
[Panel 8] 

沖縄の言語と文化コース及び教材・辞書開発について 
Moderator: Dr. Joyce Chinen, Professor, University of Hawaii-West Oahu,  
Director, Center for Okinawan Studies at University of Hawaii at Manoa  
 
Panelist #1. Dr. Stewart Curry, Instructor, University of Hawai‘i at Mänoa 
“Out of Okinawa: Uchinaaguchi at the University of Hawai‘i (and Beyond)” 

The two-course series on Okinawan Language and Culture at the University of Hawai‘i at Mänoa offers 
interested students the opportunity to develop four-skills ability in Okinawan and to gain an appreciation 
of Okinawan folk culture and literature. The series currently relies on Japanese for instruction, but the use 
of English-based instructional materials and English reference works will broaden its potential audience. 
Ample resources on Okinawan are available in Japanese, including the Okinawa-go jiten [Dictionary of 
the Okinawan language], but limit access to students and linguists sufficiently well-versed in Japanese to 
make sense of them. And while information on Okinawan in English is not new — a dictionary and 
grammar appeared in 1895 — a concerted effort supported by the Center for Okinawan Studies at the 
University of Hawai‘i hints at a future for these courses that will open them to any interested person, 
regardless of background in Japanese, from the university and greater community. Among these are the 
Okinawan-English Wordbook, published in 2006, the upcoming Compleat Okinawan, a scholarly tome 
integrating literary vocabulary as well as usage examples, several romanized Okinawan language lessons, 
and romanized reading materials ranging from folk tales to the archaic poetry of the Omoro söshi. 
 
Panelist # 2 . Dr. K. Justin Ota, Lecturer, Honolulu Community College 
「Honolulu Community College における沖縄語のクラスの開発」 
 沖縄の言葉は一般的に日本語の方言だといわれることが多い。沖縄語と日本語は同一語族に属

することは疑いないが、お互いに意思の疎通はできない。最近では沖縄語を方言ではなく、言語

学的見地からみて独立した言語として扱ったほうがよいという意見も多い。このような流れから、

２００４年からハワイ大学で日本語４７１－４７２「沖縄の言語と文化」が設置された。しかし

このコースは三年次の日本語の履修以上の日本語力をもった学生向けにカリキュラムが組まれ

ている。コミュニティーカレッジ・レベルで沖縄語のクラスを設けるために、現在日本語学習歴

のない学生のための沖縄語のクラス（沖縄語１０１－１０２）の開発が進められている。ここで

は、テキスト、副教材、沖縄語の表記法の選択など、カレッジ・レベルでの日本語学習歴のない

学生のための沖縄語コース設置に付随する問題点について考察する。 
 
Panelist # 3 Tomoko Oshiro, Professor, Okinawa International University 
「沖縄国際大学における沖縄事情教育」—教材開発を通してー  
 沖縄で日本語教育を学ぶ実習生は、日本語指導を行なうためにも地元で用いられている言語と

全国共通語の違いを客観的に把握することが求められる。しかし、「日本語教育副専攻課程」で

は、日本語教師として必要な知識が得られるように構成されているが、沖縄の言語事情を明確に

認識するための内容は特に意識されてはこなかった。そこで、言語使用実態調査の結果を基に『日

本語バイリンガルへのパスポート』の作成に取り組んだ。言語材料として「沖縄の中南部を中心

とした地域の、21 世紀初頭の若者が用いる日常会話的沖縄地域共通語」を切り取り構成してい

った。 
本パネルでは、実習生のための教材開発とその過程で見えてきた言語変容について触れたい。

そして、それに加えて、外国人留学生のために開発した『おきなわ事情—Doorways to Okinawa-』
とその指導に関しても触れていきたい。 
 
Discussant: Dr. Kyoko Hijirida, Professor Emeritus, University of Hawaii at Manoa 
 


