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沖縄の国語教師にみる標準語イデオロギーへの葛藤
――Steps for Coding and Theorization による分析を中心に――

安元 悠子※
An Okinawan Japanese Language Teacher’s Conflict with Standard Language Ideology:
Focusing on Analysis by “Steps for Coding and Theorization”
YASUMOTO Yuko
要旨
本研究では、沖縄県のある国語教師へのインタビューデータを事例に、現在消滅の危機
に瀕している琉球諸語について、言語イデオロギーという観点から帰納的に捉えることを
試みた。インタビューによって個人の明示的な言語イデオロギーを引き出し、それを質的
手法によって分析することにより、標準語イデオロギーと地域言語への帰属意識がどのよ
うに交差し、矛盾や葛藤を生み出しているのかを明らかにした。
Abstract
This article presents an inductive analysis of the Ryukyu languages currently in danger of
extinction from the viewpoint of language ideology, using data of an interview with a Japanese
language teacher in Okinawa Prefecture. By extracting an explicit language ideology of an
individual through an interview and analyzing it by qualitative methods, it is clarified how the senses
of belonging to standard language and regional language intersect to create inconsistency and
conflict.

はじめに
琉球諸語を消滅の危機に瀕した言語（以下危機言語）と捉えるとき、言語そのものの体
系記述だけではなく、言語イデオロギーの観点を取り上げることの重要性について、木村
（2011）は「言語イデオロギーは、そもそも言語とは何かという一般的な言語理解から、
なんらかの言語（・変種）
、さらには特定の文法構造や個々の語彙や発音の評価に至るまで
さまざまなレベルでみられる。メタ言語が言語行動の一環をなす以上、危機言語の記録に
おいては、言語イデオロギーも合わせて記録される必要があると言えよう。
」
（p.95）と述
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べている 1）。ほかの危機言語に目を向けてみても、言語シフトと言語の喪失・活性化に関
して、言語イデオロギーを理論的な枠組みとした研究がおこなわれている（Deuenhauer and
Deuenhauer 19982）、Alexandre Duchene and Monica Heller ed. 20083）、Perley 20114））
。琉球諸語
に関しても、当該言語をとりまく人々が、文法や語彙、発音に対してどのような評価を与
えているのか、という具体的な言語使用のレベルから、当該言語をどのように捉えている
のか、という言語理解のレベルまで、言語イデオロギーの観点から記録することが求めら
れている。
1．言語維持・言語シフト研究における言語イデオロギー的関心
言語イデオロギー研究の嚆矢である Silverstein（1979 p.193）は、言語イデオロギーにつ
いて「知覚された構造や使用を合理化したり正当化するものとして使用者が表現する、言
語に関する一連の信念」
（木村訳 2005 p.35）と定義している。木村（2011）は、言語社会
に加わっている人はすべて、言語に対する価値判断や評価をもって言語を使っており、そ
の価値判断や評価は人によって無限に異なっているのではなく、また場面ごとに突発的に
生まれるものでもなく、言語社会に加わっている人々全体や一定の範囲においてある程度
継続的に共有される傾向が存在すると説明している。さらに言語イデオロギーについては
Woolard（1998）による「社会形態と話の形態の間に介在して双方をつなぐもの」
（p.3）と
いう定義から、社会状況と言語使用の間に介在する独自のダイナミズムを持つ解釈フィル
ターとして捉え、そのイメージを以下のようにあらわしている。
言語イデオロギーの双方向性
社会状況
言語イデオロギー
言語使用
※矢印は影響関係を示す。なお「社会状況」は、言語行動を取り巻くすべての要素をさす。
〈木村 2011,p85 より引用〉

木村（前掲）は、ある社会状況がどのような言語イデオロギーに媒介されて実際の言語
使用に結びつくのか、またある言語使用がどのような言語イデオロギーを通して社会状況
に影響を与えるのかを問うことの重要性について指摘している。中村（2001）も、シルヴ
ァスティンの定義を引用しつつ「言語イデオロギーは抽象的価値観ではなく、社会関係と
相互に構築し合い、言語構造と言語使用を媒介し、ディスコース実践、ひいては、言語の
構造変化に具体的変化を与えるものである。
」
（p.202）と述べている。言語維持・言語シフ
ト研究においては、言語とその話者が、言語シフトと言語喪失をどのように経験し、そし
て言語の活性化にどのように対応していくのか、という視点から、実際の言語使用と言語
イデオロギー、そして社会状況を含めて考えていくことになる。
沖縄県という地域の言語状況に焦点をあてると、日本という国家に組み込まれて以降、
常に日本語標準語教育と向き合い続けてきた歴史がある。それは会話伝習所（明治 13 年）
の発足に始まり 5）、方言論争（昭和 15 年）6）、大正期に強化され第二次世界大戦後まで受
け継がれた方言札の実施、標準語（共通語）励行運動と、日本の中央部に追いつき、近代
化を図るための官民両面からの必死の働きかけであったと言える（外間 1971、近藤 2006、
小熊 1998）
。特に学校教育においては、戦後、方言使用が学力低下の問題と強く結びつけ
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られ、児童生徒に対し徹底した言語指導が行われた 7）。その結果、沖縄県内の各地域にお
いて、
「世界の他の地域で起こっている言語の接触による種々の減少と比較すると、その転
移の進行は早く、期間も極めて短い」
（屋比久 1987 p.119）スピードで、琉球諸語の多言語
社会から日本語の単一言語社会へと移行していったのである。その移行プロセスがほとん
ど最終段階に来た 1990 年代以降は、
むしろ琉球諸語の衰退に危機感が持たれるようになっ
た。そしてついには 2009 年の UNESCO の調査により、琉球諸語圏の 6 つの言語（奄美、
国頭、沖縄、宮古、八重山、与那国）が消滅の危機に瀕する言語として発表されることと
なったのである（UNESCO2010）
。
このような流れの先に地域の言語文化を尊重する機運が高まり、現在では県をあげて地
域言語を保存・継承する動きが活発になっている。これまで、危機言語の記録という観点
からは、音韻・文法・語彙などの言語構造の記録保存が主に行われてきたが、地域住民の
言語態度、言語行動の動態も同時に研究されることの必要性が指摘されている（ハインリ
ッヒ・杉田 2009）
。本稿は、そのような課題を踏まえて、一人の国語教師へのインタビュ
ーを事例として、琉球諸語の言語復興を促進するイデオロギーや、逆に妨げるイデオロギ
ーについてその一端を示そうとするものである。
2. 標準語イデオロギー・国語イデオロギーと学校における地域言語教育
言語イデオロギーについて社会言語学の中でいち早く議論がおこなわれたのは、標準語
と規範主義の関係である（Trudgill 1975、Lavov 1972）
。ことばについて何が「正しく」て
何が「正しくない」かという判断が持つイデオロギー性が論点となる。
「標準語」とは文法・
語彙・音韻の各面にわたって規範的統一性を有し、公文書、文学、教育、新聞、放送など
に用いられる言語とされているが 8）、日本の第二次世界大戦後の国語教育の中では全国に
通用することばという意味で「共通語」が用いられるようになった 9）。本稿では「共通語」
という概念を含めた日本語標準語をさして「標準語」と表記する。規範主義と標準語の関
係について批判的な主張を展開し、標準語イデオロギーが社会にもたらす影響を考察した
ミルロイ＆ミルロイ（1988 青木訳 1985）は、規範性から逸脱した英語を程度が低いものと
してみなすシンガポールの英語教育や、地域集団の団結とそこにおける自己のアイデンテ
ィティを確認するためにあえて非標準語を用いる西インド諸島の子どもたちの例をあげ、
標準語を良しとし非標準語を悪しとするような標準語イデオロギーは、多言語社会でのコ
ミュニケーションや社会集団への帰属意識の維持において意味をなさないことを指摘して
いる。また、田中（1978）は、ある言語の名称を決定する動機は言語そのものの中にはな
く、民族や国家の側から外的につけられており、特定地域の特定階層のことばが規範とし
ての地位をあたえられて国家語となることを論じている。その特定の階層のことばが規範
性を纏って言語的に有利になることで、他の階層を言語的に追撃する機会が保障されてい
るとし、そこで作用するイデオロギーを「国家語イデオロギー」と呼んでいる。イ（1996）
は、
「国語」の概念性について、国民が現在話していることばの総体がそのまま「国語」に
なるわけではなく、国家としての同一性を支える不可欠の役割を担って創出されたもので
ある、と述べ、そのイデオロギー性について論じている。イによれば日本においては 1885
年に初めて「標準語」という概念が紹介され、1900 年の小学校令によって初めて小学校に
「国語」という教科が出現し、
「国語」の規範を教えるという目的が明文化された。この「規
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範」を教えるという流れは、現行（平成 20 年度版）の小学校・中学校の学習指導要領にお
いても「規範」から「基礎的・基本的な知識・技能」にことばを変え、受け継がれている
といえる。
一方で、
現行の国語科学習指導要領では、
「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
が新設され、地域の伝統的な言語文化が地域共同体の中で継承されていくことの大切さが
謳われている 10）。さらには「方言」を「地域文化の中核」と位置づけ、学校教育の中にも
積極的に取り入れていくことが推奨されている。沖縄県においては、
「沖縄 21 世紀ビジョ
ン基本計画」
（平成 24 年策定）の中で「しまくとぅば」を「沖縄文化の基層であり文化遺
産として歴史的な価値を有する」ものと位置づけ、
「学校教育で幼児児童生徒に対応した教
育プログラムを充実」させることが明言されており（p.30）
、これを受けて各学校でも、
「方
言」を学校教育の中に組み込んでいく動きが広がりつつある。
言語の規範すなわち「正しさ」を教える立場の国語教師は、このような状況をどのよう
に受け止めているのだろうか。本稿では「国語科教育をその中に含みこんだ国語（言葉）
にかかわる教育の全体」11）をになう国語教師へのインタビュー事例を通して、国語教育に
おける言語イデオロギー的な問題について考察する。
3. 研究の目的・方法
本研究では、質的分析手法の一つである SCAT（Steps for Coding and Theorization：大谷
2007、2011）を用いて、ある国語教師へのインタビューデータから明示的な個人の言語イ
デオロギーを抽出し、実際の言語使用、そして教育実践においてどのように表出されてい
るのかを明らかにする。国語教師として学習指導要領に定められた「話すこと・聞くこと」
、
「書くこと」
「読むこと」に関する「基本的な知識・技能」を教え、それを評価しなければ
ならない役割への義務感と、自己のアイデンティティに関わる地域言語への意識がどのよ
うに交差しているのか、言語使用者の内的視点から捉えることを試みる。
3-1．調査方法
（1）調査対象者について
今回調査協力者となった S 氏は沖縄本島中部地域の出身で 1983 年生まれの女性である。
県内の大学を卒業後 10 年間に渡り同地域を中心に中学校の国語教師として勤務した。
筆者
とはすでにラポールが形成されている人物であり、流暢に話せるわけではないが、頻繁に
地域言語の語彙を使用し、日本語のアクセント、イントネーションも地域言語の影響を受
けている。また言語維持への関心が比較的高い人物であることからインタビュー調査への
協力を依頼した。
（2）調査方法
当該協力者には 2 回に分けてインタビューをおこなった。一回目は個人の言語状況と言
語に対する意識を可能な限り網羅する目的でインタビューをおこない、
（約 1 時間半、2016
年 11 月）
、2 回目は本研究の課題が絞られてから、国語教師としての言語意識（約 1 時間、
2018 年 1 月）について質問した。調査内容は IC レコーダーに録音し、すべてのデータを
文字に起こして分析した。質問項目については、かならずしも順番に提示していくのでは
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なく、プロフィールを確認したあとは、あくまで調査協力者の語りが自然に進むように、
質問の順番を入れ替えたり、不要な質問を省いたり、重要な部分は追加で質問をするなど
してインタビューを進めた。誘導的な質問をできるだけ避け、オープンエンドな問いかけ
をするよう注意した。そのため話が多少脱線しても、調査協力者が意識していない言語意
識が語られるような局面では、特に流れをさえぎることなくデータとして記録した。
【1 回目インタビュー質問項目】
①プロフィール
・これまでの居住地
・出身学校
・父母の出身地
・祖父母の出身地
②過去の言語状況（言語形成期の 18 歳ごろまで）
・家庭（家族構成、家族間での言語状況、親・祖父母からのアプローチ）
・学校（友人間での言語状況、教員からのアプローチ）
・地域（近隣コミュニティでの言語状況）
③現在の言語状況（成人期以降）
・旧来の地域言語の使用能力（話す・聞く）
・相手によって地域言語使用のスタイルが変わるか
・使用領域によって地域言語使用のスタイルが変わるか（家族・友達・職場・地域）
④言語意識
・ことばの規範性を意識したことはあるか（標準語への志向）
・言語の男女差を感じたことはあるか（ことばのジェンダー意識）
・地域やことばへの帰属意識（地域アイデンティティ、言語アイデンティティ）
⑤言語継承への意識
・地域言語を話せるようになりたいと思うか
・今の子どもたちが地域言語を話せるようになってほしいと思うか
・現在、琉球諸語の言語継承への取り組みが盛んになっている状況を把握している
か、またどのように感じるか。
・言語継承について肯定するのであれば、どのように進めていくのが良いと思うか。
【2 回目インタビュー質問項目】
①学校教育の中で子どもたちと話す時に、国語教師として「標準語（共通語）」と「方言」
に関して気をつけていることはあるか。
②子どもたちが「標準語（共通語）」と「方言」に関して今後どのように運用できるよう
になってもらいたいか。国語教師としての考えはあるか。
③近年、学習指導要領にも「方言」が「地域文化の中核」と位置づけられ、沖縄でも「し
まくとぅば」の普及の取り組みがなされているが、学校教育にはどのように取り入れて
いるか。

3-2．分析
分析手法は、大谷（2007、2011）による「SCAT：Steps for Coding and Theorization」
（4 ス
テップコーディング）を用いた。SCAT は質的研究の分析手法として医学、看護学、社会
学、教育学など分野を超えて近年広く用いられるようになった手法で、明示的で定式的な
手続きのため、常に分析の妥当性をフィードバックすることが可能である 12）。質的研究で
一般的に用いられるグラウンデッド・セオリーが、
「理論的飽和」に至るまでの比較に耐え
うるデータの大きさを必要とするのに対し（木下 2003）
、SCAT は、一人だけのデータや、
アンケートの記述回答など小さなデータの分析にも使用できるように開発された手法であ
る（大谷 2007）
。その分析手順に従って、発言の言語データをすべて文字化し、意味内容
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ごとに切片化、①切片化されたテクストごとに注目すべき語句を抽出、②抽出した語句の
言い換え、③言い換えた語句を説明できる概念の探索、④前後や全体の文脈に考慮したテ
ーマ・構成概念の生成、
⑤生成したテーマや構成概念に基づいたストーリーラインの作成、
⑥ストーリーラインから導き出される理論記述を行った。
さらに抽出された理論記述から、
言語イデオロギーとの関連について考察した。 本研究では、調査協力者に自身の言語体験
をバイオグラフィー的に聞き取り、それらの体験を通してどのような言語意識が形成され
ていったのかを明らかにすることを第 1 段階の目的としている。また、本稿では扱わない
他の調査協力者のストーリーラインと比較することも前提としているため、一つのデータ
ごとに分析が可能な SCAT の手法は有効だと考える。
まず、文字に起こしたデータを発言のまとまりごとに切片化し、1．テクスト中の注目す
べき語句を抽出、2．語句の言い換え、3．テクスト外の概念の抽出を経てそれぞれのパー
トが全体の文脈の中でどのような 4．テーマ・構成概念を持っているのかを記述した。す
べてのデータのテーマ・構成概念を分析した後、類似した内容のテーマ・構成概念を一つ
のトピックとして設定し、5．ストーリーラインの記述から 6．理論記述（そのデータから
言えること）をおこなった。ここまでが SCAT による分析である。
表 1．SCAT：Steps for Coding and Theorization による S 氏の分析の例
1．テクスト中 2．テクスト中 3．左を説明す
テクスト
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かえ

スト外の概念

反抗的なもの
はある。カチ
ンってきた。
もともと方言
でしゃべって
た。なんでダ
メなことばっ
てなってる
の。

自身の言語運
用を否定され
たことに対す
る反発心。規
範的な日本語
は自身にとっ
ては後から身
に付けたもの
であり、地域
言語的な要素
を含んだ日本
語が母語であ
る、という認
識。

言語へのアイ
デンティティ
を他者に否定
されたことへ
の反発心。

4．テーマ・構
成概念（前後や
全体の文脈を考
慮して）

母語としての
地域言語に感
じているアイ
デンティテ
ィ。国語の規
範性への反発
心。

そして、さらに大きな視点で S 氏のデータ全体を俯瞰するため、理論記述よりさらに上
位の項目となる 7．
「概念」13）の項目を設け、分析をおこなった。以下に 4．
「テーマ・構
成概念」から 7．
「概念」の生成過程の例を示す。今回の分析は、インタビューデータから
国語教育に関連する発言をピックアップし、12 個の「概念」が抽出された。
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表 2．SCAT の分析から「概念」を抽出する方法
インタビュ
ー No. 発 言
No.

トピック：教師としての言語運用で生じた葛藤・反発心
教員としての自分自身のことばについて、規範性を欠いているという指摘に抱い
た反発心。
4．テーマ・
構成概念

1－55

母語としての地域言語に感じているアイデンティティ。国語の規範性への反発心。 2－117
日常会話における言語と国語教育における言語の区別。地域言語アイデンティテ
ィへの「正しさ」の介入に対する反発心。
あくまで技能として身に付ける「正しい」国語力。身体化・母語化への抵抗感。

2－124
2－127

S 氏は、日常会話における言語と国語教育における言語を区別しており、国語教師としての自
5．ストーリー
ライン

分自身の言語運用が規範性を欠いていると指摘されることに反発心を抱いている。それは、S
氏の地域言語アイデンティティへの「正しさ」の介入への反発心でもある。
「正しい」国語力
はあくまで技能として身に付けるものと捉えており、完全に「正しさ」を身体化することに抵
抗を感じている。

6．理論記述

7．概念

根強い地域言語アイデンティティに、国語教師としての「正しい」
「標準語（共通語）
」の運用
義務が介入することで反発心を招き、
「正しさ」を身体化することに抵抗感を感じている。
【
「正しい」
「標準語」の身体化への反発心・抵抗感】

4. 考察
4-1．標準語イデオロギーの表出
本項では、先行研究でも指摘されている標準語イデオロギーの表出について具体的な発
言のテクストとともに、SCAT による分析結果として「理論記述」
「概念」を表にして示す。
表中には紙幅の関係上注目すべきテクストのみ抜き出しているが、実際には全テクストを
対象として SCAT による分析をおこない、理論記述と概念を導き出している。
注目すべきテクストの抜き出し 1
〈お母さんの親戚づきあいが多くて、集
まる場所は実家（沖縄県北部）さーね。
そこにみんな集まるわけよ、兄弟もみん
な。もう、そこでは、日本語いっさい使
われない。家族はみんなウチナー語？方
言をずっとしゃべって。〉〈私の地元っ
てほら、ご存知の通りヤンキーが多いで
しょ。ヤンキーの友達もいっぱいいたか
ら、自然と身についちゃう感じ？〉
〈「や
ー（お前）」とか「っえー」とか。そう
いうのは普通に使うし、
「ぬーそーが（何
してる）」とか。「ぬーあびとーしが（何
を言ってるんだ）」とか。こんな感じの、
汚いことばになるのかもしれないけど、
そういうのは方言になっちゃう。〉

理論記述 1
家族、友人とのコミュニテ
ィの中で「方言」が日常的
に用いられる言語環境に
あり、自身がその構成員と
して参画、「方言」に対す
るネガティブなイメージ
を抱きつつも、言語へのア
イデンティティは揺らい
でいない。
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概念 1
【ネガティブなイメージ
を纏う「方言」に依拠す
る言語アイデンティテ
ィ】

注目すべきテクストの抜き出し 2
〈（授業では）気をつけるよね。一応ね。
最初に音読して自分で、変なアクセント
とか無いように、一応は気にするけど。〉
〈授業で教科書を読むときとか、ことば
の意味とかなんとかやるときは、正しい
日本語使う。〉

理論記述 2
概念 2
音声言語指導（話すこと・ 【音声言語指導における
聞くこと）を行う場面では 規範性の遵守】
規範的な「標準語」の運用
を意識する。

注目すべきテクストの抜き出し 3
〈調査者：「きれい」とか「正しく」し
ゃべりなさいとか先生から言われたこ
とはある？〉〈（小学生・中学生のとき
に方言を使っていると、言葉遣いが悪い
とかで、怒られた気はする。だから先生
にはちゃんとした言葉でしゃべらなき
ゃっていうのはあった気がする。目上の
人とか。友達同士とは違う。当たり前だ
けど。書き言葉みたいなのを一生懸命先
生には使ってた気がする。無理して。〉

理論記述 3
概念 3
丁寧さの表出のために用 【丁寧さの指標としての
いる「標準語」、家族や友 「標準語」、親しさの指
人など親しい間柄で日常 標としての「方言」】
的に用いる「方言」、とい
う使い分けの意識。

概念 1 の【ネガティブなイメージを纏う「方言」に依拠する言語アイデンティティ】で
は、S 氏は自身が用いる「方言」による表現を「汚いことば」と形容しながらも、家族や
友人とのコミュニケーションにおいてその言語スタイルをあえて選択している。それは S
氏をとりまく家族や友人を含むコミュニティへの帰属意識が、地域言語への帰属意識とな
って表れているものと考えられる。また、
「ヤンキー」の友人からの影響を受けた「方言」
による粗野な表現を「汚いことば」とネガティブに捉えているのは、概念 2 や概念 3 に現
れる「標準語」の規範性や公共性と対照的に、俗な言語のスタイルとして「標準語」より
下位に「方言」を位置づけているからだと考えられる。
概念 2 の【音声言語における規範性の遵守】では、国語教育における文字言語（書くこ
と・読むこと）に対する音声言語（話すこと・聞くこと）の指導において、規範性を遵守
している。S 氏は、地域言語を文レベルで流暢に話せるわけではないが、地域言語のアク
セントやイントネーションの影響を大きく受けており、地域言語の語彙も頻出する。その
ような自身の言語使用実態を内省し、国語という教科を指導する際には特に音声的な側面
で規範性を意識していることがうかがえる。概念 3【丁寧さの指標としての「標準語」
、親
しさの指標としての「方言」
】では、
「標準語」を改まっていて公的なもの、
「方言」を砕け
た私的なものとして捉えており、これも標準語イデオロギーの表出であると考えられる 14）。
4-2．国語教師としての義務感と地域言語へのアイデンティティのはざまでの葛藤
上述したような標準語イデオロギーを表出しながらも、S 氏は地域言語を言語アイデン
ティティのよりどころとしているために、国語教師としての義務感との間で葛藤や反発心
が生まれている。S 氏は、自身の話すことばが地域言語の影響を強く受けていることを自
覚しながら、授業の中においても、生徒との通常のやりとりにおいては強いて標準語アク
セントに矯正せず、語彙も意識的にところどころ使用している。
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注目すべきテクストの抜き出し 4
〈私は違和感があったのは、学校の先
生が方言使ったらだめみたいな雰囲気
があった〉〈（自身の公開授業のとき
に）「先生が標準語をしゃべってない
のが違和感ありました。」っていうコ
メントがあるわけ〉〈生徒にも「先生
アクセント変～。」ってしょっちゅう
言われたりもした〉〈教員は子どもに
ちゃんとしたことば教えなさいみたい
な。
「橋（はし○●）」
「箸（はし●○）」、
そういう使い分けをしなさいみたい
な。〉〈だけど方言だってちゃんとし
たことばやっし、って思って、そうい
う葛藤はあった〉

理論記述 4
地域言語アイデンティの
強さは、国語教師の「正し
い」標準語使用への義務感
とせめぎあうものである。

注目すべきテクストの抜き出し 5
〈なんかでもちょっと反抗的なものは
あるかもしれない。他の国語の先生に、
なんかなるべく方言は使わないでみた
いなニュアンスで言葉遣いをなおされ
たときに、カチンってきたわけ。は、も
ともと方言でしゃべってたし、みたい
な。だからなんか、（日本語が）後から
来たのに、なんでこれがメインで、これ
（方言）がダメなことばってなってる
の、みたいな、ちょっと反抗的なものは
あったかもしれないから、むしろ。〉
〈残
していきたいことばさ。だからわざと方
言使ったりとかしてた。〉〈授業中のや
り取り含めて日常生活のことばはあえ
て「いいね！」じゃなくて「じょうと
う！」ってほめたり。〉

理論記述 5
概念 5
根強い地域言語アイデン 【「正しい」標準語を身
ティティに、国語教師とし 体化することへの反発
ての「正しい」
「標準語（共 心・抵抗感】
通語）」の運用義務が介入
することで反発心が生ま
れ、「正しい」「標準語（共
通語）」を身体化すること
に抵抗感を感じている。

注目すべきテクストの抜き出し 6
〈（大学で）方言とか何も選択してない
国語の先生とかだったら逆に、方言は汚
い、って思って使わないで、意識して、
私たちとは全く逆、意識して使わない方
向で接してる先生もいるんじゃないか
な。多いんじゃない。〉〈実際私が言葉
遣いを直されたのも同じ国語教師だし。
で、一緒に働いてきた国語教師で方言使
う先生って、確かに少なかったわけよ。
国語会とかでも、みーんなきれいなこと
ばでしゃべるさ。〉

理論記述 6
概念 6
ことばの規範性に価値を 【規範主義から逸脱して
置いた他の国語教師から、 いることから感じる疎外
「方言」が逸脱したものと 感】
みなされることはよくあ
り、「方言」にアイデンテ
ィティを抱いている教師
として疎外感・反発心が醸
成される要因となった。
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概念 4
【国語教師としての「正
しい」標準語運用とせめ
ぎあう地域言語アイデン
ティティ】

注目すべきテクストの抜き出し 7
〈意見文の指導が大変だね。めっちゃ
訛るから、沖縄の子。中部の子。〉〈ア
クセント直したりするけど、でもなん
か、そのままで良いかなっていう部分
もあって。だって別に間違ってないけ
ど…あれ、どう…だから分からんくな
るわけ。うん。〉〈別にアクセント直
す必要が…、でもこれ発表では減点に
なるから、減点になったらかわいそう
だから一応直すけど、やっぱり直らな
い〉〈個人的にも審査員と知り合いだ
ったりしたら、「とても内容良かった
けどねー、ちょっとやっぱりイントネ
ーションがねー、変だったねー。」っ
て言われたり。〉

理論記述 7
概念 7
生徒自身の考えを発表さ 【国語力の育成の義務感
せる音声言語指導の際、国 と言語矯正の罪悪感との
語の表現力育成への義務 間で葛藤】
感と、「方言」的な要素を
含んだ多様な言語運用を
許容したいが矯正しなけ
ればならない罪悪感との
間で葛藤が生じることが
ある。

概念 4 の【国語教師としての「正しい」
「標準語」運用とせめぎあう地域言語アイデンテ
ィティ】では、
「ちゃんとしたことば」を教える国語教師としての義務感を持ちながらも、
生徒とのやりとりにおいて、イントネーションや語彙レベルで「方言」を使用しているこ
とを他の国語教師から批判されたことに対して反発心を抱いている。概念 5 の【
「正しい」
「標準語」を身体化することへの反発心・抵抗感】では、同じ体験から、自身が「標準語」
を意識せず使用するほど身体化してしまうことに抵抗感をいだき、要所であえて授業の中
でも「方言」を選択している。概念 6【規範主義から逸脱していることから感じる疎外感】
では、S 氏の実感として国語教師は「方言」を規範から逸脱したものとみなす傾向にある
ことを述べ、その中で「方言」にアイデンティティを置いている自分自身は稀な存在であ
ると認識している。概念 7【国語力の育成の義務感と言語矯正の罪悪感との間で葛藤】で
は、自身が反発心を抱いた「標準語」への矯正を、音声言語指導の場面では自らが生徒に
対して行わなければならないという状況に罪悪感を抱きつつも、生徒への評価を考慮して
矯正指導をおこなっている。
このように、S 氏は「国語」の「基礎的・基本的な知識・技能」を教える教師としての
役割に使命感を抱きながらも、地域言語を自身の言語アイデンティティのよりどころとし
ているため、そのはざまで様々な葛藤が生じている。学校教育の現場では、
「国語」という
教科によってことばの「正しさ」に権威性を与える言語イデオロギー（国語イデオロギー）
が生まれ、地域言語を「正しさ」から逸脱したものとみなさざるを得ない状況に置かれて
いることが、このような葛藤を生む要因となっていると考えられる。
4-3．地域言語への帰属意識が推進する言語維持・継承の意識
地域言語への帰属意識を強く持っている S 氏は、言語維持・継承についてはどのような
意識を持っているのだろうか。
S 氏は、概念 8 において、
【
「方言」の実用性、汎用性の低さ】が、学校教育に取り入れ
る際の障壁になると認識している。この概念は公共性、共通性を持つ国家の「標準語（共
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通語）
」
、ひいては国際社会の共通語ともいえる英語と比較して、地域言語の価値を低いも
のとする威信言語イデオロギーにもとづくものといえる。
注目すべきテクストの抜き出し 8
〈学校のカリキュラムとして「方言」
を勉強するってなったら、私は一応大
学で方言のこともある程度勉強してる
から、ことばって大事よね、っていう
のはあるけど、他の親が納得するか
ね？英語はグローバル社会で使えるけ
ど、方言を授業でやってどうするの？
っていう親が多そう。だって沖縄でし
か使わないことばなのに、他に受験と
かに役に立つこと教えてくださいよっ
ていう人が多そう。〉〈正直もう難し
いのかなって思う。だって使う機会が
ないでしょ。「はいさーい、ちゅーう
がなびらー」とか言われても、いつ使
う？って感じでしょ。〉

理論記述 8
概念 8
「方言」の実用性が低く、 【「方言」の実用性、汎
社会的に求められていな 用性の低さ】
いことが、学校教育に取り
入れる際の障壁となる、と
いう認識。

注目すべきテクストの抜き出し 9
〈産休に入る前は自分の母校だったけ
ど、子どもたち全然、（方言）しゃべら
なかったもん。意味は分かるけどってい
うのも無かった。自分（が中学校）のと
きと変わりすぎててびっくりしたもん。
環境はほぼ一緒でしょ？〉〈中部も方言
ほとんど残ってないわけよ。与勝とかは
めっちゃ残ってて、これに感動した。〉

理論記述 9
概念 9
自身の幼少期と比較して、 【地域言語の衰退を悲
地元の子どもたちが「方 観】
言」から遠ざかっている現
状を悲観。

注目すべきテクストの抜き出し 10
理論記述 10
概念 10
〈教科書に方言のページがあるわけさ。 言語の維持、継承への信念 【地域言語教育への信
半ページくらい。時間でいえば 1 時間も から「方言」を授業実践の 念】
かけないでやりなさいっていうところ 中に積極的に導入
を私は 3 時間かけてやったりしてた。〉
〈でも他の人（教員）はやらないね。方
言のことはね。〉
注目すべきテクストの抜き出し 11
理論記述 11
概念 11
〈大学でも方言勉強して（方言を）残さ せめて現状の「方言」を維 【地域言語の維持継承へ
なきゃ、みたいな意識とか、日本語との 持、継承していきたいとい の望み】
共存みたいなの意識して生徒に接して う希望。
る〉〈（生徒には）せめてしゃべれない
けど聞けるくらいになってほしい。途絶
えさせたらいけない。〉〈どんな方言で
あろうと。汚い方言でも方言は方言だし、
ゼロになるよりはいいかな、って感じ。〉
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しかし S 氏は、
「方言」に対してそのような威信言語イデオロギーに基づいた主張があ
ることを理解しつつ、
【地域言語の衰退を悲観】
（概念 9）し、少しでも地域言語の維持、
継承に役立つことを意識（
【地域言語教育への信念】
（概念 10）
）して授業実践をおこなっ
ている。また、概念 1 で示されたように、比較的若い世代で用いられる卑罵語など「方言」
によるネガティブな表現のイメージから自身の言語スタイルである「方言」の価値をも低
く位置づけているが、それでも現状の姿でもせめて途絶えさせてはいけないと、
【地域言語
の維持、継承への望み】
（概念 11）を捨ててはいない。
4-4．地域言語と国語教育を結び付けた授業実践
さて、
「標準語」と「方言」にまつわる言語イデオロギーをみていくと、特に国語教育の
場面においては、
「標準語」に付随する規範主義と、そこから逸脱したものという「方言」
へのイデオロギーすなわち、
「標準語イデオロギー」が、地域言語のイントネーションや語
彙を多用する S 氏にとっては葛藤を生み出す要因となっていることが分かった。しかしそ
の一方で、
「国語」に通時的な視点を取り入れることで、この葛藤を一部克服しながら授業
実践をおこなっていることが語られた。
注目すべきテクストの抜き出し 12
〈（自分のことばが逸脱している）葛
藤はあるね。でも、古典の授業すると
きに、方言って入りやすいわけさ。子
どもたちって古典って嫌いでしょ。〉
〈方言とか一つ持ってきて、これ聞い
たことある？みたいな。これって、び
っくりするけど、大昔から使われてる
ことばなんだよー、とかさ。今あんた
たちしゃべってるんだよー、みたいな
話で。〉〈ひらがなの「ゐ」とか「ゑ」
とかあるさーね。この古典の時代には
使い分けてたんだよ、あんたたちのお
ばあちゃんもまだ使い分けてるはず
よ、みたいな。〉

理論記述 12
概念 12
言語学的な知識を活用し 【「方言」に対する葛藤
て、「方言」を入り口に標 の部分的な克服】
準語の通時的な変遷に気
づかせ、古文への興味関心
を引き出す発想。

中学校国語における古文の単元は、あくまで伝統的な日本文学を自国の言語文化として
鑑賞する力を養うために設けられているものである（文部科学省 2008、p29）
。しかし、S
氏は言語的な側面に注目し、古文にあらわれる歴史的仮名遣いの区別が現代の琉球諸語の
音声的な特徴に残存していることを授業の導入とし、生徒に古文を身近に感じさせ、興味
関心を引き出す工夫をおこなっている。国語教育に携わるうえで、S 氏自身が「方言」に
対する帰属意識を抱きながらも、自身のことばが規範から逸脱しているという葛藤に対し
て、授業の中に「方言」を取り込むことによって、その葛藤の一部をポジティブに捉えな
おしている。
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まとめ ――危機言語としての琉球諸語における言語イデオロギー――
ここまで、沖縄本島中部地域の国語教師（30 代女性）S 氏へのインタビューの質的分析
を通して、
「国語」という教科を指導する立場ゆえの「正しさ」への志向が「標準語イデオ
ロギー」へとつながっていること、そしてそれが「正しさ」から逸脱したものとしてみな
される「方言」を自身のことばとする S 氏の言語アイデンティティと葛藤を生み出してい
ることが明らかになった。今回対象とした S 氏のように、2010 年代において 20 代・30 代
という若い世代で「方言」に言語的な帰属意識を有し、なおかつ実際に日常会話に使用し
ている人は沖縄県内では少数派に入るかもしれない。とくに国語教師ということばの「基
礎的・基本的な知識・技能」を教育する立場にあり、言語の規範性を意識するならなおさ
らである。しかし、根底で影響を与えている「標準語イデオロギー」が、こと日本語にお
いては国家の言語としての「国語」が持つ威信性をも纏いながら、
「方言」をその下位に位
置づける「国語イデオロギー」として作用している点は、S 氏においても例外ではない。
また、この標準語イデオロギー・国語イデオロギーは、学習指導要領において「方言」を
地域文化の中核と認め、学校教育に取り入れていく流れの中でも、常に「正しさ」
、規範主
義を伴ってその前に立ちはだかるものと考える。
今後の課題としてさらに述べると、この「正しさ」への意識は、必ずしも「標準語」
「国
語」という概念だけに向けられているのではない。言語として下位に位置づけられ抑圧の
対象となってきた「方言」についても、
「正しさ」
、加えて「純正さ」のイデオロギーがか
15）
かわっている 。そこには「言語」と容易に認識されやすい音声・語彙・文法構造を持っ
た体系としての言語と、個人のレジスター（ジェンダー・職業・目上／目下など）の影響
を受けた人々の具体的な発話に基づく言語の総体についての認識のずれがあると推測され、
それが「きれいな／正しい」方言は認めるが「汚い/間違った」方言は認められないといっ
た言語規範意識を生みだしていると考えられる。そのような言語イデオロギー的課題のう
えに、琉球諸語の各地域言語の多様性の問題が加わり、危機言語としての維持、継承を難
しくしていることは言うまでもない。近年、沖縄県の各地域で言語の維持・継承が前向き
に捉えられるようになり、特に国語教育は、次世代への継承に重要な役割を果たしていく
と考えられる。その取り組みを円滑に進めるためにも、沖縄で生まれ育った国語教師、さ
らには「本土」から沖縄に来た国語教師も含めて、教師たちが抱く言語イデオロギーを明
らかにすることが、課題解決の一助となると考える。
注
1）木村（2011）では、危機言語の記録、復興において言語イデオロギーが果たす重要な役割
について提起している。20 世紀初頭に復興運動が出発したイギリス南西部のケルト系のケル
ノウ語について、言語使用の積み重なりと言語イデオロギーが互いに影響を及ぼしあいなが
ら変化を遂げてきた過程を示した自身の研究（木村 2005）を例に、沖縄においても、
「標準
語」への急速な言語取り替えがどのような言語イデオロギーに媒介されて進行し、また現在
琉球諸語への評価が高まっている中で地域社会にどのような言語イデオロギーが働きかけ
ているのか、という問いが成り立つことを論じている。
2）Tlingit などアラスカ・カナダの先住民族における言語活性化の技術的・感情的・イデオロ
ギー的な困難について論じている。
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3）カナダ、カタルーニャ、コルシカ、アイルランド、スイスにおける、政治経済、メディア、
国家政策による少数言語の危機的状況について。
4）UNESCO の消滅危険度評価において「重大な危険」に認定されている Maliseet の言語活性
化について。
5）後の沖縄師範学校。
『沖縄対話』という会話本が沖縄における言語教育のスタートとなった。
（外間 1971）
6）
「方言」を文化として捉え、保存するよう主張した日本民芸協会側と、皇民化政策と軍国主
義化の国民精神総動員運動の一翼として標準語励行運動を推進する沖縄県学務部の主張が対
立し、1 年にわたって新聞上で論争が展開された。
（谷川健一編 1970）
7）1955 年の沖縄教職員会第 1 次教研集会では、
「児童生徒の学力を向上させるために、言語指
導をどのようにしたらよいか。
」という主題のもと、児童生徒の日常言語生活の実態調査が行
われ、
「不正語の矯正指導」
、
「発音、抑揚、アクセントの指導、
」
「敬語の指導」などの努力目
標が掲げられた。1980 年代においてもなお、東江（1983）をはじめ、言語生活と学力問題の
相関関係が盛んに議論された。
8）
『言語学大辞典』
（1996 亀井・河野・西田編、三省堂）参照。
9）
『国語教育指導用語辞典』
（1984 田近・井上編、教育出版）参照。
10）平成 16 年 2 月 3 日付文化審議答申「これからの時代に求められる国語力について」参照。
11）平成 16 年 2 月 3 日付文化審議答申「これからの時代に求められる国語力について」参照。
12）大谷（2007）では SCAT についてグラウンデッドセオリー（Gleazer, Strauss1967）
、
（木下
1999 、 2003 、 2007 ） に 多 く を 学 ん で い る と 述 べ て い る 。 大 谷 氏 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/~otani/scat/index.html#02）
13）本稿では、SCAT による分析の「理論記述」
（そのデータから言えること）の上位概念とし
て「概念」を設定したが、用語については検討の余地がある。
14）1 回目のインタビュー（1-24）で、友達同士では「やー（お前）
」
「っえー（呼びかけ）
」
、
「ぬーそーが（何をしているか）
」というような方言を用いる、と述べている。
15）他にインタビューをおこなった国語教師の K 氏（60 代・女性）は、方言使用について、
「
「め
んそーちきみそーち（いらっしゃってくださって）
」のように、
「首里の流暢なことば、丁寧
なことば」だったら許容できるが、
「あがー（痛い）
」
「あきさみよー（あれまぁ）
」といった、
感情を表に出すような表現には抵抗を感じる、といった趣旨の発言をしており、
「純正さ」の
イデオロギーがうかがえる。
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