
─ 245 ─

帝京大学教育学部紀要 2：245-251 平成 26 年（2014 年）3月

1．問題と目的

1-1　物事の理解と幼児理解
　物事を理解するという場合の「理解」と、幼児理解の
際の「理解」とでは、性質が大きく異なる。前者は、物
事の道理や筋道がわかるという意味の理解であり、後者
は、保育者が幼児とのかかわりを通して理解の内容を再
構成し続ける（岡田　2005）（岡田・中坪　2008）とい
う、特殊な理解の仕方である。言い換えると、幼児理解
とは、理解したことで終わるものではなく、理解を土台
に次のかかわりが生まれ、そのかかわりを通してまた新
しい理解が生まれるという、スパイラルを前提とした、
暫定的な理解なのである（岡田・中坪　2008）。また、
保育者が幼児を理解するといっても、「それまでの子ど
も理解を地盤にしながらも、現実にはその時々の状況で

瞬間的に理解し、それを意識するかしないかのうちに体
がすでに動いている」（山田　2003）のであり、さらに
「幼児理解は、目に見えない思考の営み」（小山　2006）
である。つまり、幼児理解とは当事者の内界的なもので
あり、感覚的、個別的、文脈的、暫定的な理解であると
言えるだろう。

1-2　幼児理解の先行研究
　そのありようによって保育の質が大きく異なると言わ
れる（河邊　2001）ように、幼児理解の重要性は幾多の
先行研究（小田・中坪他　2009、津金美智子 2010 な
ど）が指摘しているところである。
　しかし、幼児理解の研究は、研究者による研究（吉村　
1999、三谷　2004 など）、研究者と保育者との共同研究
（吉村・田中　2003 など）がその多くを占めている。保
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　幼児理解の「理解」とは、あくまでも暫定的なものである。物事の道理や筋道が分かるという意味で
の「理解」とは性質が異なる。保育の土台とされる「幼児理解」だが、「理解」しようとする保育者
が、どのように＜その子＞を理解しようとしているのかという、内的世界について自身で省察する必要
が有るだろう。
　そこで、本研究は、自己の保育記録をデータとして用い、自らの幼児理解の道筋をたどり明示するこ
とを目的とする。自分自身の幼児理解の過程を自覚することにより、真の〈その子〉に近づくことがで
きると考えるからである。
　分析の結果、幼児の姿は、保育者に内在する知識を引き出すことが明らかになった。さらに保育者
は、幼児の姿と、その姿によって引き出された知識とを比較検討することにより生じた同異点を手掛か
りとし、〈その姿〉を解釈しようと試みる。解釈を積み重ねることで、〈その子（幼児）〉理解につなが
るのである。
　保育者は、幼児の姿によって引き出しされた知識について、自覚している場合もあれば、無自覚な場
合もある。多様な情報にあふれ、瞬時に保育行為を判断する必要に迫られる保育の場で、自らの思考に
ついて自覚できることの方が少ないと言えるだろう。しかし、引き出された知識の内容によって、幼児
理解と幼児理解を基に判断した保育行為の質に大きくかかわることが考えられる。自己の幼児理解の道
筋と、引き出された知識を検討し続けることが、幼児観、保育観の見直しとなり、今後の研究の基礎と
なることと考える。
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育者自身が自らの保育の課題について追及する研究は、
岡田（2005）、林（2009）、佐藤（2011）以外はほとんど
見られない。中でも、幼児理解についての研究は、十分
な知見があるわけではない。

1-3　本研究の目的
　関口（2006）は、保育の向上のために求められる保育
研究の 4つの視点の一つに、一人称研究を挙げている。
また、梶田（1996）は「教育研究における土台は一人称
的研究にある」と述べ、研究者が自己の内的世界につい
て吟味することを経て、はじめて、研究が表層的な部分
に止まらず、深いものになることを示している。
　〈その子〉理解（岡田　2005）とは、理解しようとす
る者の内にあるフィルターを通して生じる。そこで、本
研究の目的を、〈その子〉理解を進める際の、筆者自身
の幼児理解への道筋を明らかにすることとする。自己の
保育記録をデータとし、分析することは、自分自身の内
面世界を吟味し、整理することである。自らの〈その
子〉理解へのプロセス、また保育行為に至る経過をたど
り意識することは、今後〈その子〉理解を深めるための
重要な手掛かりとなるであろう。

2．研究方法

2-1　保育記録と自らが省みる意味
　近藤（2010）が示すように、保育記録とは子どもへの
見方を深めるための不可欠な作業であり、そこから次の
活動をデザインする幼児教育において、幼児の活動過程
や知識構築の筋道を保育者に可視化してくれる。
　また、本研究は、オート・エスノグラフィー（Auto-
Ethnography）理論に依拠している。オート・エスノグ
ラフィーとは、自らが参与したことを自らの語りを通し
て表現する（Ellis. C. & Bochner. A. 2000）ことであ
る。自己に対してエスノグラフィーを行う行為であると
言えよう。当事者研究であることからこそ、第三者の視
点では描き出すことのできない側面が描けることと考え
る。保育記録に記載された文章の背景にある文脈などを
明示化し、目に見えない幼児理解の道筋を言語化するこ
とを目指すこととする。自己の保育記録を対象に考察す
るということは、本研究に向かう時点での筆者が、保育
の最中の筆者（私）、記録を記す時点での筆者（私）と
対話することであり、保育の只中の実感の世界を、これ
までとは異なる視点から探求することであると考える。
つまり、本研究は、内省的な対話、問い直し（自問自
答）を文字化、分析することにより、幼児理解への道筋

についての考察を少しでも外の世界へ引出し、意識化を
図るものである。
　また本研究では、保育者として子どもと共に生活する
時点（保育記録作成時を含む）の自己と、本研究に向か
う時点での自己の立ち位置を明らかにするために、前者
を「私」、後者を「筆者」と記すこととする。

2-2　フィールド
　研究のフィールドは、A園（園児数約 180 名、3年保
育）である。筆者は当時、保育主任の職務担当であっ
た。一般的に保育主任とは、クラス担任を兼ねている場
合と、フリーの立場の場合の 2通りあるが、筆者はフリ
ーの立場で幼児と保護者、担任保育者、園内のスタッフ
をサポートする役割を担っていた。

2-3　データ
　データとして用いる保育記録は、筆者が保育後に毎日
記していた「保育日誌（日の記録）」であり、期間は 20
××年 4月～ 6月までのものである。A4用紙 63 枚（1
枚 1480 文字）の分量に値する。
　また、倫理的配慮については、個人名や団体名が特定
されないように、名前と日付について明確な記述を避け
ている。

2-4　分析の手順
　本研究は、当事者性を生かしつつも、主観のみの回顧
録に終わることを避けるために、佐藤（2008）の質的デ
ータ分析法を参照するとともに、以下の手順で分析を行
った。
1）保育記録の中から、幼児理解の道筋という視点を持
ち、ひとまとまりの文章（テクストデータ）を抽出し
た。抽出したテクストデータに概念名の付与を試みた。
概念名とは、テクストデータを要約したものである。
2）しかし、この時点において、抽出されたテクストデ
ータに付与する概念を一つには絞り切れないという問題
が発生した。
3）そこで、一つのテクストデータの中に、複数の概念
が含まれているのではないかという仮説を立てた。
4）改めて、テクストデータを書き込んだ分析ワークシ
ートを作成した。概念名が複数付与されたテクストデー
タに関しては、概念名分のワークシートを作成した。
5）分析ワークシートに、前後のシートとの関係、気付
いたこと、思い出したことなどをメモとして書き加え
た。
6）概念名同士を相互比較し、類似の概念を集約した。
7）集約された複数の概念に対し、さらに抽象度の高い



帝京大学教育学部紀要　第 2号（2014 年 3 月）

─ 247 ─

カテゴリー名を付与した。以上の作業を 5回繰り返し
た。
8）書き加えられたメモを参照しながら、カテゴリー同
士の関係、カテゴリーに属する下位概念との比較、テク
ストデータとの関係を整理し、ダイヤグラムを作成した
（図 1参照）。
9）分析過程で生成した仮説を検証すべく、ダイヤグラ
ムを視野に入れながら、テクストデータ、保育記録に再
帰し考察を行った。

3．結果と考察

3-1　分析の結果
　上記の手順で分析を行った結果、①【想起された知
識】②【比較・検討】③【同異】④【推測】⑤【解釈】
の 5つのカテゴリー名が抽出された。また、カテゴリー
名の下位には、以下の概念が存在する。
①【想起された知識】─「保育者経験で得た知識とエピ
ソード」「個人的な経験からの知識とエピソード」「形
式的に得た知識（基本的な知識）」

②【比較・検討】─「これまでの保育者生活の中で出会
った子どもたちと目の前の〈その子〉の姿との比較」
「今までの〈その子〉の姿との比較」「知識との比較」
「目の前の子ども同士の比較」「予想との比較」
③【同異】─「違い」「予想以上」「予想通り」「同じ」
「予想外」
④【推測】─「同異点からの推測」「仮定」
⑤【解釈】─「推測」「仮定」「保育行為決断の根拠」

3-2　カテゴリー【想起された知識】に注目して
　既述のカテゴリー名のうち【想起された

4 4 4

知識】という
名前に注目した。その理由は、「された」という受け身
の表現は、他カテゴリー名には見られないため特徴的に
映ったからである。この点に注目し、テクストデータ、
保育記録に再帰することで考察を行った。以下に、事例
を挙げ、その結果を論じる。なお、本稿における事例
は、全て保育記録に基づき文章を加筆修正したものであ
る。

3-2-1　  それまでの〈その子〉を想起させる〈その子〉
の姿

事例 1．4月中旬　5歳（年長）児
　延長保育の時間に、A子が職員室を覗きに来る。B子
の顔も見える。私が窓から顔を出すと、2人は「キャ
ー！」と言って逃げる。私が持っていた紙を丸めて、望
遠鏡のようにして覗き二人を探そうとする仕草をする
と、二人は笑いながら逃げていく。あれほどはしゃいだ
B子は見たことがない。新しい保育室や担任に少しは馴
染んだのだろうか？

　B子は、年中進級時にはクラスに馴染むのに時間がか
かった女児である。事例 1は、年中 3学期にようやく笑
顔が生まれるようになったB子の、年長進級時期の保
育記録（からの抜粋）である。私は、B子が進級後再び
表情が硬くなったことを気にかけていた。しかし、延長
保育の時間にA子と共に楽しそうに笑い合うB子の姿
を見て、嬉しさを覚えたエピソードである。
　事例 1から考えられることは、本エピソードのB子

【推 測】

【想起された知識】

形式的な知識 経験からの知識

【同 異】

【解 釈】

【比較】幼児の姿

〈分析により抽出されたカテゴリー同士の関係〉
図１　カテゴリー同士の関係
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のはしゃぐ姿が、年中時、馴染むのに時間がかかったB
子の姿、年長に進級し再び緊張しているB子の姿を呼
び起こしたということである。以上のことから、B子の
過去の姿を私に想起させたのは、エピソードの最中のB
子自身の姿であると考えられる。
　「見たことがないほどはしゃいだB子の姿」は、私に
それまでの〈B子の姿〉を想起させ、両者を比較したか
らこそ「少しは馴染んだのかもしれない」という解釈を
し、新たな〈B子〉理解へと導びかれたのだと考えられ
る。

3-2-2　概念「経験から得た知識」の特徴（1）
　【想起された知識】の下位概念に、「経験から得た知
識」という概念名が存在する。この概念の特徴は、「個
人的な経験より得た知識」と「保育経験の中で得た知
識」の 2種に分類されることが明らかになった。事例と
結果を以下に記す。

事例 2．4月中旬　3歳（年少）児
　ようやく泣き止んだC子であるが、保育室に戻ろう
とすると再び泣き出しそうな様子であった。天気が良
く、室内ではもったいないような気持ちもしたので、部
屋の前の人工芝のところで本を読みながらお母さんの迎
えを待つことを思いついた。C子に「ねえ、お母さんが
お迎えに来てくれるのがわかるように、ここで絵本を読
んで待っていようか？」と聞いてみる。すると、こっく
りと小さくだが頷く。私は「待っていてね、すぐに椅子
を持ってくるから」と言い、抱っこしていたC子を降
ろす。泣き出しはしない。しかし、私はC子がいつ泣
き出すかとハラハラしながら椅子を取りに行く。

　この事例は、入園したての 3歳児 C子に関する記述
である。C子の泣き声は非常に大きく、地団太を踏みな
がら泣く。ようやく落ち着いてきた他児もつられて泣き
出すことが多いため、私は少々過敏になっていた。「日
の当たる場所で、お母さんを待ちながら絵本を読む」と
いう提案は、その場でとっさに思いついたことである。
保育の最中にも、保育後に日誌を記す時も気が付かなか
ったのだが、本研究過程で作成した分析シートには、
「D子と園長先生のわらべ歌」「暖かいとホッとする」
というメモが記されている。D子とは、数年前にやはり
入園当初母親と離れがたく、保育室に入ろうとせず泣き
続けた園児である。園長が、日の当たる場所でD子と
一緒にわらべ歌を歌いながらお母さんを待っていたこと
があった。ワークシート作成時に、そのシーンが目に浮
かんだために記したメモである。また、私はネガティブ

な気持ちの時は、暗いところにいるよりも、明るいとこ
ろにいた方が気分は晴れるということを筆者の個人的体
験により実感している。この 2点より、保育経験から得
た知識と個人的な経験から得た知識は、相互に往還しな
がら記憶されていることが明示された。

3-2-3　概念「経験から得た知識」の特徴（2）
　次に、経験から得た知識の第 2の特徴を以下に論じ
る。

事例 3．3歳児　6月初旬
　G男は、帰りの会（集まり）で実習生が紙芝居を読
んでいる時に、椅子から立ち上がりズカズカと前に出て
いく。そして紙芝居を触ったり、実習生の手を掴んだり
する。席に戻ったと思うと、隣の子どもを押して泣かせ
たり、並んでいる順に他の子どもの頭をげんこつで叩き
まわったりする。紙芝居に出てきたおもちを取るような
しぐさをし、片端から誰かれ構わず口に放り組む仕草を
する。相手の子どもが噛んでいるように口をモグモグさ
せないと怒り、モグモグすると、「ちゃんと手で持って
食べろ！」と怒る。全く…！

　このエピソードの最後に、「全く…！」と記述してい
るが、実はこの時私はG男に対して腹を立てているわ
けではないのである。何故ならば、担任のH先生のこ
とが大好きなG男は、H先生以外の人（実習生）がH
先生の役割を取ることに落ち着かなさを覚えていること
がわかっていたからである。担任と違う人が子どもたち
の前に立つと、子どもたちはいつもとは違う姿を見せ
る。保育者経験の中で、何度も似たような体験をし、私
は「日常、主に保育を行っている人が他者に代わると、
子どもは落ち着かなくなる」ことを知っているのであ
る。具体的なエピソードを想起しているわけではなく、
あくまでも知っていること（知識）として引き出されて
いる。この点は、事例 2とは異なる。つまり、同じ「経
験により得た知識」の中にも、エピソードとして想起さ
れることと、知識として想起されることの両者が存在す
るのである。
　共通項を見出された具体例は、整理され、重ねられ、
その共通項が知識として記憶の中に根付くということが
考えられる。

3-2-4　  「経験から得た知識」と「形式的に得た知識」の
関係

　また、事例 2の「ネガティブな気持ちの時は、暗いと
ころにいるよりも、明るいところの方が気分が晴れる」
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という知識については、経験から得た知識でもあるが、
形式的に得た知識でもある。この場合、経験から得た知
識と形式的に得た知識は同化していると考えられる。つ
まり、経験から得た知識は形式的に得た知識によって裏
付けされ、形式的に得た知識は経験から得た知識によっ
て補完されるのである。両者は相互関係にあり、相互作
用が働いた時に根付いた知識となると考えられる。

3-2-5　自覚的、無自覚的な想起
　想起された知識は、想起したことを自覚する場合と無
自覚である場合の両者を有するという特徴を持つ。

事例 4．4歳児（年中）E男の母親との会話
5 月初旬
　登園時に、E男の母親が話しかけてくる。話の内容
は、E男は年少時幼稚園に来ることを楽しみにしていた
のにもかかわらず、年中に進級すると登園を渋る様子が
見られるというものであった。母親はとても不安に感じ
ているようだ。私は、E男が昨日、年少時の担任 F先
生に話しかけるのを躊躇していたこと、今年度 F先生
が担任する年少児が帰ってからは、ほんの少しだが F
先生に甘えていた様子を伝えた。G子の例を話し、この
ような経験をしながら、自分のことを応援してくれる人
の存在を信じることができ、姿が見えなくても安心でき
るようになっていくのだということを話した。E男の母
親は、「では、E男は成長しているところ（過程）なの
ですね。」と涙ぐんでいる。私の話をストレートに受け
止めてくれたようである。懸命に子育てしていることが
伝わってきて、私までジーンとしてしまった。

　事例 4は、保育記録からE男の母親と私の会話を抜
粋したものである。G子とは、数年前の年中児であり、
やはり進級時にクラス替えと担任の交代を経験し、幼稚
園に来たくない時期があった女児である。既述の事例か
ら、E男の母親と話している私は、明らかにG子の具
体的なエピソードを想起している。想起したことの自覚
化が見られる事例といえよう。

事例 5．3歳（年少）女児　4月中旬
　3 歳児 H子と I 男は、年中年長児と一緒にミミズ探し
をしている。後から来た 3歳児の J男がその輪の中に
入ろうとする。すると I 男が「やめて！」と言い、J男
が「やりたい！！」と言い張る。言い合いになると、二
人の後ろにH子が仁王立ちになり、両手を広げ、「ケン
カはやめて！」「止めなさい！」「お母さんに怒られる
よ！！」などと大声でキッパリと言う。本当はH子は

姉御肌なのだ！と、嬉しい驚きであった。

　この事例は、登園時母親と離れがたく毎日泣いていた
H子について記したものである。
　H子は自分よりも年長の子どもたちと共にミミズを
探して遊んでいた。すると、同じ 3歳児の I男と J男が
もめ始めたのだが、その際両手を広げて仲裁に入った事
例である。私はこの場にいて、H子のたくましさに触
れ、新な一面に喜びを覚えている。「本当は」という表
現から、けんかを止める姿と、母親と離れがたく泣いて
いるH子の姿を比較し、H子のいつもとは違う一面を
見たことを表していると考えられる。無自覚ではあって
も、それまでのH子の姿を想起していることが明らか
になった。
　事例 4、5から、【想起された知識】を自覚しながら、
＜その子＞とかかわりをもつこともあるが、想起しては
いるものの自覚していない場合も有るということが明ら
かになった。

3-3　幼児理解の過程
　分析の過程（2-4-3）で生成された「一つのテクスト
データに複数の概念が含まれる」という仮説を検証すべ
く、保育記録に再帰し検討した。
　その結果について、以下に論じる。
　3-1 において、複数のカテゴリー下にある概念に、同
じ単語が重複して存在する（たとえば〈違い〉〈推測〉
など）ことに着目し、そこから、5つのカテゴリーと
は、分析の過程において抽出されたに過ぎず、実際には
切り離しては考えられないことが明らかになった。

事例 6．6月下旬　3歳（年少）児
　今日のK男は、非常に興奮している。砂場では砂を
まき散らし、泥水をまき、他の子が作った型抜きのケー
キやお団子を踏む。しばらく欠席し、久しぶりの登園だ
ったということも影響しているのだろう。昼食時も、園
庭から帰ってきてそのままカバンの中に手を突っ込み、
サンドイッチを一つ手に持ち噛みついていた。「手を洗
ってから食べようよ」「お弁当の準備手伝うよ」と言っ
ても、頑としてサンドイッチを離そうとはしない。「全
く仕方がない」と感じながらも、あれだけ暴れたのだか
らおなかもすいたのだろうと、噛り付いている姿に思わ
ず笑ってしまった。

　K男は普段から動き回ることが多く、落ち着かない
様子が見られた。しかし、この日はいつもにも増して興
奮度が高かった。興奮して動き回る姿と、普段のK男
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の姿を比較し、その差を見出している。そこから、「久
しぶりの幼稚園なので、エネルギーが溜まっていたのだ
ろう」「久しぶりだからこそなおさら興奮するのだろ
う」と、この時点のK男の姿の背景を推測したのであ
る。
　つまり、a 砂をまき散らすK男の姿から、b 普段の K
男の姿が c 想起され、a 砂をまき散らすK男の姿と d
比較検討し、そこからいつもよりも興奮度が高いという
e 差（違い）が見出され、その違いを手掛かりに、a 砂
をまき散らすK男の姿を、f 推測により g 解釈している
のだと考えられる。そして、gの解釈を基に、私は仕方
がないと思いながらも、「あれだけ暴れたのでさぞやお
なかがすいただろう」と、笑って見ているという保育行
為に至ったのだと考えられる。
　a～ gについては、事例 6という個別的な例について
当てはめたものである。整理すると、以下のように考え
られる。
　A．〈その子〉の姿から、何かしらの B．知識が C．
想起される。A．〈その子〉の姿と C．想起された B．
知識を D．比較検討することにより見出された E．同異
点を手掛かりに A．〈その子〉の姿を F．推測すること
により G．解釈しているのである（図 2参照）。

4．全体の考察

　本研究は、保育記録をデータとし、分析をすることに
より保育者の「私」が幼児理解を進める道筋を明らかに
したものである。以下に、研究の結果を整理し、全体の
考察を論じる。
（1）幼児の姿は、保育者自身に記憶されている何らかの

知識を呼び起こす。保育者は、「幼児の姿」と、そこか
ら「想起された知識」とを比較検討し、その結果生じた
同意点、差違点などを手掛かりにその姿を推測により解
釈しようとしている。
（2）「想起された知識」には、「経験から得た知識」と
「形式的に得た知識」の 2種類が存在するが、両者は相
互的な関係にあり、相互作用が繰り返されると、精緻化
され、整理された知識となり得る。
（3）「想起された知識」とは、具体的なエピソード記憶
である場合と、整理された知識である場合の両者が存在
する。
（4）「経験から得た知識」には、個人的な経験・保育者
としての経験の 2種類が存在するが、両者は相互補完関
係にある。
（5）「想起された知識」は、保育のただ中に自覚される
こともある。しかし、莫大な情報量の中に在り、瞬時に
保育行為を判断し行動に移す必要に迫られる保育者は、
想起された知識を意識する間もなく、次の出来事に対応
せざるを得ない。そのため、無自覚である場合が圧倒的
に多いと言える。その場合、保育記録作成時に、想起さ
れた内容について気付くこともあれば、ある程度の時間
を経て意識化することもある。想起された内容とは、保
育行為の判断根拠に大きくかかわることである。だから
こそ、想起された内容の妥当性などについて繰り返し問
い直すことが重要であると考えられる。
　本研究は、幼児理解の筋道を明らかにする目的で着手
したものであるが、保育記録の分析を行ったところ、幼
児理解という言葉よりも解釈という表現が多く遣われ
た。その点から、筆者がこれまで「幼児理解」と呼んで
いたことは、〈その子〉の姿を解釈することであったの

〈その子（たち）〉の姿

【推 測】

【想起された知識】
形式的な知 経験からの知

無自覚自覚

【同異】

【解 釈】

【比 較】

【想起】

〈〈その子〉を理解しようとする際の思考過程〉
図 2　幼児理解への道筋
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ではないかという考えに至った。〈その子〉の〈その
姿〉の解釈を幾重にも重ねながら、理解の方向へと向か
うのだと考える。
　「一度成立した記憶も、長い間思い出さなかったり、
使わなかったりすると、記憶は徐々に埋もれてしまう」
（岡野　2008）と言われるように、知識とは取り出す機
会がないと、取り出しにくくなってしまうという性質を
持つ。瞬時の判断が求められる保育において、知識が整
理され、必要時に取り出せる状態であるということは、
目の前の子どもの姿を解釈するために、必要不可欠であ
ろう。また、知識が整理されているということは、必要
時に適切な知識の取り出しが可能になり、保育行為の妥
当性が高まることが考えられる。さらに、引き出された
内容の質の吟味を繰り返すことは、保育者の専門性を高
めると言えるだろう。
　既述の振り返りとは、保育者が記録を取る際、または
ある程度の時間を経て再度省察することである。つま
り、保育中の自分や、幼児の記録を記す際の自分自身を
知ることであると言える。自己の幼児理解の道筋と、引
き出された知識を検討し続けることが、幼児観、保育観
の見直しとなり、今後の研究の基礎となることと考え
る。
　また、保育記録とは自らを振り返り自覚する手立て
（一人称研究）であると共に、保育カンファレンスなど
の際、他者に自分の保育を開く、そして、他者の視点を
取り入れる際に有効な資料ともなり得る。その点につい
ては、今後の研究の課題としたい。
　本研究では、【想起された知識】というカテゴリーに
注目したため、他のカテゴリーについて詳細に考察する
ことができなかった。その点についても次の課題とした
いと考える。
　思考の営みとは、単純に割り切れるものではない。一
人称研究の限界を忘れずに、今後も研究に取り組みた
い。
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