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初級沖縄語教育における動詞活用の導入について

花薗　悟

【キーワード】	 沖縄中南部方言、活用形、首里方言、危機言語教育、琉球語

1.	 はじめに
　初級沖縄語教育のための教科書を作成している。これは数年来取り組んでいる
ものであり、今年度（2015年度）は科学研究費による研究の最終年度ということ
もあって、現在最終的な調整を行っているところである。以前、文法解説を執
筆した段階で日本語教育の方法論を沖縄語の教育に適用する可能性について検
討し、導入する文型を一覧した研究ノートを発表したが（花薗悟2014）、その後、
教科書本文を執筆し、また実際に学習者を集めて教科書を試用するなどのことを
行った。本稿は以上のような実践を踏まえ、そのような実践の中で初級沖縄語教
育において動詞の活用をどのように教えることが可能かについて考えるものであ
る。

2.	 沖縄語動詞の活用について
　沖縄語（首里方言）の動詞の活用については、服部四郎・金城朝永1955、津波
古敏子1992などが詳しく論じているが、ここでは津波古敏子1992による整理を
見てみる（津波古敏子1992：843）。そこでは以下のように規則変化だけで14種類、
不規則変化が8種類と22種もの活用のタイプの区別がなされている。
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〈規則変化〉
･ ･ 否定形 1･ 連用形･ 辞書形･ ティ形
1.･「刺す」･ sas-aN･ sas-i=･ sas-uN･ sac-i･ （サ行）
2.･「飛ぶ」･ tub-aN･ tub-i=･ tub-uN･ tud-I･ （バ行）
3.･「読む」･ jum-aN･ jum-i=･ jum-uN･ jud-i･ （マ行）
4.･「死ぬ」･ sin-aN･ sin-i=･ sin-uN･ sid-i･ （ナ行）
5.･「書く」･ kak-aN･ kac-i=･ kac-uN･ kac-i･ （カ行）
6.･「脱ぐ」･ nug-aN･ nuz-i=･ nuz-uN･ nuz-i･ （ガ行）
7.･「立つ」･ tat-aN･ tac-i=･ tac-uN･ taQc-i･（タ行）
8.･「取る」･ tur-aN･ tui=･ tui-N･ tut-i･ （ラ行）
9.･「笑う」･ waraa-N（warar-aN）･ waree=･ warai-N･ wara-ti･（ラ行）
10.･「着る」･ cir-aN･ cii=･ cii-N･ cic-i･ （ラ行）
11.･「切る」･ cir-aN･ cii=･ cii-N･ ciQc-i･（ラ行）
12.･「かぶる」･ kaNd-an･ kanz-i=･ kanz-uN･ kaNt-i･（ダ行）
13.･「くびる」･ kuNd-an･ kunz-i=･ kunz-uN･ kuNc-i･（ダ行）
14.･「入れる」･ irir-aN･ irii=･ irii-N･ iQt-i･ （ラ行）

　これらのうち、否定形の終わりが -raNとなるもの（8～11、14）を「ラ行動詞」
としてひとつにまとめ、13は「くびる（≒縛る、捕獲する）」1語であり初級では
必要のないものとしてとりあげないこととすると、規則変化のタイプは9種類に
減る。
　不規則変化の動詞は以下の7つである。

1･ 津波古敏子1992で「第一語幹―打ち消し形」「第二語幹 -とりたて形」「第二語幹 -完成相
＝現在未来形」「第三語幹 -完成相－完成相＝過去形」とされているものを、ここではのち
に取り上げる名称である「否定形」「連用形」「辞書形」「ティ形」とした（第三語幹”は津波
古氏のあげている「過去形」（-aNが語尾であるもの）ではなく「ティ形」（-iの語尾をもつ中
止形、日本語のテ形に相当、西岡敏・仲原穣2006でも「テ形」と呼ばれている）」にとり
あげる語形自体を変更しているが、第三語幹の形であることは変わらないため問題はな
いと思われる）。また津波古敏子1992にはない「サ行動詞・バ行動詞・…、ラ行動詞」な
どの活用のタイプ［p77の脚注5を参照］を（サ行）などとして右端に示してある。
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〈不規則変化〉
･ ･ 否定形･ 連用形･ 辞書形･ ティ形
1.･「居る」･ ‘ur-aN･ ‘u-i=･ ‘u-N･ ‘u-ti
2.･「ある」･ （なし）･ a-i=･ a-N･ a-ti
3.･「する」･ sa-N･ s-i=･ s-uN･ s-i
4.･「見る」･ ‘NNd-aN･ ‘NNz-i=･ ‘NNz-uN･ ‘NNc-i
5.･「行く」･ ik-aN･ ic-i=･ ic-uN･ Nz-i
6.･「来る」･ kuu-N･ cii=･ cuu-N･ c-i
7.･「言う」･ ’ja-N･ ii=･ ’j-uN･ ic-i
8.･「思う」･ uma-aN･ umu-i=･ umui-N･ umut-i
　これらのうち、1.「居る」、2.「ある」、8.「思う」をラ行動詞、4.「見る」をダ行動詞（不
規則なところについては別途提示する）としてあつかえば、不規則動詞の数を4
つに減らすことができる。

3.	 初級沖縄語教育における動詞活用形の導入の実際
　花薗悟2014で示した表は日本語教育の文型の提出順序をもとに作成したもの
だが、それに従う形で活用形の導入について説明する。

3.	1.	 動詞の導入：ビーン体
　本稿の考える文型の提出順序では名詞述語文と形容詞述語文は1課と2課、動
詞で第3課から導入されるが、辞書形の導入まではすべて日本語（東京方言）の
丁寧体（「～ます体」）にあたるビーン（-biiN）体で提示する 2。3課の文型は以下の
ようになっている 3。

2･ ただし、これは普通体と丁寧体の対立を持つ首里方言のようなものには適用がしやすい
が、そのような対立をもたない他の琉球諸語（諸方言）には本稿で示した方法はそのまま
は適用できないということでもある。ただし、花薗悟2014でも示したように首里方言で
もとりたて形式「-ja」や指示語の用法など日本語とは大きく異なる点については導入を2
課にわけるなどの工夫を行った。

3･ 本稿の沖縄語の表記についてはp83を参照。
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1･ ワンネー　メーナチ　ルクジニ　ウキヤビーン。［自動詞文］
･ ･････私は･･･････････････････････毎日･････････････････六時に･･････････････････起きます（起きる・非過去・叙述法）

2･ ニホンジノー　クミ　カマビーン。［他動詞文］
･ ････････日本人は･･･････････････････米･････････････食べます（食べる・非過去・叙述法）

3･ ヤマダサノー　スムチ　ユマビラン。［否定］
･ ････････山田さんは･･･････････････････本･･･････････････読みません（読む・否定・非過去・叙述法）

4-1･ヤマダサノー　ゲーム　サビーミ。［肯否質問文］
･ ････････山田さんは････････････････ゲーム･･･････････しますか（する・非過去・肯否質問法）

4-2･クニヨシサノー　メーアサ　ヌー　カマビーガ［疑問詞質問文］
･ ････････国吉さんは････････････････････････毎朝･･･････････････何････････････食べますか（食べる・非過去・疑問詞質問法）

5-1･ヤマダサノー　チヌー　スムチ　ユマビタン。［過去形］
･ ････････山田さんは･････････････････昨日･････････････････本･･･････････････読みました（読む・過去・叙述法）

5-2･ワンネー　チューヤ　シクチ　サビランタン。［否定・過去］
･ ･････私は･･････････････････････今日･････････････････仕事･･････････････しませんでした（する・否定・過去・叙述法）

6-1･ヤマダサノー、チヌー　スムチ　ユマビティー。［肯否質問文・過去］
･ ････････山田さんは････････････････昨日･･････････････････本･･･････････････････読みましたか（する・過去・肯否質問法）

6-2･オオシロサノー　ユーバノー　ヌー　カマビタガ。［疑問詞質問文・過去］
･ ････････大城さんは････････････････････････夕食は････････････････････何･････････食べましたか（食べる・過去・疑問詞質問法）

　ビーン体は「Vビーン」（肯定・非過去・叙述法）、「Vビラン」（否定・非過去・
叙述法）、「Vビーミ／Vビーガ」（肯定・非過去・質問法）、「Vビタン/Vビランタ
ン」（肯定/否定・過去・叙述法）「Vビティー/･Vビタガ」（肯定・過去・質問法）
のように活用の種類を問わずにすべての動詞で同じ形の変化となるため（上述し
たように日本語の丁寧体と同様）、まずこの形で動詞を提出するのがよいと思わ
れる（目上の人に対し失礼にならないという効果もある 4）。この形を用いた場合、
動詞の活用形を気にせずに、さまざまな格の名詞が共起する沖縄語の動詞を提出
し、学習者に沖縄語の動詞の使い方に慣れてもらうことができる。

3.	2.	 辞書形（Vdic）の導入
　上に述べたように移動動詞や存在動詞なども学習し、動詞の使い方にも慣れて

4･ ただしこの形を使い続けるとよそよそしくなり打ちとけられないということが日本語の
場合と同様にあるようではある（ただし沖縄語学習者の場合は目上に対して話す場合が
多いため、比較的そのような問題は少ないかもしれない）。
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ン」（肯定/否定・過去・叙述法）「Vビティー/･Vビタガ」（肯定・過去・質問法）
のように活用の種類を問わずにすべての動詞で同じ形の変化となるため（上述し
たように日本語の丁寧体と同様）、まずこの形で動詞を提出するのがよいと思わ
れる（目上の人に対し失礼にならないという効果もある 4）。この形を用いた場合、
動詞の活用形を気にせずに、さまざまな格の名詞が共起する沖縄語の動詞を提出
し、学習者に沖縄語の動詞の使い方に慣れてもらうことができる。

3.	2.	 辞書形（Vdic）の導入
　上に述べたように移動動詞や存在動詞なども学習し、動詞の使い方にも慣れて

4･ ただしこの形を使い続けるとよそよそしくなり打ちとけられないということが日本語の
場合と同様にあるようではある（ただし沖縄語学習者の場合は目上に対して話す場合が
多いため、比較的そのような問題は少ないかもしれない）。
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きたころに動詞の辞書形を導入する（本稿では8課）。ラ行動詞 5以外は -abiiNを
-uNに変えるという作業であるため、動詞のビーン体から辞書形へと変換する作
業自体は難しくない。日本語教育で「～ます」の形から辞書形を作る［一段活用で
は -masuを -ruに、五段活用では -imasuを -uに変える］のと同様である。
Vビーン→　Vdic
a）規則変化
・シナビーン･ sinabiiN･ → sinuN･ シヌン･ ［死ぬ］･ （ナ行）
・カマビーン･ kamabiiN･ → yumuN･ ユムン･ ［読む］･ （マ行）
・トゥバビーン･ tubabiiN･ → tubuN･ トゥブン･ ［飛ぶ］･ （バ行）
・ハナサビーン･ hanasabiiN･→ hanasuN･ハナスン･ ［話す］･ （サ行）
・カチャビーン･ kacabiiN･ → kacuN･ カチュン･ ［書く］･ （カ行）
・タチャビーン･ tacabiiN･ → tacuN･ タチュン･ ［立つ］･ （タ行）
・’ウィージャビーン･’wiijabiiN･ →’wiijuN･ ’ウィージュン･［泳ぐ］･ （ガ行）
・ニンジャビーン･ niNjabiiN･ → niNjuN･ ニンジュン･ ［寝る］･ （ダ行）
・トゥイビーン･ tuibiiN･ → tuiN･ トゥイン･ ［とる］･ （ラ行）
・ウキヤビーン･ ukiyabiiN･ → ukiiN･ ウキーン･ ［起きる］･（ラ行）
b）不規則変化
・サビーン･ →スン･ ［する］
・イチャビーン･→イチュン･［行く］
・チャービーン･→チューン･［来る］･
・イヤビーン･ →’ユン･ ［言う］

この際、ナ行動詞は「シヌン」だけであること、ガ行動詞は初級で覚えるものは･
「’ウィージュン」「カンジュン」、ダ行動詞は「ニンジュン」「ヌジュン」「‘ンージュ

5･ 沖縄語（首里方言）の動詞のうち、“-iN”で終わり否定形が”-raN”であるものを「ラ行動詞」
ということがあるが、それにならって他の規則動詞も「ナ行」「マ行」「バ行」「サ行」「カ行」

「タ行」「ガ行」「ダ行」と呼ぶことにする。なお、ラ行動詞は普通体で「アガユン」「アガイン」
（あがる）、ビーン体で「アガヤビーン」「アガイビーン」（上がります）の二つの形（「-ユン」
と「-イン」、「-ヤビーン」と「-イビーン」）が用いられているが、本稿では「アガイン」「ア
ガイビーン」の形を用いる。ただし、複数の首里方言話者に確認したところ、「アキーン」

（開ける）、「カキーン」（かける）など「-イン」の前の音がイ段の動詞では「-イビーン」の形
は用いられないようである（ビーン体は「アキヤビーン」（開けます）・「カキヤビーン」（か
けます）で「?アキービーン」「?カキービーン」は不自然）。
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ン 6」だけであることを提示しておいてもいいだろう。また「サビーン」「イチャビー
ン」は規則変化として処理できるが、不規則変化動詞を提示するという意味でこ
こでは出している（「アイビーン」「‘ウイビーン」を提示しない理由はティ形の項
目［→3.5］を参照）。なお、動詞活用の種類（「ナ行・マ行・バ行・サ行・カ行・タ行・
ガ行・ダ行・ラ行」）はここで記憶する必要はないが、のちに（否定形と）ティ形
の導入で重要になるため、形を作ること自体は難しくないこの段階で活用形の種
類を覚えさせるか、あるいは少なくとも提示しておいた方がよいと思われる 7。
　沖縄語では辞書形と連体形とが区別される（「スムチ　ユムン .（本［書物］を読
む）」「ユムル　スムチ（読む本）」。教科書案では連体形を辞書形に引き続いてと
りあげるが、語尾の「ン」を「ル」に変えるだけなので、連体形の作り方について
は本稿では詳述しない。

3.	3.	 連用形（Vren）の導入
Vビーン→Vren
a）規則変化
・シナビーン･ sinabiiN･ → sini･ シニ･ （ナ行）
・ユマビーン･ yumabiiN･ → yumi･ ユミ･ （マ行）
・トゥバビーン･ tubabiiN･ → tubi･ トゥビ･ （バ行）
・ハナサビーン･ hanasabiiN･→ hanasi･ ハナシ･ （サ行）
・カチャビーン･ kacabiiN･ → kaci･ カチ･ （カ行）
・タチャビーン･ tacabiiN･ → taci･ タチ･ （タ行）
・’ウィージャビーン･ ’wiijabiiN･ →’wiiji･ ’ウィージ･（ガ行）
・ニンジャビーン･ niNjabiiN･ → niNji･ ニンジ･ （ダ行）
・トゥイビーン･ tuibiiN･ → tui･ トゥイ･ （ラ行）
・ウキヤビーン･ ukiyabiiN･ → uki･ ウキ･ （ラ行）

6･ 2章でのべたように「‘ンージュン」は不規則動詞とされるが、ティ形以外は活用がダ行動
詞と一致するため、ダ行動詞としてあつかう。

7･ なお、辞書形は「ンディチ　ヤイビーン」（［つもりだ］）に接続する形なので、教科書案では
直後に「ワンネー［私は］　アメリカ･ンカイ［に］　イチュン［行く］　ディチ　ヤイビーン･

（私はアメリカに行くつもりです）」のような文で辞書形の使い方を練習するようになっ
ている。3.3の連用形では「連用形＋ブサイビーン（～したいです）」、3.4.の否定形では「否
定形＋デーナイビラン（～ければならないです）」の形でそれぞれの語形を練習するよう
にしている。
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b）不規則変化
・サビーン･ →シ
・イチャビーン･→イチ
・チャービーン･→チ
・イヤビーン･ →イー

　辞書形が“連用語幹＋uN”の形であることから、この形（“連用語幹＋ i”）も機
械的に作ることができるが、活用形の種類とナ行・ガ行・ダ行に属する動詞を確
認しておくとのちの否定形やティ形の導入もスムースに行くのではないかと思わ
れる。この形を知っていれば「～したい」をあらわす「Vrenブサイビーン」や「～
しに（行きます）」をあらわす「Vrenガ（イチャビーン）」などの文型を導入できる

（連用形を作る練習としてすぐ後に提示する）ため、辞書形・連体形の次に導入
する形としては適切なのではないかと考えられる。

3.	4.	 否定形の導入
Vdic→Vneg
a）規則変化
・シヌン･ sinuN･ → shinaN･ シナン･ （ナ行）
・ユムン･ yumuN･ →yumaN･ ユマン･ （マ行）
・トゥブン･tubuN･ → tubaN･ トゥバン･（バ行）
・ハナスン･hanasuN･→ hanasaN･ハナサン･（サ行）

・カチュン･kacuN･ → kakaN･ カカン･ （カ行）
・タチュン･tacuN･ → tataN･ タタン･ （タ行）

・’ウィージュン･ ’wiijuN･ →’wiigaN･ ウィーガン･（ガ行）
・ニンジュン･ niNjuN･ → niNdaN･ ニンダン･ （ダ行）
・トゥイン･ tuiN･ → turaN･ トゥラン･ （ラ行）
・ウキーン･ ukiiN･ → ukiraN･ ウキラン･ （ラ行）

・スン･ →サン
・イチュン･→イカン
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・チューン･→クーン
・’ユン･ →’ヤン

　「ナ・マ・バ・サ・カ・タ・ガ・ダ・ラ」という連用形までは“呪文”であった
活用の種類の名称がここで意味を持ってくることになる（上でナ行動詞からサ行
動詞までは -uN→ -aNの言い換えでつくることができるが、カ行動詞以下は語幹
が全く異なる）。これまでの段階で「ナ・マ・バ…」を覚えていれば、否定形を作
ることに困難はない（少ない）と思われる。
　ここで問題となるのは辞書形の語幹に”-c-“をもつ、カ行動詞とタ行動詞の区
別だが、「チチュン（聞く）」「ハタラチュン（はたらく）」は日本語の同じ意味の動詞

（「聞かない」「働かない」（→カ行動詞）、「タチュン（立つ）」「ムチュン（持つ）」も同
様に「立たない」「持たない」（→タ行動詞）から区別することができる。辞書形が
同じ形であるカチュン（書く・勝つ）やウチュン（置く・打つ）もそれぞれの否定
形は「カカン（書かない）」・「カタン（勝たない）」や「ウカン（置かない）」・「ウタン（打
たない）」のように日本語からの類推が可能である 8。

3.	5.	 ティ形の導入
Vneg→Vティ
・シナン･ （ナ行）･→シディ
・ユマン･ （マ行）･→ユディ･ ナ・マ・バ→ディ
・トゥバン･ （バ行）･→トゥディ

・ハナサン･ （サ行）･→ハナチ･ サ・カ→チ
・カカン･ （カ行）･→カチ

・タタン･ （タ行）･→タッチ･ タ→ッチ

8･ 花薗悟2014において西岡敏・仲原穣2006の否定形の作り方（日本語から類推させる）に
ついて、「便宜的なもの」と否定的な言及をしたが、初級沖縄語教科書のための動詞一覧
を作成してみたところラ行動詞（の大部分）、ダ行動詞、不規則動詞（の一部）以外は否定
形は日本語の動詞と規則的な対応をしているため、西岡敏・仲原穣2006のような説明も
有効であり、否定形を提示する際にはむしろ積極的に言及していくべきではないかと思
い至った（ティ形についても同様である）。

}
}
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}
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・’ウィーガン･（ガ行）→’ウィージ･ ガ→ジ

・ニンダン･ （ダ行）･→ニンティ
・トゥラン･ （ラ行）･→トゥティ･ ダ・ラ→ティ
・ウキラン･ （ラ行）･→ウキティ･ 　　（例外：‘ンーダン→‘ンーチ）

・サン･ →シ
・イチュン･ →ンジ（<「往じ」）
・クーン･ →チ
・’ヤン･ →イチ

　ティ形は日本語教育のテ形の学習と同じく、「ナマバ→ディ」「サカ→チ」「タ→ッ
チ」「ガ→ジ」「ダラ→ティ」のように記憶が必要である。「‘ンージュン（見る）」は
これまでダ行動詞であるとしたが、ここでティ形は「‘ンーンチ」であることを提
示する。
　なお、これまで“ラ行動詞”としてあつかった「チーン（着る）」「‘イーン（「座る」
<“居る”）」のティ形はそれぞれ「チチ」「‘イチ」、「チーン（切る）」「イーン（入る）」
のそれは「チッチ」「イッチ」9、「イリーン（入れる）」は「イッティ」となるが、一度
に示すと混乱する恐れがあるため、ティ形の習得がすすんだと思われる段階で、
ラ行動詞のティ形の例外としてあつかうこととした方がよいと思い、ここでは扱
わないことにした。

4.	 おわりに
　以上、沖縄語動詞の活用を導入する試案を示した。初級日本語教育においては
動詞テ形の習得がひとつの壁であると言われるが、沖縄語の動詞の活用はそれ以
上に複雑であるため、基本的な事項は押さえつつあまり煩瑣にならぬよう、たと
えば津波古敏子1992が別の活用としているものも場合によってはひとつにまと
め異なるところを例外として差し出すなどの工夫を行った。教科書を試用した段
階では、学習者はティ形までの形を無理なく作れるようになったようである。

}

9･ これらは日本語の「着る」「居る」が一段動詞（「着て」「居て」）、「切る」が五段動詞（「切っ
て」）であることから類推できる。ただし「イリーン」のティ形が「イッティ」であること
は例外的として記憶しなければならない。
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　今後の課題として、丁寧体の存在しない他の琉球諸語においてどのように動詞
の活用形を教えることができるかなどについても考える必要があろう。首里方言
のように丁寧体（ビーン体）が存在しない言語（方言）では動詞の導入のすぐ後に
活用形を提示しなければならないため、学習者の負担は大きいと思われる。その
場合でも本稿で示した方法（もちろん日本語教育の実践で培われてきたものであ
るが）が役に立つのか（あるいは立たないのか）、興味深く思っている。

参考文献
内間直仁・野原光義2006『沖縄語辞典』研究社
国立国語研究所1963『沖縄語辞典』大蔵省印刷局
津波古敏子1992「沖縄中南部方言」河野六郎・亀井孝他編『言語学大辞典･第4巻』三省堂
西岡敏・仲原穣2006『沖縄語の入門　―たのしいウチナーグチ―　CD付改訂版』白水社
服部四郎・金城朝永1955「琉球語」『世界言語概説（下）』研究社
花薗悟2014「日本語教育の方法論を応用した初級沖縄語教科書について」

『日本語・日本学研究』4　東京外国語大学

［付記］

本稿は2013～ 15年度･科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究「危機言語教育に対す
る日本語教育の方法の適用―沖縄語を対象として―」補助金番号25580088、研究
代表者：花薗悟）による研究成果の一部である。

228041_外大_留日センター論集42号_4校.indb   82 2016/03/16   0:37:02



－ 82 －

　今後の課題として、丁寧体の存在しない他の琉球諸語においてどのように動詞
の活用形を教えることができるかなどについても考える必要があろう。首里方言
のように丁寧体（ビーン体）が存在しない言語（方言）では動詞の導入のすぐ後に
活用形を提示しなければならないため、学習者の負担は大きいと思われる。その
場合でも本稿で示した方法（もちろん日本語教育の実践で培われてきたものであ
るが）が役に立つのか（あるいは立たないのか）、興味深く思っている。

参考文献
内間直仁・野原光義2006『沖縄語辞典』研究社
国立国語研究所1963『沖縄語辞典』大蔵省印刷局
津波古敏子1992「沖縄中南部方言」河野六郎・亀井孝他編『言語学大辞典･第4巻』三省堂
西岡敏・仲原穣2006『沖縄語の入門　―たのしいウチナーグチ―　CD付改訂版』白水社
服部四郎・金城朝永1955「琉球語」『世界言語概説（下）』研究社
花薗悟2014「日本語教育の方法論を応用した初級沖縄語教科書について」

『日本語・日本学研究』4　東京外国語大学

［付記］

本稿は2013～ 15年度･科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究「危機言語教育に対す
る日本語教育の方法の適用―沖縄語を対象として―」補助金番号25580088、研究
代表者：花薗悟）による研究成果の一部である。

228041_外大_留日センター論集42号_4校.indb   82 2016/03/16   0:37:02

－ 83 －

文字と発音
・下段左は本稿、右は『沖縄語辞典』（国立国語研究所1963）のアルファベット表記

ア
a				ʔa

イ
i    ʔi

ウ
u				ʔu

エ
e				ʔe

オ
o				ʔo

カ
ka    ka

キ
ki    ki

ク
ku    ku

ケ
ke    ke

コ
ko    ko

ガ
ga    ga

ギ
gi    gi

グ
gu    gu

ゲ
ge    ge

ゴ
go    go

サ
sa    sa

スィ
si    si

ス
su    su

セ
se    se

ソ
so    so

ザ
za    za-

ズィ
zi    zi-

ズ
zu    zu-

ゼ
ze    ze-

ゾ
zo    zo-

タ
ta    ta

ティ
ti    ti

トゥ
tu    tu

テ
te    te

ト
to    to

ダ
da    da

ディ
di    di

ドゥ
du    du

デ
de    de

ド
do    do

ナ
na    na

ニ
ni    ni

ヌ
nu    nu

ネ
ne    ne

ノ
no    no

バ
ba    ba

ビ
bi    bi

ブ
bu    bu

ベ
be    bw

ボ
bo    bo

ハ
ha    ha

ヒ
hi    hi

フ
hu    hu

ヘ
he    he

ホ
ho    ho

パ
pa    pa

ピ
pi    pi

プ
pu    pu

ペ
pe    pe

ポ
po    po

マ
ma    ma

ミ
mi    mi

ム
mu    mu

メ
me    me

モ
mo    mo

ヤ
ya    ja

ユ
yu    ju

ヨ
yo    jo

ラ
ra

リ
ri    ri

ル
ru    ru

レ
re    re

ロ
ro    ro

ワ
wa    ’wa

ウィ
wi    ’wi

ウェ
we    ’we

キャ
kya(なし)

キュ
kyu(なし)

キョ
hyo(なし)

ギャ
gya   gja

ギュ
gyu   gju

ギョ
gyo   gjo

シャ
sha   sja

シ
shi   si

シュ
shu   sju

シェ
she   se

ショ
sho   sjo

ジャ
ja    za

ジ
ji    zi

ジュ
ju    zu

ジェ
je    ze

ジョ
jo    zo

ツァ
tsa   ça

ツィ
tsu   çi

ツ
tsu   çu

ツェ
tse   çe

ツォ
tso   ço

ビャ
bya   bja

ビュ
byu   bju

ビョ
byo   bjo

チャ
cha   ca

チ
chi   ci

チュ
chu   cu

チェ
che   ce

チョ
cho   co

ピャ
pya   pja

ピュ
pyu   pju

ピョ
pyo   pjo

ニャ
nya   nja

ニュ
nyu   nju

ニョ
nyo(なし)

ヒャ
hya(なし)

ヒュ
hyu(なし)

ヒョ
hyo(なし)

クァ
kwa   kwa

クィ
kwi   kwi

クェ
kwe   kwe

クォ
kwo   kwo

ミャ
mya   mja

ミュ
myu   mju

ミョ
myo   mjo

グァ
gwa   gwa

グィ
gwi   gwi

グェ
gwe   gwe

グォ
gwo(なし)

リャ
rya   rja

リュ
ryu   rju

リョ
ryo   rjo

ファ
hwa   hwa

フィ
hwi   hwi

フェ
hwe   hwe

フォ
hwo   hwo

’ヤ
’ya			ʔja

’ユ
’yu			ʔju

’ヨ
’yo			ʔjo

ン
N				ʔN

ッ
Q    Q

’ワ
’wa			ʔwa

’ウィ
’wi			ʔwi

’ウェ
’we			ʔwe

(‘ア
‘a [なし])

‘イ
‘i    ’i

‘ウ
‘u    ’u

‘エ
‘e    ’e

‘オ
‘o    ’o

‘ン
‘N    ’N

（’メ
’me			ʔme）

・･ 母音以外の声門破裂音“’”（引用符閉じ）、母音・Nの正門破裂なしは･“‘･”･（引用符開き）であらわす。
・･ それぞれ有標のものとかんがえられるものに印をつける（声門破裂なしの‘アは内間直仁・野原三義2006、声門破裂あ

りの’meは国立国語研究所1963にmeNsheeNの士族的発音としての記載があるので（　）付きで掲載しておいた）。
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How	to	Teach	Verb	Inflection	of	Okinawan,
Applying the Methodology of Japanese Pedagogy

HANAZONO Satoru

Okinawan, one of the Ryuukyuan languages, is mentioned by UNESCO as 

“an endangered language” in 2009. Okinawa Prefecture also enacts “the day of the 

Ryukyuans” and tries to preserve these languages. 

However, although there have been a lot of efforts, education of Okinawan has 

not been very successful. This is not only because methodology of teaching is not fully 

developed, but adequate text books for this language have still not been published. 

In teaching or learning Okinawan, acquiring inflections of verbs are difficult. 

The	previous	studies	have	already	elucidated	the	whole	system	of	verb	inflections,	but	

showing these results of study just confuses leaners of this language.

In continuing with the trial and error, I came up with an idea of applying methods 

of	Japanese	pedagogy	to	teaching	verb	inflections	of	Okinawan.	The	following	are	the	

methods	briefly	summarized.

				1)	Examining	the	previous	studies	and	reducing	types	of	inflections.

    2) Figuring out the way of converting “-biiN” style to dictionary form, “-biiN” style to 

connection form, dictionary form to negative form and negative form to “ti” form in 

Okinawan.
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