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1581. 蘇りを願って 

質素で簡素な毎日が静かに進行していく生活。こうした生活を、人生の最後の日まで守り抜きたい

と強く思う。質素で簡素な規則的な生活の中に、絶え間ざる変化を見出す生活。華美で不規則な

生活の中にあっては、皮肉なことに、変動性に溢れる変化を見出すことができない。 

水の中にいる魚が水の中にいることに気付けないのは、魚が水の中にいるからだ。人間も一緒であ

る。 

自己の内と外に絶え間ない変化を見出すためには、自己の内と外を包む生活全体を規則的なも

のにしていく必要がある。今日という私の一日は、実に質素で簡素だろう。だが、今日という日に含

まれる無数の変化を私は見て取ることができると確信している。 

日々の日記の一つ一つの記事が、いつも大抵、400字詰めの原稿用紙3枚から4枚ほどであること

に気づく。その瞬間瞬間に湧き上がることを文章の形に残そうとすると、大抵そのぐらいの分量で落

ち着く。短く書こうとすることや長く書こうとすることなど一切意識することなく、湧き上がる事柄が必

然的に落ち着くべき形になったところで文章を書き終えることにしている。最初から文章の終止符を

どこに置くのかなど一切考えず、形になろうとするものが必然的な形になったところで筆を置く。 

文章を実際に書いてみればわかると思うが、原稿用紙3枚から4枚ほどの分量はそれほど多いもの

ではない。以前に私は、原稿用紙1枚も何かを書くことのできない生き方について批判的なことを書

いていたように思う。それをもう一度、不特定多数の誰かに向けてではなく、自分に言い聞かせた

いと思う。確かに、私は日々、原稿用紙1枚以上の事柄を書き続けている。 

私が批判をしようと思っていたのは、自らが従事するその他の表現活動についてである。英文にし

て400字ほどの論文の断片を毎日書けない日々は、真に学術探究に従事していると言えるのだろう

か。仮にたった400字ほどの文章が書けないのであれば、探究姿勢と探究の進め方を根本から見

直す必要があるだろう。とにかくこの、文章を書けない自分から脱却するには、今の自分を完全に

打ち壊す必要があるだろう。あるいは、探究姿勢そのものを燃やし尽くし、焼け野原から再び新た

な探究姿勢の芽を育てていく必要があるように思うのだ。 
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これは日々の作曲についても全く同じである。一日に一曲を作ることができないのであれば、日々

の生き方をもう一度見直したほうがいい。仮に日々を音楽的に生きているのであれば、必然的にそ

れが少なくとも一つの曲として形になるはずなのだ。それができない毎日は、きっとどこかおかし

い。  

質素で簡素な毎日を送る中で、文章を書けない自分と曲を作れない今の自分を完全に破壊したい

と思う。今の自分には大変申し訳ないが、そうすることしか生きようがない。完膚なきまでに今の自

分の現状を否定し、否定の底から蘇って欲しいと思う。 

フローニンゲンの秋の日曜日の朝は、やはりとても穏やかだ。2017/9/24（日）09:15 

No.227: Magical Power in a Dream 

Whenever I have a dream, I keep a dream diary after I get up. I still have vivid images about the 

dream that I had last night. I already wrote them down in Japanese, so I will just select the most 

impressive image. It is that I had a magical power to alter weather. Standing on a beach, I was 

looking at the sea and sky. An ominous dark cloud was in the sky, which foretold rain with 

thunder.  

Suddenly, I began to move my hands as if I was solving a Rubik’s Cube. Corresponding to my 

hand move, the weather gradually changed. The sky became crystal clear. Then, I realized that I 

could alter this physical reality by my power. I started to try it, but my dream suddenly ended 

there. 08:07, Monday, 9/25/2017  

1582. ⾃⼰偽装と六⼈の作曲化 

どこか少しおかしい。昨日は、日本語である程度の日記を書いていたのだが、日本語で文章を書き

留めようとする衝動が収まらない。このような状態における最善策は、衝動を抑圧することではなく、

衝動に適切な形を与え、ふさわしい姿で外側に出すことである。一体何を書き足りないのかさえわ

からない。 
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先ほど書斎のソファに腰掛け、朝食のリンゴを食べている時に、何か激しいものが自分の内側を通っ

ていた。フローニンゲンの日曜日の朝はこれほどまでに平穏なのに、自分の内側は何かで燃えた

ぎっていた。 

朝食を食べながら考えていたことの矛先は、やはりこの社会において日々をいかに生きるのか、と

いうことに関係した主題に向かっていたように思う。リンゴをかじった瞬間から、リンゴを食べ終わる

までに、その主題に対する考えが最初から終わりまで滞ることなく進行していた。その進行を全て見

届けたところでソファから立ち上げると、自分が何を考えていたのかすっかり忘れてしまった。ただし、

重要な言葉として残っているのは、「自己を偽ることを暗黙のうちに促す社会」というものだった。 

これは先ほど考えていた、なぜ文章や曲を書けないのか、というテーマと関係したもののように思え

る。端的に言えば、それは知識や技術的な事柄を超えて、単純に自己を偽るからではないか、とい

う考えが浮かぶ。自己を偽っている限りにおいて、いかに知識や技術があろうとも、文書や曲など作

れない。これは、多くの人にも当てはまることではないだろうか。 

知識や経験が豊富にあったとしても、日々何かを記しながら生きることは容易なことではない。日々

を記し、自らの人生を記していくという生き方は、自己を偽ることを許さない。自らの人生が自己のも

のであるから、それは当たり前だと言えるかもしれない。しかし、この当たり前な事柄に従事させない

ような社会的風潮が蔓延しているように思えて仕方ない。 

自己を偽りながら生きることに苦しさを感じることができるのは、良い兆候だ。なぜなら、自己を偽っ

ていることさえ気づかせないような形で、私たちの生を方向付けようとする集合的な力が、もはや無

視することのできないほどにこの現代社会を覆っているからである。自己を偽ることなく、自らの人

生を真に生きるということを許さないこの現代社会は、やはりどこかがおかしいのではないかと思う。 

昨夜から引き続き、今私は、モーツァルトと同時代に生きた、イタリアの作曲家ムツィオ・クレメンティ

のピアノ曲を聞いている。「モーツァルトのピアノ曲よりも、クレメンティのピアノ曲の方が洗練されて

いる」とベートーヴェンが評したように、クレメンティのピアノ曲に今の私は強く惹きつけられているよ

うだ。 
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昨夜の作曲実践の中で、どのような作曲家からどのように作曲技法を学んでいくか、ということにつ

いて改めて考えていた。つまり、範を求める作曲家の選定と、彼らの作品をどのように参照していく

か、ということである。私がとっさにノートに書き出していたのは、グリーグ、バッハ、モーツァルト、ベー

トーヴェン、シューベルト、クレメンティの六人の作曲家の名前だった。その他にも偉大な作曲家は

数多く存在しており、実際に彼らの曲を日々聴いているのだが、当面の作曲実践に関しては、上記

の六名に範を求めようと思う。 

彼らの楽曲からどのように学んでいくかということに関しては、一人の作曲家に集中的に特化するの

ではなく、六名の作品を上記の順番で円環的に参照していく方法を取ることにした。バッハから入

るのではなく、グリーグから入ることにしたのは私の個人的な思いからであり、クレメンティを最後に

起き、円環の始まりのグリーグの前に置いたのは意図がある。バッハからシューベルトに至る流れに

関しては、これは歴史的系譜に沿ったものである。また、彼らの作品を参照する場合、作品全体を

参考にするのではなく、まとまりを持つ作品の断片から学びを得たいと思う。六人がなす円環をぐる

ぐると回り続ける日々がこれから始まる。2017/9/24（日）09:43 

No.228: Argumentation Diagrams 

I came back to home from the campus. I participated in two lectures today, both of which gave me 

new perspectives of educational science. One of the lectures focused on technology and learning; 

it is one of my current research topics.  

The lecturer introduced a very intriguing tool that is called “argumentation diagrams.”It is 

basically utilized for supporting learners so that they can think systematically and connect various 

concepts more easily. I came up with a new idea to use it for a research purpose. Since one of my 

research perspectives is discourse analysis, I had been seeking for a tool to make argument 

diagrams for a long time before I came across this tool.  

If I can make diagrams automatically——or at least more efficiently——, that would be beneficial for 

my research. After making argumentation diagrams, I will analyze the degree of complexity of 

argument structures. Plausible criteria would be the number of support claims and examples for an 

argument. Because the outcomes of the argumentation diagrams look networks, I might be able to 
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apply some techniques in network science to quantify the degree of complexity in another way. 

15:49, Monday, 9/25/2017 

1583. 成人教育の責任の所在について 

現在履修している「実証的教育学」の先週の課題では、学校教育を取り巻くステークホルダーを列

挙し、彼らがどのような責任と役割を担っているのかを考えることが求められた。その課題を今私は、

教育の分野に精通した、キルステンという一人のオランダ人女性と共に取組んでいる。 

グループワークをする際には、いつも私がリーダーシップを発揮するようにしているが、今回の課題

は二人一組ということもあり、さらには、キルステンもリーダーシップを発揮してくれるので、こちらか

らリーダーシップを強く発揮する必要はなく、お互いの協働が非常にうまくいっている。 

その課題では、主に小学校や中学校が対象となっているのだが、オランダと日本の学校教育を取

り巻くステークホルダーの種類と役割の違いには興味深いものがある。当然ながら、政府や教師と

いった主要なステークホルダーの間に大きな違いはないが、各学校の教育の質を専門的な観点か

ら検査する特殊なステークホルダーがオランダには存在していることが興味深く思えた。今はそれ

について細かく書くことをしない。なぜなら、私がこの課題を通じて考えていたことは別のところにあ

るからだ。 

課題で求められることを超えて、ふと私の脳裏によぎったのは、「確かに、初等教育においては教

育を取り巻くステークホルダーが比較的明確であり、教育の責任の所在を明らかにしやすい。しか

し、それでは成人教育のステークホルダーは誰であり、誰が成人教育に責任を負っているのか？」

という問いであった。もう少し正確には、この現代社会において、成人教育に誰も責任を負っていな

いのではないかという問題意識と、成人教育の責任の所在を曖昧なままにする社会のあり方に問

題があるのではないか、という問いが立ったのである。 

日本はおそらく、世界で最も成人の識字率が高い国なのではないかと思う。だが、その識字率が意

味するものは何だろうか。他者の書いた文章を鵜呑みにし、他者の言葉で文章を書くということであ

れば、確かに我が国の成人は最も高い言語リテラシーを持っていると言えるかもしれない。しかし、
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果たしてそのような言語リテラシーに何か意味はあるのだろうか。少なくとも、社会の問題と向き合い、

それを解決することに関して、そのような言語リテラシーはほぼ無益である。 

要するに、私たち日本人は、他者の言葉を鵜呑みにし、他者の言葉で何かを語る、「名目言語リテ

ラシー」は高度なのだが、他者の言葉を自らの頭で咀嚼し、自分の言葉で何かを語り、その過程を

通じて社会の問題に向かっていくような、「実践的言語リテラシー」は極度に低い。そのような問題

意識から、この極度に低い、日本の成人の実践的言語リテラシーを取り巻くステークホルダーが誰

なのかに関心を持ったのである。端的に言ってしまえば、我が国において、誰が成人教育に責任

を負っているのだろうか、という問題提起である。 

思うに、誰も責任を負っていないのではないだろうか。つまり、日本において成人教育は野放しに

なっているのではないか。その証拠がまさに、名目言語リテラシーの異常なまでの高さと、実践的

言語リテラシーの異常なまでの低さに如実に表れているように思うのだ。 

確かに、しっかりとした教育思想を持つ企業や財務基盤の潤沢な企業は、従業員の教育に力を入

れているのかもしれないが、実際のところ、それがうまく機能しているとは思えない。また、企業だけ

に成人教育の責任を負わせるというのもおかしな話であり、無理な話だろう。それだけではく、下手

をすると、企業の中で現在行われているような成人教育を受けることが、名目言語リテラシーをより

強化し、実践的言語リテラシーをより低下させることにつながっているのではないか、とさえ思える。　 

既存の企業社会の論理に絡め取られない新たな成人教育が、我が国に求められているような気が

してならない。それがどのようなものなのかはこれから具体的にしていかなければならないだろうし、

それを実行するためには様々なステークホルダーの協働作業が必要である。 

とにかく、成人教育に誰も責任を負わないという状況から一刻も早く抜け出し、名目言語リテラシー

だけを高めようとするような既存の成人教育に変わるものを速やかに見つけていくことが必要になる

だろう。今の成人教育には、現代社会の問題を乗り越えていくための知性を涵養する力はなく、そ

れは私たちを解放するのではなく、むしろ束縛を強めることに働いている気がしてならない。2017/9/

24（日）10:31 
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No.229: Learning Based on Web 1.0, 2.0, and 3.0 

Passive reading does not lead to meaningful learning. In that sense, E-learning based on web 1.0 

is not so effective because it just allows learners to view contents without participating in 

knowledge creation. On the other hand, learning on the basis of web 2.0 would be more effective 

in that it allows learners to interact and collaborate with one another; of course, it does not 

necessarily mean that interaction or collaboration is actually done.  

The term “Web 3.0” has recently emerged, although the definition is not so clear yet. In my 

understanding, it emphasizes more on connecting a large amount of data and people, and hence, it 

could be more related with the use of artificial intelligence and big data.  

I am wondering how new types of learning based on web 2.0 and 3.0 transform our learning 

experience. What should we pay attention to when we implement such new types of learning? The 

question is my small step to explore the use of educational technology. 16:18, Monday, 

9/25/2017 

1584. 日本の成人教育を取り巻く状況 

辺りは一向に優しい太陽光に照らされている。赤いレンガ造りの家々の前に植えられている木々が、

静かな風によって小刻みに揺れている。受動的に揺らされているようでいて、能動的に踊っている

かのようだ。 

先ほど、日本を取り巻く成人教育について少しばかり考えを書き留めていた。昼食前に実証的教

育学に関する論文を読んでいると、先ほどの問題に再び思考が立ち返った。論文の中に一つ興味

深い調査結果があった。それは一見すると何の変哲も無いものである。 

経営コンサルティング会社のマッキンゼーのアムステルダム支社が数年前に行った調査結果が、

その論文の中に引用されていた。マッキンゼーの調査結果によると、子供達の教育や学習の質は

教師の質に大きく左右される、とのことだった。さらには、しかるべき人間が教師となり、質の高い教
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育を施すための教育を教師が受ける必要があることも指摘していた。これらの調査結果は、一見す

るとどれも当たり前のように思えるかもしれないが、非常に重要なことを暗示しているように思える。 

とりわけ、この発見事項を成人教育を取り巻く日本の状況に当てはめて考えてみると、私たちが考

えなければならないことが明らかになってくるように思われる。端的には、子供たちのみならず、成

人の教育や学習の質というのも、それを提供する側の質に大きく左右されるのではないか、という問

題に行き当たる。 

現代社会において、成人教育を提供している者たちの質はいかほどだろうか？ここで指している質

というのは、考えやすくするために、発達心理学者のロバート・キーガンが提唱する人格的な発達

段階や、カート・フィッシャーが提唱する能力に関する発達段階として捉えるといいだろう。 

現在、我が国で成人教育を提供する者たちの人格的な発達段階や能力的な発達段階はいかほど

だろうか？いかに優れた教育コンテンツがあったとしても、それを提供する側の質が伴っていなけ

れば、成人教育の効果を上げることなどできないだろう。そのようなことを考えてみると、確かに、現

代社会には新たな質の高い成人教育が求められているが、現代社会は、そもそも成人教育を提供

する者への成人教育を施さなければならないという二重の状況に直面していると言えるように思え

る。 

日本の成人教育をどのようなものにしていき、それを提供する人間への成人教育をいかに行ってい

くかは、早急に取り組むべき大きな課題ではないだろうか。人間の発達が生誕から生涯にかけて行

われるものであることを考えると、子供たちの教育が重要なのは誰の目にも明らかである。子供たち

の教育に関する問題は依然として山積みであるが、それらの問題に対して議論がなされている光

景を目にすることはよくある。 

しかし、成人教育についてはどうだろうか。こちらも問題は山積みのはずなのだが、それらの問題の

本質に迫るような議論を見ることはほとんどないように思える。成人教育を取り巻くそうした状況を鑑

みたとき、やはり自分が立つべき領域は成人教育なのかもしれないと改めて思う。2017/9/24（日）

12:04 
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No.230: Human Connections 

I always think that I have fortune on human connections. There are almost always a couple of 

persons who deeply supports me. Moreover, they always navigate me toward a new direction, and 

I meet a new person there.  

I cannot but think about the nature of human connections. What are they exactly? They might be 

our existence itself. 07:16, Tuesday, 9/26/2017 

1585. ドイツの大学にて 

今朝は一昨日と同様に五時に起床した。非常に爽快な目覚めと共に、新たな週を始めることになっ

た。 

今日は午前中から大学に行き、午前と午後に講義を一つほど受講する。今はまだ辺りは闇に包ま

れているが、天気予報を見ると、どうやら午前中も霧に包まれるらしい。幻想的な白色を伴った霧の

世界を通って、今日はキャンパスに向かうことになりそうだ。 

昨夜は少しばかり興味深い夢を見た。夢の中で私はドイツにいた。どうやらドイツの大学に入学す

るための説明会と面接に参加しているようだった。すぐに気づいたのは、それが博士課程のための

ものではなく、何やら学士過程のためのものであったということだ。 

大学のキャンパスに到着すると、ここに初めて訪れたにもかかわらず、とても馴染みのある感覚がし

ていた。その大学は随分と前から自分が所属している大学である、という感覚と言ったらいいだろう

か。故郷に戻ってきたような感覚を抱きながら、私は説明会と面接を兼ねた会場に向かった。会場

の外にはデスクが設置されており、そこで説明会用の資料が配られていた。 

そのデスクの真後ろで立っていた一人の若いドイツ人男性から、私は説明会用の資料を受け取っ

た。すると何やら、その男性はこの大学の学生でありながらも面接官を兼ねていることがわかった。

彼の歳は私よりも若く、ただし、学士過程にいる学生ほど若い年齢ではない。おそらく、博士課程に

所属している学生か何かだろうと推測した。 
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面接はドイツ語ではなく、英語で行われ、志望動機を書く文章に関しては、なぜだか日本語が強制

されていた。会場に入ることなく、その場で行われた面接の後、私の左隣りには他のヨーロッパ諸国

から来た若い女性が立っていた。どうやら彼女も面接を受けたらしい。面接を受けた後、ほんの数

分ほどで面接結果がわかるような仕組みになっているようだった。 

正直なところ、面接を受けることや志望動機をあえて書く必要もないほどに、私は自分がこの大学

に受け入れられると思っていたため、今回の面接は単なる形式上の手続きに過ぎないと捉えてい

た。こうした心境に自分がいたのも、この大学に足を踏み入れた際に感じていた、「ここは過去の自

分が所属していた大学だという安堵感」、あるいは、「この大学に来ることになっている運命の導き

がもたらす安堵感」があったからだと思う。 

そのようなことを考えていると、別の面接官が左隣りの女性に合否を伝えていた。どうやらその女性

は、この大学に入るための英語力が足りず、不合格となったようだ。また、経歴や志望動機に関して

も、この大学にそぐわないものだったようだ。そうした諸々の点を、ドイツ人の面接官は、言葉を和ら

げながらその女性に伝えていた。当然ながらその女性は残念そうな表情を最初のうちは浮かべて

いたが、面接官の説明を受けるに従って納得した表情になっていった。その女性がその場から立

ち去ると、私に対して面接をしたドイツ人の男性が笑顔でこちらにやってきた。 

面接結果を待っている時から、あるいは面接を受けることになった瞬間から、私はこの大学に受け

入れられることを予期していたので、その面接官がこちらに向かってきた時に何を伝えられるかは

すでにわかっていた。その予期が裏切られることはなく、その面接官は私に合格を伝えた。私が先

ほど執筆した志望動機書の随所に赤ペンでコメントが入っており、それは奇妙なほどに私を絶賛す

る内容だった。 

志望動機書の冒頭のページに、「ぜひこの大学に来て欲しい」という意味の英文が書き込まれてい

た。そのコメントの右下に、二重丸が描かれており、それに加えて「2」という数字が書き込まれてい

た。その記号と数字を見たときに、なぜだか私は、花丸の記号があり、数字の最高値は「3」だとわかっ

た。つまり、合格した者の中でもさらに順序付けがされていることに気づいたのである。 

© YOHEI KATO 2018 !12



正直なところ、自分が得た評価に対して、笑いと少々の不満が混じった気持ちになったが、あえて

自分が最高の評価を得られなかった理由について尋ねることをしなかった。自分にとってそのよう

なことは、大した問題ではなかったからである。 

面接官のドイツ人は熱心に私をこの大学に誘い始めたが、私はすでにこの大学に最初から所属し

ているという感覚があったため、その熱心な勧誘の中に入ることなく、その勧誘の上に自己を置き、

全ての言葉を流すように捉えていた。 

興味深かったのは、志望動機書を読んだ人物もドイツ人だったのだが、私が日本語で執筆した志

望動機をきちんと読み、内容を理解しているように思えたことだった。その証拠として、私の文章の

随所に赤ペンで下線が引かれていた。しかし、彼らは単に下線を引くだけで、それについては横に

何もコメントを書き加えていなかった。 

思わず笑ってしまったのは、その面接官をマネジメントする立場の人間が背後にいるらしく、その人

は面接官の彼に日本語で何て私に話しかけるかを、事前に全て日本語で準備しており、その説明

文言の全てが私の志望動機書の最初のページに日本語で記されていたことである。 

先ほどの面接は英語で行われていたはずなのに、合否の結果の説明の際は、その面接官が流暢

な日本語で話しかけてきたことを不思議に思っていたが、そのような背景があったようだ。より厳密

には、その面接官が日本語で何と私に話しかけるかについてのスクリプトを事前に準備し、そのスク

リプトへの添削結果が私の志望動機書の冒頭のページに全て赤字で書き込まれていたのである。 

その面接官をマネジメントするドイツ人の日本語能力は、生粋の日本人以上に高度なのかもしれな

いと思われるぐらい、添削のコメントが的を得ており、私は一つ一つのコメントの的確さに笑っていた。

一方で、それぐらいに高度な日本語を扱える人間が、私が日本語で書いた志望動機書の中身に

下線だけを引き、なぜ何のコメントも書き込まなかったのかが不思議に思った。 

その時私は、その人物は私が書いた文章の真意を深く理解していないがゆえに、何のコメントも残

せなかったのではないかと思った。そして、それは確信に近かった。2017/9/25（月）06:37 
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No.231: Encounter with a Naked Body of Knowledge 

A couple of days ago, I encountered a naked body of knowledge. It was my first experience. To 

put it plainly, the experience implies that our thinking center is our knowledge itself.  

Adhesion and indivisibility exist between our existence and knowledge. Here, knowledge that can 

be obtained through reading a book is not the knowledge that I pointed out. What I encountered 

was a nucleus of knowledge, which is my existence per se. Considering this experience, my 

learning should adhere to the deep dimension of my being. 07:27, Tuesday, 9/26/2017 

1586. 不思議な力 

昨夜の夢について書き留めたところで、顔を上げて書斎の窓の向こうを見ると、まだ辺りは闇に包ま

れていた。九月に入ってから寒い日が続き、特に先々週は異常なほどに寒く、暖房をつけ、就寝中

には湯たんぽを使っていた。しかし、打って変わって、数日前あたりから再び暖かい気候となり、今

週は比較的暖かい日が続くようだ。 

今朝も寒さを感じることはなく、このぐらいの気温であれば、今日の午前中にキャンパスに向かう時

は、何か上に軽いものを羽織るぐらいで良さそうに思う。ただし、こうした暖かさが長く続くとは思え

ず、来週から再来週あたりに再び気候が変化し、そこからは一気に冬に向かっていくような予感が

する。いずれにせよ、今は季節の変わり目の真っ只中にいるようだ。 

昨夜の夢について書き終えたと思った矢先、その夢の続きが思い出された。以前から所属している

という強い感覚を引き起こすドイツの大学にて、入学に関する面接を受けていた夢である。その夢

の続きのイメージがまだ自分の内側に感覚として残っている。入学許可を得た後、私はその大学を

一旦後にし、どこか別の場所に向かっているようだった。 

大学の門を出た瞬間に、先ほどまではドイツにいたはずなのに、大学の門の外は韓国であることに

気づいた。私はまだ一度も韓国を訪れたことがないのだが、それでもこの場所が韓国だということが

わかった。というのも、辺りの景色のみならず、キャンパス通りが韓国人で溢れ返っていたからであ

る。 
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キャンパス通りに沿って歩いていると、港に到着した。そこは船を待つ人でごった返しており、船を

使って向こうの大陸に行くまでに随分と時間がかかりそうだと予想された。そこで私は空を飛んで向

こうの大陸に行こうと思ったが、その思いを抱いた瞬間に、背後にいた大学生らしき二人の韓国人

の女性が、それはあまり良くない方法だということを述べ始めた。 

二人のうち、一人の女性が遠方の空を指差したのでそちらの方を見ると、どす黒い雲が渦巻いてお

り、雲の中心部には雷が発生している姿を見てとることができた。空を飛んで移動する場合、その雲

の中を通り抜けなければならず、それは大変危険であることがわかった。 

親切にも、二人の韓国人の女性は、船のチケットを素早く購入できる場所を示し、それほど並ばな

くても船に乗れる方法を教えてくれた。私は無事にチケットを購入し、船の出発時間まではまだ時

間があったので、その辺りを観光することにした。 

海沿いの道を歩いていると、砂浜の一角にフットサル場があることを発見した。近寄ってみると、こ

れから試合を行うようであったが、何やら片方のチームのメンバーが一人足りないようだった。船の

出発まではまだ時間があったため、私は助っ人としてその試合に参加することにした。コートの上に

は、国籍がバラバラな男女が10名ほどいた。 

コート上にいた全ての人間は、フットサルの経験者であることがすぐにわかり、面白い試合になりそ

うだと思った。すぐに理解した範囲で言えば、私のチームにはドイツ人の女性とフィリピン人の男性

がいた。私は助っ人として突然参加したということもあり、チームのメンバーの特徴や戦い方などを

把握するために、最初はゴールキーパーのポジションからチーム全体を後ろから眺めるようにした。 

だが、どちらのチームも得点を奪えない時間が続いたことに痺れを切らし、私はゴールキーパーの

ポジションでありながらも、コートの真ん中まで上がり、攻撃の組み立てに参加をし始めた。しかし、

味方にパスを回す組み立てにも痺れを切らした私は、相手の陣内までドリブルで入り込んでいき、

シュートを打とうしたが、結局シュートを打つことができず、ゴールラインを割った。 

すぐさま相手チームからの逆襲を食らい、急いで自陣のゴール前に戻り、なんとか相手のシュート

を防いだが、コーナーキックとなった。コーナーキックの際に、相手チームにも一人フィリピン人がお

り、その人物がコーナーキックを蹴るようだった。そして、彼のキックのコースを限定するために、私
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のチームにいるフィリピン人がキックをしようとする彼の目の前に立っていた。しかし、相手のフィリピ

ン人がなかなかコーナーキックを蹴らない。 

フットサルのルールとして、キックインは4秒以内に行わなければならないのだが、それをはるかに

上回る時間が過ぎた。そこで私は、なぜだか4秒ではなく、5から1に向かって大きな声でカウントダ

ウンを始めた。結局、0になってもキックインがなされることはなく、私は違反を訴えた。すると、相手

チームのフィリピン人のみならず、こちらのチームのフィリピン人までもが怪訝な表情を浮かべ、「そ

んなルールなどない。それは日本独自のルールだ」と主張して譲らなかった。 

何かハッとさせられるようなものがあり、試合開始からずっと自分の内側にあった興奮が冷めていき、

そこで試合が静かに終わった。試合後、会場を後にし、海岸でしばらく休憩をしていた。 

砂浜に腰掛けながら、ぼんやりと海と空を眺めていた。相変わらず、遠方の空にどす黒い雲が漂っ

ている。すると私は、自分が自由自在に天候を変えることのできる力を持っていることに気づいた。

その力を察してか、私の後ろにいた知人であるような知人でないような二、三人の人物が、この天

候を変えて欲しいとお願いをしてきた。 

私はその依頼を受け、海と空の方向を見ながら、ルービックキューブを回すように手を動かし始め

た。するとその動きに合わせて、天候が見る見るうちに変わっていった。その様子を見た後ろの人

たちは、驚きの声を上げ、天候が好転したことに対して私に感謝の気持ちを伝えた。その言葉を受

けた後、私は天候だけではなく、この物理的現実世界すらも変化させることのできる力を持っている

ことに気づいた。そして、今天候を変えたのと同じように、ルービックキューブを回すような手の形を

した瞬間、夢から覚めた。 

視界に広がっていた闇が消え去り、その代わりに薄白い霧が辺りを包んでいる。昨日のような幻想

さはなく、何か重厚さを感じさせるような霧の世界がそこにあった。2017/9/25（月）07:20 

No.231: Doings and Being 

Today quickly passed by as yesterday did. I was engaging in my ongoing consulting projects and 

tackling the assignments for the courses I am taking in this semester.  
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Many doings impelled me to forget the sense of time. However, I should be careful with not being 

caught up in a number of doings. If I engage in many doings, I must maintain my being in every 

moment. 19:27, Tuesday, 9/26/2017 

1587. 発達現象の背後にある力 

五時の起床から始まり、いつの間にやら時刻が夕方の六時を回っていた。オランダでの一日一日

が、人生の最後の一年間における一日一日と同じぐらいの重みを持ち、それでいて淡々と自分の

内側に積み重なっていく感覚がする。日々のこうした感覚が一体何なのか、今の私の言語力では

明瞭に説明することができない。 

想像を絶するほどの重さと密度を持つ一粒の砂を見たことがあるだろうか。物理的にはそのようなも

のは存在しない。だが、精神的な次元においてそれは確かに存在するようだ。それが自分の内面

の深層に静かに着実と積み重なっていく様子をどのように表現したらいいだろうか。この感覚を言

葉で表現することが難しかったとしても、その堆積物が時の発酵過程を経た後に、それは鮮明な形

として目の前に現れるだろう。 

今日は午前中に「学習理論と教授法」の講義に参加し、午後からは「評価研究の理論と手法」の講

義に参加した。毎回これらのコースから得るものが多いのだが、今日はとりわけ、前者のクラスにお

いて考えさせられることが多かった。前者のコースは、いつもはダニー・コストンス教授が担当する

のだが、今日はミヒャエル・ツショル教授が講義を担当した。ツショル教授は今日のトピックであるラー

ニング・テクノロジーを専門としており、最新テクノロジーを活用した教育手法の研究に従事してい

る。 

当然ながら、ツショル教授はオンラインラーニングやヴァーチャルリアリティー学習に関しても精通し

ており、MOOCに関する研究を行う際に多くの助言を得ることになると思う。以前に言及したように、

フローニンゲン大学にはもう一人、オンラインラーニングを専門としているジャン=ヴィレム・ストレイボ

ス教授がいるが、ストレイボス教授からツショル教授の方が私の研究テーマに精通していることを教

えてもらっていた。 
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今日実際に、講義の後にツショル教授と意見交換をし、今後正式に論文のアドバイザーになっても

らう依頼をするかもしれない。これはもう直感なのだが、ツショル教授とは協働研究を進めやすいだ

ろうという感覚があったため、近いうちにまた連絡をしたいと思う。 

午後のクラスを終え、キャンパスを後にし、自宅に向かっている最中に、今から数ヶ月前に発見した、

河川の溜まり場に浮かぶアヒルの巣が目に止まった。実際のところ、この河川の溜まり場は、キャン

パスに行く際にも、近所のスーパーに行く際にも、必ずその前を通る。そのため、毎回このアヒルの

巣を眺めていることは確かだ。 

しかし、今日は改めてその巣を見ると、以前は土の塊でしかなかった巣から、無数の草が生い茂っ

ていることを発見した。いつの間にこのような草が育ったのであろうか、と私は思った。あの夏から今

日にかけて、アヒルの巣の土台に埋もれていた植物の種が、このような姿に成長していることに私は

驚いたのである。目には見えないところで、種はきちんと育っていたのだ。 

私が目撃したのは、あの日から今日にかけての目に見える成長の成果である。その成長は、日々

目には見えないところで連続的になされており、種から芽が出る瞬間や芽から花が出る瞬間は非

連続的なのだ。 

アヒルの巣の上に咲く雑草は、連続的かつ非連続的な発達の本質を私に教えてくれた。そしてさら

に驚かされたのは、連続的かつ非連続的な発達現象を生み出している、全く目には見えないその

力の存在である。種から芽に向かって発達を推し進める力、そして芽から花に向かって発達を推し

進める、その見えない力以上に不思議なものはない。そうした力は全く見えないのだが、疑いようも

なくそこに存在していることだけがわかる。2017/9/25（月）18:30 

No.232: Indicative Dream 

After I left a party place, which was a relatively large but not so gorgeous house, I was riding a 

bicycle to go somewhere aimlessly. When I came near to a slope that was not steep, I felt that I 

did not have enough energy to ride a bicycle. In fact, my feet to pump a pedal were slowly 

moving. However, I had to pass by the slope as quickly as possible because somebody was 

chasing me…This was the dream I had last night.  
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It seems to symbolize that I have a couple of issues to be taken care of, which are basically my 

current academic work. I, who was in my dream, almost ran out of his energy. This dream 

indicates that it could be wise for me to have time to spare. 07:04, Wednesday, 9/27/2017 

1588. 人との縁への感謝 

風もなく、音もない静寂な世界が辺りに広がっている。それはもはや「広がっている」と形容できるよ

うな類いのものではなく、無風即世界であり、無音即世界だと言った方が正確かもしれない。 

今日も今日が始まった。昨日も今日が始まっていた。明日も今日が始まるのだろう。 

今日は、過去・現在・未来という項を括る共通項だ。共通項の特徴は何だっただろうか。それは、全

ての項に共通して存在するもの、というシンプルなものだ。だが、それは畏怖を感じざるをえない特

徴ではないだろうか。 

過去も現在も未来も、それらの表皮を剥ぎ取れば、全てが今日でした、と笑いながら顔を覗かせる

かもしれない。真っ暗闇に包まれた朝に、なぜこのようなことを私は考えているのか不思議である。 

昨日に最も印象に残っているのは、やはりミヒャエル・ツショル教授との出会いだった。ツショル教授

との出会いについて、昨夜の就寝前にも少しばかり考えていた。私は、つくづく人との縁に恵まれる

ことに感謝をしていた。誰に感謝するのでもなく、縁そのものへの感謝の意を捧げていた。 

昨日の夕方に、ツショル教授に論文のスーパーバイザーを近い将来に正式にお願いするかもしれ

ないという旨のメールを送った。その返信の中に、昨日の講義の後のやり取りの内容が含まれてい

た。ツショル教授は私に博士課程の進学を強く勧めてくれた。 

ツショル教授は米国の大学で六年ほど研究を行っており、米国の大学院事情にはかなり精通して

いる。そのため、私が米国に戻るのであれば、研究内容との兼ね合いでどこの大学がふさわしいか

について、今度話し合おうと申し出てくれた。また、フローニンゲン大学に残るのであれば、一緒に

研究を進め、それを博士論文としてまとめ上げていこうという親切な提案もしてくれた。 
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人間発達と教育を科学的かつ哲学的に同時に探究できる大学は、世界を見渡しても数は限られて

いる。ダイナミックシステムアプローチや非線形ダイナミクスと教育哲学の双方に関する探究をより

進めながら、人間発達と教育に関する研究を進めていける場所はそれほど多くない。私の中では

すでに候補先の大学があり、その大学の様子についてツショル教授に尋ねてみようと思う。 

当たり前のことなのだが、その人の人柄は人に対してどのように接するかに如実に現れる。教授と

いう立場にあれば、学生や若い研究者に対してどのように接するかは、その人物の人柄を偽ること

なく物語る。昨日のクラス後のツショル教授との対話、夕方のメールのやり取りは、ツショル教授がど

のような人柄を持っているのかを示すには十分だった。 

ツショル教授には、論文アドバイザーを含め、今後の協働研究者として長くお世話になるような気が

している。昨年のサスキア・クネン教授と同様に、私は自分を支えてくれる人に恵まれている。 

今日の午後、来週に控えた卒業式の件でクネン先生にメールをしておこうと思う。クネン先生が式

の際に私へのスピーチを行ってくれることになっており、式の開始の時間について連絡をしておき

たい。2017/9/26（火）06:33 

No.233: Misty Weather 

The weather is a little bit gloomy today. It is covered with mist that creates a mystical 

atmosphere. The foggy weather also looks like an insurmountable distance between people, but it 

may sound enigmatic.  

An infinite number of layers in the mist made me feel that we could not easily reach the essence 

of others. We often get lost when we try to understand others, which is similar to the situation 

where we lose the way in hazy weather. 13:06, Wednesday, 9/27/2017 

1589. 知識の裸体と触れる体験 

書斎にはハイドンのピアノソナタが流れている。誰かに遮られることもなく、何にも遮られることなく、

音の旋律が滑らかに流れていく。その滑らかな旋律が私の身体にすっと流れ込んでくるかのようで

ある。 
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今朝の仕事を始めてから30分ほどが経った。昨日の朝は少し暖かく感じたが、今朝は少しばかり冷

えていたので暖房をつけた。自己をその存在の粒子にまで凝縮させるあの冬がやってくることを待

つ。 

今年の冬はもしかすると、「あの冬」にならないかもしれない。その代わり、「この冬」になるような気が

している。昨年の冬は単に気温が厳しかったのではない。そのようなことは、自分にとって一切の問

題ではない。実存的な厳しさがあの冬の中にあったのだ。 

仮にあの冬と同じものが今年にやって来たとしても、私はそれを速やかに乗り越えていくだろう。な

ぜなら、それをすでに一度通過しているからである。では、今年の冬はどうだろうか。 

あの冬ではなく、この冬になった場合、私は何を考え、何を感じ、どのようにしてその冬と向き合って

いくのだろうか。今年の冬を過小に見積もっているわけではなく、過大に見積もっているわけでもな

い。だが、とにかくまた得体の知れない冬が訪れるであろうという予感だけがある。今年の冬の足音

が、ハイドンの曲と同じぐらいに、いやそれ以上に鮮やかなものとして聴こえてくる。 

数日前に、知識の持つ性質に関して初めての経験をした。知識というのものを経験したことがある

だろうか？知識そのものの裸体と触れたことはあるだろうか？と問えばわかりやすいだろう。知識の

裸体と触れる感覚が数日前にあった。これはとても不思議な感覚だった。 

可能な限り、もう少し説明を加えておきたい。知識そのものの裸体と触れる感覚は、思考する自己と

知識が一体となる感覚なのだが、思考する自己は自分が知識に接近していく様子をつぶさに感得

し、知識と一体となった時には、自己と知識が不可分のものであったと気づくのである。思考と知識

の関係に横たわるこの密着感を感じたのが数日前の体験であった。 

哲学において、特に認識論は知識の性質について扱っている。哲学にはそれこそ無数の領域が

あるが、なぜだか認識論の領域は以前から私の関心の糸を静かに引いていた。知識の性質につ

いて考える際に、存在の性質について考えざるをえないということを示唆しているのが、この体験で

あるように思える。 
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おそらく多くの人が思う知識は自己の存在ではないが、私が一体となった知識はまさに自己の存在

に他ならない。知識を知識と呼ぶためには、存在との密着性と不可分性が欠くことのできない要素

になるのではないか。あの一体感を引き起こさない知識など、私にはもはや必要ない。そのようなも

のを獲得するために日々を生きないようにする。 

いやむしろ、そのような知識を獲得したと思った瞬間に、それは存在との密着性と不可分性がない

ために、即座に風化の道を歩むことになるだろう。知識というのは肉体の眼には決して見えないの

だが、心の眼には確かに見えるのだということをあの体験は伝え、さらには、知識と自己の深層的な

関係について示唆してくれたのがあの体験であった。2017/9/26（火）06:57 

No.234: On a Despondent Day 

Because of the interior and exterior weather, I hesitate to say that I am fine today. As mentioned 

before, the weather is dim today. Corresponding to the external weather, my internal weather——

the dynamic construction of my feelings and emotions——is also feeble.  

My observation demonstrates that I feel somewhat despondent in one day every week. On such a 

day, I avoid talking with others, but writing and music composition are always with me. 13:21, 

Wednesday, 9/27/2017 

1590. 過ぎ去る日々と作曲実践の気づきより 

早いもので今日も一日が終わりに差し掛かっている。今日は一日中書斎にこもって仕事に取り組ん

でいたように思う。 

いくつかの日系企業との協働プロジェクトの準備やフローニンゲン大学での学術研究を並行してい

ると、一日があっという間に過ぎ去っていく。実務の仕事と研究の仕事に日々が彩られているが、自

分の中に絶えず維持している余白のおかげもあり、一日が終わりに差し掛かっている今においても、

心身の状態が早朝の起床時とほぼ変わらない。これはかなり驚くべきことである。 

ここから就寝に向けて、履修しているコースの課題を少しばかり先に進め、それに切りがついたとこ

ろで作曲実践に移りたいと思う。それにしても、作曲実践を始めてから、随分と自分の生活の質が
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変わったように思える。それは余白の話とも関係しており、作曲実践に従事することは、まさに自分

の内側で余白を育むことにつながっている。 

平日のほとんどの日は、就寝前の一時間ぐらいしか作曲実践に充てることができないことが多い。

しかし、それでも毎日その実践に従事することによって、作曲の技術が徐々に深まっていくことを実

感するのみならず、生活の質そのものが豊かになっていることを実感する。これはまさに作曲実践

の恩恵だと思う。 

そういえば、少し前に、作曲に関してとても当たり前に思えるようなことに気づいた。基本的に私は

ピアノ演奏のための曲しか作る気はなく、それを意識して日々作曲実践を進めている。しかし、ピア

ノの演奏経験が全くない私にとって、この間少しばかり素朴なことに気づいた。ピアノというのは、基

本的には二つの手を持つ人間が演奏することを想定しており、その手の届く範囲の音を配置して

作曲する必要があるということに気づいたのである。 

つまり、人間が弾けない曲を作らないようにしようという意識が芽生えたのである。もちろん、現代は

人間でなくても機械によって音を出すことが可能であるため、人間の手の構造上の限界を意識する

ことなく曲を作ってもいいのかもしれないが、当面は人が演奏できる曲を生み出したいと思う。人間

が演奏できる範囲で生み出される曲の可能性を最大限に引き出せば、それは、機械にしか演奏で

きない曲が表現可能なことに劣らないように思えるのだ。そうした観点において、人が演奏すること

のできる曲を作り、その可能性を大いに探究したいと思う。 

もう一つの気づきとしては、曲の中に文章の句読点のようなものがあるということだ。言い換えれば、

文章にも息継ぎが必要なように、曲にも息継ぎが必要だということに気づかされた経験をした。自分

が作った曲がどうも間延びしている感じがしていたのは、曲が呼吸をするための地点を設けていな

いことと関係していると思った。文章の執筆と作曲は多分に似たような特徴を持っているため、文章

の執筆実践に喩えながら、今後も作曲実践をより豊かなものにしていきたいと思う。 

当たり前のように思えることを、一つ一つ体験を通じて気づいていくプロセスは、何とも言えない充

実感を私にもたらす。これは、何かを学ぶことの醍醐味の一つだろう。2017/9/26（火）19:50 
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No.235: Searching For a New Existential Semantics 

A piece of work by Stanton Lanier soothes my feelings. Quiet interestingly, I tried to include 

“emotions” in the previous sentence, but I realized that the word completely violated my 

intention to express what I was feeling right now.  

I am very curious about how native English speakers distinguish between feelings and emotions 

not at a linguistic level but at an existential level. Furthermore, I am also intrigued by what the 

unique quality of “senses” to discern it from feelings and emotions is.  

I need to build my own existential semantics to articulate the difference between the three. I 

cannot feel any emotions right now but I can feel my feelings at this moment; “feeling——to feel——

feelings” is linguistically interesting, but the sentence is existentially too serious to me… 13:21, 

Wednesday, 9/27/2017 

1591. 今学期の課題について 

昨日は作曲実践をする時間がほとんどなかった。実際には、就寝前に時間を取ることができていた

のだが、PCの容量不足の表示が数日前から出ており、その問題に対処することにした。気がつけ

ば、容量が残り1Gのところまで迫ってきており、ここまで放置していた自分に少々驚いた。もしかす

ると、容量不足が引き金となって、ここ最近のPCの動作の不具合を起こしていたのかもしれない。 

ある意味、ここでPCの大掃除をすることになり、結果として30GBまで空き容量を確保することができ

た。これで当面は容量に関する問題に直面しなくなるだろうが、容量確保のための掃除を定期的に

行おうと思う。この作業に多くの時間を費やしていたために、昨夜は結局作曲実践をすることができ

なかった。その状態のまま就寝に向かうと、なぜだか、こなす必要のあるいくつかの事柄に思考が

向かった。 

日本企業との協働プロジェクトは、現在複数のものが並行して走っているが、それらの進み具合は

切迫したものではなく、比較的緩やかだ。一方、昨夜の私の中で懸念をしていたのは、現在履修し

ている三つのコースの課題についてであった。提出する必要のある論文課題が二つあり、そのうち
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の一つはグループで行うものであり、もう一方は自分で執筆していくことができる。前者に関しては、

先日グループミーティングを行い、私が担当するべき箇所は明確となったのだが、その他の三人の

担当箇所はこれから詰めていく必要がある。そのため、こちらはまだ執筆が開始されていない。各

人が執筆するべき分量は比較的少ないが、提出期限まで後三週間弱である。グループで課題に

取り組む際には、基本的に自分が率先してリーダーの役割を務めるようにしており、今回もそうだ。 

来週の火曜日のグループミーティングに向けて、明日中にでも、どのような論点を論文の中に盛り

込んでいくかを明確にしておこうと思う。扱う主題は、コラボレーションラーニングにおける学習者間

の知識の収束についてであり、この主題を扱った課題論文をもう一度読み返しておこうと思う。その

後、この論文の中で言及されている主要論点を洗い出し、こちらから建設的な批判を加えられる箇

所にはどういったものがあるかを特定していく。抽出した論点について、グループ共有のドキュメン

トに反映し、合わせてそれらの論点について文章を執筆するための参考文献を共有しておこうと思

う。明日にこの作業をこなすことができれば、そこからの文章執筆は随分と楽になるだろう。 

もう一つの論文課題については、自分で執筆を進めていくことができる。提出期限はまだ一ヶ月先

だが、これについても、昨日の夕方から少しずつ執筆を進めていくことにした。こちらは自分一人で

進めていくことができるため、時間管理を含め、格段に取り組みやすいことは確かだ。しかし、要求

されている分量が比較的多いため、今から少しずつ執筆を進めていくことが賢明だろう。 

ちょうど本日にこのコースのクラスがあり、論文で要求されている項目の中にいくつか疑問点があっ

たため、それらを担当教授に確認しておこうと思う。クラスが終わるのは昼食前であるため、午後か

らこの課題をさらに前に進めておきたい。2017/9/27（水）07:32 

No.236: Knowledge on Education Systems in Japan 

In addition to listening to music, I was pacifying my feeling by writing. My feelings became 

gradually better, comparing with those in the early morning.  I participated in a class in the 

morning. Today’s topic was school quality. Since the class size is very small——six students, class 

discussions are always active. I will not write down in detail, but I thought that I was not so 

conversant with the Japanese education systems.  
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After the class, I headed to the city center for shopping. While walking in the city center, I was 

continuously thinking about the importance of knowledge to tackle a social issue. In other words, 

I though that I did not have enough knowledge on the education system in Japan to tackle the 

problems. 13:51, Wednesday, 9/27/2017 

1592. 何かに追われる夢 

昨夜の夢は、就寝前の自分の思考を象徴するものであった。昨夜は毎日の日課である作曲実践を

ほとんど行うことができず、そうした状態で就寝に向かった。しかも、寝室に横になってから、こなす

必要のある諸々の課題について考え始めてしまったのである。それが影響してか、夢の中でも何か

に追われる場面に出くわした。それは形を変えて、人に追われるというシンボルとして夢の中に現

れた。 

夢の中で私は、比較的大きいが、豪華だとも言えない一軒の家で開催されたパーティーに参加し

ていた。そのパーティー会場は、山を切り開いた住宅地の一角にあった。パーティーの途中で、私

は帰らなければならない用事を思い出し、突然パーティー会場を後にすることにした。 

会場の外には自転車があり、どうやらそれは自分のものらしかった。その自転車に乗り、自宅に向

けて足早に出発した。道はとても整備されているのだが、自転車を漕ぐのに少しばかり疲れてきた

ので、私は自転車から降り、自転車を押して行くことにした。自転車を押して進み始めると、前方に

歩道をとぼとぼと歩く一人の男性の姿を見かけた。 

その男性は、なにやら背中に重い荷物を背負っており、その男性は道端にある一軒の八百屋のド

アを開けた。ドアを開けた男性は、静かに一言つぶやいた。 

重い荷物を背負う男性：「ジャガイモありますか？大量の」 

八百屋の店主は特に驚く様子もなく、その男性にジャガイモが置かれている場所を指差した。その

男性の表情が緩み、少しばかり嬉しそうな顔をしていた。男性はその八百屋で大量のジャガイモを

購入し、それらを重たそうなリュックに詰め、それを背中に背負った姿を見た。その姿を確認したと

ろで、私は再び自転車に乗って進み始めた。 

© YOHEI KATO 2018 !26



走っている坂道の傾斜はそれほどでもないのだが、どうにも足が前に出て行かない。私は少しばか

り疲弊しているようであり、明らかに自分のエネルギーが足りていないことを痛感していた。しかし、

私はあることに気づいていた。それはパーティー会場を後にした瞬間から、誰かが自分の後を追い

かけてきているということだった。 

私はその人物に追いつかれないように、どうにかして少しでも前に早く進むことを考えていた。それ

はある種の焦りにも似た感情だった。前に進みたいが、自分のエネルギー不足のためになかなか

思うように前に進むことができず、不甲斐ない気持ちになっていた。すると、進行方向の左側の道

の脇に、先ほどとは異なる八百屋があることに気づいた。私はその八百屋に入り、何か食べ物を買

おうと思った。ここの店主は中年の女性だった。 

その店の中で目に留まったのはキムチであり、早速それを購入しようと思い、レジに向かった。ちょう

ど私がレジにたどり着いた時に、私の後ろに主婦と思われる女性が列に並んだ。 

店主：「このキムチは美味しいのでお勧めですよ」 

私：「そうなんですね、それは良かった」 

後ろに並んだ主婦：「そのキムチよりも、国産の具材で作られたこちらのキムチの方が安くて美味し

いですよ」 

店主：「確かにそちらのキムチも美味しいですよね」 

私：「ちょっと迷いますね。でも最初に選んだ方にします」 

私が購入したキムチは、どうやら具材は国産ではないらしかったが、全て有機野菜で作られている。

購入したキムチは一パック800円だった。私の後ろに並んでいた主婦が勧めてくれたキムチの値段

は、500円だということがわかった。どちらにせよ、少々値段の張るキムチなのだと思った。 

私は店を後にし、再び自転車に乗って自宅に戻ろうとしていた。その時には不思議と、私の後を追っ

てくる人物を意識することはなく、自分のペースで前に進もうとしていた。そこで夢から覚めた。 
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今朝のフローニンゲンはまた寒い。うっすらとした曇り空が広がり、辺りは少しばかり霧がかかってい

る。そのような景色を眺めながら、昨夜の夢が示唆する事柄に思いを馳せていた。2017/9/27（水）

07:32 

No.237: Harmonic Inner Rhythm 

I reconfirmed that writing and composing music created inner space. The day before yesterday, I 

did not have enough time to write and compose music. It affected the state of my consciousness 

before going to sleep. Writing and music composition are equal to my breath to generate a 

harmonic inner rhythm. 07:55, Thursday, 9/28/2017

1593. 憂鬱な天気の中で 

端的に述べると、今日はとても憂鬱な一日だった。今はまだ昼を過ぎたばかりなので、一日全体が

そうであったと言うことはできないが、午前中においてはそうだった。 

早朝から靄がかかり、それが晴れても曇り空しかそこにはなかった。早朝の気温はとても寒く、朝か

ら暖房をつけた。 

今日は午前九時からのクラスに参加するために、八時半あたりに自宅を出発した。もう秋用のジャ

ケットではなく、冬用のジャケットを着ても全くおかしくはなく、マフラーを巻く必要すらあると真剣に

思った。実際に、道を行き交う人の中にはマフラーを巻いている人がいた。暦における「九月」という

数字に騙されてはならず、このような寒さの中においては、マフラーを巻いている人の方が私よりも

正しい。 

こうした寒さと鬱蒼とした雰囲気が自分の気分に影響を与えているようだった。しかし、こうした憂鬱

感というのも特におかしなものではなく、この程度のものであれば、誰しもが日頃感じているものな

のかもしれない。そうした気分の時は、いつも以上に静かになるだけであり、内側のお喋りが増える

だけである。よくよく観察をしてみると、天気がそれほど優れない秋の季節に入って以降、毎週の平

日のどこか一日だけ、今日のような気分になることが多い。 
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このような日を作り出す要因は、天気だけではなく、その他にありそうだということが徐々に明らかに

なっている。何かに追われる昨夜の夢が象徴するように、少しばかり気がかりなことを残したままそ

の日を終えると、次の日の内面世界に見過ごせない影響を与えるようなのだ。次の日の生態系の

姿は、前の日の生態系の姿を引き継ぐ。ダイナミックシステムの挙動は歴史性を持つがゆえに、就

寝前の自分の精神状態が次の日に目覚めた時の精神状態を強く規定するというのはとても納得が

いく。 

今は午後の三時に近づき、憂鬱な天気が少し回復し、うっすらとした雲を通り抜けて、太陽光がほ

のかに世界を照らしている。思い返してみると、昨日は日々の活動の合間合間に日記を記すことが

なかった。普段はその瞬間に思いついた考えや感覚などを適宜文章として形に残しているが、昨

日は少々仕事の中に埋没しすぎていたように思う。普段のように、休憩を兼ねて文章を適宜書かな

かったことも昨夜の精神状態に影響を与え、それが今朝の精神状態につながっていたように思う。 

日々の仕事量に関しても、次から次へと別の仕事に取り掛かるのではなく、一日にやるべき仕事量

をできるだけ減らそうと思う。締め切りが次の年であっても、次の日までに終わらせようとする極端な

自分がいるのは知っているため、そうした衝動はどんどんと手放していく。 

仕事をしながら日々を形作っていくのではなく、書きながら日々を形作っていく。自分にとって優先

するべきは、書くことの中に絶えず自己を置き、その中で仕事をなしていくことにある。これから就寝

にかけて、事前に決めた必要最低限のことだけをこなし、あとは文章を書くことと曲を作ることに時

間を充てたい。2017/9/27（水）15:02 

No.238: Writing for Somebody and Nobody 

Writing for somebody and nobody is the most important purpose in my writings. Writing should be 

entirely for somebody, and at the same time, it should be wholly for nobody.  

This is not a paradox, but that is a universal truth of writing for me. I will keep writing today for 

somebody and nobody from start to finish. 08:43, Thursday, 9/28/2017 
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1594. 長い冬の時代の中で 

正直なところ、抑うつ的な天気の中で憂鬱感を感じられたということは、とてもありがたいことに思え

た。そうした気分を感じさせてくれるこの季節を私は長らく待っていたからだ。 

思い返してみると、夏季休暇の二ヶ月半の期間、私の日々はとにかく一定に進んでいた。終着地

点など意識することなく、しかし一つの点がどこか究極の地点に向かって、静かな上下動をしながら

移動している様子を見て取ることができた。 

一つの点が、一日、また一日と行くべき場所に向かって小さな振動を伴いながら動いていくような

日々が、夏季休暇の二ヶ月半だったと言える。その最中においては、自分の内面世界はとても穏

やかだったように思える。動いている点は自己ではなく、水面を移動する波紋のようなものであり、

自己はまるで水そのものだった。そこから秋に入り、天候の変動が激しくなった。 

夏季休暇の最中も、ひょっとすると天候が目まぐるしく変わっていたのかもしれないが、寒さや鬱蒼

とした天気が襲うことはなかった。今、雨風のみならず、寒さと鬱蒼とした雰囲気が加わることにより、

フローニンゲンの天気はよりいっそう彩り鮮やかなものになり、一方でより厳しさを増した。 

水面を移動する点、そして水そのものが、こうした厳しい天候を必要とする時期に入ったのである。

あの夏の二ヶ月半の間に培ってきたことをさらに成熟させるためには、それらを自己の深層で一旦

凍結させる必要がある。それを可能にするのがまさに、この外側の天候の厳しさであり、それが引き

起こす内面の天候の厳しさだ。ここからまた長い冬の時代に入る。 

過去の日記を読み返してみなければうる覚えだが、今年は四月になってもまだ寒さが残っていたよ

うに思う。いや、五月の半ばにフローニンゲンで行われた学会の際にもまだマフラーを巻いていた

ことを思い出すと、こらから始まる冬は一体どこまで続くのだろうかと思わされるほどだ。こうなってく

るともはや、どこからどこまでが冬などというように区切る必要さえないように思われてくる。 

ここで過ごす生活全体を冬だと括った方が早いかもしれない。そうした絶え間ざる冬の時代におい

て、準備に準備を積み重ねることが今の自分がなすべきことである。その準備の一つ一つが、内面
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世界の春の足音に他ならないことを自分は知っている。その音を頼りに、これからの長い冬の時代

を過ごしていこうと思う。2017/9/27（水）15:24 

No.239: Self-monitoring in Writing and Running 

I fortunately could run before it began to rain. While running, I was monitoring any feelings within 

my body. The flow of the feelings was generally constant, but it always included subtle 

differences.  

The process of monitoring somatic feelings is similar to that of monitoring thoughts by 

writing. Since both processes monitor thoughts and feelings, I cannot completely separate 

them. Both writing and running might have the same self-monitoring effect on me. 13:04, 

Thursday, 9/28/2017

1595. デカルト犬と裸足の女性 

夕方からは、「実証的教育学」の最終課題を少しだけ前に進めておきたい。今日のクラスの後に担

当教授に質問をし、執筆する論文の中で盛り込むべき論点を明瞭にすることができたため、そこで

得られたアイデアをドラフトに反映させておきたい。それはまだメモ書き程度で構わない。 

一つの家を建築する際に、レンガを一つや二つ集めるという行為をなすかなさないかは大きな違い

を生む。とにかく、教授との対話を通じて湧き上がったアイデアをいくつかドラフトに書き留めておく

ことをまず行いたい。その後、本日の最後に取り組むべきこととしては、「評価研究の理論と手法」で

毎週課されるレポート課題の第二稿を完成させておきたいと思う。 

自由記述形式の三つの問いに対して、昨日の段階で二つの問いに回答していた。今日は最後の

問いに回答をし、数日間寝かせてから提出前にまた追加・修正を行う計画でいる。これら二つが終

われば、今日は夕食後から就寝前の時間を作曲実践に充てたいと思う。 

それら二つの課題に取り組む前に、そういえば今朝、大学のキャンパスに向かう最中に、微笑まし

い光景に遭遇した。いつもと同じ道を通ってキャンパスに向かっていると、ある住宅地の中にある一

軒の家の二階の小窓を通じて、一つの犬の置物が見えた。 

© YOHEI KATO 2018 !31



その窓は、横広がりの窓ではなく、縦長の窓であり、その窓の向こうに見える部屋から、種類はわか

らないが、毛の多い中型犬の置物が一点を凝視していた。その犬の置物は、白と黒が混じった毛

を持っている。その置物を見ながら、本当によくできた置物だと私は思った。当然置物であるから、

ピクリとも動かないのだが、今にも動き出しそうなぐらいに本物そっくりである。 

その犬の置物は窓から外の世界を凝視しており、私はその置物を凝視していた。「凝視」というのは

不思議な作用を持っている。対象を見れば見るだけ、対象の奥へ奥へと入っていくような感覚があ

る。絵画作品を凝視することによって、作品の奥へ奥へと入り、作品と自己が一体となった感覚は、

誰しも経験したことがあるのではないだろうか。 

犬の置物と私との間に距離はなくなり、そこにあったのはお互いの凝視だけであった。そして、二つ

の凝視が一つとなった感覚だけがそこに広がっていた。本物そっくりの犬の置物が置かれている家

の真下に差し掛かった時、もう一度その置物に視線をやると、その置物がびっくりしたかのようにこ

ちらに顔を向けた。犬の驚いた表情とそれが本物の犬であったということが、二重に私を驚かせた。 

あの犬は、先ほど熱心に何を凝視していたのだろうかと不思議に思う。デカルト的な犬であり、ロダ

ンの「考える人」を彷彿とさせる犬だった。 

午前中に参加したクラスの後、私はフローニンゲンの中心街に行き、日用品の買い物をした。中心

街を歩いていると、身なりのしっかりとした一人の女性が、裸足で歩いていることを発見した。外見

からすると中年の女性であり、右手に携帯電話を握りしめ、背中に小さなリュックサックを背負って

いる。一見すると普通の女性なのだが、なぜだかこの寒い街中を裸足で歩いているのだ。 

一歩一歩の歩みに合わせて、黒く汚れた足の裏が見える。一体どうしたのだろうかと不思議に思い

ながら、観察を続けていた。その女性を発見する前に、先ほどのクラスを振り返っており、自分がい

かに日本の教育システムについて無知であるかを考えていた。日本の教育の質に影響を与えてい

るステークホルダーにはどういった存在があり、ステークホルダーごとの特徴についてより深く知らな

ければ、自分が教育の分野に貢献することなどできないだろうと思われた。 

そうした考えの後、不思議と頻繁に頭の中で行う、二桁同士の掛け算に興じていた。例えば、

「25×16」や「15×18」など一瞬で計算できてしまう問いをあえて自分に出題し、それらの問いに対
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して、「25×16の場合は、25×4×4にすれば、小学校三年生でも一瞬にして計算できる」という解

説を頭の中でしながら、フローニンゲンの中心街を歩いていた。 

ちょうど間違って、一瞬立ち止まらなければならない掛け算の問題を頭の中で出題した時に、裸足

で歩く女性に遭遇したのである。その女性をしばらく観察し、あれこれ考えた後に、私は目的の薬

局に入った。購入予定だった商品をレジに持っていくと、なんと、先ほどの裸足の女性がレジの女

性と会話をしていた。その会話の様子から、裸足の女性は精神的にも全く普通であることがわかっ

た。それなのに裸足で外を歩くというのはどういうことだろうか、と疑問が強まった。先ほどの置物の

ような犬にせよ、裸足の女性にせよ、今日は普段見かけないものと出会った。 

書斎の外の現実世界は、おそらく常にこうした異質な存在で溢れているのだろう。2017/9/27（水）

15:24 

No.240: Blissful Hours in a Day 

The most blissful hours in a day will start from now. I finished every task to do. I can spend more 

than two hours in music composition until 10 PM.  

I become more and more capable to compose music. The gradual progression always encourages 

me. The time for me to endlessly create a short piece of music per day will come soon.  

Like I keep a diary, I want to compose music as naturally and freely as possible. Once I acquire 

sufficient knowledge and skills for music composition, ceaseless and inexhaustible music creation 

will emerge from my being. When the moment comes, I would dissolve into the source of creation. 

19:34, Thursday, 9/28/2017 

1596. 文章執筆がもたらす精神の治癒と変容 

昨日の日記に書いていたように、自分の内側に余白を作りながら日々の活動に取り組むことにより、

随分と精神が落ち着くものである。就寝前に不必要な思考が働きすぎないようにするために、就寝

前の時間は、特に余白を内側に生み出す必要があるように思う。 
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興味深いことに、余白を作る手段の一つとして文章を書くことが挙げられる。一見すると、文章を書

く行為は余白を生み出すことにつながらないのではないかと思うかもしれないが、私の場合はそれ

が余白を大いに生み出すことにつながる。文章を書くことが余白を生み出すというのは、一昨日にPC

の容量を整理した話とつながるかもしれない。より卑近な例で言えば、部屋の掃除と文章執筆との

間には大きな関係があるだろう。 

よく文章を書くことによって思考が整理されるということを聞くが、これはかなり的を得ているように思

う。ただし、私の場合は、思考が整理されるだけではなく、感情や感覚などの、ありとあらゆる内側の

現象があるべきところに落ち着く感覚が伴う。一方で、文章を書くことが逆に混沌を引き起こすことも

あるだろう。つまり、文章を書くことによって、既存の問いに対して新たな問いが立ち、混迷が深まる

ようなことも起こりうる。 

だが、この混沌は既存の課題に対する思考や感覚を一度文章によってまとめ上げ、そこから新た

に生み出されたものであるため、当初の不整理感とはまた違った性質を持つ。文章を書くことが素

直に内側の現象の整理につながることもあれば、混沌を経て整理につながることもある。いずれの

場合にせよ、文章を書くことは、自分の思考や感覚などをあるべき場所に配置し直し、それらに落

ち着きをもたらすことによって、また新たな運動に従事することを可能にするようだ。 

昨日は、鬱蒼とした天候の影響もあり、それが内側に影響を与え、憂鬱な気分が内側を支配してい

た。そうした状況は、内側の流れを淀ませ、思うように活動に従事することを妨げていた。大学の講

義から帰ってきた後に、ゆっくりと気がすむまで文章を書くことによって、徐々に内側の淀みが透き

通っていき、抑うつ的な気分が徐々に晴れて行ったのを確かに感じていた。 

「ライティングセラピー」という実践方法があるように、取り扱う内容や書き方によって、文章は精神的

な治癒をもたらす働きもあるようだ。治癒と変容は不可分の関係にあるため、文章が持つ精神の治

癒作用については見逃すことができないだろう。また、記憶に残っている限り、日々の夢について

書き留めておくことも、大きな意味を持つシャドーワークであり、気づかないうちに、それは私にとっ

てなくてはならないものになった。 

© YOHEI KATO 2018 !34



見た夢を書き留めている最中は、全く意識をすることはないのだが、書き終わってみて、やはり精神

の治癒と変容への効果を感じることがよくある。精神の治癒と変容が意識の深層的な部分で起こる

ため、無意識の層で起こる夢を題材にして文章を書くことが、精神の治癒と変容をもたらし得るとい

うことは納得ができる。 

今日も文章を書きながら、内側に余白を絶えず作る過程の中で本日取り組むべき事柄に従事した

いと思う。2017/9/28（木）06:44 

No.241: Multilinguistic Conceptual Reality 

I did not notice that it was already evening. I think that my mind today continued to be in the 

reality constructed by Japanese because I had a couple of online meetings with Japanese.  

During the break, I went shopping to the nearest supermarket, intentionally changing my 

linguistic reality by activating English and Dutch in my mind. It is important for me not to stay in 

a monolinguistic conceptual reality so as to maintain the flexibility of my mind. 16:11, Friday, 

9/29/2017 

1597. マリ共和国での学会発表 

昨夜の夢の中で、私はマリ共和国で行われる学会に参加することになった。なぜ西アフリカに属す

るマリ共和国で自分の研究分野の学会が開催され、どのような経緯で私がこの学会に参加すること

になったのか定かではない。とにかく自分が一人の発表者としてこの学会に参加することが突然決

まった。 

自分自身、マリ共和国での学会に参加することを知ったのは、ある教室の中で他の人から声をかけ

られたからだ。その教室には私を含め、仕事上で縁のある何名かの知人が席に腰掛けていた。そ

のうちの一人が、「マリ共和国での学会発表を楽しみにしています。私も現地に行きますので」と述

べた。その言葉を受けて初めて、自分が近々マリ共和国で学会発表することになっていることを知っ

たのである。 
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私はアフリカ諸国を訪れたことはないが、その知らせを聞いても平然としていた。むしろ、マリ共和

国という国に強い関心を示し始めたのである。頭の中で世界地図を広げてみた時に、奇妙なことに

マリ共和国は、エジプトとインドの間に挟まれている形で想起された。 

自分の中で、マリ共和国に行くことはエジプトに行く感覚とほぼ同じであり、今回の学会発表でのマ

リ訪問は、行くべき場所に行くという必然性を伴った感覚を引き起こしていた。それゆえに、マリ共

和国に行くことを突然知っても特に驚くことはなかったのだと思う。 

学会について教えてくれた知人の方は、一足早く教室を離れた。その時の時刻は午前八時半だっ

た。マリ共和国行きの列車の出発時間は午前九時半であり、九時ぐらいになったら私も教室を後に

しようと思った。三十分の時間は一瞬にして過ぎ去り、私も教室を後にした。 

マリ共和国行きの列車が運行している駅に着くと、思っていた以上に混雑していた。列車の出発時

刻に間に合うか少々不安だったため、できる限り急いでプラットホームに向かった。プラットホーム

に到着すると、まだ列車は来ていないことに気づき、少しばかりホッとした。一つ前の時刻に出発す

る列車が、今その瞬間に目の前を通り過ぎて行った。 

しかし、乗車予定の列車の到着に間に合ったはいいものの、まだ列車のチケットを購入していない

ことに気づいた。いや、事前にチケットを購入していたようなのだが、どうもそのチケットが見当たら

ない。偶然ながら、プラットホームには中学時代の友人が二人いた。ちょうど彼らもマリ行きの列車

を待っているらしい。 

この駅は近未来的な作りになっており、到着した列車のドアは開かずに、ふさわしい時刻のふさわ

しい列車のチケットを持っている人だけが、ドアを貫通して列車の中に吸い込まれる仕組みになっ

ていた。チケットを持っていなかった私は、どうしようかと考えた挙句、何食わぬ顔で旧友に話しか

けた。 

私：「久しぶり！」 

友人A：「おぉ、久しぶり！」 
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友人B：「こんな所で会うとはすごい偶然だね〜」 

友人がそのように回答をした後に、列車があと一分ほどでこのプラットホームに到着するという事実

が私の脳裏をよぎった。 

私：「もしかしてマリに行くの？どんなチケットを持ってるか見せてくれない？」 

友人A：「このチケットだよ」 

友人B：「同じくこのチケット」 

私：「このチケットのデザインは本当にお洒落だよね」 

二人の友人は親切にも私にチケットを手渡してくれ、二人のチケットを手に持ちながら私は会話を

続けた。この背景には、一分間時間を使い、プラットホームに列車が到着した瞬間に、片方のチケッ

トを自分が持っておけば、無事に列車に乗れる、という意図があったのは言うまでもない。 

プラットホームに列車が到着する旨を伝えるアナウンスが流れた。ヘッドライトが黄色く光る列車の

姿を確認した瞬間、突然、一人の男性が線路に転落した。私たち三人は、その光景を目にして驚

いたが、線路に転落した男性は列車のチケットを持っていたため、列車にひかれることなく、車内に

吸い込まれていった。それを見て、私たち三人は大きな安堵感に包まれた。 

安堵感に包まれている最中、一方のチケットを一人の友人に返し、もう一方の友人には二万円を渡

した。それと全く同じタイミングで、プラットホームに到着した列車の方に私は吸い込まれていった。 

友人B：「えっ、ちょっと〜」 

私：「ごめん、その二万円でチケットを買い直して。差額の一万円はいらないから」 

この列車に乗る予定の一人の友人は列車に乗ることができなかったが、私がチケット代金のお釣り

はいらないことを述べると、その友人は「利益」という概念を顔から滲ませる笑顔で私たちを見送っ

てくれた。そこで夢の場面が変わった。 
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今朝のフローニンゲンの天気はあまり優れない。今はまだ雨は降っていないが、昼前から小雨が降

るようである。今日はランニングに出かける予定だったが、計画を少し変更する必要があるかもしれ

ない。2017/9/28（木）07:36 

No.242: A Friday 

A Friday passed by, and another Friday will come next week. It is a facetious fact, isn’t it? Yes, 

it is. Even though we have different experience on Friday, we simply categorize the day into 

“Friday” in the form of an arithmetical progression.  

I am seriously thinking right now about why I categorize today and the day seven days later into 

the same term “Friday,” even if I have qualitatively different experience. I want an existential 

definition of Friday if I call a day so. 19:38, Friday, 9/29/2017 

1598. セルフモニタリング 

幸運にも雨に見舞われることなく、先ほどランニングを行うことができた。早朝の予報では昼前から

小雨が降る予定だったのだが、天気の様子を実際に確認して、なんとか大丈夫だろという予想を立

てて、ノーダープラントソン公園へランニングに出かけた。 

私はランニングの最中、身体の内側の感覚に焦点を当てていた。すると、身体意識への気づきの

みならず、ランニング中のモニタリングプロセスが文章を執筆している時の感覚に近いことに気づい

た。ランニングの最中は、とりわけ身体の内側の感覚を心眼で眺め続けるようにしているが、身体感

覚のみならず、当然ながら思考へも気づきの意識が当てられる。文章を執筆している最中は、より

思考への気づきの意識が強くなり、それでいて身体感覚へも意識が向けられていることが多い。 

そのようなことを考えてみると、ランニング中は、文章を執筆している時とは意識の向かう先が若干

異なるだけであり、結局同じようなセルフモニタリングを行っていることに気づく。逆に、文章を執筆

している最中も、ランニングと同様の事柄を行っていることに気づく。そうなると、文章の執筆もラン

ニングも、私にとってはどちらもメタ認知運動だと言えるかもしれない。そのようなことを考えながら、

今日のランニングに従事していた。 
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午前中、「実証的教育学」のコースで課せられている今週の課題をこなした。今回の課題もグルー

プワークであり、「実証データに基づいた教授法は教育の質を高める」という主張に対して賛否の

意見を500字ほどでまとめるという内容だ。この主張に対して賛否のどちらの観点も盛り込むために、

課題論文をもう一度読み返し、ドラフトを作成した。この課題を共に取り組んでいるのは、先週と同

じく、元教師のキルステンである。 

彼女はとても優秀であり、グループワークを進めやすい。こちらの提案で、500字というそれほど長く

ない文章であるから、お互い別々に意見を書き、それを明日中に共有し、お互いの意見を統合す

ることにした。今朝方、無事にそのドラフトを執筆したので、夕方に寝かせた文章を読み返し、修正

後、キルステンに共有しようと思う。 

ランニング前にもう一つ取り組んでいたのは、「学習理論と教授法」のコースで課せられている最終

論文である。こちらもグループで論文を執筆することが要求されており、自分の担当箇所の文章の

構成を練った。今日はこれから、出来上がった構成に対して文章を肉付けしていきたいと思う。 

グループのメンバーは私を含めて四人であり、その他の三人はそれほど学術論文を書き慣れてい

ないようである。そのため、自分の担当箇所の執筆のみならず、全員の文章のレビューと私たちの

論文の内容をまとめたPPTを自分が作成することにし、最終回のクラスでのプレゼンも私が行うこと

にした。こちらのグループに関しては、少しばかり意識的に率先して舵取りをしていく必要がありそう

だ。2017/9/28（木）13:26 

No.243: Time, Time, and Me 

I have totally forgotten how and when today began. My sense of time has recently completely 

altered in an atypical way.  

Have you ever gotten stuck and immobilized in the abyss of time or in a rift between time? The 

“Yes” answer is an invitation letter to become my friend. I believe that I am not the only person 

who has fallen into the depth and edge of time. 20:22, Friday, 9/29/2017 
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1599. カート・フィッシャーが提唱する「スキル」の定義 

今日は昼食前にランニングに出かけたことにより、自分の内側のリズムがより均整のとれたものになっ

たように思う。実際に、午後からの仕事はどれも円滑に進めることができた。 

そういえば、これまで一度も言及したことはなかったが、私は日々こなすべきことが何なのかを忘れ

ないために、それらを裏紙にリストとして書き出している。仕事や日々の雑事を含め、私たちがこな

すべきことは意外と多い。こなすべきことが何であったのかをその都度思い出すことが煩わしく、優

先順位をつけながら確実にそれらを遂行していくために、リストとして書き出しておくことは私にとっ

てとても大事な習慣になっている。 

書斎の机の右隅に置かれたリストを眺め、こなすべきことが全て鉛筆で上から消されている様子を

改めて確認したところ、小さな充実感と爽快感を感じた。 

ここ数日間、拙書『成人発達理論による能力の成長』を取り上げてくださった勉強会の中で、参加

者の方から出てきた質問事項についてのやり取りを知人の方としていた。いくつか質問が出てきた

そうなのだが、一つは、カート・フィッシャーのダイナミックスキル理論において、「スキル」というもの

がどのように定義されているのか、というものだった。 

世間を見渡すと、人間の能力を指す言葉には、コンピテンシー、テクニック、キャパシティ、ケイパビ

リティなど多くの言葉が存在している。それらの言葉と、フィッシャーが述べる「スキル」というのはど

のような関係になっているのか、ということが質問の趣旨だった。 

「スキル」を厳密に定義することは、それほど簡単なことではないが、フィッシャーは、「スキル」を「具

体的な文脈における具体的な課題に対して発揮される、思考・感覚・感情から生み出されるもの」と

定義している。つまり、フィッシャーは、スキルというものを、私たちが置かれた文脈の中で発揮する

認知や行動と切っても切れないものだと定義しているのだ。一見すると、この定義は非常に掴みど

ころのないものに思えるが、それは私たちが発揮する「スキル」の持つ深層的な側面を捉えているよ

うに思う。 
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実際には、フィッシャー自身、自らの実証研究を積み重ねていく中で、「スキル」の定義を絶えず洗

練させていたことが伺える。フィッシャーが執筆した、1980年時代の論文から2010年代の論文をつ

ぶさに読み解いていくと、フィッシャー自身の「スキル」への捉え方が変容していることがわかる。 

やはり、言葉の定義というのは簡単にできるものではなく、当人の思想的深まりに応じて、定義もよ

り深まっていくのだと感じさせられる。厳密な定義というものを、仮に究極的な定義だと言い換えれ

ば、フィッシャーは最終的には、「スキルとは存在である」と述べても過言でないほどに、その言葉の

中に深い意味を込めている。そのため、日本語のカタカナにある「スキル」という語感に囚われてい

る限り、フィッシャーが述べるスキルの意味はなかなか理解できないだろう。 

私たちの存在そのものが、置かれた文脈によって千変万化するという特徴を踏まえると、フィッシャー

がスキルを存在そのものだと捉えている思想には大変共感させられる。私たちの存在は、取り巻く

関係性の変化によって動的に変化し、そこで生み出される思考・感覚・感情も必然的に動的に変

化する。フィッシャーが述べるスキルの本来の定義は、具体的な課題に対して発揮される、動的に

変化する思考・感覚・感情を指すが、フィッシャーの発達思想を踏まえると、「ダイナミックスキル」と

は「動的に変化する自己」だと捉えたほうが良いように思う。 

ただし、こうした究極的な定義のままだと非常にわかりづらいため、能力を指す他の用語との関連

性から考えるとさらにわかりやすいだろう。特に、コンピテンシー、キャパシティ、ケイパビリティとスキ

ルの関係については、企業人の方からよく質問を受ける。経営学においても、能力の次元に着目

し、上記のような能力分類を提唱しているが、発達研究をしている者から見ると、それはタイプ論の

域を出ない。 

端的に述べると、フィッシャーは上記の三つの概念を一本の線で貫くものとして、スキルという言葉

を用いている。例えば、経営学における能力の分類においては、行動特性の意味で用いられるコ

ンピテンシーに対して、質的差異を認めることはほとんどないだろう。しかし、フィッシャーは三つの

概念を一貫してスキルとして捉え、13個のレベルを当てることによって、コンピテンシー——キャパシ

ティやケイパビリティ——にもレベルがあることを指摘している。 
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それら三つの用語とスキルの関係性を捉えようとするならば、それら三つの概念を一本で貫く概念

がスキルだと考えるとわかりやすいのではないかと思う。このように捉えれば、いかに表面的な能力

に思えても、それはスキルであり、質的差異を認めることができる。また、いかに深層的な能力であっ

たとしても、それはスキルであり、そこには質的差異があることを認めることができる。 

要約すると、フィッシャーが述べる「スキル」というのは、一般的な意味でのスキルとは全く異なった

ものであり、私たちが置かれた文脈に応じて発揮する能力を包括的に指すものであり、フィッシャー

の定義の中で重要なのは、発揮するスキルには常に質的差異が内包されているという点である。言

い換えると、コンピテンシー、キャパシティ、ケイパビリティであっても、三つの概念がそれらに内包さ

れる質的差異を認めているのであれば、それらはフィッシャーが述べるスキルに含まれるものとなり、

質的差異に着目していないのであれば、それらはフィッシャーが述べるスキルに該当せず、単なる

行動特性の分類に留まる。 

いただいたその他の質問については、また機会を見つけてここに書き留めておきたいと思う。2017/

9/28（木）18:21 

No.244: Reciprocal Relationship between Writing and Thinking 

Starting to write after thinking is not writing. In other words, it misses the intrinsic nature of 

writing. The inherent characteristic of writing is the interdependent and continuous relationship 

with thinking.  

Writing occurs during thinking, whereas thinking emerges during writing. I cannot think without 

writing, and at the same, I cannot write without thinking. I can find a reciprocal relationship 

between writing and thinking. While writing is an accompaniment of thinking, thinking is also the 

accompaniment of writing. My self is always being cultivated by the two accompaniments. 08:58, 

Saturday, 9/30/2017 
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1600. 差異 

濃い霧が辺りを包むフローニンゲンの早朝。今日はてっきり土曜日だと思っていたが、どうやらまだ

金曜日らしい。 

なぜだか内側の感覚が週末固有のそれのような気がしていた。今、何気なく「週末固有の感覚」と

書いたが、それはどこからやってくるのだろうか。実際のところ、私の日々は平日も週末も対して変

わらない。日々の過ごし方においては、平日も休日もほとんど変わりのないはずなのだ。 

今朝は外側の景色を見て、土曜日のような感じがしていたことに気づく。何か特定のものを見てそう

思ったというよりも、外的環境の全体を見てそのように思ったのである。そして、外的環境からもたら

されたその感覚が内側に大きな影響を与えているようだった。そこからさらに、喚起された内的感覚

が新たな行動を生み出し、あたかも今日が休日であるかのような振る舞いを外的環境に対して行っ

ていた。ここからも、内側の世界と外側の世界が不可分に結びつき、影響を与え合っていることが

わかる。 

白く深い霧を見ながらそのようなことを考えていると、昨夜の就寝前に、差異について考えていたこ

とを思い出した。日々私が行っている諸々の探究活動は、意味にせよ中身にせよ、とても小さなも

のである。ただし、それらの一つ一つの行動には独自の意味があり、絶えず新しい意味を作り出し

ていく力を持っている。作り出される意味の単位は極めて小さいが、それが日々着実に積み重なっ

ている。生み出される一つ一つの意味に焦点を当ててみると、常に微細な差異がそこに存在して

いることがわかる。 

新たな発見や新たな気づきがなかった日など一度もないことを考えてみると、微細な差異の存在は

一目瞭然となる。私の日々の活動は、つまるところ、差異を生み出しながらそれに気付いていくこと

なのかもしれない。 

昨夜考えていたのは、こうした差異の積み重ねは、長い年月を経てみた後に、驚くほど巨大な建造

物を生み出すということである。自分の内側に生じる差異に絶えず気付き、それに形を与え続けて

いくこと。形となった差異が共通部分で組み合わさり、また異質の差異を招き入れていく様子を内
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側の世界に見て取ることができる。逆に、形となった差異が相違部分で組み合わさり、その塊が同

質の差異を招き入れていく。 

異質の差異と同質の差異という言葉は一見すると不可思議に見えるが、差異をそれぞれ比較して

みると、互いに異質なものと同質なものに分けられる確かな感覚がある。今日も絶えず小さな差異

を生み出し、それらに気付きを与えていくことになるだろう。 

差異を自発的に作るということ、差異に気づくということ、気づいた差異に形を与えること以外に自

分がするべきことはないようにすら思える。それほどまでに、差異というのは私にとって大切だ。2017/

9/29（金）07:33 

No.245: Pursuit of the Quality of Memories 

Having a physical distance from my mother country, a mental distance between Japan and me 

becomes close. It is true to the distance between my family in Japan and me.  

I have recently often recollected old memories of the time with my family. I already know that I do 

not have many opportunities to spend time with my family. Thus, I cannot collect many new 

memories with my family from now, but I can deepen each new memory.  

I believe that it can enrich my previous recollections of the time with my family. I pursue not the 

quantity but the quality of memories. 09:08, Saturday, 9/30/2017 
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