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【あいさつ・趣旨説明】 

田中(総合司会) 皆様こんにちは。ＮＨＫ熊本放送局の田中智美です。本日は「ことば」

フォーラム in 熊本にお越しいただき，まことにありがとうございます。この「ことば」

フォーラムは第１部でふるさとの話し言葉の多彩な広がりを探検し，人と楽しく話をす

るための「ことば」の働きを再発見します。第２部では，コミュニケーション能力を育

てる言語教育を皆さんと一緒に考え，総合的な学習の実践報告を行います。どうぞ最後

まで御参加ください。それではまず，主催者を代表しまして，国立国語研究所の甲斐睦

朗所長が御挨拶
あいさつ

を申し上げます。 

甲斐 本日はよくおいでくださいました。私は国立国語研究所の甲斐睦朗と申します。今

回はこうやってＮＨＫ熊本放送局との共催という形で，「ことば」フォーラム in 熊本と

いうテーマで，本日開催する運びとなりました。私ども，国立国語研究所は，１年に５

回，「ことば」フォーラムを開催しております。その中の２回は，全国へ出かけて，そ

この地元の「ことば」を調査研究した成果を生かして，地元の方々と一緒に話し合うと

いう，そういう試みをいたしております。昨年度は東日本でした。本年度は西日本とい

うことで，そのまず最初に熊本にやってまいりました。第１部では先ほどアナウンサー

の方が紹介しましたように，熊本の言葉の大変いきいきとした，また深みのある言葉に

ついて，様々な角度から話をしてもらいます。今日の特長という言葉が，後で出てきま

すが，特長のチョウが長いという言葉になっております。良いという意味であります。

特別に良い，日本の中でも特別に良い熊本の言葉ということについて，発表いたします。 

第２部は，これは「ことばビデオ」というのを，私どもの研究所で作成しております。

一昨年，作成したものを第１会場で，昨年度作成したものを第２会場で取りあげてまい

ります。いずれも高い評価を受けて，表彰を受けております。また昨年度作成しました

ものは，より高い表彰も受けております。昨年度は高等学校を相手とし，一昨年度は小

中学校を相手としております。本日こうやって開催の運びとなることについて，先ほど

申しましたように，ＮＨＫ熊本放送局の方々，また熊本県教育委員会，熊本市教育委員

会，それから今日八代市の第五中学校の校長先生から，生徒さんまでおいでいただきま

した。また県立鹿本高等学校の校長先生から生徒さんもおいでいただいております。ま

た今日は，講師の方も，こうして並んでいらっしゃるし，コメンテーターとしても，い

ろいろな方に協力いただいております。たくさんの方々の協力によって，本日開催の運

びとなったことを，お礼申し上げます。以上，御挨拶といたします。 
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＜第１部＞ 話しことばの豊かさと円滑なコミュニケーション 

司会 それでは，早速第１部に入ってまいります。最初に「話しことばの豊かさ－暮らし

のことば再発見－」というテーマで，国立国語研究所の吉岡泰夫さんがお話いたします。 

 

「話しことばの豊かさ―暮らしのことば再発見―」吉岡 泰夫 

        (配布資料：p.１～７) 

吉岡 国立国語研究所の吉岡でございます。今日は，「ことば」フォーラムにようおいで

なはりました。１時間半，よろしくお付き合いいただきたいと思います。私が最初に，

「話しことばの豊かさ－暮らしのことば再発見－」というテーマでお話しします。私ど

も国立国語研究所の全国方言調査で見ても，それから，48 都道府県で収録したＮＨＫの

「ふるさと日本のことば」で見ても，熊本は話し言葉の豊かさ，特に方言と敬語の豊か

さでは，全国有数の地域であるということが分かっております。この豊かさの秘密とは

何だろうかというのを，今日は探っていきたいと思います。熊本の話し言葉の豊かさは，

四つの特長で語られると思います。一つ目が，古典に見られる雅言（みやびごと）が今

も多彩に生きているという特長です。それから２番目が，豊かな敬語が円滑なコミュニ

ケーションに役立っている。それから３番目の特長が，若者によって方言がリニューア

ルされ，活気を保っている。そして４番目の特長として，外国語に由来する方言が，今

も多彩に生きているという，こういう四つの特長がございます。まず最初に，古典にみ

られる雅言が今も多彩に生きているという特長から見ていきたいと思います。この特長

はすでに江戸時代の国学者の本居宣長が，「玉勝間」という本の中で語っていることで

す。奈良時代，平安時代の古典にみられる雅言，みやびな言葉ですね，これを肥後の人

は，誰もが普通に使っているという話を，宣長は肥後の門人から聞いて感動しています。

肥後熊本から宣長に入門した長瀬眞幸（ながせまさき）という武士です。当時，古典文

学や日本語の歴史などを研究していた本居宣長は，感動を込めて文章に綴っています。

宣長が例として挙げているのは，まず，「見ゆる」「聞こゆる」などの下二段活用の動

詞です。これは今でも「何
なん

の見ゆっと？」とか，「この携帯はよう聞こゆるばい」とい

うふうに，普通に使ってますよね。それから，カエルのことを言う「たんぎゃく」です

ね。これも『万葉集』や『古事記』に出てくる「たにぐく」に由来する古い言葉なんで

す。奈良時代の雅言と全く同じ熊本方言に「あゆる」という言葉があります。これは『万
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葉集』の大伴家持の長歌に，「あゆる実は，玉に貫きつつ」というような一節があって，

熊本の方言と全く同じ「落ちる」という意味で使っているわけです。熊本では「柿の木

の下で，あゆる実ば拾うばい」とか，「この洗剤は汚れのようあゆるばい」と言います

よね。それから次に挙げている「網代（あじろ）」という言葉も『万葉集』の頃から歌

にどんどん出てくる言葉なんですが，お手元の資料に，牛深の漁師さんが使っている用

例を挙げておきました。「網代に船ば当つっとはＧＰＳさな（漁場に船の針路を的中さ

せるのはＧＰＳさ）」と漁師の親方さんから聞きました。この「網代」も，『万葉集』

の時代から千年以上の歴史を生きてきた言葉です。かたや，ＧＰＳというアルファベッ

ト略語です。これは最新鋭のグローバル・ポジショニング・システムの英語の頭文字を

とった略語ですね。千年以上の歴史を生きてきた雅言と最新の英語が漁師さんの会話の

中に，見事に同居しているという豊かさが熊本方言にはあるんですね。それからよく使

われているのが，「暇でしょうがない」あるいは「寂しい」という意味の「徒然
と ぜ ん

なか」

ですね。これは，だいたい高校１年生頃に勉強する古典に「徒然
つれづれ

草」がありますよね。

あれ実は「徒然草」より古い時代は「とぜん」と読んでいたんです。しかも，「徒然」

は中国から漢字とともに伝わった外来語です。平安時代になって「徒然」という言葉に

「つれづれ」という和語をあてたんです。だから本来は「とぜん」なんです。その本来

の使い方をして，熊本の皆さんは，「ああ，今日は誰も訪ねて来
こ

ん。徒然
と ぜ ん

なか」とおっ

しゃってるんですね。使ってらっしゃるわけです。それから，「よか（良い）」「かわ

いか（可愛い）」「うつくしか（美しい）」など，熊本方言では形容詞が「か語尾」に

なります。これらは奈良・平安時代の形容詞「よかり」「かわいかり」「うつくしかり」

の語末の「り」が発音されなくなったものです。だんだん時代が下って，中世の古典に

登場する「おろ」，この「おろ」も今，熊本では盛んに使われてますよね。「おろよか

（あまり良くない）」「おろ甘か（甘さが足りない）」とかですね。これは『宇治拾遺

物語』などでも「髪もおろある僧（髪も少なくある僧）」というように熊本方言と全く

同じ使い方ですね。アメリカ出身のイライザさんがいらっしゃいますので，この「おろ」

を英語に置き換えますと，ぴったり「less」にあたるんですよね。「おろ甘か」という

のは，「less sweet」ということです。「おろ良か」というのは，「less good」という

ことですね。これも中世頃の意味用法がそっくりそのまま熊本方言に生きている例です。

それからよく使われるのは，「ちょっと教えてはいよ（ちょっと教えてください）」と

か「このお菓子ば三つはいよ（このお菓子を三つください）」という「はいよ」ですね。
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これも鎌倉時代に使われていた「畏
かしこ

まってこれを拝領す」とか，「かたじけなく拝領す」

とか言うときの「拝領す」に由来するんですね。それからこれは若い人もよく使うんで

すが，「むしゃんよか」ってやつですね。これは元々「武者ぶり」という言葉がありま

して，武士が鎧
よろい

兜
かぶと

を着けた姿を「武者ぶり」といっていたんですね。その凛
りり

しさを表

わすためにですね。それを今も，若い人も使っているということがあります。宣長が指

摘した「見ゆる」「聞こゆる」などの下二段活用の活用表をお手元の資料に示しておき

ました。上が古語の活用表です。下が熊本方言の活用表です。しっかり見てください，

どこが違いますか。違うところがないような気がします。つまり熊本の人は熊本の方言

文法で話してらっしゃいますけど，その熊本方言の文法というのは実は古典文法そのも

のであるということが言えるかと思います。次，２番目の特長の，豊かな敬語が，円滑

なコミュニケーションに役立っているというのは，この後，第２部でやりますので，ち

ょっと飛ばしまして，特長３，若者によって方言がリニューアルされ，活気を保ってい

るというところに入っていきたいと思います。ここでお話しすることは，若者による伝

統的な方言の復活ということと，若者によってリニューアルされる方言とはどんなもの

かということをお話します。私が概論をお話ししまして，この後，隣に座ってらっしゃ

る村上先生が各論といいますか，若者方言入門講座をやりますので，早速入っていきた

いと思います。戦後全国的に共通語が普及するにつれて，各地の伝統ある方言というの

は衰退の一途をたどりました。特に生まれたときからテレビがあった若い世代ですね，

共通語を非常にうまく話すので，方言は使わなくなるのではないか，というふうに思わ

れました。これは東日本ではその通りになっております。東日本の若い人はなかなか方

言を使いません。ところが熊本では，特に都市部の若者層ですが，若い人からこんな言

葉を聞かれたことはありませんか？「あくしゃうつ」とか「まーごっ早か」とか「むし

ゃんええ」というような言葉ですけど，こういう伝統的な方言が復活されると，若者層

によって復活されるという，新しい現象が起こってます。お手元の資料では，熊本市の

若者層の 70％～90％が使う伝統的な方言を挙げております。この調査の時期は，ここに

座ってらっしゃる村上先生がちょうど高校生ぐらいの頃に調査を行いました。同年代の

方は，「うん，使っていた，使っていた」というようにおっしゃるかもしれません。こ

ういうふうに若者が何故，その伝統的な方言を復活させるかということですが，これは

あくまでも私の仮説です。この後，方言をリニューアルさせた張本人の村上先生から詳

しく語っていただきますが，上の世代の私は，こういうふうに考えております。私たち
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団塊の世代というのは，なかなか自分の方言にプライドが持てず，なんか東京の言葉と

いうのにあこがれて育ってきた世代だと思います。それはやっぱり共通語を充分に使い

こなせなかったからじゃないかという気がします。それに比べて，今の熊本の若い世代

は，非常にうらやましいんですけれども，当たり前に共通語を使えるんです。その当た

り前に使える共通語は，面白くないんですね，彼等にとっては。むしろ特色ある方言の

方が，斬新
ざんしん

で面白くて，仲間内でウケると。これが若い人たちが方言を復活させ，リニ

ューアルさせ，どんどん使っているということの秘密ではないかという気がします。伝

統的な方言を復活させるだけではなくて，若い人たちは新しい方言を作り出してます，

それを土台にして。どんなふうに作っているかということですが，その作り方は，伝統

的な方言と，共通語と，若者方言を自由自在に組み合わせて，新しい混交形，くっ付け

たやつですね。何といいますか，いろんなものを組み合わせて，新作の混ぜご飯をつく

るようなもんですね。そういう作り方をしています。「あくしゃうつ」を使ってそれに

「ばり」という若者方言をくっつけて，「あくしゃばりうち」という言葉を作るわけで

すね。それからもう一つの使い方は，若者方言の「だぼ」を。これはちょっと熊本特有

の若者方言じゃないかと思いますが，「だご」に共通語の「ひんしゅく」，これ漢字で

書くと大変難しいので，私は平仮名で書いてますが，こういう難しい言葉を若者はどん

どん使うんですよね。そして「だごひん」という言葉を作る。こんなことをやってます。

それから最近聞いたもので，８月 17 日にＮＨＫで「お国ことばデジタル研究所」という

番組を放送しました。その中で熊本の若い高校生たちの会話を収録してました。その中

に出てきて，私もびっくりしたんですけど，「びっくりど」って言ってるんですね。こ

れは「ど」という伝統的な方言と，共通語の「びっくり」を組み合わせたものです。次

に４番目の特長，外国語に由来する方言が多彩に生きているというところに入っていき

ます。これは日頃の暮らしの中で，すっかり定着しているので，方言だと思っていたら，

実は外国語だったというものです。そういう言葉が熊本には多彩に生きています。鎖国

の時代があったとはいえ，熊本は，特に西海岸のほう，天草のほうですね，ここは昔か

ら国際交流が盛んだったということをうかがわせます。まず時代の古い順に，ポルトガ

ル語からいってみたいと思います。ハビエルさん，スペイン語とポルトガル語，ほとん

ど近いので，こちらのポルトガル語の発音をちょっとお願いしたいんですが。 

ハビエル １番目は「バンコ」は，その通り，スペイン語でも一緒です。ポルトガル語と

スペイン語，同じです。２番目は，これはちょっと読めないんだけど，多分スペイン語
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で読むのであれば，「アボボーラ」，その下に「バテイラ」これはスペイン語に似てい

る。最後のは「パデレイ」でこれはスペイン語と同じです。 

吉岡 はい，ありがとうございました。ものは何かというと，絵に示してありますとおり，

「ばんこ」というのは，長椅子とか，ベンチとか踏み台というものですね。「ぼーぶら」

は御存じ，かぼちゃですね。「ばってら」というのは，小さな船，ボートのことをいい

ます。「ぱーてれいさん」は神父さんですね。これは今ハビエルさんに発音していただ

きましたけど，熊本の方言も全く一緒です。ほとんど変わりません。おたくからこっち

がもらったんです。だいたい室町時代にもらったというふうに考えられます。次，オラ

ンダ語いきます。これはちょっと違うんですね。オランダ語で，私下手な発音しますけ

ど，「フラッグ」英語に非常に近い発音ですけど，これが熊本方言では，「ふらほ」，

あるいは益城（ましき）のほうでは「ふらふ」とおっしゃるかも知れません。次に中国

語いきます。これはだいたい江戸時代後期に天草に唐船，中国船がしばしば来ています。

それが伝えたものだろうということで，中国船の絵を入れておきましたが，「ろーはっ

せん」これは「どーはっせん」とも言われます。落花生のことですね。中国語で発音し

ますと，「ルォーファースェン」ですね。それから「しゃんす」これは愛人，ガールフ

レンドという意味ですけど，中国語の発音に非常に近い。「シァンスー」ですからね。

次，最後英語にいきます。これは一番新しいものですが，大正時代に伝えられたと考え

られます。漁師さん，それから船乗りさんが船を動かし，作業をするときに使う言葉で

す。「ごーへい」というのは，英語の，あ，イライザさん，お願いします。 

イライザ はい。まず１番目のほうは，「ごーへい」は「ゴーアヘッド」と発音できるし，

そして，「ごすたん」というのは，「ゴーアスターン」で，最後の「れっこー」は，「レ

ッツゴー」。 

吉岡 ありがとうございます。意味は，「ごーへい」は前進ということですね。「ごすた

ん」は後進，あるいは船の場合は，逆推進でブレーキをかけますから，「ブレーキをか

けよ」という意味ですね。それから「れっこー」は「錨を降ろせ」とか，「漁具を海中

に投入せよ」というふうな，「仕事始め」という，そういう指令ですね。どうですか，

イライザさん。非常に近いでしょ。 

イライザ はい，近いですね。 

吉岡 これはですね，イギリスのセールスエンジニアが漁師さんたちに伝えたと考えられ

ます。以上，これで私の発表を終わります。 
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司会 ありがとうございました。国立国語研究所の吉岡泰夫さんでした。 次はＮＨＫ「ふ

るさと日本のことば」熊本版の監修者でもあります，神戸松蔭女子学院大学の村上敬一

さんがお話しいたします。テーマは「若者が生み出す方言の活力」です。ではお願いい

たします。 

 

｢若者が生み出す方言の活力｣ 村上 敬一   (配布資料：p.８９)  

   村上でございます。私が権益監修者としてＮＨＫの教育テレビに出させていただき

ましたのが，ちょうど２年前です。２年前の９月でした。それから２年たちまして，い

ろいろなところから反響がありまして，またいろいろ教えていただいて，また勉強して

いるところであります。私，今神戸の松蔭女子学院大学というところにおります。何で

神戸の人が，と思われるかもしれませんが，この前，私 34 になりました。熊本は 18 ま

ででしたから，まだ熊本が一番長くおります。外に出た年数が，そろそろ，後何年かす

ると上回ってしまいますが，奥さんも熊本の人で，家では熊本弁を標準語のようにして，

使っております。私は今日，「若者が生み出す方言の活力」ということで，熊本の若い

人の方言を当事者の立場から話をしたいと思います。当事者といいましても，もうおじ

さんのほうが近い年齢になってきたのかな，という不安もあるんですけれども，まあ，

気持だけは若くしておりますので，若い人の立場から話をしてみたいというふうに思い

ます。テーマは大きく三つあります。まず，先ほど話もありましたが，まず「若者によ

る伝統的な方言の復活」という現象を見ていきたいと思います。二つ目に「若者の方言

志向」どうして熊本の若者が，共通語，標準語ではなく，方言に愛着を持つのか，方言

を使うのかという話ですね。三つ目に「若者が生み出した新しい方言にどのようなもの

があるのか」どのようなルールで新しい方言ができるのか，というような話をしたいと

思います。では，熊本の方言がどのような活力，力を持っているのかということですが，

出てきたものは簡単に説明いたします。動詞の活用，活用とか，二段活用とか，どうも

学校の勉強みたいになって，ちょっと嫌悪感を示される場合がありますが，僕はルール

と言い換えたほうが，まだちょっと取っつきやすいかなということも思うんですが。さ

っき出てきましたね，「見ゆる」とか「聞こゆる」というように。「死ぬる」なんてい

ういい方もしますね。高校になると古典文法なんかで，一生懸命覚えさせられるわけで

すけども，実際に自分の周りにこういういい方をしている人がいるわけですね。勉強と

実際の生活の垣根というのがなければ，もうちょっと楽しく勉強できるんだろうにな，
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なんか思ったりすることもあります。後で出てきますが，形容詞の「か語尾」。「よか」

とか「甘か」とかですね。「か語尾」。古語，どういうものがあるか。いくつか簡単に

「かてる」というのは「仲間に入れる」ということですね。僕は小学校のときに東京か

ら転校生が来ましてね，「お前をかててやろう」と言って，分かってもらえなかったと

いうようなことがありましたね。「しこる」というのは，「いばる，格好をつける」。

「そんなにしこるな」と。「ねまる」というのは，「ご飯が腐る」。「はわく」なんて

いうのは，「ほうきではわく」，掃除の時間なんかに使いますよね。「はわく」「こゆ

い」なんていうのは，東京辺りの人に言うと通じないですね。僕らはそれまで共通語だ

と思っていたようなものです。「あとぜき」なんていうのもそうですね。なかなか分か

ってもらえない。東京だったら，「ドアを閉めてください」と言わないと分からない。

熊本だったら「あとぜき」で済みますからね。熊本弁のほうが分かりやすい，一言でい

いですから。その辺は自信もっていいと思うんですが，なかなか流行らないですね。非

常に明晰
めいせき

で分かりやすいんですけどもね。「ばちかぶる」っていうのは，よく婆ちゃん

なんかに言われてましたけどもね。後で「しにかぶる」っていうのが出てきますけどね。

「ばちかぶる」っていうのは，年輩の方はもうばっちりお分かりと思いますが，「しに

かぶる」と言われると，あれっていうふうに思われることがある。「さか」「しか」「ど

けだっか」なんていうのも，なかなか一言では言いにくいですね。「じんべん」とか「そ

うにゃ」とか後で「だご」とか出てきますけどね。強調の言い方です。こういったもの

が力をもって，今でも日常の中で当たり前のように使われているという言葉なんです。

じゃあ熊本方言の変容ということで，同じ意味の言葉でも，世代によって少しずつ変わ

ってきているものがあるという例として，一つ「変だ」という意味の熊本弁をいくつか

挙げてみようと思います。あくまでも一つの例なんですけどね。五つ挙げてみました。

「ひゅうな」「ひょうな」というのは，これはもうかなり年輩の方の言い方ですね。こ

れは僕も勉強して実は知ったような言葉です。「へんなか」なんていうのは，一番今多

いんじゃないですかね。ここ皆さんで手をあげてもらえれば。「へんない」「へんにゃ」

なんていうのは，これはちょっと若作りじゃないですかね。「へんない～」なんていう

のは，ちょっと若い人の，まあ 30 代ぐらいまでですかね。その他，方言の復活としてど

んなものがあるかというと，「あくしゃうつ」というのは，「ほとほと困り果てる」と

いうような意味ですけどね。若い人になると，「あいつ，あくしゃど～」とか，嫌な奴

だなという意味で「あくしゃど～」と「ど～」をつけたりすることがあると。「しにか
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ぶる」ですね。運動場 10 周走って「しにかぶった」というような。「ばちかぶる」とい

うのは「ばちをうける」という意味ですけどね，「しにかぶる」というのは，「死ぬよ

うになる」という意味じゃないですけどね。「しにかぶる」「～かぶる」という言い方

が，どうも若い人にウケたらしくて，こういった新しい言い方が出ています。「だご」

とか「まーごっ」という言い方ですね，「とてもひんしゅく」だというのを，「だごひ

ん」と言います。僕が高校生ぐらいですね，もう 15～17 年ぐらい前ですね。「まーごっ

怒られた」なんて言ってました。どうして熊本の若者が方言を使うか，三つまとめてみ

ましたけれども，特に三つ目ですね，共通語の使用では仲間内が盛り上がらないわけで

すね。方言を使うことによって，仲間の中で明るくなって，盛り上がって，一種の言葉

遊びに近いものかも知れませんけれども，仲間内コミュニケーションを盛り上げるとい

うような，大事な機能を持っているわけですね。それを熊本の若者は，上手に使ってい

るということです。じゃあそういった方言の使用なんですけども，実は行き当たりばっ

たりに使ってるんじゃなくて，方言の中にもルールがあるんだということを，最後に一

つ例を挙げていきたいと思います。「へんない」というのを「へんにゃー」と，特に若

い男の人なんかは言いますね。「痛い」というのは「いちゃー」です。「近い」という

のは，「ちきゃー」ですね。これは見ていただくと分かるように，ローマ字表記をしま

すと，全部[ai]で終わる。これはちょっときちんと今頭の中に入れておいてください。

全部終わりが[ai]で終わるものは，「へんにゃー」「いちゃー」「ちきゃー」と変わる。

例えば，風呂おけのたらいなんていうものも，「たりゃー」といったりするのを，聞い

たことがある方，あるかと思います。これも同じです。この[ai]というのが[ja:]になる

のが熊本弁のルールなんですけど，若い人はこれに更に新しいルールを作りました。ど

んなルールかというと，「おしゃー」とか「あたらしゃー」って聞いたことありません

か。「遅い」というのは，前に書きましたけど，終わりは[ai]じゃなくて，[oi]です。

「あたらしい」なんていうのも，[ii]で終わります。「かわいそう」なんていうのも「か

わいしゃー」なんか言ったりしますね。つまりこういう，もう一つ新しいルールを作っ

たということなんです。ということで，ちょっと小さくなりましたけど，これから若者

方言がどうなるかと。まあ方言使用による生き生きとした言語生活を若者が見せてくれ

るだろうと。二つ目。今挙げたような伝統的な熊本方言のルールを生かしながら，これ

からどういった新しい方言ルールができるのかというのを楽しみに見ていきたいと思い

ます。それと三つ目ですが，共通語と熊本方言の自然な二重言語生活。自然なというと
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ころに，特にポイントを置きたいんですけれども，無理にというか，強制的に東京の言

葉や共通語といわれるものを習得するのではなくて，テレビなどで自然に身につけた共

通語と，生活の言葉としての方言を使いながら，これからもいきいきとしたコミュニケ

ーションを熊本の若者がみせてくれるのではないかというふうに考えています。以上で

私の発表は終わりたいと思います。 

司会 ありがとうございました。若者方言入門コーナーということで，村上さんにお話し

いただきました。お話にありましたが，「だごひん」とか「しにかぶる」といったあた

りは，私も高校時代に使った覚えがありまして，ちょっと懐かしい気がしましたけれど

も，「びっくりど～」「何々ど～」というのは，熊本の若者が作り出した方言だったん

ですね。私も新たな発見ができました。ありがとうございました。それでは続きまして，

「敬語が豊かなコミュニケーション」と題しまして，熊本の敬語表現をテーマに発表し

ていただきたいと思います。始めに熊本の敬語について，舞台俳優の伊藤匠さんと国立

国語研究所の吉岡さんによる寸劇を行いたいと思います。それでは，ここで壇上の方は，

お席のほうにお願いできますでしょうか。なお，この模様の一部は，本日午後５時５分

からＮＨＫ総合で放送します，「ひのくにプラザ・使えるお国ことば」のコーナーで放

送する予定になっております。ただ今より，番組の収録を開始いたしますので，携帯電

話，またはポケットベルの電源をお切りくださいますようにお願いいたします。マナー

モードではなく，電源からお切りくださいますよう，御協力をよろしくお願いいたしま

す。またフラッシュを使ってのカメラ撮影も御遠慮くださいませ。劇中では伊藤匠さん

が新人の車のセールスマンを演じます。吉岡さんには，言葉の専門家を演じていただき

ます。二人がお互い，得意な言葉で車のセールストークをいたします。この劇の最後に

伊藤さんと吉岡さんのどちらの言葉遣いが良かったかというのを，皆さんにお伺いした

いと思っています。私がそれぞれ，吉岡さんのほうが良かったと思う人，または伊藤匠

さんのほうが良かったと思う人というふうにお声をかけますので，良かったと思う方に

大きな拍手を頂きたいと思っています。御協力をよろしくお願いいたします。皆様本日

この「ことばフォーラム」というところに来ていらっしゃるわけですから，熊本の方言

大好きな方ばかりだろうというふうに私は予想をしておりますが，お好きな方を選んで

いただければと思っています。それではここで会場の皆様方と一緒に，ちょっと拍手の

練習をさせていただければと思います。御協力をよろしくお願いいたします。収録のテ

ストを兼ねてということになります。私がこれからこう，ちょっと回しますので，大き
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く，そして小刻みに拍手をお願いします。よろしいでしょうか，準備のほうは。両手を

開けていただきましてお願いいたします。では，いきます。はい，どうぞ。（拍手）あ

りがとうございます。バッチリでございます。では，今のような要領で，よろしくお願

いいたします。それでは劇を始めたいと思います。もうちょっと，はい。もう少し時間

を下さいということですので，今しばらくお待ちくださいませ。舞台上の準備が出来次

第，始めてまいります。伊藤さんが今，マイクの準備をしておりますので，しばらくお

待ちください。では，これより収録を始めます。今日のお国ことばは，ことばフォーラ

ムの会場からお送りしています。今日のテーマは，こちらです。熊本の敬語です。これ

より伊藤匠さんが新人の車のセールスマンを演じます。さてこのあと，どうなりますこ

とやら。 

＜以下寸劇＞ 

伊藤 ああ，暑い。裏でぼーっとしとったら早く来てくださいと言われて，……。僕はこ

う見えても，車の新人セールスマンなんですよ。でも，どうしても車が売れないんです

よ。セールストークもしっかりやってるんですけども，お客さんがすーっと引いちゃう

んですよね。どうしてですかね，お客さん，僕のどこが悪いか，はっきり言ってくださ

い。 

女性客 その服装がおかしかもん。ゆーとずんだれて。ぴしゃっとせんかい。 

伊藤 え，そうですか。はいはい。 

女性客 ぴしゃっとしとらんと，誰も車は買わん。 

伊藤 あ，そりゃあ接客業ですからね。しっかりしとかなきゃ。 

女性客 そうよ。ぴしゃっとしとかんと。 

伊藤 すいません，そう，はっきり言われ過ぎですよ。ちょっと。分かりました，ちょっ

と，ピッシとしとかんと，売れるものも売れないですよね。 

女性客 だらしなかといかんよ。 

伊藤 すいません，失礼します。こんなんでよろしいでしょうかね。いらっしゃいませ，

こんにちは。我が社の車の試乗でよろしいでしょうか。こんな感じでいつもセールスト

ークやってるんですけれども。僕的にはおかしくないと思うんですけれども。じゃあ，

隣のお客さん，どうですか，僕。はっきり言っていいですよ，どこが悪いか。 

男性客 方言ば使わんかい。熊本にゃ，よかことばのいっぱいあっどがい。 

伊藤 方言ですか。これでしっかり出来てると思うんですけどね。 
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男性客 熊本弁がお客さんには一番よか。 

伊藤 そうですか。じゃあそこら辺，吉岡先生に聞いてみますね。吉岡先生。 

吉岡 はいはい。 

伊藤 ちょっと来てもらえますか。すいませんねぇ，もう本当に。セールストークなんで

すけども，困っちゃってもう。どぎゃんしたらいいか，教えてくだはりまっせ。 

吉岡 匠君ね，今使った「くだはりまっせ」をはじめとしてね，熊本には，もう，人に優

しくて，暖かで，そして，むしゃんよか敬語がいっぱいあっでしょう。それ，使わんな

ら，ここは熊本でしょう。今，あのお客さんがおっしゃったように。 

伊藤 はい。 

吉岡 それでね，熊本方言の敬語をね，あーたが一人前に使いこなしきったらね，あーた

は，セールスの達人になれるよ。 

伊藤 セールスの達人ですか。本当に方言の敬語を使うだけで，セールスの達人になれる

んですか。 

吉岡 そんなに疑うなら，ここでいっちょ，実験してみようよ。お客さんにね，あーたは

熊本方言の敬語でお客さんに話しなっせ。私は，東京でちょっと覚えてきた接客敬語ば

使うて話してみるけん。それで，両方聞いてもらって，お客さんが，どっちから車ば買

おうていう気になるか，セールストークコンテストばしょい。 

伊藤 あっ，面白いですね。分かりました。受けて立ちましょう。じゃあ，最初は吉岡先

生からどうぞ。 

吉岡 いらっしゃいませ。どうぞご覧ください。 

伊藤 ようおいでなはりました。今日はよかひよりでよろしゅうございました。どうぞ，

ごゆっくりご覧くだはりまっせ。 

吉岡 新型のワゴン車でよろしかったでしょうか？ 

伊藤 新型がいろいろございますばってん，よかなら，お好みのタイプば教えていただけ

まっせんか？ 

吉岡 こちらはお子様連れのドライブにぴったりです。 

伊藤 お子様連れでドライブにおいでなはりますか？ どうぞ，お座りくだはりまっせ，

ゆったりして，よかでっしゅう。 

吉岡 カーナビもオプションで付けさせていただきます。 

伊藤 このカーナビがなかなかの優れものでして，これさえ付けときなはりますと，けっ
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して道に迷いなはるこたあございまっせん。 

田中 さあ，ふたりのセールストークいかがでしたか？ どちらから車ば買う気になんな

はりましたか？ 会場の皆様の拍手で決着をつけたいと思います。じゃあ，まず，吉岡

先生から買おうと思われた方，拍手をお願いします。 

観客 （パラパラの拍手） 

田中 では次に，伊藤さんから買いまっしゅうという方，拍手をお願いします。 

観客 （盛大な拍手） 

田中 これではっきり勝負がつきましたね。伊藤さん，あーたから買いまっしゅう！ 

 

吉岡 はい，それでは，私の発表を再開します。先ほど飛ばしました特長２の豊かな敬語

が円滑なコミュニケーションに役立っているという特長について，お話しします。敬語

の豊かさでも熊本は全国有数のところです。これはやっぱり，方言敬語が多彩で，使う

レパートリーが広く，いろんな場面で使えるということがあるかと思います。それから

もう一つは，実際に人と話すときに，これは我々の調査で分かったことですが，方言敬

語と共通語敬語，共によく使われているという実態があります。そして今寸劇でやりま

したように，方言敬語というのは，やっぱり暖かいんですよね。しかもいろんな敬意の

段階を表せるレパートリーが広いものですから，こういうふうに敬語をよく使うと，い

ろんな人と円滑なコミュニケーションを図ることができます。これが大切なことだと思

います。どれだけ熊本の方言敬語が多種多様であるかということを，これから御覧いた

だきたいと思いますが，「よく来た」とか「来た」あるいは「こい」というようなこと

をいう言い方一つとりましても，「ようおいでなはりました」というような言い方から，

「こっけんのしのこられた」というところまで，非常に多段階の使い分けがあります。

これだけ幅が広いと，それぞれいろんな対人関係場面で，その場面にぴったりの表現と

いうのが，選択できるわけです。敬語は丁寧なものを使えば使うほどいいというもので

もありません。使いすぎた場合は，相手との心理的距離がちょっと遠ざかってしまう，

先ほどの私の接客敬語みたいなもので，使いすぎるとちょっと引くということもありま

す。それから敬語を使ったけれど，気持がこもっていないために，慇懃
いんぎん

無礼になるとい

うようなこともあります。熊本の方言はそのいろんな場面に対応する，いろんな表現が

多彩にあるということを，ここで見ていきたいと思います。まず尊敬語から見ていきま

す。「くる」という言い方の尊敬表現ですね。これだけあります。「ようおいでなはり
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ました」「ようおいでくだはりました」という非常に丁寧なものから，「きなはりまし

た」それから「きなんました」とか，「きなした」。依頼禁止の表現で，「きなっせ」

それから「きなすな」この「なっせ」「なすな」も尊敬語なんです。それから「はいよ」

という依頼の表現も尊敬語なんですね。それから面と向かっては使えないけど，親愛の

気持をこめて使う尊敬語というのもあります。「これは夏休みだけん，友達の泊まりが

けで遊びにこらした」というときの「す」ですね。それから「こっけんのしのこらった」

「こっけんのしのきやった」というような，これは県南部，あるいは球磨地方で使われ

ている親愛の尊敬語ですが，こういうものもあります。それから尊敬の人称代名詞で，

非常にいいのがあります。私も盛んに使ってます。「ああた」と「あた」ですね。さっ

き伊藤さんには，私は「ああた」と言っていたと思います。うちの母親にも「あた」と

言っています。だけど娘の母親にはちょっと恐くて，「あた」とは言えません。「ああ

た」といっています。それからさっき使っていました「こっけんのし」の「し」ですね。

こういうふうに尊敬語だけでもレパートリーが広くあります。それから一般に方言では，

ないと言われています謙譲語，これが実は熊本では古語由来の謙譲語がこれだけあるん

です。「はいりょうする」「あがる」「まかっでる」「あげもす」「たもる」これ全部

古語由来のものですが，「はいりょうする」はもうそのままよく使ってらっしゃると思

います。それから「今夜お宅にあがりまっしゅ」とか言うときの「あがる」ですね。そ

れからまた挨拶表現が非常に豊かなんですね。県南部では，「ちょうじょうだんだん」

とつける場合もあります。それから「ごぶれいします」むしゃんよか言い方ですね。「ご

ぶれいします」とか「ごぶれいですばってん」という言い方ですね。それから天候の挨

拶も，「よかひよりですなぁ」とか「よかうるいですなぁ」とか「うるい」なんていう，

いい言葉を使って挨拶をなさっています。これだけ敬語が多彩だからだろうと思われま

すが，こういう敬語の多彩なところを，我々は方言敬語発達地域と呼んでいます。方言

敬語発達地域であるがために，熊本では親愛の気持をこめて，あるいは尊敬の意味もあ

るかも知れませんが，自然物や動物にも尊敬語を使うと，そういう言葉遣いの習慣があ

ります。例えば，「雷さんの落ちらした」「落ちらす」のところで尊敬語が使ってある

わけです。それから「おてんとうさんのようてらすなぁ」，昨日みたいな天気ですよね。

それから動物の場合，「いるかの宙返りせらいた」とか「牛の鳴きよらす。子供生ます

とだろ」とか，こういうふうに動物にまで尊敬語を使うというような，丁寧な敬語行動

の習慣があります。次にバトンタッチしたいと思います。 
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「敬語が豊かなコミュニケーション―熊本の敬意表現調査から―」杉戸 清樹 

                        (配布資料：p.10～11) 

杉戸 あのう，司会者の田中さんが，ちょっと御用で席を外されてました。自己紹介で進

めさせていただきます。国立国語研究所から参りました，「こっけんのし」の一人であ

りますが，杉戸清樹と申します。５年ないし６年ぐらい前に熊本に何度かお邪魔いたし

ました。そこで，ここにも書いてございます，敬意表現調査という，いろいろな方にお

目にかかって言葉を教えていただくということをさせてもらいました。そのときの話題

から少しありまして，今の吉岡の話に続けまして，もう少し話を広げるということを考

えてみたいと思います。一言で申しますと，「敬語だけではない」と。尊敬語とか謙譲

語，今吉岡が申しましたけれども，それだけではない，非常に心遣いの細やかな表現が，

熊本でたくさん教えていただけたという話であります。ここにも出ております，先ほど

吉岡のスライドにもでてまいりました，尊敬語，謙譲語，たくさん熊本にあるわけです。

それでこういう表現についても，インタビューでいろいろ教えていただきましたが，し

かしちょっとその教えていただいた言葉遣いを見直してみますと，いやそれだけじゃな

さそうだと。人への気持ち，敬いの気持とか，へりくだりの気持を表している，その言

葉遣いは，尊敬語とか謙譲語だけではなさそうだということを教えてもらったような気

がします。そういう表現を，熊本ではたくさん教えてもらいました。表現調査ですが，

これを御覧ください。今申しましたのが出ております。敬いやへりくだりなどだけでは

なくて，人への思いやりや遠慮などを表す言葉ですね。それは尊敬語とか謙譲語という

敬語だけではなくて，他にもいろいろあると。敬語は使わなくても，仮に敬語は含めな

くても別の言い方で，他の言葉遣いで人への様々な気持が現れていると，そんなふうに

感じさせる熊本の言葉をいろいろ教えてもらいました。この調査は，たくさんの方にお

世話になりました。お年寄りの方，30 代，40 代の方，それから高校生諸君にもお世話に

なりました。本当にありがとうございました。その質問ですけれども，「こんなときに

普段どんなふうに言葉遣いをされてますか，言葉をおっしゃいますか」という，そうい

う質問をくり返しました。その中の一つが，これです。ちょっと長いんですが，「普段

行きつけのお店で買い物をしました。相手は顔見知りの，よく知っている店員さんです。

他のお店で別の用事を済ませる間，ちょっと自分の持っている大きなかさばる荷物を預

かっておいて欲しい。預かってもらうように頼むときには，何と言って頼みますか。普
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段行きつけのお店のことをちょっと思いだして教えてください」こんな質問をくり返し

ます。こんな答えが出ました。例えば，実は私名古屋の出身なんで，うまく熊本のアク

セントが出来ません。「ごめんばってん，ま，いっちょいかんなんけんが，ちょっとお

かせとって」でいいでしょうか。文字を御覧ください。それで，この下に線を引いたと

ころをちょっと外してみます。そうすると，「おかせとって」という言葉だけが残りま

す。これは先ほどのなんか，荷物を預かっておいて欲しいという依頼をするためには，

「おかせとって」といえばそれで済むわけですが，どうでしょうか，皆さん，例えば，

店員さんになった気持で，顔見知りのお客さんが，ただ何も他に言わずに「おかせとっ

て」。やばい，とか言いたくなりませんか。断るとき，吉岡さんに聞いたんです。「そ

ういうときはどういう気持になる？」「やばい」というようなことですね。アンダーラ

インが引いてある「ごめんばってん，ま，いっちょいかんなんけんが，ちょっとおかせ

とって」三つの部分があります。こういう言葉を言うか言わないかで，随分相手への，

頼む気持が表現出来ている，そんなふうに我々も感じましたし，その答えを教えてくだ

さる方たちもそうおっしゃいます。つまり，下に線を引いた部分がないのは，「ことば

が足りない」とおっしゃるんですね。それだけでは頼んだことにならないとおっしゃる。

次のスライドをお願いします。つまり下の部分をとって残る表現，「あずかってはい」

とか，「おかせてはいよ」「おいといてはいよ」これは「はいよ」という，丁寧な気持

ですね，敬語が入ってます。敬語が入っていたとしても，これだけでは言葉が足りない

とおっしゃる。で，先ほど示したように，「ごめんばってん」とか「すんませんけど」

あるいは「すんませんばってん」というようなことを，言葉を添えないといけないとお

っしゃいます。つまり敬語が入っているいない，こういうところに入っている場合もい

ない場合もありますけれども，それだけでは足りない，そこのところですね。言葉が足

りないというところを，今日お話したかったんです。それが表題にあります，豊かな敬

意表現というんですね。敬語を含みますけれども，敬語だけではない，敬意の表現と。

これは実は平成 12 年に国語審議会が提言しました。敬語を含む，人への気配りを含めた

いろいろな言葉を大切にしようと，それを敬意表現とよんで大切に暮らしの中で考えて

いこうと，そういうことを国語審議会が提言を出しました。もう一度御覧ください。敬

意表現ですね。日常の暮らしの中で，熊本でいろいろ教えてもらいまして，よく分かり

ました。日常の暮らしの中で生き生きと豊かに使われています。そしてそれが人と人と

のコミュニケーションを円滑にしていると，それを資料の中でいえば，11 ページに回答
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例として書きました。いろいろな例があります。もちろんこれだけではありません。普

段何気ない言葉の中に，人への気持ちが敬語以外にも込めて使っていると，そういうこ

とを，ちょっと今日，これを機会に気にしていただいて，大切にしていきたいと，こん

なふうに思います。一言，私先ほど名古屋の出身だと申しました。そういう人間が熊本

でいろいろな方からお話を伺って，非常に感激した言葉遣いがありました。それが印象

に残った言葉遣い，「御無礼ですばってん」これなんですね。これ，先ほど吉岡も「む

しゃんよか言葉ありますね」という一つの例としてこれを「御無礼ですばってん」とい

いました。実は名古屋でも「御無礼します」というのを言うんですね。それもやはり今

日のお話の中でいえば敬意表現だと，私は思います。それが熊本に来ても，これが何回

も教えてもらう言葉の中に出てきました。「御無礼ですばってん」。この言葉に，特に

後半，「ばってん」のところで気持が非常に細やかに，ちょっとひっくり返るんですね。

「御無礼ですばってん」逆接といいます。何かそこで相手への非常に細やかな気持が，

この「ばってん」という言葉に含められていると，そういうことを教えられもし，感じ

もしました。それが名古屋でやっぱり「御無礼します」といっている，そういうものか

らしても，非常に印象深く残りました。ちなみにこの建物の前にも，清正公様の像があ

ります。私，尾張の中村で生まれておりまして，清正公様のふるさとです。私の家の前

を清正公通りというのが通っております。ひょっとしたらです，これは確実な話ではあ

りません。そういうところで名古屋と熊本が「御無礼ですばってん」先ほどの村上さん

の話の「[ai]が[ja:]になる」これも名古屋と非常に似ているんですね。これはひょっと

したらですけれども，清正公様に関係のあることなのかなと，思ったりした次第であり

ます。どうもありがとうございました。 

司会 ありがとうございました。熊本の敬意表現調査を担当されまして，ＮＨＫの放送用

語委員もお務めいただいております，国立国語研究所の杉戸清樹さんにお話しいただき

ました。ありがとうございました。それでは次のコーナーに移ってまいります。次のコ

ーナーのテーマは，外国人とのコミュニケーション。こちらのテーマになります。発表

者は，国立国語研究所の菅井英明さんです。コメンテーターは，お二方，こちらにいら

っしゃいます。御紹介します。イライザ・ミーカーさんと，ハビエル平八郎カワベ・ス

リタさんのお二人です。イライザ・ミーカーさんは，アメリカ出身，現在は西合志町の

小学校や中学校で英語を教えていらっしゃいます。日本は７年半，日本文化や武道が大

好きで，書道，着物の着付けをたしなむ一方で，柔道，居合道，剣道。なんと腕前は３
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段です。据物斬り，柔術などにも取り組んでいらっしゃいます。奥にいらっしゃいます，

ハビエル平八郎カワベ・スリタさん，エクアドルの出身です。現在は英会話やスペイン

語講師をされています。また民放のラジオでパーソナリティもつとめていらっしゃいま

すので，そちらで御存じの方も多いんじゃないでしょうか。趣味はサルサ，熊本でサル

サの楽しさを皆さんに知ってもらおうと，サルサパーティなども開いていらっしゃいま

す。このお二方には『ひのくにプラザ』の「ニューひごもん」のコーナーにゲスト出演

をお願いいたしまして，私もインタビューをさせていただきました。それでは，菅井さ

ん，よろしくお願いいたします。 

 

「外国人とのコミュニケーション」菅井 英明    (配布資料：p.12～14) 

菅井 国語研究所の菅井と申します。よろしくお願いいたします。最近では，熊本だけで

はなく，全国的な規模で，日本に長く住んでみたいというような外国の方というのが，

たくさん増えてきております。そしてそのような外国の方は，日本の社会生活を送る中

で，いろいろなところで積極的に参加しています。またそのことで日本人との触れあう

機会というものがたくさんでてきております。そうなると日本人の方でも，外国人との

コミュニケーションというのはどうすればいいんだろうというふうに，悩んでおられる

ような方もおります。そのような機会が，ますます今後も増えていくと思うんです。ま

た外国の方の方でも，日本人とのコミュニケーションとは，どうなっているんだろうと

か，ちょっとこの辺が不思議でいつも悩んでいるというような悩みを抱えていらっしゃ

るというような話を最近よく聞くようになりました。ただ日本に生活を長くしていく上

で，やはり外国の方にも，いろいろな機会を使って社会的な参加をしていただいたほう

が，日本人にとっても，日本という社会にとっても，メリットがあるんじゃないかとい

うようなお話を，本日はさせていただきます。外国人の方は，是非その住んでいらっし

ゃるところでも，そこの国の方と同じように積極的に社会的な参加をしたほうがよいと

いうことを，経済協力開発機構という，ＯＥＣＤという国際機構の一つなんですけれど

も，外国の方の住み方というのを推奨しているところがございます。そしてこのような

考え方は，ドイツ，オランダ，フランスなど，ヨーロッパの諸国でも採用されている考

え方です。では，外国の方が日本にいらっしゃったときに，どういうような社会的活動

ができるのかと申しあげますと，外国人による商工会のようなものを作る，つまり外国

の方でビジネスをやりたいという方が，助け合うというような組織として，商工会やボ
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ランティア組織，新しく日本にこられた方たちを助けるというようなボランティアを結

成するということが報告されております。群馬県に大泉町という，外国の方が大変多く

住んでいらっしゃるところがあるんですけれども，そこなどでは，自分たちで商工会と

いうのを作ってらっしゃるようです。また子供さんを連れて日本に来られる方も最近は

大変多くなりました。そういうことで，日本人の父兄と同じように，ＰＴＡに普通に参

加するというようなことも増えております。また日本人との職場でのコミュニケーショ

ンの機会というのも増えています。職場でリクリエーションを一緒にやってはどうか，

作業をずっと続けていると，手とか足とか固まってしまいますので，軽運動ということ

で，昼休みですとか，夕方ですとか，いろいろなリクリエーションに参加してください

というようなことも言っております。また日本人の，ここに友人の存在というのを書き

ました。統計が資料のほうには出ているんですけれども，こちらのほうではちょっとお

見せしてないんですが，やはり来たばかりの方というのは，日本人の友人というのは，

余りいない。またいたとしても，大切な話をするような友人というのがなかなかいない

ということがあるんです。しかし日本に住んでいらっしゃる時間が長くなればなるほど，

日本人の友人というものができてきまして，だんだん心の底から少しずつ悩みが打ち明

けられるというような方が出来てくる。何年も何年もかかるということはあるのかも知

れないんですけれども，様々な社会的な機会をとらえて日本人とのコミュニケーション

の機会を持つようになってらっしゃるようです。外国の方が長く住んでみたいな，定住

してみたいなと思うような所というのは，基本的に二つあります。歴史的に今まで海外

との接触が多かった土地柄，あるいは現在の工業地域，群馬県もそうなんですけど，そ

れ以外に関東のほうですと，神奈川県の川崎とか，いくつかございます。福岡，神戸，

横浜，工業地域としては，浜松，群馬県の大泉，太田，川崎という所がございます。我

らが熊本も，私は熊本人ではないんですが，今熊本弁の勉強中です。熊本も外国との歴

史的な接触を多く持っていた土地柄ということは，先ほどからも何度か話がでてきまし

た。外国語由来の語彙というのが，熊本弁に非常に自然にすんなりと受け入れられてい

るということで，「ごすたん」「ばんこ」「ろーはっせん」というようなものをここに

出してみました。歴史的な接触というのが長くあればあるほど，このような外国語由来

の単語が自然にその場所で使われていきますので，熊本は割と新しいものを取り入れる

のが好きな気風というものがあったのかもしれません。現在熊本に定住されている方の

統計なんですけれども，90 日以上熊本に滞在したという方の数だけ，ここに出ています。
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平成 11 年の段階で 5580 人おりました。その内訳としましては，中国からの方が 31％，

フィリピンからの方が 23％，以下そのような数値になっております。このように長く日

本に住んでみたい，仕事も日本でしてみたいという方がたくさん増えてこられたという

ことで，様々な機会でコミュニケーションをしなければいけない。しかし来たときに，

まず日本語が随分できるという方はいいんですけれども，そうでない方が仕事をされる

ような場合，コミュニケーションに問題があると，簡単な場合はちょっとした誤解を生

み，もうちょっと深刻な場合は，折角友達になったのにとか，それがもとでケンカをし

たりとか，あるいはもっと，場合によっては取り返しのつかないような事態になるとい

うこともあります。報告されている例なんですけど，また群馬県大泉の例ですが，工場

で作業をしておりました外国人が，機械に手を挟まれてしまったということがあって，

たまたまそのときはお昼で人がいなかったということで，それで痛いとか助けてという

ようなことが日本語で言えなかったために，怪我がひどくなってしまったというような

話も聞いたことがございます。そういうふうに新しく来られた方というものは，なかな

か日本語によるコミュニケーションがスムーズにできない場合もあるかもしれませんし，

日本語自体が難しいなと思ってらっしゃるような場合もあると思います。そういうとき

に，古くから来ていらっしゃる方たちが，救いの手と言いますか，少し援助の手をさし

のべていただければ，新しく来た方たちも，日本はこういう所なんだなというように理

解が早くなっていくものだろうと思います。そのような例がすでにいくつか報告されて

おります。また群馬県の例ですが，日伯商工会というところでは，単に商工会だけでは

なく，新しく来た方たちの支援をやってらっしゃるようです。またそこのレジュメには

一つ出しておいたのですけれども，先に来た方たちが同じ国から来た方たちに対して励

ましのメッセージというのを出していたりする。そのレジュメの中にあるのは，ベトナ

ムの難民として生まれた，日本で生まれた２世の子なんですけれども，高校のときまで

は余り日本で生活していこう，一生懸命やっていこうという考え方はなかったんですけ

れども，ベトナム人として日本で生きていくということで，もっといろいろなことが，

可能性があるんじゃないかということを御本人が気が付いて大学に入りました。大学で

日本とベトナムの関係を勉強し始めるということが資料に出ております。そういう成功

モデルとしての先輩の例なども聞くようになりました。やはり古くからいらっしゃる方

が新しく来る方を励ましていくというような方向になっていったらいいなと思う次第で

す。私の発表はここまでなんですけれども，ここからは，熊本に実際に長く住んでいら
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っしゃる外国の方というのは，どのようにお考えかなということで，お二人，今日はイ

ライザ・ミーカーさんと，ハビエル平八郎カワベ・スリタさんのお考えを聞いていきた

いと思います。まず外国人の方も，社会的にいろいろな機会をとらえて，いろんな参加

をしていったほうがいいんじゃないかというような考え方については，どうでしょうか。

イライザさん，どうでしょうか。 

イライザ はい，もちろん日本にいて，日本の文化を学びたいと思いました。私は剣道と

か，いろいろをやって，剣道を勉強するだけではなくて，そのクミレディ（？）とか，

中学校での生活の一部とか，そういうことをやって，とても良かったと思います。 

菅井 剣道をおやりになっているということですけれども，剣道をおやりになって，どん

なところがよかったなとお考えでしょうか。 

イライザ 剣道は，私にとってとっても難しいです。子供のころ私はボールを投げるとか，

ほとんどしなかった。だからヘンダイコーディネーション（？）は余りなくて，頭を打

つとか，大きな声で気合いを入れるというのは，とても難しかった。でも何回も先生と

先輩に励まされてやりました。とても良かったです。 

菅井 先輩などの励ましが良かったということですか。先輩などがイライザさんが辛いな

と思っているようなときに，いろいろ教えてくれたということが良かったというふうに。 

イライザ そうですね。夏のけいこは，初めてここから汗がさあーっとでてきて，もう剣

道よりもなんか水泳みたいな感じだった。冬の寒げいこは，朝の５時から動き出して，

足指がピンクになって，最初は余り感じなかったけど，でも皆と一緒に１時間半ぐらい

やって，そして後からちょっとお酒を飲んで，とっても良かったです。スポーツセンタ

ーで皆と一緒にやるだけじゃなくて，例えば，けっこう前だったんですけど，冬に熱を

出して，余りけいこには行けなかったとき，一人の剣道を教えている小学生のお母さん

とお店で出会って，「ちょっと具合が悪い」と言っていたら，その次の日，剣道のお母

さんたちが，私のアパートに食べ物を持ってきてくれました。とっても暖かい気持で，

だから剣道だけじゃなくて，人とのコミュニケーションができて，良かったです。 

菅井 そうですか。剣道を通じて，本当に人間としての温かい付き合いができたというこ

とですね。 

イライザ そうですね。 

菅井 じゃあハビエルさんはどうでしょうか。外国の方も社会的にいろいろな機会をとら

えて参加したほうがいいという。 
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ハビエル そうですね。彼女は剣道をすることを通してコミュニケーションをとるという

のがあって，私のほうはコミュニケーションは，言葉を一番大切にしているんだな。私

の父は田浦出身で，時々お婆ちゃんのところに遊びに行っても，何を言っているか分か

らない。「たかたかたかたかたか」って。 

菅井 ハビエルさんのお父さんは熊本の方なんですね。 

ハビエル お父さんは田浦町，御立岬というところ，その隣の隣の村ですよ。そこに行く

と，熊本とちょっと違うんですよ，熊本弁が。あそこに行っているときには，60％しか

分からない。だから，もちろん言葉は大切だし，熊本だったら熊本弁ね。それをちょっ

とだけ分かったら，相手の態度がちょっと変わると思います。 

菅井 どのように熊本弁をちょっと話せたら態度が変わると。 

ハビエル ああ，そうですね。例えば飲み会に行ったらね，「どう，食べ物」「ああ，よ

かですねぇ」とか。「おいしか～」とか。外国人が熊本弁を話すと，皆珍しいと思う。

「なんで熊本弁話すの？」その驚きから，なんか熊本弁を話してよかったというところ

があるんですよ。私も熊本弁を，実はラジオからちょっと学んでいるんですね。時々は

ちょっと使ってみようとか，「おしかね～」とか「よかね～」とか「まーごよかね～」

とか使うと，皆「ええっ，なんで熊本弁話すの」と。その後はもっとフレンドリーにな

りますね。 

菅井 そうですか。お酒を飲むとフレンドリー，じゃないですね，お酒を飲んでいるとき

に熊本弁でこちらが答えると，フレンドリーになって，かえってくるということですけ

れども，熊本の方はどうですか，外国人と接するときにどのような。オープンであると

か，あるいは。 

ハビエル それはちょっと難しいんだけど，例えば道を歩いていて，外国の方がちょっと

道を訪ねるときには，いきなり英語でくると，多分その日本人の方は，「英語わからな

い」で逃げてしまうというパターンが多いですね。「ああ，わからない，わからない」

ブーンと行ってしまう。多分外国人の方は，日本語が話せるのにそこまでいけないとこ

ろは，そういう部分があるんですね。 

菅井 そうですか。そういうときは熊本弁で道を聞いてみるとか。 

ハビエル 「すいませんばってんが」と言ったら，多分もう皆大丈夫と言うような。 

菅井 イライザさんはどうですか，熊本の方たちというのは，外国の方に対して，オープ

ンとかフレンドリーとか，そういう感じはありますか。 
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イライザ はい，母は２年前にちょっと日本に来て，私が何でそんなに長く熊本にいるの

かなと，思っていたみたいです。そのときは６年だったんですけど。私たちは東京と京

都にも行きましたけど，熊本に帰るとき，母が「やっぱり熊本に帰りたいですね」と言

ってました。近くの飲み屋で刺身食べたりとか，友達がとても優しい。なんか，なんで

も一緒に巻き込んで「はい，一緒にやりましょう」というように。とっても住みやすい

ところですね。 

菅井 そうですか，熊本は「一緒にやりましょう」というところが，気に入ってるんです

ね。 

イライザ はい。 

菅井 そうですか。今とても熊本の方たちはフレンドリーで一緒にいろいろやってくれて，

イライザさんの場合は，ちょっと具合が悪いとき，食べ物とかを持ってきてくださって，

すごい感謝しているという話もありましたけれども，そういうふうに熊本の方と接する

ときに，ミスコミュニケーションのようなものは，これは分からなかったとか，これは

失敗したなとか，こう言えば良かったんだというようなこととか，あるいは本当に分か

ってもらえなかったというようなこととか，ございますか。 

イライザ はい，私は日本に来て１年目ぐらいだったんで，毎日学校に行ったんですけれ

ども，ある日私が好きなコメディのビデオを見たかったから，ビデオ屋さんに行って，

その店員さんに，「このビデオを見たいんですけど，ちょっと見つからなくて」って。

そのときはほとんど日本語は話せなかったから，英語でビデオのタイトルを紙に書いて

渡して，「これを見たいですからさがしてくれませんか」と言いました。店員さんは「は

い，かしこまりました」と言って，さっとアダルトビデオのところに行きました。私は

「ああ，どうしたらいいのかな」と。向こうに行っても説明ができない。「ここじゃな

いよ」と説明が出来ないかなと思って。だから店の端っこに目立たないように立ってて，

10 分間ぐらいその店員さんがアダルトビデオの所にいましたから，最後はもう「まいり

ました」と言って，違うビデオを借りて帰りました。 

菅井 それは本当に大変でした。 

イライザ ちょっとミスコミュニケーションだった。でも私は日本語が全然足りなくて。 

菅井 そうですか。今でしたらどうですか。もし，そういうようなことになったら。 

イライザ 今だったら，ここじゃないかもしれませんと，言いに行くと思います。 

菅井 店員さんも困ったかもしれないですね，そのときは。紙に渡してもらったものがよ
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く分からなかったのかもしれませんね。 

イライザ そうですね。アメリカのビデオの名前と，日本の名前はたまに違いもあります

から，多分そのことだったと思います。 

菅井 なかなか，難しいミスコミュニケーションの例ですね。ハビエルさんはどうですか。 

ハビエル 私の場合，日本語とスペイン語が違うというところで，一番簡単なのは，例え

ばご飯に誘って，ちょっと食べて，「まだあるよ，食べないか」といったら，日本で言

ったら，「うん，たべない」ですよね。でもスペイン語で言ったら，「うん，食べます」

ということですね。だから「食べないか」といったら「うん」そのままポン。「おいお

い，食べたかったのに」とかね。それが一つですね。あと，もちろん日本人は，特に奥

さんたちはけっこう丁寧ですね。「ご飯は余りうまくできないけど」と言うんですよね。

ご飯を作るときに。でもすごい美味しい。なんでそんなこと言うかな。で，ご飯が終わ

ったら，「お粗末様でした」。お粗末様じゃなかったな。そういうことは，なるほど日

本人的な考え方なんだなと思いました。 

菅井 そのお粗末様というのは，自分のほうで余り美味しい物じゃなかったかもしれませ

んけどということだったんですけど，実はすごい美味しいんですね。 

ハビエル 美味しかったです。 

菅井 そうなんですね。謙遜の表現として，そのように言うというということが，日本で

は決まっておりますので，きっと戸惑われた，分からなかったんじゃないかなと思うん

ですけど。 

ハビエル うん，たくさんあります。例えば他には，仕事を探していたときによくありま

したね。日本人はけっこう断りにくい，断るのが余り好きじゃないようで，仕事を探し

て会社に電話すると「じゃあまた電話します」って聞いて，もう今でも待ってます。あ

の電話は。もし断るんであれば，断って欲しいが，断らないから，その希望があるんで

すよね。「また電話する，また電話する」１ヶ月たっても電話してくれないから，それ

を相談したら「いやもう電話しないと思うよ，諦めたほうがいい」ということがあった

のは，ちょっとショックでした。 

菅井 すると，丁寧なつもりでまた電話しますと言ってしまったので，いつまでもハビエ

ルさんは電話を待っていた。 

ハビエル そう，どきどき，はらはらしながら。 

菅井 そういうときはどうですか。もっとはっきり言って欲しいというふうに。 
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ハビエル そうですね。もし電話しなければ，電話しないほうがいい。もういいをベース

に，そこまで私はこだわらない。希望を持ってしまって，結局はその希望を崩してしま

って，その後，それはちょっと痛かったからね。 

菅井 イライザさんはどうですか。話していることが，相手の本当の気持ちと，ちょっと

違うというような気がしたことはないですか。 

イライザ 相手の言っていることと，その本当の気持ちとは違う。 

菅井 はい，じゃないかという気がしたことはないですか。 

イライザ うーん，そうですね。 

菅井 あいまいだなと思ったりとか。 

イライザ うん，あいまいだなというとき。今は少しは日本の文化，日本に少しは生活し

てますから，一応，この人は「そうですね」とは言っているけど，本当に賛成というこ

とじゃなくて，私の言っていることを聞いていて，一応分かるようにしたいと思ってい

る。でも日本に来てすぐ，言葉が少しだけ分かっていたときに，本当にはっきり言われ

ないと何も分からなかったから，たまに「イエス」とか「ノー」とか２～３回聞いても

どっちかよく分からなかった。余り深いことじゃなくて，この日に何があるとか，どう

いう順番であるとか，何の準備をしたらいいかとか。多分，日本の学校ではこういうや

り方が普通と，皆は分かっていても，私には新しい経験でした。具体的に，例えば「一

緒にお花見をしましょう」という話だったんで，菊地神社の鳥居の下，私は向こうでち

ょっとお酒を飲んで，散歩するかと思いましたけど，２時間半ぐらい冷たい石の上に座

っていて，長い時間を過ごすのは，私にはちょっと分からなかった。散歩するのか，じ

っと座っているのかというのは。服が薄かったから，すごく寒かった。でもいたずらで

言われなかったんじゃなくて，お花見は座ってゆっくり話すものだと，皆は分かってい

たんだけど，私には分からなかったから，寒かった。 

菅井 そうですか。 

イライザ すごく。 

菅井 大変でしたね，それは。 

イライザ 大変でした。 

菅井 そういうときはあれですね，今からお花見に行くけど，ただ見るだけじゃなくて，

座って，２時間ぐらいお話もしますということを，最初に言っていただけたらよかった

ということでしょうか。 
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イライザ そうですね。 

菅井 なるほど。はっきりといろいろ計画を立てるときとか，一緒に何かやるときは，少

しはっきり言ってくれたらいいということでしょうか。 

イライザ そうですね。その花見，花を見るという漢字も説明してくれました。だから見

るだけなのかなと思って。でもやっぱり教えてくれたようにもう少し詳しく説明すれば。 

菅井 そうですか。あいまいに言うことが，皆で話しているときのその場の雰囲気で，お

互いが分かるというように，日本の方は理解できると思うんですけれども，もう少しは

っきりと言ってくれたほうがいいというような場面もあるんだと思いますね。気持をお

互いに思いやるというようなのが，日本人のコミュニケーションの中心なんだと思うん

です。そういうときは，はっきりとこんなことをするんだよというような言い方もでき

る，その両方を大切にしていくというようなことでしょうか。 

イライザ そうですね。あいまいな言い方が悪いと，私は思ってません。とてもあいまい

な言い方で，便利とか大切なときもあると思います。例えば，相手が何かを聞いている

けど，私はよく分からないとか，あるいは，まだちょっと考え中とか，２週間後の計画

だったら，いろいろ様子が変わる可能性もあるから，あいまいな言い方で大丈夫だと思

います。一応，今日はこんな話ですけれど，後からまた考えましょうとか，ちょっとあ

いまいな言い方でスムーズにコミュニケーションが出来ると思います。でも，はっきり

言うときも。 

菅井 必要だということですね。 

イライザ たまに。 

菅井 そうすると，あいまいに言うことで，スムーズにいくコミュニケーションもあれば，

はっきり言ってもらったほうがスムーズに行くコミュニケーションもある。その両方が

大切だということでしょうか。 

イライザ そうですね。 

菅井 じゃあ最後に，どうですか，これから熊本に来て，生活してみようというような，

新しく来る外国人の方に，何かアドバイスのようなものはございますか。 

イライザ なるたけ，何か仕事とか，学校だけではなくて，趣味，特に日本の趣味，日本

の伝統的な道，なんでも，お花とか，お茶とか，柔術とか，とっても素晴らしい文化は，

いい先輩とか，道場には先生もいますので，是非たくさんのものを試してみたらいいと

思います。 
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菅井 そうですか，ありがとうございます。ハビエルさんはどうですか。 

ハビエル 私は新しい外国人の方がもし来ると，一番頭の中に置いておきたいことがある

んです。外国から来るからこそ，その外国の習慣とか，やり方があるんですよ。そのや

り方をここですると，ほぼ 100％失敗することが多いので，外国人の方は，日本にくる

のであれば，日本的なやり方をしないといけない。もし日本人が外国にいくと，外国の

やり方でしないといけない。そっちのほうがスムーズに生きることができます。最初か

ら，私の国はこう，私の国はこうでくると，もうストレスになって，ぱっぱと帰ってし

まうケースが多い。でもコミュニケーション，人と話す習慣をみて，例えば茶道，書道

をすることによって，本を読んで，それで日本人，熊本の人のやり方や考え方を奥に置

いといて，それで自分の生き方を進めばいいかなと思います。 

菅井 そうですか。これからどうですか，イライザさんは，これからも熊本から離れたく

ないなというような気持はございますか。 

イライザ はい。 

菅井 どんなところが。 

イライザ やっぱりいろんな趣味を試してみて，友達もできて，本当に西合志町の皆と一

緒にやってる，皆と一緒に頑張っているという気持がある。それでなかなか素晴らしい

関係，本当にコミュニティーがいいなと思って，まだアメリカに帰っていません。後は

たくさんの趣味をちょっと試してみて，一番楽しい，是非アメリカに帰って，これだけ

はずーっとやりたい，何かそういうのがあれば，これが一番，私にとって大切な御土産

だと思います。何か日本のものを持って帰って教えながら，私の練習になるということ

ができたらと思います。 

菅井 そうですか，是非熊本にこれからも長く，どうぞお住まいになって，お土産を持っ

ていけるように頑張ってみてください。 

イライザ ありがとうございます。 

菅井 ハビエルさんはどうですか。これからも熊本に長く住んでいきたいなという。 

ハビエル 私は個人的に二つあります。一つは熊本弁をうまくなること。これはなかなか

難しいんだけど，イントネーションが特に。言葉としてはイントネーションが難しいん

で，それは個人的で，あともう一つは今は多分，自分の自己紹介をしたときに，サルサ

を，サルサというラテンの音楽のソースのことね。ラテンの音楽のことで，いろんな日

本人がラテンアメリカの文化を覚えて，その文化を学んで踊る。踊るだけじゃない，友



 28

達の作り方，友達との話し方，あとどういう態度をとらないといけない，それをならっ

て，それに興味があって，またラテンアメリカに行くことになったらいいなと思います。 

菅井 そうですか。どうもありがとうございます。皆さん，どうもありがとうございまし

た。外国の方，熊本に長く住まわれて，こんなに熊本のコミュニティーは素晴らしいと

いうようなお話をいただきました。どうもありがとうございました。 

司会 ありがとうございました。私たちが普通に生活しているこの熊本の生活も，外国人

の方にとっては驚きとそして発見の連続だったということなんですが，日本人特有のあ

いまいな表現，このおふたりが割と肯定的に，こういう表現もあっていいんではないか

というふうに思ってくださっていることが，日本文化を受け入れてくださっているよう

な気がして，とても嬉しい気がしました。逆に私たちが外国に行ったときには，その外

国の文化に慣れようとする，その努力も必要なんじゃないかなという気を改めて感じま

した。お二方にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 あ

っという間に終わりの時間が来てしまいました。吉岡さんに，閉会の挨拶をお願いいた

します。 

吉岡 はい。中締めです。ここで休憩に入ります。今日はことばフォーラム第１部におい

でいただきまして，本当にありがとうございました。ここで 15 分の休憩に入ります。お

手元にお配りした資料に，アンケートが入っておりま。休憩時間の間にお書きいただい

て，受付のところに回収箱を用意しておりますので，そちらにお渡しいただきたいと思

います。それから，この後，15 分休憩した後，第２部に入りますが，第２部は二つあり

まして，①の小中学校を対象にして作ったビデオのほうは，この部屋にお入りいただき

たいと思います。それから②の高等学校を対象にして作りましたビデオのほうは，４階

の第２会議室でございます。こちらは，今のところ定員いっぱいになっておりますので，

高校の先生方，あるいは日本語教育関係の方々だけに限定させていただきたいと思いま

す。ですからそれ以外の方は，もう１回休憩時間の後，このホールにお集まりください。

それではよろしくお願いいたします。これから休憩に入ります。 

                                 ＜第１部終了＞ 
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