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Shimakutuba Education through the Action Research 

OY AKA W A Shinako 

1.研究の背景

琉球列島で伝統的に話されてきたしまくとうば(琉球諸語)は琉球処分 (1879年)や

日本語教育の導入、方言撲滅運動や沖縄戦 (1945年)、戦後は日本語メディアの普及や

都市化、「復帰j運動に伴う標準語励行など、社会情勢変化に伴い使用者が激減し、 2009

年にはユネスコによって消滅危機言語として認定された (Heinrich，Fija and Brenzinger 

2009)。石原 (2010)は2006年に琉球新報が行った意識調査をユネスコの危機度の基準

(等級 5の安泰から等級 0の消滅まで 6段階の評価)に照らし合わせ、しまくとうばは等

級 2の「かなり危機的"主に祖父母世代かそれ以上の世代に使用されているjであると評

価し、 20-30年後には等級 1の「非常に危機的ー曽祖父世代のごく一部の話者に知られて

いるjに移行する可能性があると論じている。

消滅が警告されるしまくとうばだが、一方では、沖縄県議会が 2006年「しまくとうば

の日j条例を可決した。しまくとうばは文化の基層であるとし、次世代に継承するため、

県民のしまくとうばに対する関心と理解を深め、普及推進を図るのが条例の趣旨だと述べ

られている。戦前、戦後の教育において日本語の方言として位置付けられ、矯正の対象と

されてきたしまくとうばが継承すべき価値のある言語だと再認識されたことの意義は大き

し当。

2012年に琉球新報が行った県民意識調査ではしまくとうばを「聞けて話せるJと答え

た人は 10年前の 2011年の調査と比較して 11.1ポイント減少の 44.7%、「聞けるが話せ

ないJ26.3%、「ある程度聞けるJが21.7%、「まったく聞けないし話せないjが 7.3%と

続く。「聞けて話せるJと回答したうち 70代は 86.8%であるのに対し、 60代 75.0%、50

代 51.5%、40代 27.9%、30代 13.7%、20代 10.1%と年代が下がるごとにしまくとうば

話者数が減少していく、特に 20"'"30代の 9割がしまくとうばを話せない状況は危機的

である。 2013年に沖縄県が行ったしまくとうば県民意識調査によると「しまくとうばに

親しみを感じているJと回答した者は全体の 80.3%を占め、「子供たちがしまくとうばを

使えるようになることを望んでいるjとした者は 86.8%と圧倒的多数を占めている。し
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かしながら「しまくとうばをよく理解できるJと回答したのは 70代で 83.2%であったの

に対し、 40代では 13.1%、10代では 4%と世代問ギャップが浮き彫りとなった。これら

の調査からしまくとうばが世代間で継承されていない現状を読み取ることができる、また

核家族化が進む中で子育て世代の親たちががしまくとうばを話せないということは、沖縄

の子どもたちがしまくとうばに触れる機会を持ちにくいことを意味する。

2.研究の目的

時代の荒波に飲まれ継承を阻まれてきたしまくとうばを次世代へ残そうと、沖縄語普及

協議会やうちなあぐち会、沖縄ハンズオンなどの草の根活動を継続してきた団体や個人の

働きかけ(小学校のクラブ活動の時間や読み聞かせの時間を活用したしまくとうばの継承

活動、公民館やサークル、カルチャースクールでのしまくとうば講座、コミュニティラジ

オでのしまくとうば放送など)や、沖縄県や市町村文化協会、研究者、文化庁、マスメディ

アの啓発活動がきっかけとなり、これまでしまくとうばを「劣っているものJや「学ぶ必

要のないものJと捉えてきた県民の言語意識に変化が現れ、昨今ではしまくとうばの保存・

継承が盛んに議論されるようになってきた。ブラッドレー (2002)は「言語維持におけ

る決定的要因は、当該言語集団の自らの言語に対する態度であるjとしているが、沖縄県

においてしまくとうばに対する県民の言語意識は高まりを見せている。

しかし、言語復興運動の現場からは「しまくとうばを教えるための教材がないj、「しま

くとうばの正表記法がないj、「どこのしまくとうばを教えるか決まっていなしリ等の声が

挙がっている。それらはしまくとうば復興に向けた取り組みがボランティア活動に大きく

依存してることに由縁する(親JI[2014)。本研究では、しまくとうばの継承が抱える課

題と向き合い、アクションリサーチを通して児童向けのしまくとうば教材の開発と、それ

を活用した学習方法を模索する。

3.調査方法

しまくとうば学習教材の開発に先立ち、現在小学生にしまくとうばを指導しているボラ

ンティア講師への聞き取り調査を行った。聞き取り調査に協力してくださったのは沖縄県

中南部で小学校のクラブ活動の時間や総合学習の時間、朝の会、読み聞かせ等の時間を利

用してしまくとうばを教える活動をしている 10人の講師(しまくとうば母語話者)で以

下三点について聞き取りを行った。

Ql.しまくとうばの普及継承活動の目的とは何か

Q2.どのようなしまくとうばの普及継承活動を行っているのか

Q3.しまくとうば普及継承活動の難しい点は何か

4.調査結果

Ql.では「しまくとうばはうちなーんちゅそのものである、沖縄には『くとうばわしりー
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ねーくにわしりゅん』という諺があるが、言葉は私たちが誰であるかを示す大切なもの

だから、子供達にも伝えていきたいJ、「しまくとうばはアイデンティティそのものだj、「現

在ではほとんどの人がしまくとうばを使えなくなってしまったので、今しまくとうばを分

かる私たちの責任で子供達に教えていかないといけないと感じているj、「昔はしまくとう

ばは悪い言葉、学のない人の言葉とされてきたけれど、今はそうじゃないんだ、私たちの

立派な言葉だということが言われるようになった、私たちのいい言葉を子供達にも教えて

あげたいJという意見が出た。講師の平均年齢は 76歳で、彼らは小学校進学により教育

語である日本語と出会うまでしまくとうばで育った世代である。消滅の危機が警告されて

しまったしまくとうばを母語話者として「どうにか次世代に伝えたいjという思いが見て

取れた。また、「直すべき劣った言葉(方言)Jだと教わり、そう扱われていた時代から「継

承すべき言語だJという認識に変化したことに触れる方もいた。これらの回答はしまくとう

ば母語話者の言語意識の変化が言語復興に関係していることを示している。木村 (2011)

はコーンウオールのケルノウ語を例に挙げ、言語イデオロギーが言語新たな使用形態を生

成し、形成された新しい言語使用形態がまた新たな言語イデオロギーを生み出していくよ

うな発展過程について論じているが、しまくとうばにおいても「使用すべきではないJと

いうかつての言語イデオロギーが言語仕様を阻み消滅の危機を迎えるに至ったが、消滅の

危機瀕する母語に対する言語意識が「継承すべき言語Jという新たな価値基準が生まれ、「継

承すべき言語jという言語イデオロギーが普及継承活動などを通して新たな言語仕様を生

み出すという流れが見て取れる。

Q2.では、現在しまくとうばの活動をしている個人や団体に対して、時折、保育園や幼

稚園、小中学校や公民館などから講師派遣の依頼がくることについて述べていた。単発の

講座もあれば、小学校のクラブ活動のように定期的に開講されるクラスもあるとのことで

あった。講座の中では、沖縄のわらべうた(童歌)や、手遊びなどを教えたり、挨拶や自

己紹介を練習したりすると話していた。しかしながら定期的に開催される講座といえども

最多でも小学校のクラブ活動の半年に 15回程度であり、英語などの外国語活動と比べて

も圧倒的に時間数が少なく、言語習得に至る時間数を確保できていない。また、これらの

普及継承活動はしまくとうばに関心のある教育者や団体が自主的に企画しているものであ

り全ての子供たちがしまくとうばを学ぶチャンスに恵まれているというわけではないとい

うことも分かつた。

Q3.には特に多くのコメントが寄せられた。回答を大きく分類すると以下の 6つになっ

た。

1)学校で教科として教えることができない点

2)予算がない点

3)しまくとうばを教えられる先生が不足している点

4)しまくとうばの教材が不足している点

5)しまくとうばの正表記法が不在である点
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6)どのしまくとうばを教えるのかという点

しまくとうばは国語や英語のような学校で教えられる教科ではないため、クラブ活動や

総合学習の時間を利用して教えられているが、語学学習の観点から見ると圧倒的に学習時

間が短く、これらの活動では、聞く・話すと言った活動を十分に行えないことから言語

獲得には至っていないという現状がある。また、教科ではないがゆえ予算がつかず、聞

き取りを行った 10人の方々は全員が給与の発生しないボランティア講師であった。中に

は交通費や資料作成の教材の印制代なども講師が支払ってい方もいるという話であった。

20-50代の学校の先生たちのほとんどはしまくとうばを話せる世代ではないため、英語

のALTのように、外部からしまくとうば母語話者の助けを借りて活動を展開しているが、

英語と異なり教科ではないため、予算がつかないことからボランティア講師の善意に頼つ

てなんとか活動できているという現状が浮き彫りになった。

講師への給与が発生しないという問題は、講師養成や教材開発にも影響している。市町

村の文化協会やしまくとうばに関係する任意団体などが定期的にしまくとうばの講師養成

講座を開講しているが、ボランティア活動であるがゆえに講師が集まりにくく、講師になっ

た場合もしまくとうばを教えるための教材はほとんど販売されていないことから、講師自

ら教材開発を行う必要があり、ハードルが高くなっている。聞き取りに協力してくれた講

師たちは図書館で借りてきた紙芝居を日本語からしまくとうばに翻訳するなどして教材作

りに励んでいた。

しかし、翻訳には幾つかの間題点があるという意見が出た。「例えば、『桃太郎』や『金

太郎』のような日本の昔話を訳するとしても、沖縄語に必ずしも合致しない時はどうする

か。沖縄にはない桃や沖縄には住んでいない熊をどうやって訳すべきかという課題が出て

くるJという回答に見られるように、日本語の作品が表している世界としまくとうばとの

世界の距離が遠いほど、翻訳はチャレンジングになっていく。とりわけ年齢の低い子ども

たちにどのように沖縄の言語と文化を提示できるかが課題だという指摘もあった。

翻訳は日本語で書かれた沖縄の昔話を沖縄語に翻訳し上書きしていくという手法で紙芝

居を作成している方もいたが、正表記法がないためどのように書いたら正解なのかという

ことに悩みを持つ方もいた。例えば、沖縄語を表す/7ucinaag uci/は「うちなーぐちJや

「うちなあぐちJrうちなあぐちjと表記する場合がありその選択は書き手に委ねられてい

る。また、声門閉鎖音を始め日本語にはない音声をひらがなを使ってどのように表すのか

という問題が生じてくる。しまくとうばのすべての音声を網羅する表記法が不在であるこ

とから、多くの場合ボランティア講師たちは日本語のカタカナやひらがなに補助記号や旧

かな、あるいはカタカナやひらがなから派生させた新しい文字を用いるなどして書き表し

ているが、やはり書き手によりばらつきがあるため学習者にとっては文字から音を再現す

るのが難しい。

さらに、琉球列島は北端の喜界島から西端の与那国島まで約1，000kmに及ぶことから、

一口にしまくとうばと言っても一つの言語ではなく、例えばユネスコではしまくとうばを
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6言語(奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語)に分類しレッドブック

に記載している。そして例えば沖縄語一つをとっても「道を隔てれば言葉が変わるJと言

われるほどに多様性がある。それゆえ、どの地域のしまくとうばで教材を作成するのかと

いう議論はこれまでも重ねられてきた。これまでは、しまくとうばの中でマジョリティで

ある沖縄語、特に琉球王国の城があった首里言葉や、人口の多い那覇言葉が多く採用され

辞書や学習本が作成されてきたが、その他の地域の言葉、特に沖縄島以外の島々の言葉の

辞書や教科書は手に取る人の数の少なさに比例して少ないのが現状だ。

回答者の一人は「例えば一つの小学校でも、幾つかの地区の子供たちが来るので、ある

子は私が教えたしまくとうばを家庭に帰って使ってみると、その子のおじーちゃんが『間

違ってる、僕たちはそういう風には言わない』と叱ったと言っていた。集落ごとに言葉が

違うのはいいことなんだけれども、僕はすべての違いを知っているわけではないし、知っ

ていても全ての地域の言葉を教えていくというのは不可能なのだから、異なるのはいいこ

とだとは思いながらも教える立場になるとなかなか難しいJとコメントした。奄美から与

那固まで伝統的集落は 800を超えると言われており、どの言葉を教えるかについてはこ

れまでも議論が繰り返されてきた。

5.調査結果にもとづく「しまくとうば学習アプリJの開発

聞き取り調査の結果を踏まえ、現在の課題を解決しうる教材開発が行えないか検討を重

ねた結果、はじめに表記法の問題をクリアにするため文字のない絵本の開発を考えた。こ

れまでの日本語の絵本の翻訳では「キリンJや「りんごjなど相当するしまくとうばの不

在により初歩的な絵本であっても翻訳の限界を感じることがあったため、絵本は沖縄の私

たちの身の回りにあるもので構成されるよう配慮が必要だと考えた。次に、文字を介さな

い代わりに音声による読み聞かせが行える方法を検討した。また、多様性あるしまくとう

ばの一つを抽出しモデルとするだけでは使用範囲に制限がかかるため、自由に音声を吹き

込める機能があれば良いのではないかと考えた。

1)しまくとうばで表現しやすい内容にする

2)文字のない絵本にする

3)音声による読み聞かせ

4)レコーディング機能を持たせる

以上4つ点を考慮し、第9回博報財団「児童教育実践についての研究助成Jへ応募した。

本助成金は児童教育を研究する研究者・教育実践者を対象にしたもので、「児童教育の基

礎を充実させることを目指し、言葉の教育と児童教育実践の質を向上させる研究を助成す

るものjとあり、本研究の目的に沿うものだと考えた。幸い助成対象に選ばれたため、上

記の 4点のニーズを満たす「しまくとうば学習アプリJの開発に着手することができた。

はじめに、小学校のクラブ活動など全体でのレッスンでも、個人でも使える教材にするた
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め、しまくとうばの発話を促すような絵本の作成にあたった。 8冊分のアウトラインを考

え沖縄県内在住のイラストレータ一、とうめすみれ氏にイラストを依頼した。絵本のタイ

トルと内容説明は以下の通り。

1)かぞえてみよう

:<・・・・・‘..:.. .也~・・4・・‘
』一自白占以

1 '"" 10までの数を「一つのカボチャJr二つのヘチマJなどの身の回りにある食材で数を

示している。

かわいいど;.J;ゥ

~C ・"・e・ー.0: 1.・‘~. "'1'、

~C ・.....ー.v: ....，~ー~..凪

2)かわいいどうぶつ

「ヤギJrネコJrイヌJr魚Jなど身の回りの動物

の絵が描かれている。

3)わたしのからだ

「手Jr耳Jr頭Jr頬jなどボディーパーツが描か

れている。
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おいしい
やさい

トシ

'*"'~い

=包"

1 .ーー.~，." 

トシ

トシ

4)おいしいやさい

「イモjや「パパイヤjなど沖縄野菜が描かれている。

5)はんたいことば

「熱いJr冷たいJr上Jr下Jなど反対ことばが描

かれている。

6)トントントン

ドアを聞けると「お母さんJや「お父さんJなど

が登場する。

7)カレーをつくろう

食材を準備する、野菜を切る、などカレーの作り

方が描かれている。
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8)わたしのいちにち

朝起きて、着替えて、朝食をとるなど生活の様子

が描かれている。

幼児から小学生低学年の子と、もたちにとって手に取りやすい絵本になるよう身の回りに

ある食材や動物、ボディーパーツなどからスタートし、ストーリー性のある絵本へとステッ

プアップしていくデザインにした。携帯端末やタブレットで使用できるアプリにすること

で、サンプル音声の再生だけでなく、しまくとうばの先生や自分の声を吹き込むという操

作も可能になる。

スクリーン上の本棚から本を選択しタッチすると、サンプルとして話者を選択できるよ

うになっている。話者情報、話者の写真、名前、生年月日、出身地、居住地が記載されて

いる。学習者は聞いてみたい話者の写真をクリックして本文に進む。ページをめくるとし

まくとうばの音声が再生される。文字のない絵本のため、話者には自由に話してもらい、

その発話を収録した。日本語の定型文をそれぞれのしまくとうばに翻訳するのではなく、

自由に読み進めてもらうことで各しまじまの表現方法やイントネーション、話者の個性な

どが自然に出てくるのではないかと考えた。

学習者はサンプルの音声を聞きながらしまくとうばを学ぶことができる。文字に頼らな

いため、表記と音声のズレを気にする必要はない。また、レコーディング機能を持たせる

ことにより、学習者はサンプルの音声だけでなく、誰かに読んでもらいその音声を録音保

存することができる。この機能は例えば、しまくとうばの先生と祖父のしまくとうばが異

なることによってどれを学べば良いのかという問題に直面したというエピソードに一つの

解決策を与えることができる。どちらかを選ぶのでなく両方を学ぶという方法である。両

親が異なる地域の出身の場合はそれぞれに読み聞かせをしてもらい録音することで自分だ

けのオリジナルの教材を作ることができる。また、学習者が繰り返し聴くだけでなく自ら

の声を吹き込むこともできるのでしまくとうばの練習に使うことも可能である。なお「し

まくとうば学習アプリjの開発は沖縄県中城村にある株式会社メディアトランスポートの

協力を得た。
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1)ホーム画面

2)本棚の中から絵本を追加できる、絵本の並

び替えや絵本を追加することも可能

3)本を選択した後は「きく jと「ろくおんJ
からから選択することができる

4)スクリーンをスワイプするか矢印でページを

めくりページごとに録音することができる。録

音した音声を視聴することも可能

5 )絵本再生画面、ページをめくると音声が流

れる、音声はリピートすることも可能
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百示市

一品一

6)絵本の最後には「おしまいJのメッセージが

表示される、「ホーム画面に進むjと「最初のペー

ジへJを選択できる。

7 )既存の絵本の他に新しい絵本や画像を取り

込みそれに音声をつけることもできる。オリジ

ナルの絵本に音声を合わせて遊ぶことも可能。

8 )目次、「はじめにJr絵本を聞く(読む)J r絵
本を録るJr絵本を作るJr利用規約Jrプライ

パシーポリシーJrお問い合わせJから選択す

ると各ページへ

6. rしまくとうばアプリ」を使用した事例研究①

沖縄島在住のしまくとうばの学習に興味のある 20組の親子に趣旨と使用方法を説明し、

「しまくとうば学習アプリJを1週間使用してもらい感想を集めた。なおハードコピーも

配布した。子どもの年齢は 5歳'""1 0歳、寄せられた感想を一部紹介する。

保護者の意見より:

la. r感覚的に使えるのでとても良い、タダだし友達にも紹介したいJ
lb. rもともとの音声データが少ない、離島の言葉が入っていたら違いを学べて面白かっ

たのでは?J
lc. r子どもが自然と口に出していたので興味が湧いているのだとd思いましたJ
ld. r絵がかわいくて読みやすいj

le. rアプリで遊んだ後、子どもたちが『自分の声で録音したい』と言って挑戦していたj

lf. r自分の声で吹き込むのはとても勇気がいりました、しまくとうばはもっと勉強し

たいですJ
19. rモヤシやニンジンとか私でも分からない単語が多くって子どもと一緒に学ぶこと

ができましたj
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1h. r母に頼んで録音しました。母がうちなーぐちを話しているのを初めて聞いた気が

します1
1i. r自由に読んでいいと言われるとなかなか難しいので日本語で書いていて欲しかっ

たJ
1j. r私は宮古なので本島の言葉って本当に違うなーと実感できたかもJ
1k. r学校の授業とかで取り上げてみては?J
11. rアプリじゃなくて本には書き込んだりもできるので重宝した、両方あってよかっ

たj

1m. rアプリだとどこでも使えるのでいい。アニメを見せるよりしまくとうば絵本がい

いJ

子どもの意見より:

2a. rうちなーぐちはなくなるとこまるから勉強したいJ
2b. rアプリに自分の声を入れるのが楽しかったJ
2c. rしまくとうばで動物の名前があるってことを知りましたj

2d. rトントントンの絵本が面白かったです、最後はキジムナーが来ていましたJ
2e. rうちなーぐちでもカレーが作れるって初めて知ったJ
2f. r面白かったですJ
2g. rお母さんと一緒にしまくとうばの本を読めたのでよかったですJ
2h. r自分でも言えるようになったj

2i. r最初はなんて言ってるか分からなかったんですけど、最後は分かりましたJ
2j. r学校の授業でヒージャーとか出てきてたのでそれがあってちょっとよかったですJ
2k. rアタマはチブルJ
21. r自分だけの教材を作ることが出来たj

7. ["しまくとうば学習アプリ」を使用した事例研究②

「しまくとうば学習アプリJ開発に協力してくださった 10名のしまくとうばの先生方

にも使用してもらい、ハードコピーも配布し感想を求めた。以下一部を紹介する。

3a. r若い人の発想は面白いとJ思った、僕らには真似できないから大いにやってほしい、

協力はするJ
3b. r本物の声が出るのはとてもいい考えだ。吹き込む人によって内容が変わるのも面

白い1

3c. rしまくとうばのどの地域の言葉でも入れれば教材になるというのが画期的だJ
3d. r機械は難しいので本があると助かる、孫は機械、私は本を使うj

3e. r最初から 10や 20の地域の言葉が入っていたらより良いのではないかJ
3f. r沖縄語だけでなく奄美や宮古八重山のサンプルがあったほうが良いJ
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3g. r英語やスペイン語のページもあれば海外のウチナーンチュも使用できるJ
3h. r小学校に紹介して取り入れさせたら良いだろうJ
3i. r優しい絵で沖縄らしさが出せているので使いやすいと感じたJ
3j. r年配の世代が協力するので大学や助成金と連動してどんどんこういう活動をして

ほしいJ
3k. r夫婦でも違う言葉を使う、どちらが正解ではなくどちらも教材にできるのがアイ

ディアだJ
3k. r私たちはスマホは使えないけれど子や孫たちだ、ったら遊びながらできそうj

8.分析

事例研究の結果を分析する。上記のコメントを以下の 3点について考察した。

1)しまくとうば学習

2)しまくとうば学習教材

3)しまくとうばの世代間での学び

1)のしまくとうば学習とは、これまで学習の機会がほとんどなかったしまくとうば

をおおよそ初めて「学ぶj ことについて言及されいてたコメントを考察した。例えば、

19. rモヤシやニンジンとか私でも分からない単語が多くって子どもと一緒に学ぶことが

できましたjや 2c.rしまくとうばで動物の名前があるってことを知りましたJでは、身

近な野菜や動物などをしまくとうばで何というのかを、絵本の再生機能を使用し学習して

いる様子が見て取れた。言い換えると、 5""' 10歳の子どもたちとその保護者の世代では

沖縄の野菜や動物の名称を日本語でのみ理解している者もいるということだ。 2e.rうち

なーぐちでもカレーが作れるって初めて知ったJというコメントは、しまくとうばで表現

される身の回りの出来事や行動に言及している。しまくとうばを第一言語とする者にとっ

ては当たり前であるそれらの単語や表現も、子どもたちゃ、その親世代にとっては初めて

出会うものである可能性が高い。コメントから、母語話者が継承言語としてのしまくとう

ば教育という観点を持つのに対し、非母語話者にとってはしまくとうばは母語というより

は外国語に等しく、両者の間にある距離が浮き彫りとなった。身の回りの野菜や動物の名

称を始めて学んだという例からも非母語話者にとってしまくとうばは生活言語として機能

していない様子が伺える。これは先に紹介した沖縄県の調査でしまくとうばを「よく理解

できるjと答えた沖縄県民が40代では 13.1%、10代では 4%であったことと合致する。

母語話者世代と非母語話者世代のしまくとうばの言語運用能力についてはこれからしまく

とうばの教材を開発していく上で配慮されなければならないポイントとなるだろう。

また、u.r私は宮古なので本島の言葉って本当に違うなーと実感できたかもjや

3f. r沖縄語だけでなく奄美や宮古八重山のサンプルがあったほうが良いjなど、しまくとう

ばの言語多様性に対する言及も目立つた。しまくとうばは地域ごとに異なるということを
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肯定的に受け止めていることが伺える。「どこの地域の言葉を教えるのかJといった当初

の問いに答えるような、 3c.rしまくとうばのどの地域の言葉でも入れれば教材になると

いうのが画期的だjというコメントも見られた。しかし、それぞれの地域の言葉が教科書

になるのだと示せた一方で、 1i.r自由に読んでいいと言われるとなかなか難しいので日

本語で書いていて欲しかったjなど、非母語話者のしまくとうば学習においては「正しいJ
一つの解を求める姿も見てとれた。これらの態度には学習者のこれまでの語学学習経験も

関係してくるだろう。例えば日本における英語教育が「英語で英語を学ぶ」というスタイ

ルではなく、日本語を中間言語としていることなどを考慮すると、「しまくとうばをしま

くとうばで学ぶjというコンセプトに不慣れな学習者がいることは想像出来る。日本語を

中間言語として使用する教材と「しまくとうばをしまくとうばで学ぶj教材とではどちら

の方が学習者が使用しやすい教材なのか今後の検討課題である。また、本教材を提供する

にあたり「しまくとうばでしまくとうばを学ぶj意義や使い方について説明が十分であっ

たかの再検討も必要であろう。

2)の教材開発では、スマートフォンのアプリの機能や操作など教材について述べてい

るコメントを考察した。 1a.r感覚的に使えるのでとても良い、タダだし友達にも紹介し

たいj、1e.rアプリで遊んだ後、子どもたちが『自分の声で録音したい』と言って挑戦し

ていたj、1m.rアプリだとどこでも使えるのでいい。アニメを見せるよりしまくとうば

絵本がいしリ、2b.rアプリに自分の声を入れるのが楽しかったjなど日常的にスマートフォ

ンやタブレットでアプリを使用しているであろう親や子ども世代にとっては比較的扱いや

すい教材であったのに対し、母語話者世代からは 3d.r機械は難しいので本があると助か

る、孫は機械、私は本を使うjや 3k.r私たちはスマホは使えないけれど子や孫たちだっ

たら遊びながらできそうjというコメントが寄せられ、世代間での反応の違いが見て取れ

た。

3a. r若い人の発想、は面白いとd思った、僕らには真似できないから大いにやってほしい、

協力はするjや 3j.r年配の世代が協力するので大学や助成金と連動してどんどんこうい

う活動をしてほしいJとあるように、今後は若い世代に向けた教材開発を母語話者の協

力を借りながら若い世代が担っていくという役割分担が必要になるであろう。原 (2011)

は「琉球諸語の再活性化には、地元の人々と言語研究者がともに積極的に関与することが

必要であるjと述べ、社会言語学者が琉球列島の現状分析はもちろん世界中の事例研究を

提示しながらどのように言語を再活性化させていくのか提言していく必要性について論じ

ているが、まさに母語話者と若手研究者が補完しながら教材開発を行う意義について考え

させられるコメントであった。

3)のしまくとうばの世代間での学びの項目では、しまくとうばの世代間での学びにつ

いて言及されているコメントを考察してみよう。 2g.rお母さんと一緒にしまくとうばの

本を読めたのでよかったですj、1h.r母に頼んで録音しました。母がうちなーぐちを話し

ているのを初めて聞いた気がしますJ、3k.r私たちはスマホは使えないけれど子や孫たち

だったら遊びながらできそうjなど、世代間で継承が阻まれてきたしまくとうばの「親子
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で学ぶj、あるいは「親が子に教えるJ、「祖父母から孫が学ぶjといった活動がアプリ教

材によって促された。また、 1h.のコメントは、いかに世代間の断絶があり、しまくとう

ばが家庭語としての機能を失ってきたかということだ。しまくとうばの言語シフトは地域

により差異があるが、ハインリッヒ (2011)によると、琉球のすべての言語の最も重要な

類似点は家庭内における世代間コミュニケーションでしまくとうばが使用されていない点

であるという。学習者はこのアプリ教材を利用することにより、知らない誰かの声ではな

く、親や祖父母、近所の母語話者など顔の見える年配者に協力してもらい教材を完成させ

ることで、自ずと世代間の学びを作ることができる。しまくとうばを話せないと，思ってい

た親からしまくとうばを学ぶ、しまくとうばに興味がないと思っていた孫にしまくとうば

を教えてとせがまれるという新しい学びのスタイルが提供できるのではなかろうか。また、

一冊の誰かが訳した絵本から学ぶのではなく、身近な人の話す「生きたしまくとうばjか

ら学べることは、学習者の言語意識を刺激するものであっただろう。

9.結果と課題

しまくとうばの話者で小学校などで教えている先生方の協力のもと、アプリ開発をする

ことができたしまくとうば学習アプリはアンドロイド版が無料でダウンロード可能であ

り、スマートフォンやタブレットで使用できるようにした。しまくとうばに関心のある親

子に教材を紹介し使用してもらったところポジティブな意見が出たが、サンプル数が少な

いのと、研究機関の都合上 1週間という短い使用期間での感想、となったので、今後は幼稚

園や小学校のしまくとうばサークルや、しまくとうばを学んでいる親子などより多くの

方々に使用してもらい、しまくとうば学習に役立ててもらえるよう研究期間後も促してい

きたい。また追跡調査を行うことでどのように使用されたか、さらなるニーズなどを把握

することができるだろう。「自分だけの教材を作ることが出来たJrアプリで遊んだ後、子

どもたちが『自分の声で録音したい』と言って挑戦していたJという感想も出た。また、

「沖縄語だけでなく奄美や宮古八重山のサンプルがあったほうが良いJr英語やスペイン語

のページもあれば海外のウチナーンチュも使用できるjなどの意見も寄せられたため今後

の課題としたい。
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