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• 時間（じかん）があまれば、すこしだけ青森（
あおもり）の津軽弁（つがるべん）も
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日本（にほん）にはいくつのことば
が話（はな）されているか

• 一つ にほんごだけ

• アイヌごは べつの ことば

• ユネスコの答え（こたえ）：

2009ねん日本には９つのことばが話（はな）さ
れているといった。

• ユネスコ：（国連（こくれん）教育（きょういく）科学（かがく）文化（ぶんか）機
構（きこう））
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ユネスコのこたえ

ユネスコが いった 日本（にほん）ではなされ
ている９つのことば

日本語（にほんご）、アイヌ語（あいぬご）、

八丈語（はちじょうご）

奄美語（あまみご）、

国頭語（くにがみご）、沖縄語（おきなわご）、

宮古語（みやこご）、八重山語（やえやまご）、

与那国語（よなぐにご）
4



1. アイヌ

2.はちじょう

3. あまみ
4. くにがみ

5. おきなわ
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言語（げんご）と方言（ほうげん）の
区別（くべつ）

• ユネスコはこれらは日本語（にほんご）の方
言（ほうげん）でなく、ちがう言語（げんご）で
あるとした。

• 言語（げんご）

「～ご」と よべる ことば

えいご、 ふらんすご、ちゅうごくご など
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言語（げんご）と方言（ほうげん）

• 言語（げんご）と方言（ほうげん）とはどうちが
うのか。

• きいてなんとかわかるのが方言（ほうげん）

はんぶんいじょうわかる？

• ほとんどわからないのが言語（げんご）
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ユネスコはどうやってきめたのか

• ユネスコは どうやって あいての ことばが
わかるか どうか きめたのか。

• ほんとうに わかるか どうか しらべたので
は ない。

• ほんとうに しらべたひとは いない。
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しらべて みました

ほんとに きいて わからないのか どうか しらべて
みた。

ひとつの ことばを話（はな）す人（ひと）

⇒べつのことばを きく

⇒わかるか どうか テスト。
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きいて わかるか どうか しらべ
るテスト

• やさしいおはなしをきく（１ぷんぐらい）

• しらない おはなし。

• どんなことが おこったか きく。

• ２０のしつもん

10



どんなテストかやってみよう

• まず やりかたを れんしゅう

• practice¥practice.pptx
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それでは本番（ほんばん）

• 聞（き）いてみましょう。

ikema¥Ikema_pingu.pptx
• どれぐらいわかりましたか。かいてください。

ぜんぶ、はんぶんぐらい、などとかく

それから

• ちょっとずつひとつずつこたえます。
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• いまのは宮古島（みやこじま）の西原（にしは
ら）というところで話（はな）されている池間方
言（いけまほうげん）のテストでした。

• どれくらいわかりましたか。

• しつもんはほんとうは20あります。

• ここ。
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https://www.google.co.jp/maps/place/Nishihara+Hirara,+Miyakojima-shi,+Okinawa-ken+906-0000/@24.8265681,125.292959,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34f453d7c3d0235d:0x66bd0eda7d9b2a61!8m2!3d24.8311069!4d125.2965964?hl=en


次（つぎ）は どうかな

• まず はなしを きいてみて、次（つぎに）に
すこしずつ ききます。

• どれくらい わかりましたか。

• しつもんは ほんとうは 20あります。

• practice¥おきのえらぶ.pptx
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• どれくらい わかりましたか。

• 今（いま）のは 国頭語（くにがみご）沖永良部
方言（おきのえらぶほうげん）でした。

• 沖永良部（おきのえらぶ）
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どれくらいわかったか
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西原（にしはら）のひとのせいせき

• じぶんのことばを きいたときの せいせき

１．65さい～７６さいぐらいのひと

19点（てん）ちょっと／20点 96/１００

2. ３９～50さいぐらいのひと

18点ちょっと ／20点 9２/１００

17



にしはらのひとのせいせき

• 沖永良部方言（おきのえらぶほうげん）を 聞
（き）いたときの せいせき

1. 65さい～７６さい

3ぐらい／20点⁼15ぐらい/100
1. ３９～５０さい

３ぐらい／20点⁼１５ぐらい/１００
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沖永良部（おきのえらぶ）のひとの
せいせき

• じぶんのことばをきいたとき

１. 57より うえ

18ぐらい／20点＝90/100

2. ３６－57
17ぐらい/20点⁼85/100
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おきのえらぶのひとのせいせき

いけまのことばを きいたとき

１．57よりうえのひと

0.8/20点＝4/100
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沖縄県（おきなわけん）の北（きた）
と南（みなみ）の二つのことば

• おきのえらぶの人が いけまのことばをきく

まったくわからない！

• いけまの人が おきのえらぶの ことばを き
く

ほとんどわからない！
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• 池間（いけま）の 人のほうが、沖永良部（お
きのえらぶ）のひとより すこし あいてのこと
ばが わかる。

• 沖縄（おきなわ）に 住（す）んだことが ある
ひとが すこし いた。沖縄（おきなわ）のこと
ばは 沖永良部（おきのえらぶ）のことばに
すこし ちかい。
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• ユネスコはただしかった！

• これを 沖永良部（おきのえらぶ）と 沖縄（お
きなわ）で やると どうなるか。

まだやってない。

• これを 宮古島（みやこじま）と 八重山（やえ
やま）で やると どうなるか。

かんたんなテストをやってみた。うーん び
みょう。
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青森（あおもり）と 東京（とうきょう
）だと どうなる？？

• ちょっと聞（き）いてみますか。

• あおもり
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おわりに

• にほんごいがいの８つのことば

• 消滅危機言語（しょうめつききげんご）：ちか
いしょうらいなくなってしまうかもしれないこと
ば

• この８つのことばはなくなってしまうのか。
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• むかしは にほんごの 標準語（ひょうじゅん
ご）いがいのことばを がっこうで はなすの
を 禁止（きんし）した。

• ほうげんが だんだん学校（がっこう）でも い
えでも はなされなくなる。
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方言札（ほうげんふだ）
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方言（ほうげん）を 使（つ
か）った生徒（せいと）を みつ
けると くびに かける。

その生徒（せいと）は つぎに
方言（ほうげん）を 使（つ
か）った生徒を 見（み）つける
までかけておかなければなら
ない。

写真は 竹富島・喜宝院蒐集館 所蔵 の方言札

縦１7cm 底 5cm 厚さ 9mm

井谷泰彦 『沖縄の方言札』 ボーダーインク



おわりに

• これらの8つことばは、たがいにつうじない。だから

これらのことばを 話（はな）す人（ひと）からすると
じぶんのことばが なくなるのとおなじ。

• たとえば 日本語（にほんご）を 話（はな）すのを
やめて 英語（えいご）や 韓国語（かんこくご）を
はなさないと いけなくなるのと おなじ。

• われわれが 日本語（にほんご）を まもることが
ひつようなのと おなじく、これらの ことばの はな
しては じぶんのことばを まもることが ひつよう。
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• 国語研（こくごけん）では じもとのひとと い
っしょに これらのことばを まもっていくほう
ほうを かんがえています。
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• ばが はなっさ つきー ふぃーさいまい や
ぐみ すでぃがほう（みやこにしはら）。

• にふあいゆー（やえやま）。

• にふぇーでーびる（おきなわ）。

• ありがとさまりょーた（あまみ）。
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