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グリーン・ツーリズム運営農家 A 夫妻の他者認識
伝え合いの意志が生まれるところ
牲川

波都季*

（関西学院大学総合政策学部）

概要
本研究は，外国人のグリーン・ツーリズム受入を成功させてきた，秋田県仙北市の農
家 A 夫妻を対象に，インタビュー調査からその他者認識の特徴を明らかにしようとす
るものである。ここで導出される他者認識の特徴は，A 夫妻の成功の理由を示すとと
もに，外国人との接触や外国語・外国文化を学ぶ機会が限られていながらも，間近に
外国人との出会いが迫った多くの日本人にとって，参照できる事例になりうると想定
された。分析の結果，自らとは異質な存在であるからこそ，その他者と伝え合い出会
い続けたいと願うという，他者認識のあり方が描き出された。ただしこの他者認識に
おいて，外国人であることに特別な重みは付与されていない。未知の一人ひとりと関
係を作っていこうとする意志は，特定のカテゴリーを重視することからは生まれてこ
ない。ここに外国人といった捉え方でない他者認識のあり方を育てることが，新たな
言語文化教育の課題として立ち上がってくる。
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1．問題設定

2.02％となった。また，日本政府は 2025 年までを一
区切りとして，外国人労働者を急速に増やそうとす

1．1．外国人と接する機会の急増

る政策を矢継ぎ早に決定・実施している。これらの
政策と 2017 年の増加ペースに基いて試算するなら，

日本に在留する外国人数は 2015 年末に過去最高

2025 年末の在留外国人数は約 506 万 6000 人，総人

となり，以来増加の一途をたどっている 1。2017 年

口比 4.13% と，人数・比率ともに 2 倍に達する見込

末には約 256 万人となり，総人口に占める割合は

みである 2。

本研究は，笹川科学研究助成（実践研究部門）24-823，

JSPS 科研費 24652098，26870061 の助成を受けた。

2

2025 年 の 在 留 外 国 人 数 は，2025 年 ま で 2017 年 末
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5703 人に，
後述の「特定技能」で受け入れる見込みの 50

1

万人を加えたもの。これを 2025 年の総人口推計値（閣

の 7.5% という増加率が続くとして推計した数値 456 万

2015，16，17 年の各年末時点での在留外国人数の増

加率は，対前年度末比で 5.2%，6.7%，7.5% と毎年着実

議決定，2018a，p. 4）で割り，総人口比の見込みを算出

に高まっている（法務省入国管理局，2018 年 3 月）。

した。
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では，新たに日本で暮らし働き始めることになる

労が認められてこなかった分野である。中には，年

外国人の資格や数について，政府はどのように想定

次や地域を限定して就労が特例的に認められている

しているのだろうか。ごく最近では 2018 年 6 月に，

「特定技能」が新設されれば受け入れ
分野もあるが 4，

人手不足が顕著な職種に限り，特定の試験に合格す

年度や場所の限定なく全国で就労が可能となる。ま

るか技能実習（3 年）を修了すれば，
5 年間を上限に

たこの「特定技能」での在留期間の上限は 5 年間と

就労できるという在留資格の新設が発表され，さら

されているものの，政府が非熟練労働分野での外国

に同年 10 月にはこの新在留資格「特定技能」の骨子

人受け入れを公式発表した「経済財政運営と改革の

も公表された（法務省入国管理局，2018 年 10 月）。

基本方針 2018」では，この資格での在留期間内に高

報道によれば，
「特定技能」資格により 2025 年まで

い専門性を有する者として認められた場合，在留期

に計 50 万人程度の受け入れが見込まれているとい

間に上限がない資格への移行も可能と明記されてい

う（西日本新聞，2018）。また，団塊の世代が全員

る（閣議決定，2018b，p. 27）。同方針では，こうし

後期高齢者となる 2025 年には 38 〜 43 万人の介護人

た外国人受け入れ推進は移民政策とは異なるとして

材が不足すると推定され（厚生労働省，2015，p. 2；

「特定
いる（p. 26）。しかし制度の内容からすれば，

経済産業省，2018，p. 14），それを補うように，外国

技能」の新設は，非熟練労働分野で在留を始めた外

人の介護職分野への参入を促す施策が次々と実施さ

国人が長期にわたり日本に定住する道を開くもので

れている 3。さらに「日本再興戦略 2016」では，外国

ある。

人留学生の日本国内での就職率を現状の 3 割から 5

日本で働きはじめる外国人の急増が予想される

割に引き上げるという数値目標が示された（閣議決

中，こうした外国人には，どのように日本語能力の

定，2016，p. 207）。

要件が定められ，就業後の支援体制が準備されてい

こうした政策からすれば，日本で働き暮らしてい

るのだろうか。これも「特定技能」資格を例に見る

く外国人は，人数としても職種としても急速に増え

と，資格取得の要件として「日本語能力試験等によ

つつあると言える。これまでは機会がなかった者に

り，ある程度日常会話ができ，生活に支障がない程

とっても，身近な場面で外国人と接することは避け

度の能力を有することが確認されることを基本とし

られない事態である。

つつ，受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水
準を考慮して定める」（ただし，技能実習制度 3 年

新たに日本で暮らし働くことになる外国人の姿を

修了者は確認試験免除）とされている（閣議決定，

具体的に思い描くために，
新在留資格「特定技能」の
適用対象としては，介護，農業，建設，造船，宿泊

4

などの 14 分野が検討されている。これらは非熟練労

これらの分野のうち，建設，造船，農業に関しては，

時限・地域を限定して，特例的に外国人の就労が認めら

働（いわゆる「単純労働」
）とみなされ，
外国人の就

れている。具体的には，建設，造船分野では以前から外
国人技能実習制度での実習は認められていたが，東日本

前述の在留資格「特定技能」を介護分野にも適用する

大震災の復興と東京オリンピック開催の人手不足を補

ほか，EPA 介護福祉士候補者の受け入れ可能施設の拡大

うため，
時限付きで「外国人建設就労者受入事業」
「外国

3

および EPA 介護福祉士の訪問介護解禁（2017 年 4 月）
，

人造船就労者受入事業」が始められた。これらの事業は

在留資格「介護」の創設（2017 年 9 月），外国人技能実

2015 年から始まったものであり，基本的には外国人技能

習制度への「介護」技能の追加（2017 年 11 月）がすで

実習制度と組み合わせ，3 〜 5 年の技能実習終了後，2 〜

に実施された。また 2025 年には，看護師 3 から 13 万人

3 年就労できるという仕組みである。開始当初の 2020 年

が不足するとされ（厚生労働省，2016，p.20）
，2016 年

度までという時限が，オリンピック開催準備のためには

には看護師養成所に課されていた外国人留学生受け入

制度設計に不備があったため，2017 年に 2022 年度まで

れの要件が大幅に緩和されるとともに，留学生が養成期

に延期された。またこれも以前から技能実習制度の対象

間中に医療機関でアルバイトに従事することも解禁さ

だった農業についても，2018 年 3 月から特区（京都府，

れた。

愛知県，新潟市）での外国人の就労が可能となった。
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2018b，p. 27）
。報道によれば，求められる日本語能

者が大半である。長期にわたり日本で暮らす外国人

力は原則として日本語能力試験の N4 レベルだが，

が急増していく中では，接触・教育機会が得にくい

建設，農業分野は N4 も求めず，たとえば農業では

者も，ごく身近に外国人と接することになる。では

「除草剤を持ってきて」という質問に当たる写真を

こうした人たちはいかにすれば，外国人という異質

選ぶことができれば，採用するという（日本経済新

な他者と伝え合い，関わりを築いていくための力が

聞，
2018）
。仕事に関わる決まった表現を理解できれ

獲得できるのか。この問いに答えようとする研究の

ば在留資格が取得できるということであり，少なく

一つが，近年の接触場面研究である。

とも在留開始当初において，外国人が自分の意志や
思いの発信者として職場や地域社会に参画すること

1．2．コミュニケーション方略を提示する接触場面

は想定されていない。また就業後の支援体制につい

研究

ては，受入企業・機関に対し「生活のための日本語
習得」を含めた支援の仕組み作りが求められている

接触場面研究は，主に母語話者と非母語話者とが

（閣議決定，2018b，p. 27）。しかし現状では日本語支

接触する場面のコミュニケーション方略を明らかに

援の程度が厳密に定められているわけではなく，先

する分野だが，後述の栁田（2015）が指摘している

の農業分野の事例からは，日本語能力の習得を促す

ように，従来は非母語話者の教育・学習に焦点が当

学習環境づくりが積極的に行われるとはあまり期待

てられてきた。中間言語話者が母語話者との接触場

できない。職場と生活圏内のごく限られた日本人と

面で用いるべきコミュニケーション方略や，非母語

のやりとりしかできないとすれば，たとえ長期にわ

話者の言語習得促進を目的としたフォリナー・トー

たって日本に在留したとしても，社会の中で孤立し

ク研究などである（栁田，2015，pp. 10-16）。
栁田（2015）は，従来の非母語話者中心の研究に

てしまう恐れがある。
こういった日本語能力の要件や学習環境からする

加え，近年は母語話者側のコミュニケーション方略

と，外国人と日本語で意思疎通をすることが難しい

に着目した接触場面研究も始まっていることを述べ

場合も多々ありうる。そのとき外国人に意思疎通の

つつ，それでもなお限界があるとして，実験による

能力向上を求めることもできるだろうが，少数者と

調査を行った。本研究の問題意識に重要な示唆を与

して新たな環境で働き暮らす者に一方的に負担を要

える先行研究であり，本節で詳しく検討する。

求することは，外国人の孤立を強めることにつなが

栁田（2015）は，外国人との日本語での接触経験が

る。なぜ自分たちだけが日本語能力を身につけなけ

多い母語話者グループ（ただし日本語教育経験はな

ればならないのかという疑問，日本語能力が低いか

い）と，そうした接触経験が少ない母語話者グルー

ら日本人と交わることができないのは仕方がないと

プとに分け，インフォメーションギャップタスクを

いう諦め，自分たちは歓迎されていないのではない

課し，非母語話者との情報やりとり場面での言語行

かという不安や不信感。こういった心持ちは外国人

動・意識面での差異を分析した。その結果，情報や

と日本人の距離を決して縮めないだろう。身近に接

接触経験の多い母語話者のほうが少な
り場面 5 では，

する者同士として，ともに属している社会を心地よ

い母語話者より，
「情報の切れ目が明確な文単位の発

く充実した場としていくためには，日本人の側にも

話を多く用いる」（p. 112）などの方略を，情報とり

考えや思いを伝え合うための力が求められる。
5 「情報やり場面」とは，母語話者が非母語話者に情報

しかし後述するように，外国人との豊富な接触経

を提供している場面，
「情報とり場面」とは，母語話者

験や，留学・外国語教育の機会を得られる日本人は

が非母語話者から情報を受け取っている場面を指す（栁

ごく限られており，むしろそうした機会を得がたい

田，2015，p. 45）。
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場面では，
「あいづちを多用する」（p. 131）などの

かじめ自分で学んでおくこともできる。外国人との

方略をとっていることがわかった。さらに，情報や

接触経験が少なく，外国語・外国文化の教育機会を

り場面の方略の中には，接触経験の多い母語話者が

もちにくい者にとって，日本語で伝え合う力が身に

使用を意識していない方略もあった（pp. 105-109）。

つけられる提案である。

この結果からすれば，日本語教育に携わるといった

しかし，有効な方略を示す研究の結果は，ではな

非母語話者との特別な接触経験をもたなくとも，さ

ぜ人はそうした方略を使ってまで非母語話者と伝え

らに意識的に方略を使用していなくとも，接触経験

合おうとするのかという意志の出所を明らかにしな

を重ねれば自然に習得できる方略もあるということ

い。栁田の調査でも，方略使用に対する意識が取り扱

になる。

われているが，それは自分がそうした方略を使って

非母語話者とコミュニケーションするための方略

いるということに自覚的であるか否かという意味で

が自然習得可能という結果は，そうした方略の教育

の意識であり，方略使用を支えるためのより広い意

機会を得難い者にとっても，非母語話者と接触する

味での意識のあり方については触れられていない。
栁田（2015）と同様に庵（2016）も，日本語母語

うちに方略が身に付けられる可能性を示すもので，

話者側がことばを調整する必要を主張し，外国人の

一つの大きな希望になりうる。
一方で栁田（2015）は，単に非母語話者との接触

「居場所」づくりと「多文化共生社会」実現のため

経験があればよいとするのではなく，方略について

に，母語話者がことばを調整し「やさしい日本語」を

の知識提供や，意識化を促すサポートも提案する。

用いることを提案している（p. 171）。また，こうし

具体的には，接触経験豊富な母語話者の使用する方

た主張に対しては，なぜ外国人に合わせそのような

略の一部を，学習難易度の低い方略と位置づけ，接

ことをしなければならないのかという反応も多々あ

触経験が少ない母語話者に対してそれらの使用を促

るけれども，外国人という伝えにくい他者に自らの

している（pp. 163-178）。また，接触経験が多い母

ことばを調整する行為が，母語話者にとっては「自

語話者に対しては，これまで意識されていなかった

分の言いたいことを相手に聞いてもらい，相手を説

方略については意識化させることで学習促進効果が

得する」という優れた訓練になると述べている（pp.

ある（pp. 179-180, 183-184），自己発話の修正や非母

182-190）。外国人に対しことばを調整して伝えよう

語話者の発話援助といった方略をより的確なものと

とすることの意義を，自分のことばがよりよくなる

するために，日本語教育の知識や経験の提示が必要

という観点から伝えようとしている。しかし外国人

（pp. 181-182，184-185）と述べている。

を自らに関わりのない異質な存在とみなし，現状の

現在の在留外国人数から考えると，栁田（2015）

日本人とのやりとりに満足していれば，外国人との

における接触機会の多い母語話者 ─ 親しい外国

関わりを避けるほうがよく，あえて訓練のために外

人の友人がおり，ふだんから外国人と接触する機会

国人とやりとりしようとはしないのではないか。こ

が多い母語話者 ─ に当てはまる日本人はまだそ

とばの使い方の次元とは違った，異質な存在そのも

れほど多くないであろう。豊富な接触機会をもたな

のに対する価値意識を問題にする必要がある。

い母語話者に当たる者が多いと考えられ，栁田の提

1．3．方略使用を支える価値意識と教育政策

案によれば，学習難易度の低い方略の使用をまずは
促すべきということになる。確かに，外国人とのコ
ミュニケーションがうまくいかず困っている場合，

2000 年代に入って以降，日本では，グローバル人

方略のリストや使用例があれば便利な参照ツールに

材育成関連の高等教育施策が積極的に実施されてい

なる。外国人と出会うことが予想できるなら，あら

る。また国外に目を移せば，欧州評議会が複言語・
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複文化主義に基づき，異質性を受容できるようにす

外国文化との関わりを促そうとする教育政策は日本

るための教育を提案している。これらの政策は，そ

でも行われているが，いずれにしても主に教育機関

の目的や理念に違いはあるものの，自分の内外の言

で教えることが前提とされている。

語・文化に対する理解を深め，主に外国人や外国文

たとえば日本では，日本人大学生に「高度で豊か

化との関わりを促すという点では共通している 6。

な語学力・コミュニケーション能力や異文化体験を

欧州評議会の複言語・複文化主義教育は，ヨー

身につけ」させることを目的の一つとして（文部科

ロッパの多様で豊かな言語的・文化的資源を価値あ

学省，2012，p. 1），2012 年から 5 年間，「グローバ

るものとして十分に認め合い，これらの資源を用い

ル人材育成推進事業」が実施された。また重点には

ながらのコミュニケーションを促進し，共に生きら

やや変化が見られるものの同様の目的を含む事業と

れる民主的市民性を育てていくことをめざしている

して，2014 年からは 10 年間の予定で「スーパーグ

（Council of Europe, 2001, pp. 2-4；山本，新井，古賀，

ローバル大学創生支援」が行われている。また小学

山内，2010，pp. 110-111）。そしてこうした目的を

校では，2011 年から 5・6 年生で外国語活動が必修

もつ複言語主義の理念は，多言語の使用・学習能力

化され，2020 年にはそれが 3・4 年生に早められる

（
【能力としての複言語主義】
）だけでなく，
言語の多

とともに，5・6 年生では教科として成績の評価対象

様性を肯定的に受容するための基礎となる教育的価

となる。日本人全員が小学校中学年の段階から外国

値意識（
【価値としての複言語主義】
）からなるとさ

語に触れる機会を得るということだ。

れている
（Council of Europe, 2007, pp. 17-18）。また，

しかし，グローバル人材育成関連事業に関しては，

異なった社会のもつ文化についても同様に，気づき

その事業の恩恵を受ける者は非常に限定的だという

と受容を促すための文化的意識の教育が必要と主張

指摘がある。吉田（2015）の「グローバル人材育成

されている（Council of Europe, 2007, pp. 69-70）。

推進事業」の分析によれば，こうした事業への申請

こうした欧州評議会の教育理念からも，自らに

条件を満たす大学自体が限られており，採択率も低

とって異質な他者とともに生きていくためには，コ

く，さらに採択されたとしても実際に海外留学が経

ミュニケーション能力の習得だけでは不十分であ

験できた学生はごくわずかである（吉田，2015，pp.

り，言語や文化に気づき，肯定的に受容するための

208-209）。事業への申請・採択が難しい中位以下の

価値意識の獲得が求められることがわかる。いくら

中規模大学も，グローバル人材育成をかかげ多くの

異質な言語や文化をもつ者とのコミュニケーション

学部・学科を新設しているが，これは高校生の獲得

方略が明らかにされても，そもそも異質な者の存在

や就職への有利さを考えてのことで，一種のファッ

や関わりを肯定的に捉えていなければ，意思疎通が

ションになっているという（吉田，2014，pp. 35-36）。

難しい相手とコミュニケーション方略を使ってまで

グローバル人材育成関連事業に採択された大学も含

伝え合おうとする意志は生まれてこない。

め，質の高い教育が受けられる者は，ごく一部に限

ただし，牲川（2013a）が論じているように，欧州

られていると考えるべきだろう。

評議会の複言語・複文化主義は，こうした価値意識

小学校の特に英語教育の経験については寺沢

の獲得のためには教育が必要としている。外国人・

（2017）がその効果を検証し，小学校英語の経験の有
無は，中学校 2 年時点での，英語学習への肯定的態

6

度と英語のスキルには有意に効果があり，異文化理

グローバル人材育成関連の高等教育政策について

は，Segawa（2014）が理念上の問題点を指摘している。
また，複言語・複文化主義教育が前提とする言語・文化

解には有意な効果が見られなかったと明らかにして
「外
いる（p. 11）。この研究でいう異文化理解とは，

観と，「外国語」教育としての実現という矛盾について

国の人と友だちになりたい」「外国の文化に興味あ

は，牲川（2013a）が詳しい。
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る」などの質問項目で調査されたものである（p. 9）。

うに外国人の観光客の受け入れ推進に活かすべきと

つまり小学校英語では，外国人や外国文化に関わり

いう捉え方もありうる。また，ツーリズムとして収

たいという意欲は育成されなかったと言える。また，

益を目的としているだろうから，地域住民同士とし

寺沢（2017）は，英語学習への肯定的態度と英語の

て外国人との関わりを促すための事例としては適切

スキルには効果があったとはいえ，その程度はごく

でないという指摘も考えられる。しかし仙北市西木

微弱だったとも述べている
（p. 12）。この研究での小

町の場合，GT 運営農家といっても多くは専業農家

学校英語とは必修化以前に任意で行われていたもの

であり，農業を主たる収入源としている。本研究の

で，この結果から必修化以降の小学校英語の効果を

対象である A 夫妻も含め，大半の農家は，農業体験

予想することはできない。しかし，むしろ任意で導

の受け入れを余暇を活かした楽しみの一つと捉えて

入していたということはそうした学校や自治体が小

おり，観光業の外国人受け入れとは目的が異なる。

学校英語に熱心だったということであり，これが全

また，受け入れ場所についても，ほとんどが自宅内

国の小学校に導入された場合，効果の値がさらに下

であり，普段客間として使っている場所をそのまま

がる可能性がある。

転用している場合が多い。離れを建てた農家もある
が，それも自宅と同じ敷地内に隣接している。また，

大半の日本人には，高等教育において，外国語能力
の習得や外国文化の理解をめざす高度な教育を受け

受け入れを担っている世代以外にも子ども・孫世代

る機会はない。また外国語教育は全国民に必修化さ

が同居している家が多い。余暇を利用するとはいえ

れたものの，過去の小学校英語教育の結果からすれ

農業という本業をもつ中で，大きな収益を期待する

ば，外国語能力の面でも，外国人や外国文化に対す

こともなく，家族と暮らすごくプライベートな空間

る興味の点でも大きな効果があるとは期待できない。

にさまざまな見知らぬ他者を招きいれてきたのであ

急増する外国人とともに暮らすための能力や意識を

る。一体なぜ西木町の GT 運営農家はこうした他者

育む教育は，ほとんど行われていないと言ってよい。

の受け入れを続けてきたのだろうか。
観光や仕事，介護といった場面であれば，利害が絡

本研究で取り上げる，秋田県仙北市西木町のグ
）運営農家には，
リーン・ツーリズム（以下，
「GT」

むため，日本人と外国人双方が努力する動機付けも

海外留学や高度な外国語教育の経験はほぼ皆無だっ

明確だろう。しかし，一般の地域社会においては積

た。にもかかわらず，多様な外国人団体を自宅に招

極的に関わり合う必然性に乏しく，トラブルが起こ

きいれ，相互に満足感を与え合う農業体験を成功さ

らない限り関わらないという選択肢もありうる。そ

せてきたのである。この事例から，接触経験や教育

の場合，外国人は地域社会から切り離され，ともに

機会が限られている大半の日本人に応用可能な，外

社会を創っていくような互恵的な関係づくりには至

国人とともに暮らすために必要な価値意識のあり方

らないだろう。この意味で，収益を目的とせずに他

を探し出したい。

者の受け入れを続ける本研究の事例は，地域住民と
して日常的に外国人と接することが目前に迫った，

1．4．地域住民としてともに暮らすための参照軸

しかし事前に接触経験や教育機会をもちにくい大半
の日本人にとって，広く参照可能な意識のあり方を

ただし GT 運営農家を扱っていることから，本研

示すものと言える。

7

究を，旅館などでの観光接触場面の研究 と同じよ
7

加藤（2014，2017）のほか，同じ加藤好崇を代表者と

する「やさしい日本語ツーリズム研究会」も活動を行っ
ている。
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2．研究の背景

グラムに参加してきた筆者の観察から，このプログ
ラムが GT 運営農家も含め，参加者全員にとり忘れ

2．1．秋田県仙北市西木町のグリーン・ツーリズム

がたく非常に心地のよい経験になっているというこ
とが確信できた 8。

秋田県仙北市は，秋田県の南北で言えば中央，東

2．3．先行調査

西ではもっとも東に位置している。仙北市は田沢湖
町・角館町・西木町という三つの地区からなるが，
特に西木町は農業が主要産業となっている地域であ

成功の理由を探るべく実施されたインタビュー

る。この西木町では 1980 年頃から，国内都市部在

調査により，7 軒の GT 運営農家が用いたトラブル

住の子どもを中心に農業体験希望者を受け入れてき

解決の方略とその意図とが事例集化された（牲川，

た。日本政府が「グリーン・ツーリズム」という用

2013b）。また GT 運営農家の A 夫妻宅において接触

語を使い始めたのは 1992 年のことで（井上，2011，

場面のフィールド調査が行われ，言語的リソースが

p. 3），農業や農家宿泊体験を内容とする一種の観光

限られている A 夫妻と留学生双方が，対等で互恵的

の形態を指している。西木町はこうした観光スタイ

なやり取りを可能にする言語調整行動をとっていた

ルが流行する以前から，受け入れを行ってきたとい

ことが明らかになった（市嶋，牲川，2013；市嶋，

う歴史をもっている。

2014）。またこのフィールド調査時の参加留学生には
フォローアップ・インタビュー調査も実施され，こ

2．2．留学生のための農家民泊プログラム

の結果も合わせ，市嶋（2014）は，A 夫妻の調整行
動の背景には「農業のプロとしての自信と誇り，非

この西木町において，
筆者は 2009 年より外国人留

権威的な人間観，他者に対する不断の興味，これら

学生を対象とした農家民泊プログラムを始めた。当

（p. 11）があることを仮説的に示
父と母 9 の人生観」

初は自身の発案ではなく，上司にあたる教員から留

した。本研究は，調整行動や方略使用を支える認識

学生に秋田の地場産業の農業を体験をさせたいとい

のあり方として特に「他者に対する不断の興味」に

う要望があり，筆者が企画を担当することになった

焦点を当て，A 夫妻へのインタビュー調査結果から，

ものである。実施地は，県内の GT を統括する団体

外国人と伝え合い関わり合おうとする意志，言い換

などに尋ねた結果，経験豊富な西木町に決定した。

えればともに暮らすため基盤となる他者認識のあり

ただし西木町は，国内の小中学生，高校生団体の

方を示すものである。

受け入れ経験は豊富だったものの，外国人団体を受

2．4．A 夫妻の言語調整行動

け入れた経験はなかった。筆者企画の農家民泊プロ
グラムは，1 泊 2 日の農家民泊体験と，日帰りの収
穫感謝祭とを組み合わせたもので，秋田県内の 4 〜

他者認識の具体的なありようを探る前に，まず前

5 校の高等教育機関から，留学生，日本人学生，引

提として，先行調査および筆者のインタビュー調査

率の教職員が集まってグループを作り，初対面者同

に基づき A 夫妻の言語調整行動の実態を概括してお

士で寝食をともにするというものであった。グルー
8

プ内に通訳の役割が果たせる人物を入れるなど工夫

日程や予算，アンケート調査の結果等，本農家民泊

プログラム（2009 年度から 2013 年度まで）については，

はするものの，日本語学習経験のごく短い留学生も

牲川（2014）が詳述している。

おり，意思疎通に問題が生じることも予想された。

9

しかし実施後のアンケートや，引率者としてプロ

本研究中の A 夫妻のことを，市嶋（2014）は「父と

母」と表現している。
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きたい。

者から A 夫妻に対し，来訪していた子どもたちに

市嶋（2014）は，A 夫妻が，さまざまな言語調整

困っている様子はあったか，ローマ字でやり取りす

行動をとりながら，外国人留学生と意思疎通を図っ

ればあまり問題はなかったのかと再度確認の質問を

ていたことを明らかにしている。市嶋は研究目的に

した。すると夫妻は二人で大笑いしながら，ことば

関連する調整行動として，意味にかかわるものと話

が通じなくて大変だったけれど，特別困ったといっ

題にかかわるものとを挙げている。意味にかかわる

ても何が困ったのかもわからなかったような感じ

調整行動のうち，妻（以下，「A1」）の調整行動を

だったと話した。しかし続けて A1 は「ほんとにほ

中心としたものとして，自作の雪藁沓

10

のミニチュ

ら，聞きたいことしゃべることはやっぱ，早らしい

アを見せながら「民芸品」を説明した事例，また夫

んだよ，ことばがな。私たちのしゃべるのが。だか

）の調整行動を中心としたものとして，
（以下，
「A2」

らもっと，ゆっくりしゃべってくださいって。（略）
すればわかるって」とも語った 13。

留学生に農業体験を思い出させたり，理解しやすい
表現に言い換えるなどして，
「籾殻 11」を説明しよう

ことばが通じないから何を困っているのか，困っ

とした事例が挙げられている。話題に関する調整行

たことがあったのかなかったのかもわからないとい

動としては，A2 が留学生の出身国の一般的な文化イ

う，その事実だけを捉えれば大変なトラブル状況を

メージを持ち出し相手への興味を示しつつも，留学

笑い話として語ったのち，A1 は，本当に聞きたい

生が自身の家を例にイメージを訂正すると，A2 はそ

ことがあれば向こうもゆっくり話してほしいと要望

の内容にも強い感銘の気持ちを表したという流れが

してきたことからすると，自分たちの話し方が早い

示されている。

ようだと，自らの言語使用の特徴を冷静に分析して

筆者自身の実施したインタビュー調査（2012 年 9

いる。インタビュー調査時に初めてこのアメリカ出

月）でも，その約 2 か月前に実施されたアメリカ中

身中高生のプログラムが話題に上り，筆者が全く日

高生団体の受け入れ時に，A 夫妻がとった言語調整

本語ができない子どもを受け入れてどうだったかと

行動について言及があった。A 夫妻によれば，受け

尋ねた際に，A1 は「ゆっくり，静かにしゃべれば

入れた 4 名のうち，1 名は団体代表者として日本語

（略）わかる子たち結構いたっけども」とも述べてお

で挨拶をしたものの，夫妻とのやりとりでは通じな

り，A1 が，子どもの要望に答えゆっくり静かに話す

いときも多々あり，他の 3 名はさまざまなな工夫を

という言語調整行動をとっていたことがわかる。

すれば何とか通じる場合もあるというレベルの日本

A 夫妻は，基本的な態度としてはことばの問題を

語力だった。A2 は，直接話しても通じない場合，パ

楽観的に捉えながらも，実際の対応として必要度が

ソコンで日本語をローマ字入力し見せた，そうすれ

高いと判断すれば，ローマ字書きによる補足や，話

ばだいたい通じたと話した。

すスピードを抑えるなど，言語調整行動を工夫して

この中高校生の団体は仙北市での体験に非常に満

いた。ではなぜこのように意思疎通の困難を工夫で

足し，次年度の再訪を約束して帰っていったとのこ

乗り越えてまで，A 夫妻はまったくの他人を自宅に

12

とだったので ，その満足感の出所をさぐるべく，筆
10

泊め，暮らしを体験させつづけるのだろうか。

雪藁沓とは，雪道を歩くための藁で作った靴のこ

と。長靴のような形をしている。
11

籾殻とは，米の外側についている皮のこと。可食部

ではないので取り除く。
12

実際に同団体は，翌 2013 年にも仙北市で農業体験

13

を実施した。

インタビュー調査からの引用方法については 3 章で

説明する。
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3．研究の方法

以下では，自らにとって異質な他者をどのように捉
え，他者との関わりをどのように意義付けているか

A 家は代々続く稲作農家であり，夫妻は専業で農

という観点で分析する。具体的には，まずインタ

業に従事している。農業体験の受け入れは農業協同

ビュー調査を文字化したデータから，他者のカテゴ

組合関係者からの声掛けをきっかけに始め，数年の

リー化の仕方や，他者との関係づくりへの捉え方に

休止期間を除く約 20 年の間，都市部の中高生受け入

関する箇所をすべて抽出・分類し，他者認識の特徴

れを中心に続けてきた。2010 年には農家民宿の営業

をまとめる。次に各特徴を示す実際の語りを取り上

許可を得，近年は筆者企画で始まったプログラム以

げ，内容を詳細に考察することで，特徴間のつなが

外にも多くの外国人団体を受け入れるなど，GT に

りを浮かび上がらせる。これらの分析により，言語

積極的に取り組む農家の一つと言える。ただし収入

調整行動を取ろうとする意志，異質な他者の受け入

の中心はあくまでも農業であり，GT は余暇を使っ

れを続けようとする意志がどこから来るのか，その

た楽しみという位置づけである。また，外国人の受

源となる他者認識のあり方を示すことが，本研究の

け入れに関しては筆者が企画したプログラムが初め

目的となる。

てであり，それ以前に海外留学や外国旅行をした経

分析対象データは，秋田地域出身者が音声記録を

験もなかった。インタビュー調査時の夫妻の年齢は

文字化したものを筆者が再確認し，加筆・修正した

60 歳代だった。

ものを使用する。また，インタビュー調査からの引

インタビュー調査は，
1 回目が夫妻同席で約 1 時間

用に際しては大意の把握を重視し，会話の流れに影

15 分（2012 年 9 月）
，2 回目が妻（A1）に約 45 分，

響しなかったと判断されるフィラーや言いよどみ，

夫（A2）に約 25 分（2013 年 11 月）
，いずれも夫妻

質問者である筆者（Interviewer ＝ I）の挿入的な発

の自宅で実施した。各回の主題は，1 回目は，受け

言や相槌などは削除する。また，別の話者の発言が

入れ経験で生じたトラブルとその解決方略，2 回目

挟まるなど，まとまった意味内容をもつ発言があっ

は，方略の背景として仮定された他地域での居住経

た場合で，分析結果に関係しないと判断された発言

験や他地域出身者との接触経験や思い出であった。

については「（略）」として省略し，分析結果に関係

調査者は夫妻宅に複数回の宿泊経験があるな

するが要約可能と判断された発言については「（略─

ど 14，インタビュー調査時以外にも私事を含め話を

XX）」（XX に要約が入る）として内容がわかる形で

する機会が多数あった。また宿泊後に再訪を要望さ

記述する。

れることもあり，調査までに打ち解けた雰囲気で，

なお分析の結果，妻（A1）と夫（A2）とでは他者

率直に語ってもらえる関係が築かれていたと考えて

認識のあり方に違いがあることが判明したため，以

いる。

下では個別に調査結果を提示する。

このように行われたインタビュー調査の結果を，

4．分析の結果
14

A 夫妻との懇談機会は，主として外国人留学生対象

の農家民泊プログラムにおける引率者としてであり，1

4．1．A1 の他者認識 ─ 見つける

泊 2 日の民泊体験および日帰りでの全員参加イベント時
にあった。その他の懇談機会も含めた詳細は以下のとお
りである。1 回目のインタビューまで：民泊体験 2 回，
日帰りイベント 2 回。2 回目のインタビューまで：1 回

分析の結果，A1 の他者認識には，次のような特徴
が見られた。

目のインタビュー調査時の宿泊 1 回，民泊体験 3 回，日

(1) 他者を，自身とは異なる地域の出身者，自身

帰りイベント 2 回。なお，2 回目のインタビュー調査時

とは異なる職業従事者として捉えている。

も宿泊した。
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い」（2012 年 9 月），
「たまにいろんな人から話聞く。

(2) (1) の他者とのやりとりにより，自身の身近

ここらへんの同業者でねぐ，いろんな仕事の人ある

な周囲に新たな価値を見出している。

し，そういう触れ合いが楽しい」（同上），商売とし

(3) (2) で発見した新たな価値を，他者に知らせ

てではなく「たまにぽつぽつあって，それで自分た

たいという希望をもっている。

ちも元気もらう」（同上），
「そしてまたいろんなお話

(4) (1)(2)(3) の循環が，新たな他者の受け入れ継

して，あーそうなのかとか，いろんなこういう会話

続の動機づけになっている。
1 回目のインタビュー開始後まもなく，受け入れ

もできる」（2013 年 11 月）とも語った。A1 は，他

を始めた時期等の質疑応答があり，筆者はなぜそれ

地域出身者や他業種に就いている人など，農業体験

ほど長く続けてこられたのかを尋ねた。A1 は，自身

にやってくる他者と話すことを，刺激や活力，新た

の体調や家族のことがあり 3，
4 年受け入れを休んだ

な発見の源として意義づけている。

(3)(4) については，これも GT を続けてきた理由と

こともあるがその後また始めたとして，再開の理由

して，下記のような語りがあった。

を次のように語った。
やっぱり食の大事さ？

ことばも，大阪とかとまた違うこともあるし，

こうやって作ってる

とかそういうのは伝えたいなっていう気持ち

こっちのことばもわかってもらえないことも

あって。
（略）
やっぱり子どもたちからもいろ

あるし，やっぱり疲れるんだども。でもやっ

んな，ここにいて，田舎にいて，知らないこ

ぱり私たちの農家の姿を，作物作るのとか，

とを教えられたりするからね。やっぱりほら

そういうの知ってもらいたい。それから，採

水が豊富だとか。それをみんな受け入れて，

れたてのものを食べさせたい，そういうのが

来てくれた子どもとがら教えられたの。普通

あるから，これ続けれるんじゃないかな，と。

ここにいて何にも，この通り田舎で何にもな

（略）だから全然味も，トウモロコシとか枝

いところだっていう考えもってらったから。

豆は本当に特に一晩経っちゃえば味変わるか

それが受け入れて子どもたちに，星空がきれ

ら。そういうのってやっぱり教えたいなって

いだとか，水がきれいだとか，空気が美味し

いう気持ちは強い。（2013 年 11 月）

いとか，野菜美味しいとかって，そういうの

A1 は，農業体験の受け入れを通じて，他地域，他

を教えられて。それで今度かえって，私たち

業種のさまざまな人々と触れ合い，その中で自身の

一番良いとこさ住んでるんだって，そういう

地域や生活，職業の価値を再発見してきた。そして，

ふうに思うようになったの。
（2012 年 9 月）

この地の農家としての暮らしを他者に伝えたいと強

A1 は，地方に住む自分とは異なる存在として子ど

く願っている。インタビュー時に農薬使用の問題が

もたちを捉え (1)，そうした他地域出身の子どもたち

話題に上った際，A1 は自分では農薬を使わないよう

によって，自らの居住地域や生活の特別な価値とい

にしており，そういう自分たちの作物づくりの贅沢

うものを見出している (2)。そしてその見出したもの

さ，楽しさを子どもたちに伝えたいとも話した。

を伝えたいという気持ちがあり (3)，それゆえにいっ

私らは，子どもたちにも，自分たちでこうい

たん中断した受け入れを再開したのだという (4)。

うふうにして作ってる。それから，旬のもの

(1)(2) に関してはほかに，忙しい中でもなぜ受け

を食べれる。だから自分では最高の贅沢して

入れを続けるのかという筆者の問いに対し，いつも

るっていうそういう気持ちだって。そういう

ここにいれば同じ生活で変化がないが「いろんなと

のを教えたい。お金がいっぱいあるとか，楽し

そ

いとこさ行くとかでねく，この農家をやって

れがまた，自分たちにとっても刺激にもなるし楽し

る楽しさ，うまさ。そういうのを，やっぱり

ころの人がたとお話しする触れ合い？

交流？
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4．2．A2 の他者認識 ─ つながる

伝えたい，
教えたいなっていう気持ち。
（2013
年 11 月）

A 夫妻宅でこうした暮らしを体験した子どもの一

A2 の他者認識のあり方は，下記のように特徴づけ

人は，それがきっかけとなり農業を学ぶための大学

られた。

に進学したという。このことについて A1 は，農業に

(1)

他者＝子どもたちを下記のように捉えてい

携わろうとする人がいてくれれば「楽しい，うれし

る。

いなという気持ち」（2013 年 11 月）であるとして，

a. 国籍や年齢にかかわらず，共通に「かわい

改めて作物を育てることの楽しさを次のように語っ

い」。

てくれた。

b. 属性ごとに，異なる特性をもつ。

楽しいもんだよ。やっぱり。あの小さい種が

c. 個人ごとに，異なる性格・特技をもつ。

よー，芽出して，なー花咲いてものなるって

d．自分自身と，共通する部分をもつ。
(2) (1) の子どもと，加えてそれにつながる他者

いうこと，ほんっとよー。うーん，楽しいん

との親密な関係作りを希望している。

だ，
私らにすれば。
（略）
。毎日やっぱり稲と同

(3) (1)(2) の循環が，新たな他者の受け入れ継続

じだから。やっぱりでも，まず 1 泊で旅行に

の動機づけになっている。

行ってくる，すればその 1 泊の間にすんごく
野菜の育ちが違ってるの。
本当によくわかる。

(1) としてまとめたように，A2 の他者（主に子ど

その楽しさうれしさ。わーこんなになってる

も）に対する認識は複雑で，矛盾するかのような捉

んだなーって本当に信じられないくらい。毎

え方が混在している。まず，その相矛盾する認識が

日見てればなんとも思わないけど。たった 1

見られた語りを取り上げる。2 か月前に受け入れた

日まず 2 日間うちあけただけで，野菜こんな

アメリカの中高生を，筆者企画のプログラムに参加

に違うくなるんだって。信じられない時もあ

したこれまでの外国人留学生と比べつつ，間近に控

るよ。そういうのってすごく楽しいんだな。

えた今年度のプログラムへの期待・準備に言及した

（2013 年 11 月）

箇所である。

種からの芽吹き，日々の野菜の成長，それらに注

先生（＝筆者）の生徒さんたちと，だいたい

がれた A1 のまなざしや浮き立つような気持ちが，そ

似てるな。考え方がみんなな。それこすか向

のままこちらに伝わってくる語りである。1 泊 2 日

こうで，暮らしてるから。ほんとにもう，か

の旅行の間に，野菜が育っていることの信じがたさ

わいいんだよ。どんなやっぱり，各国の子ど

を語る箇所からは，居住地から別の場所に移動する

もたちはみんなやっぱりな，人間だし，日本

ことが，A1 に野菜の成長の速さを思いがけない形で

人も変わらねえでぇ。ぜんぜん窮屈ねえもん

見せ，喜びをもたらしたことがわかる。

な。ふふふ，ほんと，おらも楽しみなのよ。だ

A1 にとって，異なる人間との出会いや，異なる

から今度どういう子来るのかなーという。な

場所への移動は，自らの暮らしを照らし出すものと

んかよ楽しいこと考えてるんだ，今から。は

なっている。そして，それを他者に伝えること，そ

はは。（略）勉強しに来るだろうけど。ある意

れが時には農業の新たな担い手候補を生み出すきっ

味では。また，帰ったら勉強に，それをばね

かけにもなりうること，こうしたプロセス全体に意

にという意味もあるだろうから。そいで，い

義を見出す A1 は，自らにとって異質な他者を，そ

ろいろ思い出を，いっぱい詰め込む。今から

の異質性ゆえに今後も迎え入れ続けるだろう。

考えてる。（2012 年 9 月）

A2 は，筆者企画のプログラムで受け入れる外国人
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留学生と，先日受け入れたアメリカ人の子どもたち

外国人留学生受け入れプログラムの実施直後に行っ

とを，日本以外の「向こう」での生活経験があると

た。このプログラムでは，グループごとに 1 泊 2 日

いう点で考え方が似ているとする。両者を外国出身

で農家民泊を体験したあと，今度は 1 か月後に全員

者という一つのカテゴリーの中に位置づける発言で

で地域の施設に集まり，日帰りでアルバムを作るな

。しかしその直後に，
「ほんとにもう，
ある（(1)-b）

どの活動を行っている。下記は，その日帰りツアー

かわいいんだよ」
（(1)-a）と心からそう思うといった

後のインタビュー調査において，筆者が今年度のプ

声で述べ，各国の子どもはみな人間で，それは日本

ログラム参加者を振り返ることから会話を始めた場

人も変わらず，まったく窮屈に感じない存在だと言

面である。

う。みなかわいい子どもたちだから，また今度どん

I：今回割とおとなしい人多かったですね。

な子どもが来るのかを，A2 は楽しみにしている。

A2：そうですね。
I：グループ。

外国出身の子どもたちは考え方が近いという発言
からは，これまで受け入れの経験を積んできたがゆ

A2：うん。だけどみんなあのあえだな，心すぐ，

えのマンネリ化も予想される。以前も外国人は受け

なんていうの，家族になりたいような感じで。

入れたことがあり，外国人は考え方が似ているだろ

I：リラーックスしてましたねー。今日も B さん

うから，次も同じように受け入れればよいという発

（A 夫妻宅で農家民泊を体験した留学生の一

想である。しかし A2 の場合，外国人というカテゴ

人）とか，元気そうでしたね。

A2：うん。そうだ。やっぱし日本人より，なんて

リーでの括りは，かわいい子どもたち一人ひとりを
理解していくための，入り口の一つにすぎない。

いう人なつっこいっていうかな。家族を大事

再び上の語りに戻れば，続きとして A2 は，まもな

にするというかな。そういう感じするの。こ

く迎える外国人留学生にとって，このプログラムへ

ういう子たちば見ればな。

I：あーどうなんですかねー。みんななんか海外に

の参加目的は勉強という意味もあるだろうが，各大

来て強くなってるのか。

学等に戻ったらそれをばねにまた勉強するという意
味もあると予想し，楽しませるための準備を考えて

A2：なんか感じるのは，親から離れ，家族から離

いると語った。どんな子どもたちが来るのかと，未

れてるという，寂しさも，あるという感じか

知なる出会いを期待しながらも，秋田県内の高等教

な。それで，そういう寂しさが，うちさ来る

育機関で学ぶ留学生の置かれた状況を想像し，そう

と，家族さ会ったような，家族を思い出しな

した留学生にこのプログラムがもたらす意義を見据

がらという，会話さ移るのかな。（2013 年 11

えながら準備を進めている。

月）

A2 は，外国出身の子ども，秋田で勉強する外国人

筆者が，前回 A 夫妻宅に泊まった留学生が，今日

留学生，のように，大きさの異なる区分で GT プロ

の日帰りツアーでもとてもリラックスしていたと述

グラムに参加する子どもたちをカテゴリー化してい

べたところ，A2 は，留学生は日本人より人懐っこ

る。しかし A2 は，出身国や性別，学齢や学校課程

い，家族を大事にする感じがするとコメントした。

ごとといった細かい区分でのカテゴリー化は行って

このコメントを筆者は，初対面の人にも物おじせず

いない。上記のような比較的大きなカテゴリーで，

接する留学生の態度について，その原因を述べたも

ざっくりと背景を想像し準備を進めながら，心から

のと解釈し，留学生は海外に来て強くなっているか

かわいいと思う子どもたちとの新たな出会いを心待

らではないかと応じた。筆者自身は，外国人は日本

ちにしている。

人と違って人懐こい，家族を大事にするといった捉

A2 への 2 回目のインタビュー調査は，筆者企画の

え方は，外国人というカテゴリーで人々の性質を決
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めつける本質主義だという考えをもっている。その

れにあたり，一人ひとりの性格や興味・関心の違いを

ためこのやりとりの中でも，留学生の人懐っこさを

自身と共通する部分に重ねながら見つけ出し（(1)-c，

もともともっている性質としてでなく，留学生が出

d），関係を深めることへとつながっていく (2)。

身国の外に来て身につけた非本質主義的な能力とし

下記は，外国人に限らず，受け入れで困ったこと

て捉え返そうとしたと思われる。筆者はそれを留学

があったかと筆者が尋ね，A1 が，いじめられた経験

生が獲得した強さとして表現したのだが，これに対

をもつ中学生が農業体験の最中に過去のことを思い

し A2 は逆に，親・家族から離れて寂しいという感

出して急に泣き出した，その子どもは鉄道に非常に

じがあるから，A 夫妻らに家族と会ったような気持

詳しかったと話したのを受けて，A2 が語った箇所で

ちをもつのではないかと返した。A2 は，外国人の

ある。長い引用のため，内容ごとに区切って記載す

もつ本質主義的な性質として留学生の人懐っこさを

る。

捉えていたのではなく，家族から離れているという

ちょっとやっぱり，外されてるんだな。それ

現状にあって寂しいという弱さをもっているからこ

で，おらもそういう小さい時に，あんまり勉

そ，自分たちにも家族のように接してくるのではな

強の方，嫌いだったし。（略）遊びは一緒に，

いかと判断していた。

騒いで遊んだもんだけど。どうもこう僻みっ

A2 はまた，子どもたちの状況・背景を想像して理

ぽかったって。子どものころを思い出してそ

解しようとするだけでなく，可能であれば自分自身

う接して聞いてみたの，いろいろと。

で子どもたちの育っている環境を確かめることもし
ている。仙北市は，ある東京の私立中学校の子ども

そうしたら，こうほぐれてきて，気持ちの許

たちを 30 年以上継続して受け入れており，A 夫妻も

すようになってきて。そいで，いろんたこと

長く受け入れに参加してきた。A2 にとっては「都

明るくなって，「何趣味だ」って聞いた時に，

会，東京の故郷ってんでないけれどもな。特に続け

その鉄道の話，し出したの。全部知ってるん

たいんだな」
（2012 年 9 月）と強い思い入れのある

だなあ。それを褒めたさ。すごいことだって。

プログラムである。プログラムが縁となり，仙北市

（略）職業さ結びつく，頑張れって言ったら

の受け入れ農家は，この中学校の文化祭で農産物を

ね，帰ったんだな。

販売している。A2 も同行したことがあるが，A2 の
目的は米などを売ることではなく，子どもたちの環

そして，母さんから電話来たんだ。（略）息子

境や，両親の反応を知るためとのことだった。イン

がね，
（略）喜んで帰ってきたっけって。鉄道

タビューの中で A2 は，そこで子どもたちの親と話

の話をね，すごいことだーって，みんな言っ

したことや，農業体験の写真が壁中に貼られていた

てくれたって，褒めてくれたどって。やっぱ

こと，
学校の内装や小中高一貫教育であることなど，

り良いことは褒めてな。そいでやっぱりほら，

中学校で得た印象を詳しく語った（2012 年 9 月）。

褒められるとおもしれーさ。

A2 は，自らの家にやってくる子どもたちの状況
（略─ A1 談：担任教員によれば，いじめ経験

を，秋田県内で学ぶ外国人留学生であれば，親元を

を思い出しパニックになることがある。）

離れ勉学にいそしむ者として想像し，国内の長い関
係のある中学校の生徒であれば，その子どもたちの
学び育つ環境を実際に見て知ろうとする。

治るさ。んだことなれば治るさ。だから，そ

このように，カテゴリーで区切りつつ子どもたち

のきっかけになればなという，我々の受け入

の状況を理解しようとする心持ちは，実際の受け入

れの農家のおじさんとして，期待してるんだ。
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いろんたやっぱり傷はあると思うよ。子ども

ても努力しているとコメントしており，同じ趣味を

たちの中にも。大人だってそういうことある

もつ子どもたちの大変さを理解できるほど，A2 が

もんな。
（2012 年 9 月）

熱意をもって趣味に取り組んできたことがうかがえ

A2 は，勉強が嫌いで僻みがちなところもあったと

た。A2 は，子どもが 100 人いれば 100 人とも違う興

いう自分の子ども時代を思い出しながら，いじめら

味や特技をもっていると確信した上で（(1)-c），自分

れた経験のある子どもに接し，いろいろと尋ねてみ

のいずれかの趣味の経験と結びつけて話の糸口をつ

たという。そうしていくうちに子どもも気持ちを許

かみ（(1)-d），打ち解けた関係を作ろうとしてきた
（2）。

し，鉄道という趣味について話しだしたことを捉え
て，A2 は将来の展望にもつなげながら褒めたとい

そしてこうして作った関係が，受け入れの時だけ

う。
「いろんたやっぱり傷はあると思うよ。子どもた

でなく継続的に続くこと，また子どもの親や兄弟に

ちの中にも。大人だってそういうことあるもんな」

まで続いていくことを A2 は望んでいる。いじめ経

という A2 は，自分や大人にもあったこと，あること

験のある子どもをめぐる先の語りの中で，後日の母

として，傷を受けた経験に深く共感しつつ（(1)-d），

親からの電話に言及した箇所もその一例である。ま

子どもそれぞれのもつ問題を受けとめ特技を探し出

た，受け入れをいったん休止しまた再開したときの

，関係を作っていく（2）
。
し（(1)-c）

理由を，A1 が子どもからいろいろなことを教えられ

子どもたちは一人ひとり違うという認識（(1)-c）

たと語ったのに対し，A 2 は次のように話した。

は，アメリカの中高生の受け入れを振り返った際の

まずよ，やっぱりかわいいさ。いつまでもか

発言からもうかがえる。A2 によれば，同じアメリ

わいいさ。今度どういう子来るのかなーって

カから日本に来たといっても，グループ内で「全部

いう。それでそこの親だじともまだ，つなが

性格が違うんだなー」
「仲いいんだども，興味，趣

りが続いてる 10 人のうち一人，二人。必ず，

味が違う」
（2012 年 9 月）
。そして子どもたち 4 人と

ずーっと続く。親だじ，だもんな。そうする

河川公園に出かけたとき，うち一人だけはグランド

と，やっぱりこっちでもあるもので，あるも

ゴルフをやりたいということで，ほかの 3 人と別れ

のってば農家から生産したものを，白菜なり，

A2 と一緒にグランドゴルフをしたという。筆者が，

あのーどうですかーってやるの。そういうつ

日本語もほとんどできないアメリカ人が来て，それ

ながりもあるんだ。で子どもやがて遊びに来

ぞれの興味を理解するのは難しいのではないかと尋

るんだろうって期待してる。たまに来るの連

ねたところ，A2 は，自分は非常に多趣味で，スポー

絡も来たりして。（2012 年 9 月）

ツ，芸術，音楽などさまざまなことをやってきたこ

受け入れが終わった後も，子どもたちの親も含め

とが役立っていると答え，
「「おめ何得意なの？」っ

て関係が続き，子どもたちが再訪してくれることを

てば，
「ああ俺もなんだ」って。やってねば「俺も

A2 は願っている。上の引用部分以外でも，20 年以

なんだ」って言えねーさ」，なんでもいろんなこと

上前に受け入れた子どもが，大人になった今でも連

を齧ってきたからこそ大変さもわかり，
「「大変だっ

絡をくれること，子どもの妹や弟がまた農業体験に

けなー」って言えば，解けてくるさ」
，
「だから子ど

来たり，その子どもたちが親になって子どもを送っ

も 100 人でもいようが，みんなおそらくやること

てきたりすること，そうした長く続いていくつなが

みな違うと思うででね。
「やったことが少しはある

りを，A2 は楽し気にまた満足気に繰り返し語った

よー」って話さ入っていくのよ」などと語った（す

（2012 年 9 月）。
農業体験で受け入れた子どもは，小学生であれ大

べて 2012 年 9 月）
。
この A2 の多趣味について A1 は，どの趣味に対し

学生の留学生であれ，A2 にとって，いつまでもたと
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え大人になったとしても，みな「かわいい」慈しむ

どのようなカテゴリーで捉え，また他者との関係に

。その普遍性をもった
べき存在であり続ける（(1)-a）

どのような意義を見出しているのか。こうした他者

愛情が根本にあるがゆえに，A2 は，子どもたちの背

認識の特徴を具体的に理解することで，言語調整行

，一人ひとりの異
景を属性に応じて慮りつつ（(1)-b）

動を工夫してまで，見知らぬ他者との出会いを続け

，自分自身の経験や興味と
なる興味や特技を（(1)-c）

ようとする，その意志の出所を明らかにしようとし

，近づこうとす
重ね共感しながら探り出し（(1)-d）

た。

る。そうしたやりとりから作られた関係は，再度の

A1 にとって，農業体験に受け入れる他者は，他地

訪問や他の家族にまでつながるような親密なもので

域出身あるいは他業種に就く者であり，A1 は，そ

あり (2)，さらなる深い喜びと次の新たな出会いに対

うした他者との語り合いから，この地で暮らし農家

する期待感を A2 にもたらしている (3)。

を営むことの独自の価値を発見し，発見した価値を

かわいい子どもたちという他者認識のあり方は，

新たに出会う他者に伝えたいという希望をもってい

ともすれば，大人あるいは親として子どもを押さえ

る。また A2 にとって，他者は根本的には同じ人間

つけ，自分より下に位置づける認識ともなりうる。

として共感し慈しむべき存在であり，だからこそ，

しかし A2 の事例は，そうした認識が，かわいい子

それぞれにまったく違った性格や関心をもつ者でも

どもたち一人ひとりを大切に想い知りたいと願うこ

ある。他者を比較的大きなカテゴリーで捉えようと

とと同意になりうることを示している。みな慈しむ

もするのは，一人ひとりを慈しみながら知り，つな

べき存在であるからこそ，一人ひとりを異なった者

がっていくための一つの過程である。

と捉え近づいていく。その近づきの途中に，他者を

本研究の問題意識は，外国人との接触経験や外国

あるカテゴリーから想像し理解しようとする仕方が

語・外国文化についての教育機会をもちにくい者が，

ある。こうした A2 の他者認識のあり方は，慈しむ

日本語による意思疎通がかなうとは限らない外国人

べき人間一人ひとりを知りつながっていきたいとい

と身近に出会うことになるという，日本の現状から

う願いからすれば，全く一貫したものだと言える。

出発している。そして，十分な日本語支援が得にくい
であろう外国人の日本での暮らしからすれば，日本

5．結論

人側が伝え合うための力をもつことが必要とも述べ
た。近年の接触場面研究や「やさしい日本語」の提

A 夫妻は，海外留学や外国旅行の経験はなく，外

案は，母語話者が非母語話者とのコミュニケーショ

国人の受け入れも 2009 年開始の外国人留学生プロ

ンで工夫すべき言語調整行動を提示し，さらにこう

グラムが初めてのことであった。また，高等教育機

した方略が非母語話者との接触経験から自然習得で

関で外国語教育を受けた経験もなかった。非母語話

きることも指摘している。教育機会を得にくい者に

者との豊富な接触経験もなく，多様な言語・文化を

とって参照できる成果である。しかしながら，日本

受容するための教育経験も特段もっていなかったこ

人と外国人とが互いを異質な存在と捉え，また外国

とになる。それにもかかわらず，
表現を言い換える，

人が十分な意思疎通の力を備えておらず備えるため

ローマ字で書いて知らせる，静かにゆっくり話すと

の支援も受けられないとしたら，トラブルを起こさ

いった言語調整行動をとり，外国人留学生らと，相

ない程度の最低限の意思疎通が図れればよいとし，

互に満足感を残すやりとりを実現していた。

さらに伝え合うための工夫をしようという行動には

なぜこうしたやりとりが A 夫妻には可能なのか。

つながらない可能性がある。

その答えを探るべく，本研究はインタビュー調査か

A 夫妻は収入源としてではなく余暇の過ごし方の

ら，A 夫妻の他者認識のあり方を分析した。他者を

一つとして，子どもや外国人などを自宅に受け入れ
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てきた。農作業や日々の生活で多忙な中，あえて自

対し，どのような価値意識をもてばよいのかという，

らの家というごく日常的な空間に，まったくの他人

本研究の問題の立て方自体が誤っていたことにな

を招きいれてきたのである。今回の分析の結果，A 夫

る。日々の生活は他者との出会いに満ちている。そ

妻は見知らぬ他者を，自分とは異なるからこそ，あ

の一人ひとりと関わり合うことに意義を見出し伝え

るいはみな異なりみな愛しいからこそ，関係を結び

合おうとしている者は，他者を特定のカテゴリーに

つづけたい者として捉えていたことがわかった。こ

閉じ込め可能性を見限ることもないだろう。だから

うした他者認識のあり方は，意思疎通の困難を工夫

外国人が身近に暮らし始めたとしても，さまざまな

で乗り越えようとする意志を支えるとも考えられ，

他者との出会いの一つとして当たり前のように伝え

今後身の回りに急増するであろう外国人とのやりと

合おうと工夫し関係を築いていくと思われる。
1．3．ではこれまでの小学校英語教育が，外国人

り，そして関係づくりにおいて参照すべき価値意識

に関わろうとする意欲を育てていないことを問題視

と言える。
しかし A1 と A2 の語りをたどってくると，夫妻が

した。しかし本研究が明らかにしたのは，外国人で

出会い続けたい他者は「外国人」ではないことに気

あることに取り立てて意味を見出すのではない他者

づく。A1 にとっての他者は自分とは異なる地域出

認識のあり方こそが，他者と関係を作っていこうと

身・職業従事者であり，外国人は日本国内の他地域

する意志を支えるということである。ことばの学習

出身者と同じく，A1 の暮らしに光を当てる存在であ

は，そのことばに強い関連があると考えられる国民

る。一方の A2 は，県内で学ぶ外国人留学生といっ

国家と結びつけて動機付けられることも多い。だが

たカテゴリーで，他者の状況を想像することもある

本研究の結果からすれば，ことばの教育は，国民国

が，そうした理解の仕方は国内の中学生にも適用さ

家単位で言語や文化，人を捉えさせないことをあえ

れており，他者とより深い関係を作っていくための

てめざすことになる。他者と出会うだけでなく，伝

プロセスである。みな違っておりみなかわいいとい

え合いの中で関わりをつくっていくために，ことば

う A2 の他者認識からすれば，外国人というカテゴ

の教育は何を目標とすべきなのか。A 夫妻の事例は，

リーが際立つことはない。

言語文化教育に新たな課題を立ち上げてくる。

他者に対する認識のあり方は A1 と A2 の間でさえ
異なっており，外国人と出会う者すべてに単純に転

文献

用はできない。しかし A 夫妻の他者認識が，自らに

庵功雄（2016）．『やさしい日本語 ─ 多文化共生社

とって異質な存在を劣った者と位置付けさせたり，

会へ』岩波書店．

自身に合わせて変えさせるといった，排除や同化に

市嶋典子（2014）．農業従事者と留学生の接触場面に

つながる関係をもたらさないことは予期できる。A

関する一考察 ─ 農業体験における調整行

夫妻の他者認識は，未知で異なる部分をもつ他者と

動に注目して『秋田大学国際交流センター紀

だからこそ，互恵的な関係を作ろう，工夫をして伝

要』3，1-13．

え合おうとする意志を支えるものである。この意志

市嶋典子，牲川波都季（2013）．接触場面におけるカ

は，外国人といった特定のカテゴリーを重視するこ

テゴリー生成と変化のプロセス ─ 母語話

とからは生まれてこない。むしろそういった特定の

者と非母語話者の調整行動に注目して『2013

カテゴリーを際立たせない他者認識のあり方が，外

年度第 8 回日本語教育学会研究集会予稿集』
（pp. 9-14）．

国人も含む他者一人ひとりとともに生きていこうと

井上和衛（2011）．『グリーン・ツーリズム ─ 軌跡

いう意志を生み出すのではないか。

と課題』筑波書房．

だとすれば，在留外国人が急増しつつある事態に
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閣議決定（2016 年 6 月）
．日本再興戦略 2016 ─

牲川波都季（2013b）．『農家に学ぶ留学生受入の思

第 4 次 産 業 革 命 に 向 け て．https://www.

想と方法 ─ 秋田県仙北市西木町のグリー

kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ 2016 _
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pdf

．http://www8.cao.go.jp/
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閣議決定（2018 年 6 月 b）
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寺沢拓敬（2017 年 6 月 24 日）．「小学校英語学習経

基本方針 2018 ─ 少子高齢化の克服による

験の中期的効果 ─ エビデンス・ベースト・

持続的な成長経路の実現．http://www5.cao.

アプローチに基いて」［発表スライド］第 47

go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/ 2018 /

回中部地区英語教育学会・長野大会（信州大

2018_basicpolicies_ja.pdf

学）．

加藤好崇（2014）．観光立国を目指す日本のツーリ

日本経済新聞（2018 年 5 月 29 日）．外国人，単純労働

スト・トーク再考 ─ 和式旅館における観

『日
にも門戸 ─ 政府案「25 年に 50 万人超」

光接触場面『東海大学大学院日本語教育学論

本経済新聞』電子版．https://www.nikkei.com/

集』1(1)，1-18．http://www.xj.u-tokai.ac.jp/

article/DGXMZO31103490Z20C18A5MM8000/

touristtalk/pdf/03.pdf

西日本新聞（2018 年 6 月 6 日）．［連載］新移民時代
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．観光接触場面のツーリスト・トー

─ 外国人就労資格を創設：介護や農業な

ク研究 ─ 観光先進国に向けた新たなオモ

ど 5 分野想定

テナシの生成『東海大学紀要．国際教育セン

本 新 聞 web』．https://www.nishinippon.co.jp/

ター．留学生支援教育部門・国際教育部門』7，

feature/new_immigration_age/article/422295/

1-21．https://opac.time.u-tokai.ac.jp/webopac/

25 年に 59 万人確保へ『西日

法務省入国管理局（2018 年 3 月）．平成 29 年末現

TC10001738

在における在留外国人数について（確定値）
─【平成 29 年末】確定値公表資料．http://

経済産業省
（2018 年 4 月）
．将来の介護需給に対する
高齢者ケアシステムに関する研究会報告書．
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www.moj.go.jp/content/001256897.pdf
法務省入国管理局（2018 年 10 月）．新たな外国人材

20180409004/20180409004-2.pdf

の受入れに関する在留資格「特定技能」の創

厚生労働省
（2015 年 6 月）
．2025 年に向けた介護人材

設について．https://www.kantei.go.jp/jp/singi/

にかかる需給推計（確定値）について．http://

gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html

www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088998.html

文部科学省（2012）．『平成 24 年度グローバル人材育

厚生労働省（2016 年 3 月）．看護職員の需給に関す

成推進事業公募要領』．http://www.jsps.go.jp/

る基礎資料（医療従事者の需給に関する検

j-gjinzai/download.html

資料 3）http://

栁田直美（2015）．『接触場面における母語話者のコ

www.mhlw.go.jp/file/ 05-Shingikai-10801000-

ミュニケーション方略 ─ 情報やりとり方

Iseikyoku-Soumuka/0000117665.pdf

略の学習に着目して』ココ出版．

討会：看護職員需給分科会

牲川波都季（2013a）
．誰が複言語・複文化能力をも

山本冴里，新井久容，古賀和恵，山内薫（2010）．『JF

つのか『言語文化教育研究』11，134-149．

日本語スタンダード試行版』における複言語・
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複文化主義 ─ 日本の言語政策の「異なる
可能性」を探る．細川英雄，西山教行（編）
『複言語・複文化主義とは何か ─ ヨーロッ
パの理念・状況から日本における受容・文脈
化へ』
（pp. 107-118）くろしお出版．
吉田文（2014）
．「グローバル人材の育成」と日本の
大学教育 ─ 議論のローカリズムをめぐって
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Agritourism farmers recognition of otherness:
Why can they have a strong will to communicate with others?
SEGAWA, Hazuki*
School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan

Abstract
This research aims to clarify characteristics of the recogniton of otherness from interview surveys for the farmers who have successfully accepted foreign tourists to agritourism in Semboku City, Akita Prefecture. The results of surveys show the reasons for
their success and provide reference cases for most of the Japanese who can not avoid
close contacts with foreigners in the near future, although they can neither have enough
opportunities to interact with foreigners nor to learn foreign languages as preparations.
Analysis of interview data shows that the farmers find special value in the otherness of
tourists and this positive recogniton of otherness motivates them to keep communicating
with and accepting the tourists. However, in this way of the recognition of otherness, no
special weight is given to being foreigners. Willing to build relationships with others is
not born from emphasizing particular categories. Nuturing the new way of recognition of
otherness which does not push people into particular categories will be rased as the new
challenge for the language and culture education.
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