごくぞとかやきをいれると受け止めるとか・・・もしそうならオタクたちも相手にいわれて平
気なのかどうか・・・この類の言葉はポピュラーなら臭いものにフタしてという感じがします。

60代 男性 南風原町 うちなぁ~ぐちややっぱ…あとう、あとうんかいぬくさんねナランド~でぃうむいん……ﾕﾀｼｸさい……
60代 男性 那覇市 正しいしまくとぅばを子供たちは学校の授業やサークルで教える。テレビ、ラジオやネットで著名人やタレントが楽しい番組を放映する。
60代 男性 読谷村 日頃からしまくとぅばを使うように心がけています。

60代 男性 南風原町
テレビでワンポイントで挨拶や簡単なしまくとぅばを流すとか、学校や役所、或いは会社に、上記しまくとぅばを貼り出しておいても良いかと思いま
す。

18.ご意見・ご感想
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60代 男性 八重瀬町
日本の各地にその土地の方言が有るように、その土地の言葉の文化として残して行けるよう取り組むのは大切な事だと思います。ただ、
しまくとぅばが話せない、聞き取れない事がその土地で生きていく為の障害にならないような取り組みであって欲しいと願います。

60代 男性 那覇市 「しまくとぅば」が無くなるのは寂しい?

60代 男性 宮古島市 今やAIの時代、見本を作って誰でもアクセスOKにすればすたれないと思う。

60代 男性 石垣市 普及推進は行うべきだ

60代 男性 うるま市 ハワイやグア厶の様に取り組まないと上手くいかない。

60代 男性 宮古島市 今後、方言の重要性を再認識して系統的かつ持続的指導、普及を図るべきである。

60代 男性 宜野湾市 出来るだけ協力したい

60代 男性 宜野湾市 島くとぅばが無くなったらうちなーやあらん。

60代 男性 北谷町 言葉は楽しみとまとまり。

60代 男性 糸満市 小中高学校の授業科目へ入れてほしい

60代 男性 南風原町 しまくとぅばを積極的に使って子供やまご達としまくとぅばで話ができるようになりたい。

60代 男性 読谷村
ＴＶなどメディアでしまくとぅばを使って話しをする場面で、本土なまりのイントネーションが多々あります。聞いていてはずかしくなります。し
まくとぅばで話すならその通りのしまくとぅばなまりのイントネーションでしゃべるように気を付けてもらいたいものです。

60代 男性 宜野湾市 マスコミやテレビ・ラジオなどもっと番組多く流して欲しいです。

60代 男性 読谷村
自分の時代は学校でしまくとぅばを使うとばつああり、あまり話さなくなったので、子供たちには、しまくとぅばのいいところを教えてはなせるよう
にしてほしいと思います。

60代 男性 那覇市
沖縄の方言は万葉言葉の形を残す貴重な言葉であり、もっと県民に情宣すべきである。伊波フヨウ先生が一生懸命研究された事を
もっと県民にアピールすべきです。大事な方言を絶やすべきではありませんぞ。

60代 男性 宜野湾市
低学年から教育の一環として教えていけば多くの県民まっていくのではないかと思います。また、私達が小学生の時に方言禁止バッチが
あった様に逆に方言推進バッチっを作成して、若い人たちが方言に試着をもてるようにしていけばいいんじゃないの。

60代 男性 東村 民泊（修学旅行の生徒）に特にしまくとぅばを使っている。どうしてかここは沖縄だから使う。沖縄の特色文化です。

60代 男性 宜野湾市 最近ラジオ等で若い方が使っているのは、しまくとぅばというよりは、ため口、なまりだと思う。そういう事を認識することが必要だと思う

60代 男性 うるま市
昔は方言札というのが」あって方言を話す事が悪いことのような雰囲気だったのに、今は方言を普及させようとしている。方言は習うより慣
れろです。

60代 男性 豊見城市
行政のポスター等で外国語（和製）よりしまくとぅばをもっと使え。行政職員の意識改革が必要。あいさつ程度の方言を知らない者は
採用するな。

60代 男性 南城市 聞くことはできるが、話せない人が多くなり、それを子どもたちにしまくとぅばを残していくためには普及推進は大事なことだと思います。

60代 男性 宮古島市 ＰＲや普及推進をもっと活発にやってほしい。

60代 男性 宜野湾市 絶対に絶やさない事だと思います。

60代 男性 北谷町 しまくとぅばがないとさびしくなるとおもう

60代 男性 那覇市
しまくとぅばと同様に沖縄県の地域、歴史、文化をもっと広く知ってもらう努力が必要（沖縄県民）行政機関の努力不足ではないで
しょうか。役所の窓口から変わらないといけない。「ハイタイ」かたことのうちなーぐちでは、どうしようもない。もっと誇りを持つような教育文化
の継承に関心と努力する仕組みづくりが必要である。現状のままではなくなります。

60代 男性 那覇市 問23に対してもっとマスコミかＰＲして下さい。しまくとぅばを習いたい若者がたくさんいます。

60代 男性 那覇市 方言が無くなるのは寂しい

60代 男性 那覇市
島くとばは沖縄本島と宮古では全く違う。宮古でも地域によって違っているので教える側の先生方がしまくとぅばを分かっているか。現状の
しまくとぅばは主に沖縄本島及び周辺の離島の事を指していると思われる。宮古で生まれた子供達は沖縄方言をわからないし、沖縄本
島で生まれる子供達は宮古の方言を分からない。子供に教えてもしゃべる相手がいなければ使わないと思う。

60代 男性 石垣市 沖縄の歴史知る為にも必要

60代 男性 浦添市
協力はできませんが、みなさんがんばった下さい。地域ごとに様々な「しまくとぅば」があることを知っている事に感謝します。ありがとうござい
ました。

60代 男性 沖縄市 沖縄のアイデンティティー、是非普及活動を。

60代 男性 沖縄市
問23の取組みはほとんど知らない。テレビでのCMもみたことなし、沖縄民謡をどうにか子供たちに興味をもてもらい、わかりやすい教訓歌
を利用する。

60代 男性 宜野湾市
美しい言葉使いを教える事が必要だと思います。地域によって、アクセントやイントネーションが違うので大変ですが、相手に伝えられる事
が大事だと思いますので乱暴や流行語の乱用は注意すべきだと思います。丁寧な言葉使いであれば良いのではないでしょうか。

60代 男性 うるま市 沖縄演劇やその他漫才等にとり入れてほしいです。

60代 男性 那覇市 語り部を増やしましょう。

60代 男性 那覇市
方言は地域や環境により影響、左右されると思いますが、やさしく丁寧な敬いしまくとぅばの普及推進を。もっと気軽に使えるよう市民の
友等、機関紙に折込み、沖縄のしまくとぅば100選と銘打って壁に貼り覚えましょうと配布する。私も改めてしまくとぅばを見直し使用して
いきたいと思いました。

60代 男性 那覇市
私の幼児期は共通語施行という標語がありました。心に負い目を負った時代を生きてました。公共の場では、使われなくなり、仕事上も
ほとんど必要が無く、聞けますが、スムーズには話せません。目上の人に対するしまくとぅばは非常に柔らかく、沖縄の民度がにじみ出て好
きです。何とか残していけないかと思います。頑張ってください。

60代 男性 浦添市 沖縄の文化として大変大切な事とおもいます。しっかり継承できるよう頑張っていきましょう。

60代 男性 名護市 ぜひ、学校の授業科目に「しまくとぅば」を加えることを実現してほしい。

18.ご意見・ご感想
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60代 男性 豊見城市 日常生活の中で、話すようにすることが大切であるが、現在ではとても難しいと思う。なんとか普及させてのこして行きたい。

60代 男性 沖縄市 小さい頃から学校で教えてほしい

60代 男性 沖縄市 とてもいいと思う。テレビやラジオ、新聞等に島くとぅばのおかんの物語を、朝昼夜と毎日やって欲しい。

60代 男性 那覇市

私の年齢でも本当の「しまくとぅば」は分かりませんが、同級生の模合いの時など自然にウチナーグチがでてとても親しみを感じます。何年
たっても当時の時代に戻れるのが、地元の方言なのかなと思います。社会人になって県内で、南部、八重山とか転勤で何年か転勤しま
したが地元の方言が分からず沖縄の言葉の多様性に大変驚きました。これは、これまでのその地域の文化、風習等に深く関わっていま
す。これを未来につないでいく為に、この言葉は是非、地域で守っていかないといけないと思います。

60代 男性 南風原町
あらゆる場面で積極的に使うようにする。例えば公務員（県、市町村等職員、学校の先生とか）日頃から意識して使うようにする。ま
だまだ、会議とか集会等で共通語があたりまえでなかなかみざさん「しまくとぅば」で話そうとしない。

60代 男性 宜野湾市
行政の努力に感謝。粘り強く継承願います。地域＝公民館＋隣接公民館での取り組み（講座とか話し」大会など）をためしてみては
どうか。難しくしないほうがいい。楽しい方がいい。シンプルな取り組みを。

60代 男性 那覇市
しまくとぅばの普及発展」の為のご尽力、大変素晴らしい事と思います。うちなー言葉はそれぞれの地域にそれぞれの特徴性があり、ユ
ニークでぬくもりさえ感じられます。使用していかないと絶滅危惧種同様、無くなってしまう可能性さえあります。子々孫々まで「しまくとぅ
ば」の伝統文化を継承発展する必要が私共の責務と考えます。

60代 男性 糸満市
ぜひ、沖縄文化の一つである「しまくとぅば」の普及を望む。高齢化社会、少子化時代等、現在社会で大切なものを伝える為には、「し
まくとぅば」を通した交流の場が必要だと思う。最低限の「しまくとぅば」を全県民がマスターしてほしい。

60代 男性 宮古島市 文化的資料ととしてのこせればいいのかなとは思う。

60代 男性 豊見城市
地域ごとの方言がワンタッチで聞けるシステムで公共施設等で利用できるとゲーム利用感覚でスムーズに取り入れられないか。その為に
は膨大なデータ収集が必要ですよね。大変ですね。書く市町村との連携は重要になります。

60代 男性 嘉手納町
いやー（あなた）のことを平気でやーという若い人にやーは家のことだよと思いつつ声を飲み込んでいる自分がいます。どうにか出来ない
でしょうか。普及推進というのは、しまくとぅばという一つのものを守るということなのか、地域ごとに何百とある独自のしまくとぅばを全て」守る
という事なのでしょうか。あいまいな気がします。だからいろいろな取組が浸透していないのではないでしょうか。

60代 男性 沖縄市

子どもの頃、学校で方言を使うと先生にしかられた。親に対しても担任を通して子供に方言を使わないよう指導されていたと思う。父と
母の会話は方言であったが、私の兄弟間では使わなかった。私家族はまじめに先生方の言うことをきいて方言を話さないようにした結果、
方言をはなさなくなった。方言は悪いものだという教育を受けたので、今さら方言施行とか言われても無理。又、本島中部以南はだいた
い同じ方言で通じると思うが、離島出身者は言葉が違うと」思うので、位置から外国語を学ぶのと同じでたいへんな労力である。言葉、
言語は時代により移り変わっていくもの。大きな川の流れを変えるのは不可能。その労力コストを他へふりわけた方が県民の幸福につな
がると思う。

60代 男性 浦添市 やはり小さい頃からの教育しかないと思う。

60代 男性 南城市
親子での日常会話で普通にしまくとぅばを使うように推進することが言語を維持し続ける一番重要な事であります。そのためには県民の
考えを変える必要が重要であると考えます。しまくとぅばに誇りをもてる沖縄。又、琉球沖縄に誇りをもてる。沖縄を築き上げていくことを
重要と考えます。琉球の歴史を学校で教え誇りを持てるようにする事が重要であると考えます。わんねぇあんう、とういびいいん。

60代 男性 石垣市 島々、地域によって、方言に違いがあるので、各地域での取組が大事だと思います。中心となる方達への支援が必要だと考えます。

60代 男性 浦添市
幼少の頃から慣れ親しんできました。ウチナーグチですが、私は完璧に使いこなせはしませんができるだけ使っていきたいと考えています。
機会が少ないのですが、しまくとぅばで会話すると心穏やかで柔らかい気分になり、心持ち楽しく感じますね。島くとぅばにはユーモアと誠実
さを感じますが私だけでしょうか。

60代 男性 浦添市 沖縄に限らず、全国的に地域文化の継承の為、普及推進に取り組んで頂きたい。

60代 男性 宮古島市 移住者なので、しまくとぅばの意味がよくわからない

60代 男性 うるま市 あまりりうこう語に流されすぎる今日。むかしにもどって、しまくとぅばをみつめなおしてほしい。

60代 男性 浦添市
沖縄県は地域により言葉が違うのでそれをどうするか。県が首里の言葉にするのか。やはり生まれ育った地域の言葉で話し聞きたい。と
ても難しいとは思うがどうでしょう。宮古、与那国、糸満はあらい、首里、石垣、小浜はやわらかいような気がする。今住んでいる場所にて、
島くとぅばを違えて子供達に教えるという事ですか。私は生まれ育った場所がなつかしい。

60代 男性 那覇市
他県に生まれて、方言もありますが、ここまで普及推進に熱心なことはありません。やはり王朝文化の影響といいますか、プライドの高い
民族という感じがします。

60代 男性 那覇市
身近にしまくとぅばを教える場所、又は、無料、塾等があれば良い。テレビ、又はＣＭの沖縄の行事、しまくとぅば等、非常にすばらしいで
す。県外の方がしまくとぅば持って帰る事が多い。沖縄のマンガ、ナカイマツヨシ先生等すばらしい。全国で活躍している。

60代 男性 嘉手納町 むかしの話しをもっとテレビでやってほしい。

60代 男性 うるま市
方言が禁止されていた世代からすると、どこの地方（大和）に行っても、禁止されることはなかったと思います。教科書には共通語しか
ないのに、共通語が離せなくなるとでも思ったのでしょうか。同じ年の人でも、話せない人が多くて残念です。しまくとぅばでしか通じない言
葉があるのにもったいない。是非とも方言を広めてほしいです。

60代 男性 豊見城市 「しまくとぅば」には、共通語で表現できない味がある。後世に引き継いでほしい。

60代 男性 那覇市

昔は先生がしまくとぅばを使うなと言い、メエゴォサーされ、今は、普及しようとする、琉球国として独立したら、いいと思う。グソーに行くとみ
んなが方言を使えないかな？テェファエサー、宮古、八重山の方言もあるさーわからん。自然の流れかな、時代の流れかな、琉球は、ワ
ン、イヤー、中国はワァー、ニィー、似てるなー。中国の琉球人として属国化した方がいいかも。沖縄の儚しさが方言がなくなるとなくらるみ
たいな思える。民謡は歌は美しい、心地よい。

60代 男性 北中城村
子供の頃からしまくとぅばに接する機会が多ければ多いほど継承がしやすくなるのでは？と思いますが。個人個人が意識して子や子孫に
話しかけることが1番大切ですね。(反省を込めて)

60代 男性 うるま市
60代ですが、来年は70になりますがそれでもあまり、「しまくとぅば」を知らないのが現状です。これが50代、40代、30代となるともっと知
らないんじゃないかと思います。たくさんの世代に使ってほしいです。

60代 男性 石垣市
TV、ラジオでもしまくとぅばの番組があり、ほとんどが沖縄本島のが多いですが、聞いてきて楽しくなります。同じように八重山、宮古、与那
国等のしまくとぅばも放送されていればより親しみが出ると思う。挨拶等のポスターの配布、インターネット等で翻訳サイト(音声含む)

18.ご意見・ご感想
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60代 男性 うるま市
一般的な方言は話をしなても分かるかもしれないが、独特な地域の「しまくとぅば」は語り継がれてないのが現状。自分の所の地域でも
「しまくとぅば」は後10数年で消滅するのではないかと思います。同年代でも、わずか1%～2%しか理解していない。先輩も年々減って
いくのが悲しい。最終的には、一般的な方言が残るかも知れない。

60代 男性 宜野湾市
学生の頃沖縄方言ウチナーグチの存続は風前の灯と上村先生は話していました。数十年経った現在、一部地域、学校において啓も
活動普及活動を行っているようですが、広がらず、話せない世代は増え続けていると感じます。このままでは消滅しかねないと感じており
ます。少しでも普及推進を続けてもらえたら良いと思います。広報を強化して県民全体に周知できるよう願っています。頑張って下さい。

60代 男性 浦添市 メディア（新聞・テレビ・ラジオ等）や学校など（特に行政が）もっと「しまくとぅば普及」に取り組んでほしい。

60代 男性 糸満市

どこの地域にもしまくとぅば（方言）があります。日常的に使わないと衰退していきます。沖縄のしまくとぅばは使えない子供たちが多いよう
に思えます。共通語としまくとぅばは違うイメージがあります。もっと自然に使っても良いのではと思います。言葉は文化ですので時代ととも
に変化していきます。しまくとぅばと共通語が混ざって使いやすい新しい言葉が生まれても沖縄らしさが出せればいいのかなと思います。し
まくとぅばと共通語を区別しすぎると別な言語になって残念なことばになってしまうのが心配です。

60代 男性 那覇市
私どもの年齢はしまくとぅばは聴くことができても、話すことはできませんでした。話すことができたらもっと楽しかったでしょうね。現在の子供た
ちはしまくとぅばは聴くこともできません。もっとしまくとぅばを普及させて沖縄のしまくとぅばの楽しさ、すばらしさを感じさせてほしいものです。こ
のままだとしまくとぅばはなくなってしまうのでは しまくとぅばを大事にしたいものです。

60代 男性 与那原町 しまくとぅばがなくなると寂しいですね

60代 男性 那覇市

私は1953年(昭和28年）沖縄市生まれです。幼少のころは家族親戚の間、または子供同士の遊びでの時も沖縄方言が当たり前で
した。小学校に上がったら方言を使った子を先生が放課後残して×をしました（手を出させて竹の物差しでたたきました。まるで不良犯
罪者扱い）社会人になって内地でも方言があることを知りました。沖縄では方言を話せない若者が多くなり島言葉普及を叫ぶのは矛
盾、しかし敬語や励ましなどの良い言葉はいつまでも残ってほしい

60代 男性 うるま市 みんなで大事にしていきたい

60代 男性 西原町
沖縄の各地域方言とかしまくとぅばは永久に残してほしいです。大学卒論4年間の研究で学んだので、他の人より多く感心があり。現在
は他国語と同様に若者たちにも話せて聴く力をつける普及推進に努力してほしいです。また自分にできる事例があれば協力をおしまな
いです。応援します。

60代 男性 那覇市
小さいころから教える言葉の良さも悪さも知る。社会に出ても使えるように。週に一度でも今日は方言で会話をする日設定（気軽に使
えるようになりそう）

60代 男性 那覇市 テレビやラジオのCMや短い番組でもよいのである程度本数を増やしてほしい

60代 男性 那覇市
話せるようになりたいと思いながらも必要に迫られることなく過ごしてきました。沖縄県で実施している取り組みも知らずにいました。普及
講座を増やしていただき、参加できる時間がありましたら是非受講したいと思います。しまくとぅばは絶対に残すべきだと思っています。

60代 男性 那覇市 JTAうちなの翼でアナウンスをしていてとてもよい。方言は文化であり残すべき

60代 男性 那覇市 学校で子供たちに教えてほしい

60代 男性 宮古島市
先祖代々受け継がれ話されてきた大切な言葉なので次世代に普及推進することはアイデンティティの確立という意味で重要なことと考
えています

60代 男性 北中城村 しまくとぅばに含まれている面白いニュアンスが若者に伝わるCMホームバラエティ作りを活用してほしい

60代 男性 宜野湾市 しまくとぅばの普及を数多く広めてほしい

60代 男性 那覇市
普及のためには小学校で教える。また家庭で父母に小学校のカリキュラムを理解してもらい、一緒に家族で親しむ習慣ををつける。しまく
とぅば県民大会をマスコミ、ネット、SNSで盛り上げていく

60代 男性 南城市
人は言語しまくとぅばを通してアイデンティティを持ち、文化を知ることができて、沖縄文化の再発見につながりこれからも正解に一人ひとり
が誇れる沖縄（ウチナー）になることを確信することで未来は明るくなることを信じ、100年先の県民に自慢できると思います

60代 男性 本部町
テレビの普及により、子供たちが標準語を覚えるのが早くなり、携帯電話やスマホも多くなってきました。老人の和も長寿社会になってき
ており、その方々にはもうすでにちゃんとした方言を話せるとは限りません。このアンケートもあまりにも遅かったようです。一刻も早く予算化
してしまくとぅばの普及に役立っててほしいものです。

60代 男性 豊見城市 自分たちが小学生のころ共通語で方言を使うとパチされた

60代 男性 北谷町 今普及推進に取り組まなければ、しまくとぅばを使う機会が消滅してしまうので、是非取り組んでもらいたい

60代 男性 沖縄市
自分のしまくとぅばがあるかどうかも知らないので知りたいという気持ちはありますが、何故必要なということについては自分自身もよく知らな
いし、考えたこともない。しかし一つの文化として残すのもであってほしい

60代 男性 沖縄市
しまくとぅばを残す取り組みを一部の方にしても、普段でみんなが使わないと残すのは難しいと思う。これまでしてきた取り組みの結果で、
現状通りかこのままだとしまくとぅばはどうなるのか考えると不安に・・・みんなが使うためにどうするかの方向で取り組みを検討したほうが良い
と思います。自分もできるだけ伝えていくよう心かけてみたい

60代 男性 那覇市

島言葉は意志を伝えるために必要な言語です。使わなければなくなっていくと思います。お互い沖縄の大人たちも自覚をもって、親しみ
を込めて自然に使える環境も欲しいです。私が小学生のころは方言札なる物がありまして、今ではなつかしいですが、歴史に翻弄された
沖縄の負の歴史かもしれません。口伝承は変化していつかはなくなるかも知れません。なくなさない為にも、わかりやすい島言葉の本を作
成して県民に無料で配布して欲しいです。また琉球歌劇の公演回数をもっともっと増やしてほしいです。そのためにも是非、行政の力が
必要だと思います。よろしくお願いします（琉球歌劇）保持者宮城武硯

60代 男性 那覇市 普及につとめることは良いと思います。無理強いはさせないようにしてください

60代 男性 浦添市 将来にわたって残ってほしい

60代 男性 沖縄市
しまくとぅばも大切ですが、最近の若い人は共通語が（正しい）使えない正しい日本語をもっと勉強したほうが良いと思う。最近の若い
人の言葉は意味不明な流行語が多い。目上の人に対する言葉もできていない。特に沖縄では方言と共通語かチロンブルーになって、
相手に失礼な不快な思いをさせていることが多々聞かれる

60代 男性 糸満市
私自身日頃の会話では方言です。方言は沖縄の文化であり宝です。たとえば共通語で氷原できないことでも方言では語れます。チバリ
ヨー
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60代 男性 八重瀬町 方言は小学生のころから学んでほしい

60代 男性 宮古島市
私自身普段方言を話したりしないので、なるべく話すように心かけたいと思います。現在あまりつかわなくなった言葉（方言）勉強したい
と思います

60代 男性 糸満市
普及推進は琉球独立運動にしか思えない。自然に任せるのが一番良いただ記録は残しておくべき（首里、宮古、与那国、国頭な
ど）沖縄歴史として正確に記録として残すべきと思う

60代 男性 那覇市

生活の中で挨拶だけでなく、しまくとぅばが話せるようになれば、沖縄の豊かな文化が実感できるかも。現在空手の稽古に精を出していま
すが空手の言葉（指導されるとき）ガマク、ムチミ、ベーク（早く）などしまくとぅばがよく使われます。しまくとぅばと空手など沖縄の伝統文
化の生きるしまくとぅばを紹介、普及、生活の場で使われるしまくとぅばに目を向けるのもいいかも。空手、エイサー、ハーリー、もちろう、など
の指導などで使われるしまくとぅば

60代 男性 石垣市 介護施設の職員は方言で介護を行ってほしい

60代 男性 豊見城市
社会で接客業の方は是非方言を学んだほうが良いと思う。特に方言の敬言等は必要だと思う。、標準語では表せない独特な柔らかい
感じがいい

60代 男性 名護市 しまくとぅばが消滅しないで後世につたわっていってほしい

60代 男性 浦添市
私たちの時代には学校によって禁止されて×をうけた人からみれば言葉を話さなくなってまたは話すことを忘れてしまった時代を過ごすと現
代において聴くことはある程度わかっても話そうとは思わない。思えないので正直わかりません。

60代 男性 豊見城市 以前はラジオ沖縄で方言ニュースがありましたが、近年になくなっているのが残念。官公庁者マスコミでしまくとぅばを使用してほしい

60代 男性 石垣市
地域に残る伝統行事や祭りはしまくとぅばを通じて長きにわたり受け継がれてきた。またしまくとぅばを話すことにより、地域への愛着が増す
ものと考えられる。このためしまくとぅばの普及推進に向けたさらなる取り組みが必要と思われる。

60代 男性 与那原町 しまくとぅばが消滅しないことを望みます

60代 男性 うるま市
学校総合学習、官公庁民間企業等で普及推進の頻度をあげる。何よりも家庭地域でしまくとぅばを使うようにする。しまくとぅばに誇りを
持つ意義を若い人子供たちにいかにわかりやすく伝えるか郷土愛とともに教える。水曜郷土劇場お茶の間で観れたらと思う（夕食等）
幼い頃は楽しみでした

60代 男性 浦添市 小学校中学校で方言の時間をとってほしい。琉球王国の成り立ちや沖縄の歴史も詳しく

60代 女性 那覇市
最近のラジオやテレビの番組の中で使われている言葉でしまくとぅばでもないのにあたかもそうであるような誤解を招く言葉遣いが目に余り
ます。普及推進するには，正しい表現を地域によって違うことも理解してつかうことや敬語や謙譲語なども正しい使い方を伝えるべきで
す。

60代 女性 宜野湾市 しまくとぅばしか話さない祖母と会話が出来るくらいは、子どもや孫がしまくとぅばを理解して欲しい。

60代 女性 沖縄市 敬語もきちんと教えて欲しい

60代 女性 南城市
しまくとぅばを普段から話せる環境がないため、あまり意味もわからない、話せない私がいます。幼い頃から、しまくとぅばに親しむことが、大
切だと思います。

60代 女性 沖縄市 取り組みがもう少し前から、積極的に出来ていればと思う。

60代 女性 豊見城市 綺麗な島言葉が使えるようになれば、いいですよね。

60代 女性 久米島町 地域ごとに様々なことあがあっていいと思います。となｒの家とはちがいがあてそれはまた楽しいです。

60代 女性 那覇市 各家庭での会話はムリ。だから沖縄の文化として学校教育（特に小学校）に組み入れてほしい

60代 女性 浦添市
沖縄独特のしまくとぅばは残ってほしいと思います。私自信は積極的に使っていないのですがお年寄りとの会話はスムーズにいきます。子
供達には何気ないあいさつだけでも興味を持つ様働きかけ、TVのコマーシャル等にしまくとぅばを使って耳慣れさせるのもいいかと思います。

60代 女性 与那原町

私は言葉は時代と伴に変化していくものだと思うのですが。方言棟には標準語に言い替えられないニュアンスの物もあって奥深いものが
あるのですが、たとえば島言葉が無くなったらそのニュアンスを伝えられなくなるかというとそうとも思えません。標準語でさえ、古文の言葉は
すでにほとんど残っていなくて、この言葉が転じて「この言葉になった」というものだけが現在でも使われています。島言が将来どうなるのか
はわかりませんが。親しまれてる言葉、重宝される使い勝手の良い言葉残っていくのではないでしょうか。私自身は子供や孫に必死に教
えた事もありませんでした。ただ、東京出身の嫁さんが面白がるので解説し、教えています。

60代 女性 恩納村 まずは、地域での取りくみが大切だと思います。各公民館にて島くとぅば教室みたいなのが開かれていれば参加してみたいです。

60代 女性 那覇市
しまくとぅば普及推進頑張ってほしい。テレビ、らじおを使ってみじかに普及できるように、耳ぐすいできるしまくとぅばを普及できるようにお願
いしたい。

60代 女性 那覇市
祖父母や父母が使っているのを聞いて育ったので、なつかしさはある。今でも、野山の草木はほとんど方言で覚えているのでまずは、沖縄
の草木、日用品、さいさつなど身のまわりの事から始めてみると、なじみやすいかも。

60代 女性 浦添市

自分の生まれ育たところの「しまくとぅばは大切に残ってほしいと思います。（現在はけっこんして浦添に住んでいます。生まれは北谷町で
（丘の一本松）沖縄芝居の北谷くとぅばはおもしろいですよ）無くなったら悲しいです。私が小さい頃は方言を使うとバカにされてました。
共通語で話す方が良いとされた時代でした。家では祖母が方言を使っていたので方言は話したり聞いたり上手でしたよ。その一方で学
校では方言を使うとバツを受けました。祖母のおかげで方言が使えて感謝しています。最近は、子や孫たちとは、ほとんど共通語です。し
まくとぅばは大切な財産だと思います。「普及推進」はとても良い事だと思いますので頑張ってほしいです。応援しています。

60代 女性 浦添市
こんな風にしまくとぅばを考えた事は今までにありませんでした。県の様々な取組の実施も知りませんでした。これからは積極的に参加をし
てしまくとぅばの普及の一助となりたいです

60代 女性 うるま市 しまくとぅばとは共通語にない。深い意味があります。ぜひ、普及させて下さい。

18.ご意見・ご感想
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60代 女性 うるま市
しまくとぅばの普及活動は学校教育の中で楽しく教えることが出来えｗ場いいなと考えています。小学校低学年は挨拶、中学年は、物
の名前等段階的にできるといいですな。

60代 女性 うるま市
東京で足を踏んだら「アガー」と言うことを聞いたことがある。実に優雅に思うし、ウチナーンチュとして親近感がある。イチャリバチョウレーも
同じで単語だけで使えれば底辺の拡大になるかと思う。

60代 女性 名護市 しまくとぅばが消えない様にあいさつ程度から教えてほしい

60代 女性 那覇市 これまでの取組を私は知りませんでした。これからはしまくとぅばをもっと気にしてみようと思います。

60代 女性 うるま市

「しまくとぅば」って簡単言っても各市町村、各部落によってもいろいろあり、私達が使っているしまくとぅばは首里言葉のように敬い言葉で
話せないから目上の人に対して喋れない。だから自然に共通語で話した方が失礼にならないのでなかなかしまくとぅばが使えない。しまく
とぅばを流暢に話せる様、小さい時から聞きなれるよう「こども番組」のテレビ放送とか学校での強化に取り入れるとか（給食時間に好き
な音楽をリクエストしてながしているように、たまには「しまくとぅば」で沖縄の昔ばなしを短い文にして流すとか）

60代 女性 うるま市
日頃より孫や子供たちにも使うようにしています。ことわざがピッタリきます。今は使われなくても耳から幾度も聞いていると自然に覚えるよ
うになります。私が幼少の頃からそうであったように感じます。まさしくしまくとぅばをなくすと国が失います。

60代 女性 うるま市
学校などで科目にするのは反対。しまくとぅばが好きな人や興味があるときに学ぶ場所があれば自発的に学ぶと思う。科目にして強制して
しまうと嫌いになるし、占領下にあるようでいやだ。

60代 女性 糸満市

私は介護施設に勤務しているのですが、利用者の方とのことが方言を通じてコミュニケーションが大変とれることを痛感している。平成10
年から25年まで県外にいたのですが、方言を使うことがなく、逆に県外の方言を覚えていました。それはそれでおもしろかったのですが、帰
沖して、又、60才になって沖縄のしまくとぅばにとても愛着をもつことができている。コミュニケーションがとれること、又、シマクトゥバの中でも
高齢の方に使う敬いの言葉をもっと覚えて活用していきたい。沖縄の言葉はとても勉強になると思える。これから若い方にも「しまくとぅば」
を覚えて活用したらとてもおもしろいと思います。

60代 女性 那覇市
しまくとぅばが普及され自然とあいさつ等でしまくとぅばが使えるようになって欲しいです。私も日常では余り使いませんが、「ハイタイ」は良く
言っています。

60代 女性 石垣市

小学校、中学校、高校における童話、話し方、主張大会、英語スピーチのようにしまくとぅばによるものがあったもいいのではないかと思う。
私たちも父母や祖父母などのしまくとぅばやまわりの高齢者のコミュニケーションで習う、教えてもらうものではなく、自然に身についた。私の
まわりで方言でやｒとりするのは数々、きくことはできてもしゃべれない同輩が多いのに驚かされる。本島は石垣に比べると自然に話し合
いの中で耳にするが、石はそうではないことが淋しい気さえする。日々、積極的に方言を話すように努力している。とりくみがんばって下さ
い。

60代 女性 沖縄市
祖父母方々が私達に常に方言での会話する事で、いつのまにか理解し、少しづつ話せるようになったけど、若者達にしまくとぅば使って会
話をする事が減ってきて、私の周りにも常に共通語での会話ばかりだ。夫婦間でもいつのまにか、共通語の会話のみでまして、子供達へ
は、100％共通語で話す。これからは、しまくとぅばの会話を増やしていこう

60代 女性 那覇市
私の両親は、本部出身で、小さい時からしまくとぅばを使っていました。私は、生まれも育ちも、那覇市で「しまくとぅば」を使ったらダメだと小
学校で教育され、両親の言葉にも耳をかさずに大人になりました。最近では、朝のラジオ番組で、「しまくとぅば」のコーナーで聞くようになり、
覚えが悪いのですが、おもしろく、そしてなつかしく思い、ぜひ、「しまくとぅば」を普及し、次世代へと繋いで行ってほしいものだと思います。

60代 女性 那覇市

現在60才ですが、私達の親の世代はしまくとぅばを美しく使っていたと思います。私達の世代は本土に追いつけと標準語を使うよう勧めら
れていたように記憶しています。親の世代も次の世代が標準語を使えるようあえて、方言で話しかけるのを避けていたのではと考えます。
今となっては残念な話しですが。目上の人や友達と方言で会話することもなく育ちました。あの頃、唯一、方言を使うのは、兄弟ゲンカお
時の感情的な乱暴な言葉です。美しいしまくとぅばを使えない私達がさらに若い世代に教えることはできない。ホント残念な事実です。復
帰後九州の進学校に進んだ友人が向こうでは平気で若い人たちが方言を使っているのに驚いたと言っていたのを思い出します。あの頃
なぜ興那霸は、しまくとぅばを捨てたのでしょうか。母の美しいしまくとぅばをちゃんと受け継いでいたかった。私の世代、皆、同じ想いだと思い
ます。

60代 女性 那覇市 現在使える年配の方々に積極的に子や孫達に反しかけるよう推奨してもらう

60代 女性 沖縄市

「しまくとぅば」の普及推進に取り組んで頂き感謝しています。将来ウチナーグチがなくなってしまうのではないかと懸念しています。金民の
皆様には沖縄は王国だった事、琉球人としての誇りを持って欲しいと思います。ちょっとオーバーな言い方かも知れませんが、「しまくとぅば」
を残すことはとても大事な事だと思っています。沖縄県民が「しまくとぅば」をなくさないようにという気持を持っていけるようなTV番組やＰＲ
どんどん増やしてほしいです。私はアジア圏で長く住んでいました。日本人ですというよりも沖縄から来ましたというと「あの琉球か」と態度が
変わり、20代の頃の私には沖縄はすごい、琉球王国、私は琉球人なんだと感動したのを覚えています。今でも琉球人という想いは強い
です。今は沖縄に産んでいますが、もっと公共の場でも「しまくとぅば」での案内があってもいいと思います。アナウンスも県外と一緒なので、
沖縄らしさを前面にだしてほしいです。子供達も「しまくとぅば」を耳にする事が増え誰でも自然に身につくのではないかと思います。近い将
来の沖縄鉄道の各駅「しまくとぅば」での案内もお願いしたいです。

60代 女性 宮古島市 大変なお仕事だと思います。がんばって下さいませ

60代 女性 うるま市

私は宮古島うまれで宮古のしまくとぅばは聞く事はできます。使うことはなく。沖縄本島のしまくとぅばはかんたんなあいさつだけです。ただ私
は保育士なのでわらべうたあそびで、うちなーわらべうたは大好きで母子にわらべうたを教えていました。わらべうたは将来に渡って残ってほ
しいとおもいますが、日常会話はつかう人が少なくなり聞くこともつかうこともほとんどいないに近いです。でもしまくとうばは大好きです。ひび
きが好き。

60代 女性 那覇市

私自身も60代後半だが、80、90代の方と方言で丁寧に話し合いたい。方言は日本古典の言語とも重なる部分があるので残ったらい
いなと思う。外国から来た方々が明らかに県外と沖縄の気候同士が異なる事にびっくりします。外国の国々は民族や言語の異なる国々
も多いので、多様性が日本にもある事を知ってもらいたい。沖縄の人々の体格や顔つきは、東南アジアに近いと思う。特異な沖縄を誇り
をもって日本文化の一部として伝えられたらと思う。しまくとぅばは残してもらいたい。

60代 女性 那覇市
離島で生まれ素だったので方言が主だった為、那覇での生活であまり聞こえないのが残念。家族や兄弟姉妹との会話は生まれ育った島
言葉でやっています。しまくとぅば普及推進はとても良いと思う。職場（保育園）でも子ども達とうたったり、話したりをしています。県で普
及推進に大賛成です。

18.ご意見・ご感想
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60代 女性 那覇市
しまくとぅばと沖縄芸能とは違いますか。田舎に帰れば、姉妹でしまくとぅば会話は出来ますが、自分達も高齢（60～70代）で、年々機会も
少なくなっていきます。さびしい限りです。ぜひ、子供達に地域でのそういう機会を増やしてほしいと思います。

60代 女性 那覇市
若い頃東京で生活しておりました。知人につれられて民謡酒場みたいな所へ行ったことがあります。言葉や詩がすばらしくて、沖縄を思い出し、
しばらくは動けませんでした。詩がすばらしいのです。ぜひ、残してほしいと思います。

60代 女性 那覇市 たいへんすばらしい事と思います。
60代 女性 那覇市 したをかむ、むつかしい言葉ではなく、日頃、遊びなのかなどに使うと覚えやすくなると思います。

60代 女性 沖縄市
しまくとぅばは普及継承の取組がいくつもあることを初めて知りました。生活するのに精いっぱいで参加もなかなかですが、なくなってほしくない。
大切な私達の言葉、残していきたいでーす。

60代 女性 那覇市 方言をたいせつに思っていますので、これからも普及促進にむけて頑張って下さい。
60代 女性 金武町 方言ニュースとかあったのですが言葉が流暢であって欲しいです。

60代 女性 西原町

近頃若者たちが伝わりやすい都合のいい言葉を流行させたりしますが、良いものも良くないものもあると思います。ウチナーの生活様式や土着
感がある。皆にすんなり伝わることばを若者世代と共有できればよいと思います。沖縄のことばには、日本語の源流もあると聞きましたが、政治
的に捨て石にされているウチナーを、ことばで固い土台を築くことができたらどんなにか良いでしょう。普及推進の為に尽力下さる皆様ありがとう
ございます。

60代 女性 名護市 60代の私は方言を聞くことはできるが会話は全くできない状態ですので、是非ともこのうちなー方言を是非とも継承してほしいと強く思いました。
60代 女性 沖縄市 各字で、ことばが少しづつ変わるので、きれいなことば、うやまいしとぅばをしっかり発信してほしいです。島くとぅばのゲームアプリとかあると楽しそう。

60代 女性 宮古島市
島のことばには興味と関心があります。全然わかっていない。やるまでには、少しずつでもいいので知ってほしいし、たいせつにしていってほしいと
思う。島ことばにはとってもユーモアとあたたかみがあると思うので。

60代 女性 八重瀬町
しまくとぅばにしかだせない表現があります。たとえば（なぐりなぐり）（くがにことば）は、共通語では表現むつかしいです。共通語で話すより、
しまくとぅばではなすとかかりゆしどうなんとなくなごみます。

60代 女性 豊見城市 時々、子どもから、方言でこれなんていうのと聞かれた時は、はっきりといえないことがあります。方言辞典があればいいと思う
60代 女性 宜野湾市 子どもの頃、方言を使う子は、不良、悪い子と言われ、老いてきてしまことばがとても沖縄に合って、表現が豊力である事がわかって来ました。

60代 女性 沖縄市
方言が良くわからない為、目上の方に失礼な方言になっていないかなど心配になる事があります。丁寧語（しまくとぅば）がわかれば使う機会
も増えるのでは。県外に住んでいた時、方言を聞いた時すごくうれしく、温かく、沖縄をんつかしく思う経験がある為、古里のことばは大切に継
承していき、しまくとぅばに触れる機会が多くなることを期待しています。

60代 女性 宮古島市 しまくとぅばじゃないと伝えられない言葉。おもいもあるので子供や孫達にも伝えていきたい。

60代 女性 浦添市
しまくとぅば講師養成講座で講師となった方がネイティブのような話し方ができるのか。はなはだ疑問である。ネイティブの方の話し方でなければ、
別のしまくとぅばになるのでは。

60代 女性 沖縄市 具体的にはどうしたらいいのかと言う意見はないのですか。しまくとぅば普及推進をすすめてほしいと思います。
60代 女性 那覇市 様々な取り組がされている事を知る事ができました。

60代 女性 浦添市
学校で、とりくむのが、一番だと思う。しまくとぅば検定ぐらいなら、一部の人が興味をもつかも知れないが、知らなくても問題ないことに対して、わ
ざわざうごく人はいない気がする。

60代 女性 那覇市
私自身、首里出身ですが、親がしまくとぅばをあまり使わなかったので、私もしゃべれません。祖父母は、首里言葉で話をしていた記憶はありま
すが、幼い時になくなってしまったので、もっと首里言葉を聞き、しゃべれるようになっていたらなあと思います。あまに首里言葉を聞くととても柔ら
かく優しい口調に聞こえます。

60代 女性 宮古島市
しまくとぅば（方言等）は残ってほしいと思うこともありますが、現在は、しまくとぅばだけではビジネスできないですね。どちらも使えるようになって
ほしいですね。

60代 女性 うるま市
自分自身は上手に「しまくとぅば」を話せませんが、聞きことはできます。ぜひ、各地域に残る大切な「しまくとぅば」の継承に取り組んでほしいです。
私も微力ながら取り組んでみたいと思いました。ありがとうございます。

60代 女性 豊見城市 子供の頃はしまくとぅばを乱暴な言葉に思っていましたが、そうではないことに気付き、正しいしまくとぅばを使いたいと思います。

60代 女性 豊見城市
しまくとぅばはなくしてはならないものだとは思います。将来の危機感は感じていますが。これからは、しまくとぅば普及推進に意識を高めていきイ
ベントなどにも参加していきたいです。

60代 女性 那覇市 しまくとぅばでしか、表現できない気持がいっぱいあります。大切にしながら、語りつでいけたらいいなと思っています。

60代 女性 宜野湾市

沖縄の島くとぅばは今後も普及推進を取り組んでくださることを希望しますね。高齢者が元気の内に、各市町村や自治会等で普及推進会を
立ち上げて特に県内の島くとぅばの記録者や歴史録等を調査して残すことで、教本になり、アクセントや口調子等をセミナーや会合等で、特に
子供達や若者達へ教えることが大切な事で、島くとぅばを地域に普及するためには、自治会広報誌等で2言語流（共通語と島くとぅば）で
記入すること。道路側に看板設置し通行者へご教示すること等を希望します。今後に幼稚園、小学校、中学校、高校生に学習できる場を
検討すべきと思います。

60代 女性 那覇市 言葉がきれいなしまくとぅばはうけつがれてほしいが、汚い言葉を使う子も多いので方言の普及はどちらとも言えません。
60代 女性 沖縄市 地域ごとにしまくとぅばは違うのでむずかしい
60代 女性 宮古島市 なるべく自分でも使うようにしたいと思います。

60代 女性 南風原町
テレビ等で「しまくとぅば」を聞いていると、発音等がとても気になる場面が多々見られる。「しまくとぅば」はもう失われてしまったかもしれないと思っ
たりもする。沖縄芝居の役者さんのしゃべりはとても心地好い。できたら一日のうち数分でもいいのであの役者さん達のていねいなうちなー口を
聞きたい。テレビで方言ニュース等をやってはどうでしょう。

60代 女性 沖縄市
私が小学校時は、方言札があり、方言を使うと首から下げられてました。今思うと、本当に残念な事だった。今は方言を使うお年寄も少なく
（気をつかって使わないのか、ご自身もあまり知らないのかはわかりませんが）ごげんきですが。どちらまでですか。おいくつですか、など。やわらか
かう明るく会話ができたらうれしく思います。

60代 女性 読谷村
我家は普段からウチナーグチが飛びかっています。親、祖父母からいただいた言葉、想い等。共通語では、言い表せない想いがわき上がる表
現は大切に、子供、孫に受け継ごうと思い、孫にも積極的に普段の生活で不通に使っています。小さな孫が使うウチナーグチは愛らしくほほえ
ましく思っています。普及推進には賛成です。

60代 女性 那覇市
地域ごとにさまざまな「しまくとぅば」があるときいています。学校やメディアなどで、一律に教えていくのは無理があるように思います。身近な地域
で小さい時から、地元の言葉に触れることのできる機会をたっぷりと作っていくしくみが必要だと思います。言葉は生活とともにあり、その中に、あ
たたかさややさしさといった、人といての大切な心のはたらきが育まれていくのだと思います。

60代 女性 北谷町
聞くことは出来るけど話す事ができない方が多いように思います。使う事がしまくとぅばを残していけることだと思います。うやまいくとぅばには、あこ
がれる所があります。自然に口からでてくることが理想です。小さい頃から親しんでいるとそれも可能かもしれません。まわりにたくさんのしまくとう
ばがあふれる環境作りが大切ですね。共にがんばっていきましょう。

60代 女性 浦添市
今まで使っていた言語や方言が序々に消滅して行く事を考えると不安で淋しくなてしまいますよね。私の故郷宮古島でも「方言お話し大会」
があり、もりあがっていますよ。これを聞いてストレス発散した覚えがあります。次世代迄残してほしいんですが、どうすればいいのか悩みますね。

60代 女性 那覇市
保育園で月一回講師にお願いをして、しまくとぅばの時間を設けただけでも、子供たちは方言で歌ったり、身近に使ったりしていました。大人より
も覚えも早く、逆に親に教えたり、祖父母と方言で話したり（片言ですが）する機会もあり、ふれあいの時間にもなっていました。小さいうちか
ら楽しみなが関わるのは素敵だと思いました。

60代 女性 北中城村
使わなくなると、忘れてしまう。（60代の私でも）しまくとぅばにも、尊敬語（ウヤマイ言葉）があり、むつかしい。子どもたちには、あいさつ、身
近な言葉程度は使えるようになってほしい。しまくとぅばには、共通語では表せない表現などがあり、ぜひ残してほしい。普及推進するには、それ
を教えていく人材が必要になっちくのでそういった人を早く育てていく必要がある。

60代 女性 宜野湾市 話せる先輩の方々が少なくなりつつあります。ひとつでも多くの方がしまくとばるといいなと思っています。がんばってください。

18.ご意見・ご感想
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60代 女性 読谷村 しまくとぅば普及推進活動をしている事を知らずにいました。なんでかねー。

60代 女性 南風原町
しまくとぅばは使える先輩達が元気なうちにその知識を残すべく普及活動すべきだと思う。ちまたにあふれているワケのわからない方言の使
い方などがっかりする。最近テレビを見て、本土の番組でふつうにおばぁーとか使っているのには腹が立つ

60代 女性 那覇市
沖縄のしまくとぅばは地域によって大分違うので難しい。自分の知ってるしまくとぅばで話しても通じない所があるのでその地域、地域で普
及していけば良いと思う。

60代 女性 沖縄市 しまくとぅばは後世まで、ずっと大切に残してほしいです。

60代 女性 那覇市 時代とともに言語も変化していくと思う。人々のくらしの中で必要ならば残る。そうでなければ消えると思う。

60代 女性 豊見城市
しまくとぅばは共通語にもあたいしないやわらかくて、情緒あふれる言葉です。逆に感情的で、怖ろしい表現ももちろんありますが、うちなー
んちゅを誇りに、言葉がつかえるようにしていきたいです。施設で、働いていますが、お年寄りにはしまくとぅばで話すと、笑いや親しみがでて
きてとてもいい。

60代 女性 浦添市
私は若いころ流暢な島くとぅばを話すお年寄りに会えたことでとても好きのなりました。特に首里言葉は上品でいいと思いました。沖縄の
人たちが使ってきた言葉をこれからも残していけたらいいと思います。

60代 女性 沖縄市
世界中の沖縄ウチナンチュがウチナー魂を大事に生かし続けて頑張って沖縄の歴史や文化を次世へ受け続けているように「島くとぅば」は
決してなくなってはならない。学校教育や文化交流を促し、「島くとぅば」の普及に努めてほしい。

60代 女性 沖縄市 感謝いたします。ありがとうございます。

60代 女性 糸満市 年寄りの相手、話し相手、せめて聞くことのできるぐらいまでにはしまくとぅばは必要だと思う。

60代 女性 豊見城市
私たちが小学校の時はしまくとぅばを使うと大変でした。だから、そういう思いで育ててきたから今はあまり気になりません。周りでしまくとぅば
を日々使う人達もいます。

60代 女性 南城市 しまくとぅば推進・普及に頑張ってください。期待しています。

60代 女性 宜野湾市
もう少しCMや子供達に学校でしまくとぅばに触れる機会があれば身近に感じられるのではと思います。沖縄民謡、三味線音楽から入れ
るといいと思います。

60代 女性 竹富町
幼稚園で教えても小学校に行き、こういう年になると忘れてしまう。日常的に使用することが必要。先生が挨拶等の日常会話を勉強す
ることが重要だと思う。日常的に関係づければ覚える。祈りの言葉の根底に沖縄人でしての道徳、倫理感が流れている。しまくとぅば大
会となるものをやっても、イベントではダメ。終われば忘れてしまう。大阪人の大阪弁のように使えるようにならなければならない。

60代 女性 那覇市

しまくとぅば普及推進とは あまり関係ないとは思いますが、山本彩香氏の「にちにいまし」という琉球料理と沖縄の言葉という本に去あって
すごい感銘をうけたもののひとりですが、その中でのいろいうな興味浄いエピソードと共に
綴られていることがすごい決縄の,その上地かうまれたもののすばらしさに改めてその興深さに気付かされた。めんそーれの意味、そして、い
めんせーびりの意味「清ら」の意味とても、得るものか多く、 島言いついて知たいなと思っています。自分の生まれた島(宮古)の事につい
ても,もと知りたいなと思っています。

60代 女性 糸満市

子孫の頃からお年寄りが多く方言を使ってました。段々、年が重なるにつれて、周りの方言を使用する人が少なくなり、寂しくなりましたが、
兄弟、妹が良く方言で話しかけてくれるので忘れることなくスムーズに使えています。この調査票に普及継承の取り組み項目が14もある
ことを知り、皆さん頑張っていらっしゃるんだなと感じています。敬語が難しいと思うことが多く有りますが、なんとか、勉強してみたいと時々
方言ニュースを見たりしています。日本語では言い表せないウチナーグチ失わせたくないです。

60代 女性 石垣市
身近にいるお年寄りの方々と仲良くなり、いろいろとお話をさせていただくことで少しづつでもしまくとぅばに興味を持ってくれたらいいと思う。
私は60歳代ですが、ほとんど話せる人がいないので少し残念に思う。

60代 女性 名護市 せめて挨拶、ありがとう、ご馳走様、目上のひとへの敬語、その他いろいろ。

60代 女性 豊見城市
しまくとうばの普及推進を願います。方言を使った絵本や紙芝居をテレビや学校内でも聞けるタイミングがあれば大人もなつかしさを感じ
たり子ども達にも興味を持てる機会があればいいと思う、大人も方言の素晴らしさを子ども達に伝えられるよう生活の中にとり入れて行き
たいですね。

60代 女性 座間味村
しまくとぅば検定を受けてみたかったが、離島なのでむずかしい(会場へ行くこと)来年は是非受検してみたい。沖縄人である為必要である。
自然に使えたら良い。我が島でも大和人が人口の半分以上になっている。島の言葉は大切にしたい。失いたくないです。これからも普及
活動よろしくお願いします。

60代 女性 豊見城市 日常的に使うのがことばなので、小さい時から言葉あいさつなどで少しずつ学んでいけたらいい。

60代 女性 南城市 学校でも使うようにした方がいいと思います

60代 女性 宮古島市 しまくとぅばのことわざ、言い伝えなど現代でも大切に伝えていけたらいいと思う

60代 女性 沖縄市
私自身はあまり使わないので普段からでも使える人は羨ましく思います。特に綺麗な方言が使える人はステキだと思います。沖縄の綺麗
なしまくとぅばをこれからも残していただけますようガンバッテ

60代 女性 北谷町
現在県が推進している取り組みでいいと思う。文化継承の上から子供たちへの普及推進を図るには学校教育の授業時間内には時間
的に困難な状況であることから総合的な学習の時間の充実を図り、中学生高校生には自分の地域のウチナーグチの単語名詞等の調
べ学習を充実させていくことで生徒の充実感にもつながり定着も少しずつ図れるのではないかと思う

60代 女性 那覇市 いつまでも絶やさないでほしい

60代 女性 西原町
しまくとぅばとは方言ではなく地域で受け継がれている言葉のことなんですね。特に与那国の言葉は何を言っているのか一つの言語も英
語とかフラン後で他の地域の人たちはコミュニケーションが取れないですが、その地域の大切な言葉なので継続して受け継がれてほしいと
思います。沖縄方言も大切な言葉なので是非綺麗な方言を若い人たちに使ってもらいたいです。

60代 女性 南城市 共通語で話すことがほとんどで方言で話す機会、場所がなくなり寂しく感じます。楽しみにしています。頑張ってください。

60代 女性 那覇市 しまくとぅば（方言）各地域の方々によって将来残していってほしいので普及推進は良いことだと思う

18.ご意見・ご感想
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60代 女性 那覇市

那覇に住んでいる八重山出身です。両親が健在のころは身近に方言がありましたが、今ではすっかり八重方言もきけなくとても寂しい思いをし
ています。夫は那覇の出身でいつでも身近に方言が飛び交っています。離島出身の私には数年に一度の里帰りでしか方言を耳にすることが
できません。親の使っていた方言を思い出し使ってみようとも思いますが、通じる相手もいないし使う機会もないし。那覇でも八重山方言の集
いなどがあればいいなあといつも思っているところです。スタッフの皆様ご苦労様です。是非八重山方言の普及活動も。ご尽力よろしくお願いし
ます

60代 女性 那覇市

常時しまくとぅばを使っては今の若者や自動があまりわからないので時々標準語とまぜて話したりしたほうが良いと思う。完全にしまくとぅばを使う
のはあまりよくないと思います。現在は本土の人が沖縄でも多くなっているので、いちいち説明する必要がでてくるので説明に時間がかかると思
います。他の都道府県なども地元の言葉があると思いますので沖縄だけが熱心に取り組む必要はないと思います（他県で熱心に取り組んで
いるということもあるとは思います）

60代 女性 名護市

私たちは幼いころからしまくとぅばで話しかけられることがなく、ほとんどなく、英語のようにいったん頭の中で組み立ててからしか話せません。それも
カタコト片言なので、年長の方と話す時にはとてももどかしく感じることが多々あります。特にイントネーションの綺麗な良い天気ですねお元気で
すかありがとうございますゆっくり休んでくださいね等など、なんとか話せてもなかなか使える場所もなく、しまくとぅばが特別な言葉ではなく日常的
な話ことばになると良いと思います。

60代 女性 浦添市 美しいしまくとぅばを使い残していきたい心かけて使っていきます

60代 女性 那覇市 生前母がCMをみていて目上の人に対するしまくとぅばが間違っていると言っていました。正しいしまくとぅばを普及推進してください

60代 女性 那覇市

子供たちがやっているしまくとぅばスピーチコンテストはあまり好きじゃありません。丁寧な方言でやらされている感だけ。CMやアナウンサーが話てい
るのも棒読みで親しみがない気がします。例コロナ関連のCMなんか心に響かない。もう少しイントネーションとか工夫があれば味も出せるのに
な。地域のよって表現の固さ、柔らかさは違って当たり前。その土地にあわせて残っていけばよいんじゃないかとも思う。その人その人で言い方が
違うので、褒められているのかけなされているのか微妙な時は悩むし、相手によって方言が好きな時と嫌いになる時もあります。50年以上も前
に本当の首里言葉で話すおばあさんがいたのですが、なぜかその柔らかいやさしい言葉つかい、そのおばあさんの姿はすぐに思い出せます。不
思議ですが、すごく良い思い出です。ガチガチにしまくとぅばと考えずに自然体で話せるように普段から使えばいいんじゃないですか。おもいつくま
ま書いてしまいましたが、参考になるかしら

60代 女性 伊平屋村 島言葉をメディアなど利用して知らない子供たちにも教えてほしい。私はヤマトとウチナーのまんちゃになっています

60代 女性 那覇市
NHK6時のおきなわホットアイの司会者が（男性）よく使用しているので好感がもてる。ほかの曲でもそうあってほしい。天気予報では他局も
使っているようだが努めて使用してほしい。使わない伝えないと死語になる。9月18日がしまくとぅばの日とは知らなかったです。沖縄しばいをもっ
と流してほしい

60代 女性 石垣市 しまくとぅばのテレビ番組を作り週1度ぐらいの割合でも観ることができる

60代 女性 本部町
なかなか難しいもんだと思う。生活の中で生きた方言を話したり聴いた尻ない限り島ことばは身につかない。子供や真央たちの学校での方言
教育をきいても発音も地元の子供たちさえナイチャーと同じで話せないカタコト英語と同じ。今話せるお年寄りと家族やふれあいの場で積極的
に方言をつかっていくような状況ができていくのが良いと思う

60代 女性 うるま市
私はしまくとぅばがらくな会話ですが、若い人にすぐに理解できないのを常日頃から感じており、また色々な普及推進があるのを知り、とても嬉し
く思います。これからもこの活動が広く沖縄の特に若い人に知ってもらいずっと残してほしい希望いたします

60代 女性 宮古島市 宮古島ではな方言大会があり、かなり人気です。各地で各島の県民大会があったらみんな一生懸命島くとぅば勉強する人が増えると思います

60代 女性 那覇市
普段使いのしまくとぅんばと綺麗な敬語のしまくとぅば両方使えるようになると大変よですね。また使える高齢者が元気なうちに言葉も教えてもら
いたいですね。

60代 女性 うるま市
年齢的なものでとても身近に感じます。ただ話すことは全くできませんが同じ沖縄の方だと見てしまいます。RBCラジオで流れている番組は短い
けどわかりやすいです。朝の質問形式方言もなんとなく好きです。

60代 女性 うるま市 これからも普及推進に頑張ってください。方言札励行がおこらないように。どうして子供時代、言葉を取り上げられたか悔しいです。

60代 女性 沖縄市
今若い子たちが老人施設等で働いて年寄りを相手に上手に使っています。またその子たちにあわせて年寄りも共通語が上手です、その会話
等を見ているとすぐ笑みがでます。そういうことを大切にそういう場所へ行って年寄りとかかわりあい言葉を色々教えてもらうことも大切だと思いま
す

60代 女性 沖縄市 しまくとぅばは沖縄の文化の１つなので後世に残してほしいので、是非皆さんで頑張ってください

60代 女性 那覇市

しまくとぅばは沖縄本島のしまくとぅばが中心だが、地域ごとにしまくとぅばがありその認知をどのように学ばせるか？例えば問10の挨拶語で本島は
ハイサイ（こんにちは）宮古タンディがタンディ（ありがとう）八重山（オーリトーリ）いらっしゃいませ。ずいぶん違う。沖縄本島のしまくとぅばを
しまくとぅばと定義つけるのなら（実際にそうですよね）愛着も誇りも持ちにくい。タクシーの運転手さんが方言で話されるけど、ちんぴんかんぴん
で理解が難しい。方や八重山でタクシーに乗るとコミュにてケーションが成立している（石垣出身）ざっくりでいいので地域区分して、同時並
行に教えると学ぶ側も意欲を持つのではないか

60代 女性 那覇市
絶滅していくしまくとぅば、なんとしても復活させてほしいです。私の子供たちも単語単語として、聴くことはできても会話としては成立しません。、
祖父母もなくなりますます会話する相手もいなくなり、子供たちもしまくとぅばを耳にするチャンスもなくなっている

60代 女性 沖縄市
しまくとぅば普及推進してほしいと思います。現在私の孫は1から2歳と幼いですが、言葉の意味がわかる都市となったらお祖母ちゃんとしてうち
なーぐちを教えていこうとおもっています。しまくとぅばのハンドブックの制作は進んでいるのですか。孫と一緒にみながら教えてみたいです。普及推
進に協力できればと思います。頑張ってください

60代 女性 名護市

小学校低学年まで方言札があって、言語環境はすべて共通語の環境でした。片言の方言は聴けても話すことはできません。今にして思えば
とても大事な母国語を失った思います。当時は両方選択するのは難しい時代だったのでしょう。前翁長知事が力を入れていたしまくとぅば沖縄
人のアイデンティティであるしまくとぅばは私たちの心にストーンと落ちる大事な財産遺産です。後世に伝えるしまくとぅば普及推進の皆さまには心
より感謝と応援をいたします

60代 女性 浦添市
私はこの年でしまくとぅばがあまり話せないので息子が仕事先でお年寄りが言ってくることが？？その時は少し寂しい気がします。渡しの身近で
も話す人がいないのでローカル番組等では是非しまくとぅばを取り入れてほしいですね。しまくとぅばは意味がわからなくても笑える時が多くありま
す

60代 女性 宮古島市
言葉が人間に必要不可欠なのは間違いないことです。、昔ながらの島言葉を残していくということは大事な文化財のひとつでもあるように思い
ます。人と人がつながる言葉をわざわざなくす理由もないんでは。身近に活用して普及していって次の世代にも残していってほしいですね

60代 女性 与那原町
島唄を使っている芸能（古典、サンシン、踊り等）を学んでいる方はしまくとぅばに触れる機会はあると思いますが、一般にはなかなかないので、
民謡童謡島唄とまではいかなくても、標準語から方言みたいなトランスレートで言葉の意味もわかるようなみんなで歌える歌ができればいいな
と思います（挨拶程度でも）

60代 女性 中城村
しまくとぅばの普及推進の取り組みがあんなにたくさんあるのかと驚きました。私は県外出身なのでしまくとぅばのあとに訳してもらえると助かります。
一合う人ごとに（スーパーやお店など）しまくとぅばで挨拶会話がされれば身についてくるかも。コロナで休止していますが合唱に参加しているの
で、てぃんさぐぬ花のようにうたでなら覚えられるかもと思います

60代 女性 浦添市
ちむがなさん ふくらさんのような丁寧な綺麗な言葉を子供たちに使ってほしい。首里言葉が話せたらしまくとぅばを使いたい。日常的にしまくとぅ
ばがすんなり言えるようになりたい

60代 女性 北谷町
北谷町では町長さんがイベントの挨拶の冒頭でしまくとぅばを使っている。何度もきくとそのフレーズが頭に残る小さな実践だが、大きな効果だと
思う。民法ラジオのDJの若者ウチナーヤマトグチについてはタメ口であまり好きではない。それがしまくとぅばと思ってほしくない。言葉で伝えるアナ
ウンサーだからこそ、使っている言葉に気をつけてほしい

60代 女性 うるま市 正しい日本語と同様普及推進する必要と同時に正しい島言葉をちゃんと伝えて残してほしいともいます。次の世代へ

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 男性 那覇市 いろいろ取り組みをされていることを知りませんでした。積極的に参加していきたいと思います。

70歳以上 男性 宜野湾市
しまくとぅばを話す事が出来る世代は次世代への継承を心がけて欲しい。しまくとぅばは琉球文化継承に欠かせないので親は子供には積
極的に話し掛けて欲しい

70歳以上 男性 南城市 沖縄出身でわないが、沖縄方言は無くしてわいけないと思う

70歳以上 男性 うるま市 誰でもが興味をもてるよう道の駅やイベント会場等でトークや民謡等を発信してほしい。

70歳以上 男性 那覇市 テレビ等で島くとぅばをはなす学校の授業を活用する

70歳以上 男性 うるま市
ラジオ、テレビのしまくとぅば良い。忘れかけているとき再確認になる。家の外に出て、子供達、集団のなかにしまくとぅばが聞こえるようにな
るといいですね。やーぐまいで大変だ。

70歳以上 男性 那覇市

私は小学生の頃方言札の常連でした。なぜそのようなペナルティーがあるのかもよくわかりませんでした。中学生になると先輩達が本土で
自分の意思が通じず苦労孤立している事をよく聞くようになります。そこで小学生の頃の方言札の事が理解できるようになりました。先生
方も涙を飲んでの苦肉の策だったのでしょう。今では気軽に全国どこへでも移動できます。同じ言葉で苦労した東北地方の人々もきれ
いな共通語を話します。残念ながら時代の流れで島くとぅばは段々と消えると思います。時代の技術を使って映像として残すしかないと
思います。

70歳以上 男性 うるま市
地域で方言を使うことが大切です。自然と方言が口から出て来る地域づくりが大切だと思います。しまくとぅば地域大会をひんぱんに持つ
ことが大切かと思う。テレビラジオでしまくとぅばを使う番組を多く取り入れて欲しい。沖縄の方言を大切にし、その文化を次世代に伝えま
しょう。

70歳以上 男性 那覇市
使いたくはないが、昔の文化として残したほうがよい。使いたい方は、おおいに使って広めたらよいでしょう。私は方言使えますが、昔本土
で暮らした時沖縄差別（アイヌと同様）をすごく感じました。本土の方に、沖縄出身をかくし、東京出身だとうそをちたこともありました。

70歳以上 男性 宜野湾市
沖縄の芸人が「共通語」と「方言」をMIXした変な言葉をＣＭ等で発信しているが不愉快と感じています。行政や放送事業者が適正
な指導をやってもらいたい。「ウチナー口」を皆で大切にしたいですね

70歳以上 男性 読谷村
琉球語、しまくとぅば、どれが正しいですか。元来の琉球語（しまくとぅば）を推進、継承していかないと、組踊り、琉舞、沖縄三味線の
文化が消滅する。その上からも協力に力を入れるべし

70歳以上 男性 西原町
自分の生まれ育った言葉を忘れたら親も忘れるというのをよくききます。本当にそうです。生まれ育った言葉をいつまでもなくさないように
皆で使っていきましょう。

70歳以上 男性 糸満市
話すだけでなく、読む、書く事もシマクトゥバ独自のものを作り出す必要あり。シマクトゥバの共通語化を目指し、文化、学術面での研究、
開発推し進める

70歳以上 男性 那覇市 子供向けのしまくとぅばを使った番組を作り、観せるようにするとよいと思う

70歳以上 男性 中城村 南米にしまくとぅばの原型があるとの事ですが、それを聞き取り等して知らせていただきたいと希望します。

70歳以上 男性 沖縄市
自分達の子どもの頃の学校では、「方言禁止」で標準語のみであったが、方言をしらべる友達は、親しい友人間では方言で話していた。
側で見ていてうらやましいと思った。大人になって、仕事関係（警察官）で方言は、とても重要となり、自分なりに努力してどうにか聞くこ
とが出来るようになった。うまくしゃべれないので、子供達には使ったことはあまりなかった。今後はもっと重要となると思います。

70歳以上 男性 糸満市
しまくとぅばも家庭、職場で話す人がいないと、なかなか身につかないよう思います。FMたまんの昼の放送でウチナー口で話す先輩方がい
るので、聞いているとおもしろいです世。若い人でもウチナー口を大切に考えている人はいるので、小単位で受け継がれていくものはと考
えています。

70歳以上 男性 那覇市
小さい頃から使っていれば話しができると思う。私は周囲で（那覇）小さい頃、方言をあまり使ってないので、高校等で友達から習った
事がある為、小さい頃より教えた方がよいと思います。

70歳以上 男性 那覇市
しまくとぅばは沖縄の文化の根源であり、うちなーんちゅの心のよりどころであり、ふるさとである。何時までも残るように県民皆で頑張らない
といけない

70歳以上 男性 うるま市
地域の伝統文化はことばが主だと思います。島ことばの奥深さは伝統を語るのになくてはならない。自分の生まれ育った環境を守るには
先人の教えを大事に受け継ぎたいですね。島ことばは熱い思いがある。心が豊かになる、表現が奥深い肝心が通じます・島ことば大好
きです。

70歳以上 男性 西原町

これまで、家の事情もあり「しまくとぅば」の使用の必要性を感じないで生活して来たので、最近（私の理解では）俄にウチナーグチで、
方言の普及、復活が叫ばれているので、正直、戸惑っています。小学生の頃、学校で「方言」を使っている生徒は、いわゆる罰として
「方言札」なるものを首に掛けられ、廊下に立たされたことがありました。時代が変わり、今度は積極的に使うようにと叫ばれるとは、想像
してありませんでした。時代の要請でしょうかね。アイデンティティー、ウチナーンチュとしてシマクトゥバを自由に、しかも流暢に話すことが求
められているから。5年毎に開かれる世界のウチナーンチュ大会。残念ながら、地元は年配の方々を別にして、若い世代は敬語を伴うウ
チナーグチ、シマクトゥバを使いこなせない（自分も例外ではない）

70歳以上 男性 沖縄市 私の周囲に年寄、子供達に方言（しまくとぅば）が聞こえなくなった。学校の教科に加えたら。

70歳以上 男性 宜野湾市 沖縄には地域ことばありますが、今後しまくとぅばを普及させるためにどのような事をすべきか学校の総合学習等での実施思う

70歳以上 男性 糸満市

日常のあいさつ等に取り入れたり、公共施設などの放送に「しまくとぅば」を入れたり多くの人達が利用する交通機関等に「しまくとぅば」を
取り入れるなどすると皆が意識するようになると思います。耳に入れることで自然とことばの大切さや興味が出てくると思います。昔からあ
る「しまくとぅば」を大切にしたいですね。「しまくとぅば」を会話の中に少しでも入れるとなごんできます。人との距離も短くなり親しくなるところ
も良いです。

70歳以上 男性 南城市

しまくとぅばに限らず、言葉は使わないとすたれる。現実は純粋なしまくとぅばは消滅した。せいぜい、ハイサイなどのあいさつ程度。たあ、ウ
チナー大和口が少し残っている。それを残すのも、アイデンティティにつながり大事だ。しまくとぅばは県や関係者が今のように頑張って日常
的に使われなくなったのですたれていく。一番感じているのは、ラジオ、テレビで沖縄芝居、あるいは工夫した教材的な番組などを沖縄県
などが年間を通して提供していくことだと思う。しまくとぅばが日常的に聞こえなければ、どんな教育講座、大会などやっても一部の知ってい
る人たちのものでしかなく、一般には広がらない。常にしまくとぅばを見聞きする機会を増やすしかない。それはラジオ、テレビを使うことと思
う。

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 男性 うるま市
島くとぅばの民謡には教訓が沢山あります。そのような教訓歌で学校でも教えて欲しい。私が民謡が好きで、よくカラオケで歌いますが、島
くとぅばの解らない方々には唄の良さはわからないでしょう。本来の意味が分かって、島唄を共に楽しめたらと思います。

70歳以上 男性 南城市 マスコミ報道等で大いに伝えてもらいたい。問23についてほとんど知らない

70歳以上 男性 うるま市
ウチナーグチを話せる方、使える方は日常会話でも気軽に誰とでも日時場所を選ばすどんどん話かけるようひとりひとりが心がけてらいあ
い。私も妻や友人（同級生）などに模合はうちなー口で話しております。ただ、子供達には時々話をするのですが、理解が得られなくな
るので困っています。子供達も悪口は早く先に覚える。たとえば、叱る時、方言でフラーという言葉など我先に覚えるのです。

70歳以上 男性 那覇市
地域の者同士をつなぐことは大切で、「しまくとぅば」を使えることが大いに役立つ。同時に、他の地域のことば（北海道～九州）にも関
心を持つことが大事。「しま」にこだわらず、外の世界へ目を向けることで、自らの「しま」へ、愛着を持つことになる。

70歳以上 男性 西原町
われわれ昭和50年生まれの方はほとんどの方が知っていると思うが方言札というものがありました。学校内で方言を使うとその札を首に
かけられましたが、おかげで共通語がうまくなったようです。にたようなもので方言を使わない人にワッペン等のかわいいものを張り付けると
か、あそび心を入れた何かで表現できる様にしたらどうか。子供社会、大人社会、両社会で楽しめるものにしたらどうか。

70歳以上 男性 うるま市 しまくとぅばとうちなーぐちの違いについて普及して頂きたい

70歳以上 男性 宮古島市
しまくとぅばの普及といってもあまりにも言葉の種類が多い。宮古の方言も各地域ごとに違っててよくわからない言葉もかなりある。それらを
全部残すのは難しいだろうからどのような言葉を推進するのか課題だと思う。マイナーの方言は自然に絶滅してしまわないか危ぐする

70歳以上 男性 浦添市 みんなで大切に使ってほしいです。

70歳以上 男性 うるま市 沖縄芝居などをどんどんテレビなどで放送して若い人達にしまくとぅばをおぼえさせてほしい。なじめるように。

70歳以上 男性 浦添市
とても良い考えだと思います。子供達に是非しまことば（地域ごとの言葉を）を伝えて行けたらと思います。結婚する前までは家庭では
方言（しまくとぅば）で話していましたが結婚後はなかなか使いません。戦前生まれ（戦争中のなか生まれたせいか）島ことばは本当の
こと詳しくはわかりません。特に首里言葉はなかなか区別が知りません。

70歳以上 男性 沖縄市 しまくとぅばオンリーの映画、ドラマを制作して若者に見せたい。特にアニメやゲーム、ＴＶドラマ

70歳以上 男性 宜野湾市
自分達は「標準語」施行を強制された世代だが、今になって、「ことば」は文化だと思う。美しいしまくとぅばを教える事が普及にもつながる
と思う。

70歳以上 男性 南城市
言葉の文化は歴史と同等だと思うので是非残していきたいものだと思います。大人と子供が昔のようにお話しできたら良いなと、せめて、
聞いて理解出来る位には。

70歳以上 男性 那覇市 ハッキリ言うと、ほろびる言語かと思う。（必要が無いと使わなくなる為）

70歳以上 男性 うるま市 島くとばでのゆんたく会を多いにすることを望む

70歳以上 男性 那覇市
若い人にとっては、方言は外国語みたいな感覚になっていると思います。だんだん方言を話せる人も少なくなっており、話す機会も場所も
相手も減っており普及させるのは大変だと思います。

70歳以上 男性 名護市
沖縄県内でのコマーシャル（テレビ、ラジオ）で頻繁に見聞きするようにすることから定着するようにした方がよい。日常生活に触れなけ
れば衰退してしまう。英会話を同じくらい努力して普及させる必要がある。琉球の歴史を絵巻き物にして、方言を標準語とと英語で解
説を首里城内でやる観光資源とするのがいいと思います。

70歳以上 男性 沖縄市

私の妻は小学校6年生の時に、担任の先生独自の考えで（他のクラスはやってないのに）方言札を作って1日の最後に札を身に着け
ている時は雨戸の戸じまり当番をするというきまりを作っていたそうです。妻はおじいさん、おばあさんのしまくとぅばを毎日側で聞いて話すと
いう家庭環境で、それがあたりまえに育てられていたので、なんでその日に限っては戸じまりを自分が当番であった事を忘れていたなんてお
ぼえていなくて、翌日、当番をさぼってズルしたという事になって、自分のすわる腰かけ（機で作られたイス）を持ち上げて一番うしろの席
のその後方に立っていないといけないという罰を受けて、とても、つらい思いをした事がずっとくやしいまま心の奥に残っているそうです。かわ
いそうな、悲しい話だと思います。今の時代になって、こうして普及推進という、この状況に到ったというのは、当時の時代背景から経いが
あての事なので、とても長い年月をないがしろにしてきたものをとり戻していくのは、容易ではないと思います。でも、前向きに未来に向けて
とり組んでいきたいものです。

70歳以上 男性 北谷町 しまくとぅばは文化で生活の中で生きているものです。日々の日常の会話で使われていって発展していったら良いと思います。

70歳以上 男性 読谷村
「しまくとぅば」に少し違和感があります。これまで地方の「方言」として使っていましたから。方言は、使わなければ廃れますので、普及推
進に期待しています。役25年前ですが、宮古島で勤務していた時、地元の言葉での法螺吹き大会を会場で聴きました。会場は熱気
に溢れ、言葉が通じなくても興奮したものです。因みに1位になった「演目」は宮古にオリンピックを誘致しようでした。

70歳以上 男性 読谷村 しま言葉には日本語にまけない。心にしみる時がある。私は大好きです。

70歳以上 男性 那覇市 「しまくとぅば」は、沖縄の唄・三線と同じように文化の一つであるので、大事にして残していければと思う。

70歳以上 男性 南風原町
島言葉は大事だと思うが話す環境がない。ラジオ、テレビ等でもう少し多めに使うのはどうか。「テレビでニュースの後に又あちゃやたい」が
聞けるときハット思う。がんばって下さい。

70歳以上 男性 西原町 沖縄的な性格や健康は「ことば」でいじされていると思うので大切にして欲しい。

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 男性 那覇市 これまでは、しまくとぅばにあまり気にしませんでした。今後は興味を持ちたいと思います。

70歳以上 男性 那覇市
～ばぁ、～やっしなどよく使われているが、正しい言葉とは思えない。尊敬語のあとに、～さいをつける人があるが、～でございます、ござい
ますと二重になるのでちょっと変。いろいろあるがうまく表現しづらい

70歳以上 男性 八重瀬町 沖縄県民ですので、いつまでも受け継いでほしいです。

70歳以上 男性 沖縄市 しまくとぅばのイベントがこんにたくさんあるとは、私自身知りませんでした。これからはいろんな事に目をむけていきたいと思いました。

70歳以上 男性 うるま市
幼少期から絵本や沖縄芝居等に慣れ親しむ事で、時間をかけて、しまくとぅばにふれる機会を設けてほしい。高齢者との会話、意思疎
通をスムーズ図るためにもしまくとぅばは使えるととても良いと思います。教育の場を通して、乱暴なしまくとぅばでなく、若い世代はキレイで
丁寧な敬語と日常言葉を伝えて欲しい。

70歳以上 男性 那覇市
必ずしも先人達が使っていたものの使い方ではなくても要点々大事な言葉だけでも将来に残して欲しい。子供達がその時なりにアレンジ
しても良いのではないか。（本来の島言葉は大切に保存しながら）

70歳以上 男性 那覇市
バス旅行の時、バスガイドさんが方言を使い説明をしていましたが、大変楽しく思いました。テレビの県内ニュース等で「しまくとぅば」を使い
字幕を利用しては。

70歳以上 男性 南風原町
家族が全員揃う夕食でしまくとぅばであいさつする「皆んな揃って食わっちーさびら、いただきまう」「食わっちーさびたん」孫（2人）が交替
でする。外食施設の印刷物めにゅーやグラス沖などをしまくとぅばで表記する。ウメーシ（はし）マーサームン（おいしいもの）具（シシ、
イユ）など。単語・単音だけでは淋しい。死んだ妻は町内で方言会話会や紙芝居んなど中心にやっていた。

70歳以上 男性 南風原町 しまくとぅばは文化で有り、普及継承にもっと力を入れてほしいです。

70歳以上 男性 浦添市
沖縄本島（那覇市内）で、生まれて、（5～6才）の頃、宮古島本島に移住して、17才まで生活をして、首里の方に移住しました。
（高校を卒業）幼少の時の宮古島の方言がいまでも、印象に残っています。よって、方言は、もっと普及して欲しいです。

70歳以上 男性 那覇市 日常生活に密着した言葉がなければ後世に残らない

70歳以上 男性 沖縄市 最近ラジオからしまくとぅばの歌番組が少なくなっているのでさみしくおもいます。それと島袋、比嘉とか昔方の地名がなくなることも。

70歳以上 男性 那覇市
地域内の世代間交流の活性化、支援（子供会、婦人会、青年会、老人会など、横の交流）地域文化の復活（各種行事、芸能
界）沖縄には、数多くの方言があるが、お互いに全く通用しないことばが多い中で、回答するイメージが回答者により、バラバラになるの
ではないか。定義をはっきりした上で回答を求める方が、よりも機的に沿う回答ができると感じる。イメージしにくい。

70歳以上 男性 宮古島市
しまくとぅばは、大切な財産であり、生活のにおいがする言葉、先祖からのつながりがする言葉共通語とは違い、しまくとぅばは、生まれた土
地のにおいや生活が感じられます。私は私のしまくとぅばは、先祖との連がりの色あいを感じます。後世に残せる1つの財産ではないでしょ
うか。だから、しまくとぅばは、普及していってもらいたい（希望）

70歳以上 男性 名護市

官公庁・老人会及びシルバーセンターの皆さんと連携して祖先が伝えてきたことばをこのまま埋もれさせてはいけない。その土地に住む
人々の悲しみ、笑いがあり、願いがこめられている。さまざまな文化や芸術をうみだしてきた琉球。その土壌には日常の生活とともにさまざ
まな言葉や文化芸術を継承、次の世代へ伝承して言語生活をさらに豊かなものにして生まれ島にしかない言葉を掘り起こし、文化や
芸術の保存を希求。

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

70歳以上 男性 読谷村
毎月第一日曜日等の日を設定し、しまくとぅばを話せる人はスーパーでの買い物時や銀行窓口やいろんな用事をする時にしまくとぅばで
用件を伝えても良い日いう事にしてみたらどうでしょうか。

70歳以上 男性 石垣市 ラジオ、TV等で方言ニュース、ことわざ等を積極的に発信してほしい。

70歳以上 男性 那覇市 会において「島くとぅば」を少し入れたりする。方言大会など持つ。報道において番組をつくる。解説を入れた方言昔話しを紹介。

70歳以上 男性 那覇市 沖縄チュの文化として残して下さい

70歳以上 男性 那覇市
方言について県、市町村を挙げて普及推進していくことに感謝しています。50～60代以上の方々は方言を使用した経験が有ると思い
ますので、少しは安心です。方言を使用した経験が無い方々は、今後方言講座や学校での授業で教える事が大事だと思います。県
民全員に方言施行するには、県や市町村がマスコミを通じた大々的にPRすることだと思います。

70歳以上 男性 那覇市
しまくとぅばには共通語では中々説明できないことがあり、心にひびく。我々の小学生の時、毎日の習慣が共通語を使いましょうで、方言
を使うと先生に叱られたものである。無くした文化を元に戻すことは至難のわざである。あの頃、皆で方言を無くしたのである。残念でなり
ません。

70歳以上 男性 宜野湾市
日常のあいさつやきそてきな会話ができるように小学校で教えること。テレビ番組に「しまくとぅば」を使った劇を今より数多くとり入れる。地
域で「しまくとぅば大会」を開催し、地域の親や子が参加して盛り上げること。

70歳以上 男性 那覇市 しまくとぅばのルーツを知るとしまことばの良さがわかるかもしれないです。ルーツを知ることによって楽しくしまくとぅばを学べると思います。

70歳以上 男性 沖縄市 普及推進するのは難しい

70歳以上 男性 うるま市
若いときはしまくとぅばで話すのは恥ずかしかったけど年を重ねごとに（しまくとぅば）で話すのは誇りに思う。これからは、そのことをきっかけに
子や孫とも会話はしまくとぅばで、話そうと思います。ありがとうございました。

70歳以上 男性 那覇市 毎日しまくとぅばを使う

70歳以上 男性 宜野湾市 共通語・標準語での会話の際に方言が入ると親しみが出てくる。特に黄金言葉などを人生訓として話すと相手にも感動を与える。

70歳以上 男性 糸満市
私は父母が明治の人だったので話すことも聞くこともできますが、妻が離島の人なので話すこと（発音）が上手くできないので上手になっ
てほしかった。

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 男性 宮古島市 宮古島には、各地にしまくとぅばががあります。普及は難しいのでは？

70歳以上 男性 沖縄市
私が知っているのはラジオのしまくとぅばの単語講習や「イベントがありました」の放送です。内容も共通語ではないかなと思う訳もあります。
親父母からもっと聞いてみればよかったと後悔しております。

70歳以上 男性 嘉手納町
自分島の言葉が話せなくなるということは自分のルーツを否定するのに等しいもので有り、しまくとぅばを話すのは当然のことである。本来
ならしまくとぅばが共通語であり、大和口は方言である。普及には大いに賛成ですが、取り戻すべきと考えています。問19については授業
を減らさずに授業科目に加えてほしいです。頑張ってください。

70歳以上 男性 那覇市 芸能などには残したい。普及推進についてはコメントはない。成り行き任せである。

70歳以上 男性 浦添市 自信をもって話すこと。子供達へ身近な事柄・物品・挨拶等を教える。

70歳以上 男性 石垣市 しまくとぅばが継承されると素晴らしいことと思う。

70歳以上 男性 南風原町 若いころ、転勤で宮古島勤務がありました。宮古島では多くの人がしまくとぅばを使っていました。地域の環境がそうさせたと思う。

70歳以上 男性 那覇市

方言のアンケートで、今後に役立てばと思います。ウタ、ケンシン、グスク、島々あり世界でウチナーの(言葉)沖縄は島々しかないすばら
しい文化です。県民のほこりです。話す、言葉は、少々通じないことがありますが、音以外(テイヨウ、ヒサヨー)目笑いで会話ができます。
人間、オギセーとおわり、アザー、ヤヒアイナー等そのままで良いのです。方言の表現力。目、耳、鼻、手、ヒザの前人ある人間皆、一緒
です。
大和、会話をしながら、人間皆生きていると思います。

70歳以上 男性 那覇市
新しい時代、新しい社会の出現に「しまくとぅば」ではついていけない。「しまくとぅば」とは、滅んでいく言葉、変化にいく文化である。おのれ
を育ててくれた言葉ではあるが、新しい社会、新しい世界は、若い、新人達に、担って貰うのが良いのではないか。

70歳以上 男性 八重瀬町
ふるさとは人としての原点だと思います。「しまくとぅば」はふるさと、原点です。中学校の同級生との集まりでの「しまくとぅば」での会話は自
分自身の原点を実感します。各地域の「しまくとぅば」大事にしたいですね。

70歳以上 男性 北谷町 沖縄の文化継承に必要と思うが、外国語教育が叫ばれているおりどうしていいか分からない。

70歳以上 男性 うるま市
島くとぅばは文化なので、誇らしく使えるように子供たちにも指導が行き届くように地域で広めていただきたい。沖縄の共通語になるくらい
普及することを望み、まずは家族間も使ってみたい。

70歳以上 男性 糸満市
国際化進んでいる中ではくとば使いの必要とはしないから。教科書においてもとまくとばでの教科書がないし、英語教育に力をいれてもら
いたい

70歳以上 男性 宜野湾市
島言葉は叙情的でつかてほしいです。私は月2回琉歌や肝くすりに投稿しています。琉歌は思ったまま感じたまま見たままあるがまま読む
と楽です。琉歌一句琉歌の花咲かす枝でちゃちゃむぬ綾なしゆる言葉織ゆる嬉しや

70歳以上 男性 宜野湾市
しまくとぅばは沖縄の文化であり、学校では授業に取り入れて子供でもわかるようにしてほしいと思います。今は子供に話せない。子供が
多いのでできるだけ多くの子供が話せる用にしてほしいと思います。

70歳以上 男性 宜野湾市
今の子供たちはほとんど方言を話せないのを残念に思います。学校教育に取り入れるなど子供たちが方言に触れる機会が多くなればと
思います。

70歳以上 男性 西原町 15分でも小学中学で教えらる機会を時間割でほしい

70歳以上 男性 那覇市
標準語と合わせてしまくとぅばを考えてほしい。もしも普及させたいと考えるなら日常生活の中で標準語としてしまくとぅばを活用すべきであ
る。今のあなたたちの考え方では日本語を活かす人に英語を教えるようなものであって意味がないと考える。

70歳以上 男性 那覇市

私は旧小禄村の出身ですが村には役10カ所くらいの字があり、字ごとに方言を持っていました。話をきくだけで字名を知ることができまし
た。今から思うと非常に不思議な感じ。方言札にみられるようにしまくとぅばは悪い言葉だというふうに我々の年代の人は思っていると私は
考えています。しまくとぅばの普及推進にあたっては、このようにしまくとぅばの使用とインプットされている考えを払拭する必要があると考えま
す。言語学者は使われなくなった言葉は急速に消滅すると言っています。しまくとぅばの普及推進にあたっては、中長期の計画を必要とす
ると思います。私は小学生の頃には知っていた動植物の名前を忘れております。少しずつ学習したいと思っています。琉球民謡、奄美の
民謡を聴いております。古典音楽の歌詞にも理解できないところが多いです。私のしまくとぅばの学習も長期間を必要とするようです。気
長にやりましょう。

70歳以上 男性 宜野湾市 しまくとぅばと一言でいっているが、各地域に方言がありどこを指しているのかわからない

70歳以上 男性 那覇市 沖縄独特のニュアンスを持っている言葉は他に類を見ないので大事に警鐘をする必要を感じるので大事に残すべきである

70歳以上 男性 那覇市 しまくとぅばは残してほしい

70歳以上 男性 沖縄市 多様化した環境ではな普及推進は困難である

70歳以上 男性 宮古島市 必要ない方言（なまり）は差別をうける

70歳以上 男性 国頭村
沖縄においては方言が禁止された時代があり、その名残でいまだに真百な方言が使用されたままになっている。ただ民謡を三味線でひく
ようになって少しは方言が必要性を感じていますが、強いて方言をというとあまり良くはないですね

70歳以上 男性 名護市 各人の出身地のしまくとぅばが多すぎて普及推進については複雑な心境ですが必要性は強く感じます

70歳以上 男性 那覇市
沖縄県人にとっていつまでも残してほしい。テレビ沖縄芝居を観ますがやはりいいですよ。少なくなっていくのが寂しいです。沖縄方言って
いいですよ。頑張ってみんなで盛り上げましょう

70歳以上 男性 西原町 英語国語文法のように形式ばらずに学校職場役所などで気軽に使いまなずようにしたほうが良いと思います。

70歳以上 男性 沖縄市

小学生の時学校では方言を使うと罪とかそういうのがあって、トラウマになっていた時期が長かったのが原因で標準語が当たり前と教えら
れてきた。世の中の移り変わりに惑わされて社会全体が方言は悪い言葉と決めつけて禁止されたにもかかわらず、今、方言についての感
想とかどう思いますかといわれても返事に困ります。宮古では方言札を首にかけられていたり、沖縄では廊下に立たされ見せしめみたいに
された。自分の心境はとても複雑です。郷土の言葉なので賛成とまでは行きませんが、なくなっても困り者だと思います。アンケートは妙な
気持ちで書かせてもらいました。

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 男性 南城市
ウチナーンチュの思いやりのあるやさしい心はオジーオバーを思う祖先崇拝の文化が原点だと思います。そこにはいつもやさしいしまくとぅば
がありました。子や孫がたどたどしいうちなーぐちを使うだけで心が和みます。しまくとぅばの普及促進は実にありがたいことです。

70歳以上 男性 宮古島市
しまくとぅばの普及についてはどの程度必要があるのかわかりませんが、しまくとぅばの保持や継承は必要と思えるので学校教育の中に取り
入れるという方法もあるのではないでしょうか

70歳以上 男性 うるま市 各自治会で週1回島くとぅばだけでお話をする会を作りたいと思います

70歳以上 男性 中城村
島言葉は大変必要だと思います。何か月か前に宜野湾小学校で島言葉教室がテレビで報道されているのをみて、すごく感動しました。
学校や市町村でも是非島言葉をなくさないように取り入れてほしいと思います

70歳以上 男性 浦添市
自分自身が子供のころは、しまくとぅばを使わないようにしたほうが良いといった教育がなされていたように思うので、使えない人も多くなった。
生活の中ではある程度話せるようにしたほうが伝統が残って行くと思う

70歳以上 男性 西原町 琉球の歴史の中でのしまくとぅばの役割、日本語の中のしまくとぅばの立ち位置、琉球のことばの源を研究継続してほしい

70歳以上 男性 那覇市
誇りをもって沖縄の歴史と同時並行して教えなければ、言葉に誇りを持てない。過去からも学べるように系統的に教えなければ普及しな
い。普及することを望む

70歳以上 男性 那覇市

我々の時代は方言札が実施されました。当時の教育方針として本土での沖縄出身の方々がコミュニケーションのツールとして標準語が
必要でありました。やむを得ないことと理解しています。現代は地方が重要視され、個性を重んじる時代である。方言を使えない世代と
なり、子供たちとも使う機会が失っています。学校での方言の取り組み、テレビラジオ等でその重要性は増しています。しまくとぅばに違和
感があります。標準語しまと方言のくちぅばの組み合わせの言葉と感じています。うちなーぐちが良いと思います。しまくとぅばは方言の標準
語、地方とも独特の方言（宮古八重山やんばる方言等）を大切にしたいものです。

70歳以上 男性 那覇市

私自身本土にいって標準語を話すのに非常に苦労したので（例えば休みの日は新聞を全面声を出して読んだりしていた）内地でも県
に」よって方言もずいぶん違います、。たとえば鹿児島県会社内では、すべてが標準語ですが、田舎の人と電話で話しているとなのを話し
ているかまったくわかりません。私の時代は方言で話していると何か悪口でもいっているのかとよく思われなかったと思います。従いましてこ
れからの若者には外国語とか仕事、生活が向上するような教育をしたほうが良いと思う。沖縄の方言も大事だとは思いますが、学者とか
方言で生活している方は良いかと思います。若者たちは将来自分の技術・技能で生活（日本全国共通）できるような教育に力を注
いだほうが私は良いかと思います。従いましてすべての若者に方言を教える必要はないかと思います。

70歳以上 男性 沖縄市 地域ごとに普及推進してもらいたい

70歳以上 男性 浦添市
しまくとぅば普及促進の取り組みに努力している人々や関係機関の皆様の日頃のご苦労に感謝します。現代社会的にも厳しい状況だ
と思われますが、頑張って沖縄のしまくとぅばを次世代に残していくようにしましょう。コロナ禍で大変ですが、健康に気をつけてください。

70歳以上 男性 名護市 沖縄しまくとぅば講師養成初級講座を受講しています。同中級講座もできるだけ早く開講してほしい

70歳以上 男性 豊見城市
しまくとぅばこれからの時代にあわない。村社会から脱出しよう。100年先しまくとぅば残らないと思う。片言、ハイサイ、ニヘーデービルなど
少しは残ると思いますが500年先にはほとんど残らないでしょう

70歳以上 男性 那覇市
若い人の方言を聴いていると本来の方言のニュアンスイントネーション等が、私78歳が使っている方言とは違っていて聞きづらい。普段か
ら方言を使ってないとむつかしいのではないかと思いますが、なくさないよう普及活動に力を入れて若い人、年寄り公共の場以外では親し
く使えるようにしてほしいです。頑張ってください。

70歳以上 男性 沖縄市
戦後生まれの我々は小学校時代は方言札を下げられたことがあった。方言札は今にとっては損をしていると感じる。それは自由に言葉
がつかえなくなったと思った。言葉は使う人にとっては自由な権利だと思うから。今後可能な限り島言葉の普及は残してほしい

70歳以上 男性 浦添市
年寄りと一緒に住むことが難しいので、学校で特別授業みたいな時間を作って教えてほしい。しまくとぅばと手話を同時に教える場を作っ
てほしい。多くの県民が楽しみながら積極的に参加したくなる漫才や落語会等をしまくとぅばで上演して広めてほしい

70歳以上 女性 那覇市 文化保存は素晴らしいことですが、地域一丸となって普及、使用しないと将来的継続ができない。

70歳以上 女性 沖縄市 老人会等でなるべく、しまくとぅばを話すようにすれば知らない方も少しは理解が進むのでは無いでしょうか

70歳以上 女性 北谷町 ネイティブに話せる人たちがいるこの時代に子供たちは耳から学んでほしい。

70歳以上 女性 那覇市
・しまくとぅばの日を県内向けのカレンダーに載せてください。・「おじー、おばー、***だばー」などがよく使われていますが、しまくとぅばなのか
疑問です。・しまくとぅばの正しい発音をしっかり教えてほしい。

70歳以上 女性 うるま市
共通語が一般的になっているので方言は意識的に使おうとしなければ知っていても使う機会は少ない、意識に使うようにすることが必要
だと思う。その為の雰囲気作りをマスコミを通して行う必要があると思う。

70歳以上 女性 石垣市 先輩・後輩の絆になると思います。地域活勢になると思います。

70歳以上 女性 那覇市 あらためて家庭内でも孫に方言での声かけをしたいと反省しています。

70歳以上 女性 中城村
私は小学生のころ方言を使うことを禁止されて育ちました。それゆえあえて子や孫に方言を教えようとは思わなかった。それが良い事か悪
い事か。

70歳以上 女性 八重瀬町 良い事だと思いますので頑張って、進めて下さい。

70歳以上 女性 沖縄市
日常に使う基本しまくとぅばの作成。応用の仕方の工夫。実用する時の練習場。芸能（例えば三味線の琉歌。踊の歌詞の意味等か
ら興味をもたらしていく。）育児をする世代、特に母親の（うちなーぐちグループの作りをする）グループはファッション、音楽、パッソコン、
目標はうつなーぐちを使うグループ。

70歳以上 女性 宜野湾市 方言札の時代があたのでいまさらと思いますが、ぜひ教育現場でもがんばってほしいです。財産として残したいです。

70歳以上 女性 石垣市 年輩の方は出来るだけ「しまくとぅば」で話したら、聞くことは出来ますので親しみがあると思う。好きなんだけど話しきれないのが残念です。

70歳以上 女性 うるま市 沖縄しばい沖縄民活踊りなどでTVでやって欲しいです。

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 女性 南風原町

問23番で沖縄県で普及継承を目的にさまざまの取組を実施しているのにおどろきと全くしらなかった。日常方言で話している事が老いの
で、当たり前で方言が大事というのを考えた事もなかった。よく考えたら今後方言の知らない子供達が沖縄芝居や民謡をきいて、全く意
味がわからないなんて事になると沖縄の方言がなくなると心配になってきました。これからは子供や孫たちとの会話ウチナー口で話す心が
けをしたいです。

70歳以上 女性 八重瀬町
私の生徒時代はほうげんを使うと罪があり友達同志でその罪ふだをどうしたら相手に渡せるかた半分ふざけあって共通語けいこうに進ん
だものです。時代がたってしまくとぅばが見直されてふしぎに思っています。

70歳以上 女性 那覇市 常日頃方言無くしてはけないのに誰か何とかしてくれないと思ってました。

70歳以上 女性 那覇市
私は今帰仁村出身ですが、初めて覚えた言葉が出身地のしまくとぅばでした。地域ごとに違うので、そのしまくとぅばで話をすると、知らない、
何と言っているのと逆に聞かれるんです。普及させるしまくとぅばとは、那覇の方言ですか。

70歳以上 女性 那覇市 見ていたらおもしろそうですね

70歳以上 女性 豊見城市 しまくとぅばはほこらしいです。もっと世界に広げて

70歳以上 女性 糸満市
問23の1～14の事があるのを知らなかった。仏壇に手を合わせる時、法gンで言わないと通じないよと言われた時、まんちゃーひんちゃー
でやった時があります。首里生まれなのに、ちゃんとした方言はわかりません。テレビに出る人ですが（若い人、男）とても方言が上手な
のでうらやましいです。

70歳以上 女性 那覇市 しまくとぅばが若い子にも伝わってほしいです。しまくとぅばは無くなってはいけない

70歳以上 女性 那覇市
幼い頃から両親や近所の年寄りの方が使っていたし、表現のし方が方言でないとできない言葉もあるのでぜひ普及してほしいです。RBC
のおもしろ文化講座の八木正男さんのしまくとぅばはきれいだし、勉強になります。

70歳以上 女性 沖縄市
年配の方々の方言はある程度きくことはできるが、敬語を話すことができないので、ついさけてしまうことがある。でも「しまくとぅば」は、その
地方の文化だからなくしてはいけない。しまくとぅばを普及しようとして頑張っていらっしゃる方々に敬意を表したい。

70歳以上 女性 うるま市 私達はもう何も協力はできませんが、推進員の皆さまがんばって下さい

70歳以上 女性 うるま市
しまくとぅばは決して消してはいけない。なるべく、いってもどこでも使用する事が良いのではありませんか。ラジオでもしまくとうばの時間があり
ますが、いつでも聞いています。もっと時間を長くしてもよいと思う。みんなでしまくとぅばを使えは楽しいと思います。

70歳以上 女性 沖縄市
「しまくとぅば」の体素化（本当、宮古、八重山の言葉）。「しまくとぅば」の研究所の設置。指導者の養成。幼稚園、小学校、中学校、
高校でカリキュラム制度化。「しまくとぅば」演劇、映画の作製、普及。

70歳以上 女性 那覇市 民間に委託までして（お金を使って）調査する必要があるでしょうか。コロナ禍に中少しこの時期に調査することに疑問を感じています。

70歳以上 女性 宜野湾市
しまくとぅばカルタとじゃ、カレンダーとか具体的に生活の中で身近におけるようにするといと思う。芝居、舞台、音楽などでアピールしたらどう
か。印刷物を配布するとか。

70歳以上 女性 南風原町
問23のしまくとぅば普及継承で14項目の取組みがなされている事知りませんでした。全県に広げる前に、モデル市町村を北部、中部、
南部、宮古、八重山に一か所づつ取り組む事を望みます。

70歳以上 女性 西原町

「しまくとぅば」大切な言葉と思います。お年よりの中には日本語を話せない方がいらしゃいます。病院などの待ちあい室などで、となりのお
年よりの方が話しかけても話しができないという人もいます。ぜひ「しまくとぅば」を話せるようになってほしいと思います。小さい子がいる家は
なるべく、じいちゃん、ばあちゃんが方言で話しかけてはどうでしょうか。私は小学校の時、「方言ふだ」というのがあって、方言をしている人
がいないかとても勉強どころではありませんでした。

70歳以上 女性 浦添市
私達の時代は、家庭ではずーっと方言でしたので、小学校入学すると、共通語がはなせなくて、先生や友達とも話をすることが出来な
かった。発音が悪くて、言葉に劣等感を持っていたので、方言は良くないと思っていました。今の若者は本土の人と変わらない位に共通
語が上手なので、英語を学ぶのと同じようにしまくとぅばを学んでいったら、若者と老人は親しみを持って話すことが出来ると思います。

70歳以上 女性 浦添市
しまくとぅばを使う相手は、今はもうなくなり（祖父母、父母）（友達）しまくとぅばを使う事がへりましたが、私なりに日常生活の中で、な
にげなくしゃべっています。父母との会話を思い出したり友との会話なりで、つい言葉にしてしゃべっています。しまくとぅばは大好きです。

70歳以上 女性 西原町 しまくとぅばがいつまでも残ってほしいです。

70歳以上 女性 宜野湾市 日常的にいつも身近に感じられたらいいなと思います。

70歳以上 女性 名護市
しまくとぅばは沖縄の大切な言葉であると思う。親しみやすく表現しやすい。子や孫たちにぜひ残したい言葉である。しまくとぅば普及推進
テレビ番組ももっとふやしてほしい。

70歳以上 女性 うるま市
最近カジマヤーを迎える母がよく口にする言葉があり驚いています。沖縄にはいろんな教訓歌がいっぱいある。老人と交流する場があれ
ば残せないですか。孫達と接する時、出来るだけ使う様にしています。

70歳以上 女性 沖縄市
70才代は学校で「共通語」れいこうを発令していてしまくとぅばを使ったらおこられた時代でした。本土に就職するときにはしまくとぅばをつか
うなといわれていました。いましまくとぅばわかる人が家でもかんたんな言語はつかってほしい。教育の場でも取組んでほしい。沖縄芝居も
県でしょうれいしてほしい。

70歳以上 女性 本部町 身近に感じられる歌、踊り、芝居等々があれば良いかな。ポップな。

70歳以上 女性 南城市 あるていど子や孫が少しでも分かってほしいから

70歳以上 女性 南城市
メディアでもっと方言の時間を増やすようにする。地元メディアのニュース番組でしまくとぅばえ語られるコーナーとかあればいいかな。地元新
聞ではあるけれど、しまくとぅばをよむのはかなり根気が要る。目と耳できいて、しまくとぅばを印象づけたい。

70歳以上 女性 北谷町
老人会でも使う方はいないし、70代前半の方は聞く事はできるけど話す事はできない。老人会、公民館を活用してもっと身近に習う、
使うができるといいと思う。

70歳以上 女性 那覇市
70代の私達の世代は友人に聞いても使いけどまったくつかっていないとのこと。理由は相手に対する言葉の使い方に自信がないから使わ
ないというのが多かった。出来れば保育園でも島ことばにふれさせてほしい。

70歳以上 女性 沖縄市
しまくとぅば推進をすれば沖縄の文化（沖縄民謡・沖縄芝居・沖縄踊り・沖縄の歴史など）をより深くけんきゅうできると思います。私は
長い間、茨城県に住んでいましたが、故里の方言を聞いて心が癒されています。今の沖縄の若者は方言が下手なのでどんどんしまくとぅ
ば推進した方がいいですね。

70歳以上 女性 那覇市 次の世代にもぜひ残していってほしい

70歳以上 女性 宜野湾市 普段かんたんのことば位は話せてほしい。

70歳以上 女性 宮古島市 方言札時代の人間なので今更という感はいなめませんが頑張って下さい。

70歳以上 女性 浦添市 これからは嫁や孫にもしまくとぅばを教えていこうと思います。ありがとう。

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 女性 沖縄市 自分のルーツを知る為にも多くの島くとぅばを知りたいです。県民が出しあっても良いと思う。お金、しまくとぅばのテレビ放映

70歳以上 女性 八重瀬町
島くとばがうすれていくのはとてもさみしい。島くとばは人々の愛情、暖かさを感じる表現の仕方があります。人への人情、なさけ、人生の
生きる道徳的な今日くんがあって実に誇らしい言葉もたくさんあって失ってほしくない言葉です。皆様のお力でぜひ活発な取り組みをして
ほしいです。

70歳以上 女性 名護市
私の子供の頃は方言は使っていけないと言われたりしました。今の子供達は方言はほとんど知らないと思います。「しまくとぅば」はなつかし
いなーと思います。

70歳以上 女性 那覇市
方言を絶やさない為にも公民館等でもサークル等があります。たとえば、子供達のクラブ（サッカー、野球）等で、あいさつから普及させ
ていけたらと思います。丁寧語で使っていけたらと思います。どうしても悪口が先だって下品な言葉になりがちですが、（悪口はおぼえやす
いので）

70歳以上 女性 糸満市 「しまくとぅば」格言集を作る。

70歳以上 女性 南風原町
「しまくとぅば」方言札世代で育ったので、逆もどりになるような気がする。しかし、兄弟姉妹と会う（話す時）は何故か、意識せずとも「し
まくとぅばで自然に切り換わっているのは不思議です。

70歳以上 女性 石垣市
病院の待合室でお年寄りが方言で会話しているのを聞いて、とてもなつかしく思ったことがあります。かつて自分の家も祖母がいた時は、
父母は方言で会話していました。祖母が無くなり、方言はきかれなくなりさびしいです。自分自身方言を聞くことはできても話せない。普
及継承の取組はとても重要だと思います。

70歳以上 女性 南城市

「方言で今日拝らびな」みたいなラジオ番組もすばらしい企画だし、TVでも役者が出て方言で語っていくのも親しみがもて、普及にも役
立っていくと思われる。ことば（方言）の使い方からわかるその地域の特性とかの企画も興味がもてるものにできるのでは。このアンケート
に答えていきながら、実は私は何も知らないでいろんなことに内心、ジクジたるものをカンジます。問23こんなにも沢山のご努力をしてい
らっしゃる協会が存在しているのに無知でありました。お詫び致します。

70歳以上 女性 うるま市
問24の（例、首里言葉、国頭言葉、池間言葉）とありますが、字ごとにちがいがあると感じています。それぞれの字の言葉を残してほし
いと思います。コロナ感染拡大で「やーぐまい」して居りますが、「しまくとぅば」普及継承にチバリヨー。

70歳以上 女性 那覇市 しまくとぅばの普及推進にはいろいろな方法や手段があると思いますが、私はテレビを活用した方が効果が高いのではないかと思います。

70歳以上 女性 豊見城市 しまくとぅば（9/18）の日を沖縄県行事としてとりあげてほしい。しまくとぅば励行の日にする

70歳以上 女性 那覇市 しまくとぅばを普及の前に孫には英語、中国語、ハングル語を話せるようにし、その後でしまくとぅばも話せるといいなと思う。

70歳以上 女性 中城村
しまくとぅばを話される御家族がおられる場合、沖縄の歴史や誇りも含めて伝えていただければ幸いです。教育の場でも、強制することな
く、興味を持たせるように指導してほしいです。沖縄を好きになれる一環として

70歳以上 女性 うるま市 ラジオ番組等のメディアの効果が大きいのではないでしょうか。私は日常時しまくとぅばでの会話を楽しんでいます。

70歳以上 女性 国頭村
言葉は沖縄の大事な精神文化です。積極的に普及をはかるべきだと思います。小・中・高でも週に1～2時間程度授業があっても良い
のではないでしょうか。

70歳以上 女性 読谷村 ウチナー口のお笑い、ウチナー口のコマーシャル楽しく聞き笑えています。しまくとぅば大歓迎です。

70歳以上 女性 沖縄市 テレビなどで郷土劇場など多く放映してほしい。

70歳以上 女性 那覇市 子ども（小学生）の頃に教えてほしい

70歳以上 女性 金武町

私は生まれ育ちは金武村でした。高校生までは友人や親族とは金武の言葉で話していました。高校卒業後は東京に出てそれ以来、
友人、親族とも日本語（標準語）話しています。金武の方言も使いたいし、首里、那覇の方言もなめらかで好きです。しまくとぅばで話
したり、聞いたりしたいですね。しまくとぅばは沖縄の言葉なので消えてはほしくないです。若いお笑いの方が方言を使っているのを聞いてう
れしかったです。

70歳以上 女性 沖縄市 自分の祖父母と接する機会が少なかったので、聞く事はできるが話す事は出来ないので子どもにも教えることができなかった。

70歳以上 女性 那覇市
島くとぅばを消滅させないために、頑張ってほしい。甥が高校の教師をしていて、生徒にも推進していますし、息子にもしまくとぅばの話し大
会にも出場しています。ですから、しまくとぅばを絶やさないようにしてほしい。

70歳以上 女性 浦添市
私達住んでいる地域ではあまり聞いたことがありません。もっとたくさんの方々がわかるように、身近で、市町村などで知らせてほしいと思い
ます。「しまくとぅば」大好き。

70歳以上 女性 那覇市 沖縄しまくとぅばはぜひ残してほしい。公共の場でも家庭内でも普通に使うようになればと思います。

70歳以上 女性 沖縄市 将来しまくとぅば普及に愛着が有ります。

70歳以上 女性 那覇市
沖縄で生まれ、小学校の低学年を本土で生活したため、ちゃんとしたしまくとぅばが話せないので、なるべく、年長者にしまくとぅばを聞かせ
てもらえる様にしている。

70歳以上 女性 那覇市
沖縄はもっと進歩してほしい。コロナで特に感じる。本土とおきなわの感情がはなれすぎる。相手によってはきちんと判るあいさつ話歩みよ
る

70歳以上 女性 糸満市 家でも（家族）方言ではなせるようにしたいですね。

70歳以上 女性 那覇市 今後もしまくとぅば普及推進の活動と努力を。応援しています。学校教育課程に位置づけがあても良いのでは。

70歳以上 女性 糸満市 とっても良いと思います。

70歳以上 女性 那覇市
沖縄で生まれ、生まれた時から、沖縄語（ウチナーグチ）があり、日常語として育った。共通語を使いましょうと共通語（日本語）施
行と学校教育あり。学校では、島言葉（沖縄語）を使ってはいけないと無意識に出る言葉も注意され、方言を使ってはいけない教育
を受けた。方言札。沖縄の日常語（ウチナーグチ、島言葉）も英語と同じようにあつかわれたらいいのに。

70歳以上 女性 石垣市
石垣市では、「すまむにを話す大会」開催、又、「八重山ぬむかすむにかるた」作り方言を普及しようと頑張っています。地域の伝統文化
を守りたいと思っています。

70歳以上 女性 沖縄市 昔話や同様等を「しまくとぅば」に解釈して新聞等、日常目につきやすくするなどする。

70歳以上 女性 宮古島市

40年余りに渡り、カルタや民話づくりなども実施しましたが、定着したという実感はありません。興味、関心を持ってくれた程度です。方言
大会なども実施しましたが、お年寄りが喜ぶばかりで若者たちにはピンとこないようです。幼い頃から親しませることが大切だと思います。
童歌や民話に親しませ、カルタなども子どもの頃から身近なものにすることがいいのでは。「しまくとぅば」だけでコミュニケーションをすることは
とても難しいと思うので、共通語とミックスしてもいいと思います。単語・単語で強調したいところをしまくとぅばにしてみるとか。しまで生活す
る者として先祖から育まれてきたしまくとぅばを引き継いでいかねばなりません。島の独自性を生かす大切なことば、なくしたくないですね。

70歳以上 女性 北谷町
現今、耳にする「しまくとぅば」は、「出来損い」の言語であり、継承するべきではない。品がなく、実に耳障りである。昔の芸能人などから
首里・那覇の言い回しを調整・整理した後に広く学習させるべきである。若い人に真面で美しい敬語を話せる者は皆無である。

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 女性 うるま市 テレビのCM、しまくとぅばは愛着を感じいやされる。

70歳以上 女性 那覇市
今日まで「しまくとぅば」の普及推進の事は知りませんでした。これからは、若い方、そして21世紀を生きていく子ども達に是非継承させて
いきますようお願い致します。

70歳以上 女性 うるま市
幼少の頃、方言を使わないようにと育った時代です。意識して子供たちに話したことはなかったです。孫達が学校や保育園で劇や歌など
でなつかしく感じました。若い頃は芝居を観に到り、テレビ等で身近にあります。家庭や学校、地域の「しまくとぅば」に対する教育も大切
だと思いました。これからでも意識して子供たちへ使っていきたいです。頑張ってください。

70歳以上 女性 石垣市 「しまくとぅば」生島の宝、「しまくとぅば」島の財産

70歳以上 女性 うるま市
首里言葉はやわらかな感じで耳あたりがすごくいい。宮古言葉はほとんど意味がわからない。地域による違いをどうするのでしょうか。地域
ごとにのこしていくということですか。どちらにしろ残していければと強く願っています。

70歳以上 女性 那覇市

しまくとぅばを話すことは、とても大切なことです。私は、しまくとぅばで育ち70数年経ちます。時々、姉や小学校の生徒を「語やびらしまくとぅ
ば大会」に出場させるため、沖縄市の民話をしまくとぅばに書き換えて覚えさせたりしましたが、子とも達は「英語よりむつかしい」という子ど
ももいました。今、各小・中学校に「しまくとぅば読本」が配布されていますが、上手に活用されてないように思えます。各家庭で使いこなす
ことも今は無理です。やはり、学校で授業の一貫としてやっていかなければ将来が危ぶまれます。小学校では、英語よりも「しまくとぅば」を
優先にしてほしいと真剣に思っています。総合学習やクラブ等で「しまくとぅば」を取り入れている学校もありますが、県全体で取り組んで欲
しいとせつに思います。

70歳以上 女性 うるま市
私は、40才代の主婦ですが、祖母や祖父などが近くにいて、しゃべる時などは、半分ぐらいのしまくとぅばを話して会話をしています。聞く
事はできるけど、しゃべるとなると子供につたわらなかったりと、あるのでしまくとぅばは、沖縄らしいので、ずっと残ってほしいです。

70歳以上 女性 嘉手納町

コンピューター、IT、スマホ、通信機器がどんどん発展して、それに追いつくのに必須の時代だから、しまくとぅばは親や先輩方が会話の中
に少しづつでも、しまくとぅばを入れていけば笑い話にもなり、そのつどどういう意味かを説明していけば少しは記憶の中に残るものがあるん
じゃないかと思う。若い人はたいへんだなと私の年になるといつも思っています。まず、英語をおぼえないといけない。最近は中国語も熱心
に勉強している若い人たちもいるようで、何かにつけて大変でしょうね。「ないる分し しむくと がんばりよ」

70歳以上 女性 北谷町 子ども達に故郷の言葉を大事に思い使ってほしいです。親しみがわいてコミュニケーションが取りやすいと思います。

70歳以上 女性 那覇市 テレビ、ラジオでもっと番組を持ってほしい

70歳以上 女性 那覇市
自分が小学校の時代から標準語れいこうで方言は使ってだめだった。方言もあまり使わない様にしていたためあまり方言は分からない。
父親首里の人、戦争に兵隊ですけど亡くなった。母親は今帰仁の人なのですが標準語は使わなかった。

70歳以上 女性 宜野湾市 日常のあいさつ等、明るい身近に感じるので、しまくとぅばはある程度必要なので、子供の授業に加えてほしい

70歳以上 女性 うるま市
言葉は時代によってどんどん変わっていくのはさみしいが、現実的に日本語も全く反対の意味になったりするので、どうしたらいいのかわから
ない。

70歳以上 女性 南城市
島くとぅば→なくなると＝ふるさと→無くなる。寂しい、むなしい感じがする。※「ふるさとのなまりなつかし停車場の人込みの中にそを聴きに
行く」※「ふるさとの山に向かいて言うことなし ふるさとの山はありがたきかな。」石川啄木「一握りの砂」より。私の好きな詩です。※私は
日本中の方言が大好きです。（北～南）

70歳以上 女性 那覇市
ワンネーナーファウティ生活ソーイビーン、アマクマウティウチナーグチシハナシスシガワンヤカシージャヌチャーガ、ウフサイビーシガ、チチュシヤ
ナイシガハナシーヤジョージアウン、リイミ、ソーチ、ワラティワンネールーチュイテーファヌグゥトシハナシーソーイビーン、ウチナーグチチチブサン
リイチアタｙティチャービーシガ・・・・クーサイニ、オバーサンガハナシーソータルクゥトバチカイブサヌルシコゥメーイトーイビーン

70歳以上 女性 南城市
中高年世代よりも,若い人が「しまくとっば」に興策関心を持つ人が増えていると思うので,今が 良い機会なので「しまくとうば」の推進と普
及に努力すべきである。教育,観光・メデミア等で,「しまくとうは」を使う機会を多くすることを望みます。

70歳以上 女性 北谷町 自分でも進んでしまくとぅばの勉強会やらしまくとぅばの本とかで資料を探して忘れない様に勉強しながら進みたいと思います。

70歳以上 女性 那覇市
小学校中学校の時使うと叱られました。使ってはいけないということで育ちました。両親も使っていませんでした。聞くことは出来るが話せ
ません。

70歳以上 女性 名護市
ウチナー踊りの内容を知っていると民舞は踊りやすくなる。私たちは言葉あまり喋れませんが聞くことはある程度できます。なくすことはいけ
ないと思いますがあっていいとはまたどうしてかよく分かりかねます。島言葉あったらいいかなくてもいいかよくわかりません。どうしよう。

70歳以上 女性 読谷村 時代とともに変わって、しまくとぅばが聞こえないです。やっぱりしまくとぅば沖縄に残してほしいです。

70歳以上 女性 うるま市

私は3人子供がいます。上と中は娘です。下の子は男の子です。上の娘二人は夫が那覇市出身なので常に夫とも日本語でした。下の
男の子が生まれてすぐ島くとぅばをつかいました。現在43歳です。結婚して男1人女2人子供がいます。43歳の男が小さい時から今まで
会話(うちなーぐち)はぎこちないけど私やまわりのお年よりの話しているのは、ほとんどわかっているみたいです。島くとぅばはとても大切だと思
います。おじい、おばあもしまくとぅばが話せる間は子や孫に島くとうばをたくさんつかいましょう、ちばらなや

70歳以上 女性 沖縄市

戦時中生まれなので、祖父母に育てられた事があり、ウチナー、ヤマト、グチみたいな標準語なのか、何なのか、うまく使い表現が出来な
くて、小学生の頃から人前で話す事ができず、口数が少ない子供だったのではと思う。しかし、現在は同世代の人との関わり話したりする
ときはウチナー口が使えて、時々、銀行等では、通訳ではないけど、行員の方に教えてもらって、ありがとうと言われた事もあります。でもう
まくどっちも使えないと自分なりに思っていますが、、、

70歳以上 女性 那覇市
私が小学生の頃、気骨の有る男子達は常に島言葉で話していました。当時は方言と言われてましたが家庭内で島言葉を聞く機会の
少なかった私は、男子達の会話の中で島言葉をほとんど理解出来る様に成りました。現在、教室内での島言葉の会話の奨励をして頂
きたいと思います。小学校、中学校、高校と島言葉での会話は素適だと思います。

70歳以上 女性 沖縄市
しまくとぅばハンドブックが書店になくてどこで売っているかと聞いた事がありますが手帳みたいな持ちやすく気軽に読みやすいのがあって書店
で買えると良いと思います。

70歳以上 女性 那覇市
実家の母親が元気の時「しまくとぅば失ないねえ親失うの同じだよ。」ことあることに言っていたのを思い出します。言葉(しまくとぅば)はたい
せつな財産なのでなくしてはいけないんじゃないかと思います。小中高大学生に1週間に1回もしくは1ヶ月に1回ボランティアとして老人会、
デイケア、等々に行って交流を深めてしまくとぅばも聞くことで学んでいけるんじゃないかと思います。

70歳以上 女性 うるま市
沖縄の伝統芸能、文化の発展にはしまくとぅばは大事であり、言葉の理解が重要だから、若い世代にしまくとぅばへの関心を持たせること
も重要であります。

70歳以上 女性 宜野湾市 学校の授業にも取り入れてほしいです。

70歳以上 女性 南風原町
南風原町では文化協会で「しまくとば大会」があり、中央公民館まつりで発表します。各字の言葉（イントネーション）が違うのでおもし
ろい

70歳以上 女性 石垣市

沖縄方言（ウチナーグチ）や宮古、八重山と独特の方言がある。その方言を残すための努力・八重山圏域ごいうと字会や公民館等に
方言を普及するための補助金を出し、地域の子供たちに方言に親しめる催し、たとえばグランドゴルフを一緒にしたあと、「おにぎり」弁当
ではないお菓子を食べながら「こんな方言しっている？」「お家で待っているやあ」と無理のない遊びの中に方言を広めてほしい。「おにぎ
り」「お菓子」おいしいかあ。八重山方言では「おいしい」というのは「うまさん」というよ。沖縄方言では「まーさん」というよ。いらっしゃい「沖
縄方言」めんそーれ。「宮古方言」んめやーち。「八重山方言」おーりーとーり。自然体でどのように普及するか考えてください。「にいふあい
ゆう」ありがとう

18.ご意見・ご感想
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70歳以上 女性 宜野湾市
私たちが子供のころ日本語励行があってしまくとぅばをすると怒られていたのもです。学校では特に酷かったです併し、いつの間にか今のよ
うになっています。テレビでしまくとぅばを聞いたときに意味がわからず聴く子や孫もいました。子供たちが集まるところで冗談をいいつつ教え
たらよい小野ではないかなと思います。（手が震えて思うようにかけずごめんね）

70歳以上 女性 宜野湾市
ラジオ(RBC)16時からの民謡など参考になります。、沖縄芝居等最近はほとんどなく、方言がきけなくなり、寂しく感じます。機会があれ
ば放送し、若い方々にもみてもらっては（興味をもってもらう）のはいかがでしょうか頑張ってください、応援しております（私は子供、娘
ＬＩＮＥ等方言で交換してます。ちなみに娘は40代）

70歳以上 女性 南城市
私たち親世代にとっては方言は聴いたり話たりはできますが子供世代まったく話せません。これは自分たちが家庭で使ってなかったためで
す。これからは単語でも良いので方言を使って会話をしたいと思います。学校での勉強だけでは無理だと思います。地域や家で少しずつ
取り入れて話をすることが大切でしょうね

70歳以上 女性 沖縄市
私自身も70歳になったばかりですが、方言は言っていることくらいはわかるのですが使うことがあまりなくこれではいけないと感じてはいます
が未来の子供たちに残すにはどうしたらいいんでしょうか私自身が使うことを意識してできるだけ使うように努力していかなければいけない
ですよね。がんばってばんばん使います

70歳以上 女性 沖縄市
小学校でもしまくとぅば大会で孫たちが頑張っています普及ボランティアの方々に感謝しています（頑張ってください）新屋千代子さんあ
りがとうございます上原直子さん楽しみにしていますご主人伝吉様

70歳以上 女性 国頭村 自分たちの時代はしまくとぅば罰則があり使えませんでしたが、豊かな心を持つため残してほしい

70歳以上 女性 石垣市
学校の授業科目にしまくとぅばを加えることとして現在の教員は若い年齢が多く、教えることは少々無理があると思いますので、外部から
の起用が求められます。また部活など沖縄芸能を通して理解させるのもよいと思いますが

70歳以上 女性 那覇市 沖縄県民琉球の民だからしまくとぅば方言だからのすべきと思う、方言はすばらしい良い言葉だから

70歳以上 女性 宜野座村 しまくとぅばでないと表現できない味わいがあり普及推進に努めてほしい

70歳以上 女性 名護市

私育った時代は戦後間ｍおなくて小学校の時習慣目標として共通語励行を掲げて方言を使用すると、首から方言札をぶら下げられる
という時代でした。家族に年寄りはいなかったので、標準語しようの環境にありました。大人になって他人が方言で会話をしていると、郷
愁を感じて今更ながら片言でも練習しとけばよかったなと思います。残念です。ぜひとも幼少の頃からの方言環境を作ってほしいと思いま
す。

70歳以上 女性 浦添市
浦添に住んで15年になります。それまでの60年間のうち50年あまりのは首里に住んでいました。浦添と首里の微妙な違いを感じていま
す。コロナで同期生の集まりもなくなり、話す機会がとても減りました。でぃさーびる等高齢者施設でのしまくとぅばをもっと使うことを希望し
ます

70歳以上 女性 豊見城市 とても柔らかくていいと思います

70歳以上 女性 宜野湾市
地域のおじいちゃんおばあちゃんたちと児童達とのゆんたく会、昔話、子供の時の足しかった遊びなど、月一回くらいあったらお年寄りも笑
顔になるんじゃないかな。私は介護予防で週2回通っているがそこでは進んでみなさんとうちなーぐちで挨拶しているよ。◎はいたい、ちゃ
がんじゅうやみせーぃびーがやたい、ちゆんまたゆたしくうにげーさびら 方言でかくは難しいです

70歳以上 女性 那覇市
6人で首里のしまくとぅばを月2回勉強会をしています。しかし今はコロナ禍のため休みです。東京に住んでいる孫に桃太郎とかうぶんにじ
りの話をしまくとぅばで語っています

70歳以上 女性 糸満市 これからの子供たちに是非しまくとぅばを教えていつの世になってもしまくとぅばを覚えさせてほしい

70歳以上 女性 宜野湾市
ラジオ、テレビ等で島くとぅばが流れると聞き耳を立ててしまいます。標準語であっても、なまりが沖縄独特でしたら、心がなごみます。いつ
までも沖縄の方言大切にしてほしいと思います。よろしくお願いします

70歳以上 女性 沖縄市
自分たちの時代は家友人と方言を使って方言札をもらったこともありなんと現代は子供たちが使えない聴けない悲しいですよね。方言を
なくしてはいけない沖縄の人のホコリです。普及推進させてください

70歳以上 女性 名護市
是非普及推進し若い方々に正しいしまくとぅばを取り入れてほしい。何故なら自分がこのと年齢になってもしまくとぅば（地方）の違いが
今一つ理解できていないので、もっと若い方等に知ってほしいと希望します。今の世代はいいですね、昔は方言を使うと白い目または学
問の貧しい人に見られがちでした。特に男生徒には方言を使う人が多かったです。よく学校の先生に注意されていました。

70歳以上 女性 那覇市
ラジオを聴くことが少なくなっているので、聴くチャンスが減っています。日頃の生活にゆとりがないからかと思うのですが。テレビよりは普及す
るのはラジオがベストだと思います。

70歳以上 女性 沖縄市
孫が方言に興味を持って小三年生、夕食の時大笑いになる時があるネコーマヤー バスの中、買い物、スーパーの中で聞こえる遠いや
さしい島言葉心がほっこりする

70歳以上 女性 西原町

言葉は生き物、生活の中で使ってこそ身についてくるもの40台の娘がいるがその祖母と同居していたため共通語も得意で会話として話
すことがなかったハゴーサヌ イチムシ フラー フリムん あまり良い表現でない単語は今でよく記憶しているが会話はまったくできない。話
すことを前提として指導する場がないと滅びていくように思う、英会話塾のように方言塾があってもよいと思うが英語のようにグローバルで
将来にいかせる力があるものと違い、思想的アイデンティティ的なものである。個々の思いにあるところが大きいと思うので困難さを感じま
す。文化協会の会長や首長の挨拶も グスヨー チュウウガナビラ 後は続きません

70歳以上 女性 金武町
私は73歳になりますが、私の周囲には方言がわかる人が少なく、私自身もあまり使わなくなりました。まったくなくなるのもさびしいですが、
普及推進は必要だと思います

70歳以上 女性 うるま市
生活の中で年配者等が言葉をきいて自然に覚えたものです。学校でも授業は共通語、休み時間は方言で友達同士使っていました。
つまり耳慣れということで使えるようになったと思います

70歳以上 女性 那覇市 学校で道徳の時間をつくってしまくとぅばで自己紹介あいさつ身近のことから始めたらどうでしょうか

70歳以上 女性 宜野湾市
毎日の生活の中でしまくとぅばを使いましょ。合言葉で呼びかけていくことでしまくとぅばが子供たちの間でもしゃべりれるようになるんじゃない
でしょうか。（ラジオテレビなど）

70歳以上 女性 豊見城市
しまくとぅばは楽しいし、残ってほしいと思いはあるが、わざわざ普及推進についてはよくわかりません。国際化時代を考えると普及推進より
も自然体に任せてそれより正しい日本語を使うほうが重要な気がします。

70歳以上 女性 石垣市 方言は残したい

70歳以上 女性 南風原町
地域によってしまくとぅばも色々変わり面白いむつかしい言葉がある。テレビのCMをみて思わず笑ったり、気分もよくなるメディアでもどんどん
使用したほうが良い

18.ご意見・ご感想
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