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2961. 虹のアーチ 

遠くの空に浮かんでいた雲の色が変わった。白から灰色に変わっている。手前の空は晴れている

ためか、街全体に朝日が照っているのだが、遠くの空はどこか雨を降らせるような雲であるというコ

ントラストがある。 

先ほど一日分のコーヒーを入れながらとりとめもないことを考えていた。単に読むことよりも書くこと、

単に眺めることよりも作ることがどれほど大切なことか。 

多くの人は他人が書いた文章を読むことはあっても自分の文章を綴らない。多くの人は他人が作っ

た作品を眺めることはあっても自分の作品を作ろうとしない。結局それでは自己の内側で何かが真

に深まることはないだろう。ここで注意をしなければならないのは、一見すると矛盾しているように思

えるかもしれないが、読むことと眺めることもまた大切であるということだ。問題はその質と量にあるだ

ろう。 

結局人は質の低いものを少ししか読まない傾向にある。同様に、人は質の低いものを少ししか眺め

ていない傾向にある。自らの実践でも自己でも、それを深めていくためには質の高いものととことん

向き合っていく必要がある。結局人は怠惰なのだと思う。多くの人は他人が生み出したものを少し

ばかり眺める程度であり、自らは一切何も生み出さない。そうした怠惰さに絡め取られているのだ。 

質の高いものを大量に読み、読んだもの以上に文章を書くこと。質の高い作品を実際の自分の眼

を通じて大量に眺め、それ以上に自らが作品を作り出していくこと。 

今日はあまりにも寒いため、窓を完全に閉めた。ちょうど先ほど雨が降り始めた。その時、美しく輝く

虹の姿を捉えた。大きな虹のアーチがフローニンゲンの街に架かっている。それを見つけた瞬間、

私は思わず仕事の手を止めて、書斎の窓際に駆け寄った。 

心ゆくまで虹を眺めていると、もう一本薄い虹が手前に現れた。二つの虹を眺めながら自然の神秘

について思う。そこからふと、オーロラについて思いを馳せている自分がいた。目の前に広がる虹

の神秘は、オーロラ観測旅行に出かけようと以前から思っていた私を大いに後押ししてくれた。や
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はり来年の初旬には、北欧に足を運び、オーロラを観測しに行こうと思う。オーロラを見るためのク

ルーズツアーに参加しよう。 

来年の一月中、もしくは二月に参加する予定のそのツアーでは、オーロラを見ることだけが目的に

なる。オーロラを見るために海の上でくつろいでいるだけ。途中で立ち寄る寄港地を少しばかり観

光することはあったとしても、基本的には文明の発達した都市の上を忙しく観光することはしないだ

ろう。 

ふと顔を上げると、美しく輝く虹は、別れを告げることなく静かに消えていた。先ほど見た虹の美しさ

やその感動を曲として表現できたらどれほど素晴らしいだろうか。 

虹は人類に普遍的な現象であり、そこから喚起される感動の本質も普遍的であるはずだ。そうした

普遍的な感情を音楽言語を通じて表現していく。今はその技術が全くもって不十分であることを重々

承知であり、今日の作曲実践は自らが志す境地に向かっていくための大切な一歩になるだろう。一

日がまた静かに、そして美しく始まろうとしている。フローニンゲン：2018/8/10（金）07:25　 

No.1216: Hope in Coldness 

Although it is still the second week in September, Groningen has already become cold. Yet, it is 

certain that I can find hope in coldness. Groningen, 07:44, Thursday, 9/13/2018 

2962. 調和する和と西洋  

雨雲が消え去り、今は再び快晴の空となった。白い鳥が空を優雅に飛んでいく。 

先ほどまでは通り雨が降っていた。そして美しく輝く虹のアーチが姿を現した。先ほど見た虹につ

いてまた思いを馳せている。 

それにしても今日は本当に肌寒い。八月の初旬だとは思えないほどだ。天気予報を確認すると、今

日からは軒並み20度前半の気候になる。午前九時を迎えようとしている今の気温は15度であり、こ

のくらいの気温の時には窓は開けていられないのだと知る。体感としてどのくらいの温度を寒く感じ

るのかを覚えておこうと思う。この分だと今月末から訪れる北欧旅行の際は随分と肌寒そうだ。 
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先ほど早朝の作曲実践を終えた。このところ早朝にはバッハの二声のコラールに範を求めて曲を

作っているが、数日前からそれをピアノ曲として作るだけではなく、一つ日本の伝統楽器を織り交

ぜて曲の形にしている。これまでは尺八を取り入れることが多かったが、今日は試しに琴を使って

みた。日本の伝統楽器と西洋の楽器であるピアノが織りなす音の組み合わせに耳を傾けていると

不思議な気持ちになってくる。 

人生の長い間を日本で過ごし、欧米での生活は七年目を迎えた。自分の内側の中で和的なものと

西洋的なものが少しずつ調和をなしてきているのかもしれない。今はそうした感覚をただ曲として形

にしているだけだ。オーケストレーションの知識を一切持たない私には、今日作った曲について自

分で評価することもできない。ただ響きとして、作ったその曲が自分の内側の何かと共鳴しているこ

とは確かだ。仮にオーケストレーションの学習が、内側の感覚を日本の伝統楽器とピアノを組み合

わせてより良く表現することにつながるのであればそれを学びたい。もしそうでないならば、それを

学ぶ必要はない。昼食の前後には久しぶりにサティの曲を参考にしようと思う。 

今日はこれからGRE試験に向けた学習を行う。今日は模擬試験の問題を新しく解くことをせず、過

去に解いた問題の復習を行う。ただし、数学のセクションについては気晴らしに新たに1セットほど

模擬試験の問題を解くことを許容してもいいだろう。基本的には、読解セクションの復習とライティン

グセクションの対策を進めていく。 

これからまず行うのは、手持ちの単語集の五周目を始めることだ。今回は五周目であるから、そろ

そろ単語学習も佳境に入ってきている。今回からは、赤鉛筆で印を付けた未習得の単語を紙で伏

せ、この段階で覚えているのかを確認していくことを行う。仮に覚えていなければ、今度は緑色の印

を付けてく。 

今日中に五周目を終えることができれば理想だが、あまり無理をせず、今日と明日に分けてもいい

だろう。単語の習得過程を楽しみながら、英語空間における今後の探究生活につながるような単語

学習を今日も行っていく。フローニンゲン：2018/8/10（金）09:12　 

No.1217: Tranquility and Blissfulness 

There are no winds, and I can see a few birds playing on a tree.  
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The atmosphere is tranquil and blissful. Groningen, 07:57, Thursday, 9/13/2018 

2963. 今日の振り返り  

時刻は午後八時を迎えつつある。空には雲がかかっているが、今はとても穏やかな雰囲気が辺りを

包んでいる。 

振り返ってみると、今日は早朝から雨が断続的に降り、夕方には雨が止んだ。そのタイミングを見計

らって、行きつけのチーズ屋に行った。店に入ってチーズ屋の女性の店主に挨拶をすると、ラジオ

で日本の暑さのことが放送されていたらしく、フローニンゲンの気候とまるっきり違うことに驚いてい

るようだった。おそらく店主の聞き間違えだろうが、「日本は50度まで気温が上がったそうね」と述べ

た時には、少しばかりおかしくなった。一応、そこまで暑くはないことをきちんと説明した——50度に

到達するのはアメリカのデスバレーなど本当に特殊な場所だけのはずだ。 

チーズ屋を後にする頃にもまだ天気は良く、今日は一日を通して非常に涼しかった。結局、今日の

最高気温は19度であり、サンフランシスコの夏を思い出すかのような気温だった。 

今日は一日を通してGREの学習を進めていき、作曲実践も十分に行った。今日はバッハに範を求

めて二曲作り、サティに範を求めて一曲作った。今日の作曲実践はこれくらいにして、新たな曲を

作ることは明日の楽しみとしたい。明日の予定としては、テレマンに範を求めることに決めている。 

今日はこれからもう少しだけGREの対策をする。ライティングセクションの対策として、二種類のライ

ティングの問題に対する模範解答を音読し、採点者のコメントを丹念に読んでいく。この学習を進

めてきたおかげもあり、徐々に高い評価を得る解答の質感が身体を通じて掴めてきた。来週の半ば

までこれを続けていき、そこから実際に時間を計って何度か文章を書いてみようと思う。 

ライティングの対策を終えたら、あと少しだけ単語学習を進める。残り数ページほど進めることがで

きたら今日のノルマは達成である。今日は無理をせず、単語集の五周目として未習得の単語を半

分ほど確認することにした。明日にもう半分を確認すれば、五周目を終える。六周目からは、今回ま

だ覚えていなかった単語だけに絞って確認する。それは一日で済むだろう。 
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六周目を終えた翌日に、七周目も全く同じ方法で進めていく。八周目に関しては、習得済みの単

語を含め、もう一度全ての単語を確認していく。それ以降については、未習得の単語だけを再び取

り上げていく。 

今日の単語の学習が済めば、過去の日記を編集することに少しばかり時間を取りたい。ここ最近は、

朝の創造的な時間に作曲実践を行うようにし、朝に日記の編集を行うことをやめた。日記の編集は

昼食の前後や夜に行うようにしている。今夜も日記を編集し、それが終わり次第今日は少し早めに

就寝したいと思う。フローニンゲン：2018/8/10（金）20:05 

No.1218: Energy of Autumn 

The morning sun is shedding radiant light on Groningen. I feel that this land is filled with the 

energy of autumn. Groningen, 09:46, Thursday, 9/13/2018 

2964. 輝く土曜日の朝より 

今朝はいつもより遅く七時半に起床した。昨夜の就寝時間は十時であったから、随分と睡眠を取っ

ていたことがわかる。心身を大いにくつろがせ、何かからの回復を図る必要があったのかもしれない。

就寝前から降り続けていた雨はもうすっかり止んでいる。 

目覚めと共に広がっていたのは青空だった。窓に付着する雨滴に太陽の光が当たり、雨滴を通し

て外側の世界が普段よりも一層輝いて見える。 

昨日はとても肌寒い一日だったが、今日も同じような一日になりそうだ。最高気温は19度、最低気

温は10度とのことである。八月もまだ二週目が終ろとするか否かの時にこうした気候であることに驚

く。フローニンゲンの八月を経験するのは今回が三回目だが、過去二回の八月の気温をもう忘れて

しまっているかのようだ。 

今日は先日に注文したシュタイナー教育に関する書籍が何冊か届く予定だ。届き次第すぐにそれ

らを読み始めたいと思う。芸術教育と霊性教育に関する探究心を抑圧することはできない。確かに

今日もその他にやることがあるが、それらとの折り合いをつけながら、シュタイナー教育に関する書

籍を読み始めたい。 
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ここからまた新たな探究が始まる。それは多分に実存的であり、同時に実践的なものになるだろう。 

教育に本格的に関わっていこうという思いが少しずつ自分の内側に芽生えている。子供の教育、

成人の教育の双方にこれから関与していく。今はまだその準備の段階だ。いや、準備を始めた段

階だと言った方がいいだろう。フローニンゲンでの三年目の生活の始まりに、新たな探究生活が始

まったことを嬉しく思う。欧州で三年間過ごすことになった意味はまさにこの探究を始めるためにあっ

たのだろう。一日一日を大切にしながら、今日も自分にできることを前に進めていく。 

今日はこれから過去に作った曲の編集を行う。ここ最近は毎日三曲ほど作っているため、毎日二曲

編集していたのでは未編集の曲が溜まる一方だが、今はそれは仕方ない。GRE試験が落ち着き、

秋になったら一日に三曲ほど編集していきたいと思う。まずはいつものように曲を聴き、それによっ

て喚起される感覚をデッサンする。ここ最近、これが思わぬ意義を持っていることに気づく。 

曲を様々な感覚を通して捉えようとし、それを実際にデッサンとして形にすることで、形になったもの

を眺めると大きな自己発見がもたらされることがある。また、デッサンを眺めても依然として未知のも

のもあるなど、内側から生まれたデッサンを見てさらなる探究の余地が多分に残されていることを知

ることができる。 

デッサンが完了次第、早朝の作曲実践に入る。いつもと同じように、バッハの二声のコラールに範

を求める。ただしここでは、日本の伝統楽器を組み合わせる形で曲を作る。これはここ最近始めた

実験的な試みであり、いろいろと学びになっている。 

作曲実践がひと段落したら、GRE試験の対策に向けた学習をしたいと思う。今日は単語集の五周

目の残りの半分を確認し、読解セクションにおいて過去に間違えた問題を復習することとライティン

グセクションの対策を行いたい。フローニンゲン：2018/8/11（土）08:11 

No.1219: An Autumn Walk 

It is beautifully fine today, and it is ideal weather for a walk. Birds are singing a song, which 

encourages me to go for a walk. Groningen, 15:40, Thursday, 9/13/2018 
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2965. 静かな土曜日の正午 

たった今昼食を摂り終えた。今日はあまりお腹が空いておらず、とても質素な昼食であった。起床し

た時間がいつもより遅かったことが食欲に影響をしていたのかもしれない。 

今日は空に雨雲が覆っており、所々晴れ間があるような状況だ。外はとても寒く、昼食前に近所の

スーパーに行くことをやめにし、今日は一日中家で過ごすことにした。 

昨日よりも強く冷たい風が吹いている。午前中には突然雨が降り出す時もあった。 

街路樹の葉が風によって暴れているように見える。雲の動きもとても早い。 

ここ数日は夢について何も書き留めていないように思う。今朝方は実は印象に残る夢を見ていたの

だが、今はその記憶がぼやけてしまっている。 

小柄な日本人の女性アナウンサーと一緒にある小高い丘の上にある住宅地を見学に行くような夢

だった。その前に友人とそのアナウンサーと三人でレストランに入り、昼食を食べた。その後、友人

とそこで別れ、アナウンサーと一緒に住宅地に向かった。 

途中、小高い丘の一角に庭園のようなものがあったので、私たちはそこに立ち寄ることにした。そこ

からは丘の下の景色が一望できる。そこからの眺めは大変素晴らしく、晴れ渡る空の下に街が輝い

て見えた。するとそのアナウンサーが庭園の奥へ奥へと入っていき、私を手招きしている。そちらに

向かってみると、無数のつるが茂った光景が広がっていた。そのやぶのような場所が突然急斜面に

なり、滑り台を滑るかのように私たちは下へと向かっていった。その時、頭上には無数のハチが飛ん

でおり、ハチに刺されることを心配しながら急いで下に滑り落ちていった。そのような夢を見ていた

ことを今なんとなく思い出していた。 

空を覆う雲の隙間から太陽が顔を覗かせている。柔らかな太陽の光が地上に降り注いでいる。確か

に今日の風は強いが、辺りの雰囲気はどこか落ち着いている。それもそのはずで今日は土曜日だ。

昨日、行きつけのチーズ屋に立ち寄った時、店主と別れ際に「良い週末を」と述べたので、そういえ
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ば今日から週末だということに気づいた。「明日は土曜日でしたっけ？」と女性店主に聞くと、店主

は「そうよ」と笑いながら答えた。 

さらに、「明日は土曜日（zaterdag）。日曜日（zondag）は『土曜日の次の日』という意味よ」とオランダ

語を交えて教えてもらった。オランダ語の日曜日にそのような意味があるとは新たな発見であった。

また一つ面白いことを教えてもらったと思い、私は陽気な気分でチーズ屋を後にしたことを思い出

す。 

心の内側がとても静かである土曜日の午後だ。今日もこれから、この静かな心を持ったまま自分の

なすべきことに取り組んでいこうと思う。 

不思議な静けさが宿る土曜日の午後は素晴らしい。フローニンゲン：2018/8/11（土）12:49 

2966. 無意識すらも生み出す主体について 

今日はあまり無理をせず、ゆっくりと自分の取り組みに取り掛かっていこうと思う。自分の心の静けさ

に耳を傾けることの方が他の事柄よりも大切だ。 

とにかく落ち着いた心の有り様のまま今日の残りの時間を過ごしていく。GRE試験の対策に向けた

学習も無理をしないでおこう。これまでのところ、学習は順調に進んでいるのだから。 

今日中に確認しておく単語を学習し、あとは無理のない範囲でライティングと読解セクションの復習

をすればいい。今日は少しばかり休憩を自分に与えたい。 

午後からは久しぶりに和書を読もうと思う。森有正先生の全集の最終巻の続きが手付かずになって

いたため、その続きを読みたい。また、上の階の友人が日本に一時帰国した際に数冊の和書を持っ

て帰ってきてもらい、持って帰ってきてもらったうちの一冊、「武満徹：音楽創造の旅」を今日から少

しずつ読み始めたいと思う。毎日目を通す日本語が自分の過去の日記だけであることは悪いことで

はないが、時に他者が書いた日本語を読みたくなる。今日はそうした衝動が少しばかり芽生えてい

る。その衝動に従う形で上述の二冊の和書を少し読みたい。 
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先ほど今朝方に見た夢について振り返っていると、改めて無意識の深い層について考えさせられ

ていた。それは深海の淵よりも深く、そこでの光景は常に未知なものとして現れる。 

人間の意識の領域にそのような場所があるということにただただ驚かされる。私たちの意識は身体

と密接なつながりを持っており、それを踏まえると、無意識というのは深く身体と繋がっているのだろ

う。 

日々夢を観察していると、自分の無意識の深遠さには常に驚かされてばかりである。なぜ絶えず不

可解な知覚世界がそこに立ち現れるのかの謎は尽きない。 

夢を観察し、それを記録することを続けていけば続けていくほどに、夢を生み出す何かに自分が少

しずつ接近しているのがわかる。だがいつも不思議なのは、その存在が何なのかは姿形もわからず、

ただ何かに向かって近づいている自分がいることだけがわかるという状況があることだ。 

目には見えない確かな何かに向かっているという実感だけがそこにある。それは無意識すらも生み

出す何らかの主体と名付けることができるかもしれない。 

今の自分はつくづく不思議な存在に向かっているのだということを改めて思う。その存在に近づくた

びに、あと少しでそこに届くという感覚があるのだが、それがまた遠のいていくという感覚に変わる。

これこそが無限に続く自己の主体客体プロセスなのかもしれない。フローニンゲン：2018/8/11（土）

13:06　 

2967. 死都に向かう首都 

今日は激しい天気雨が時折降り注ぐ不思議な一日だった。現在の時刻は午後の五時を回り、辺り

は穏やかさを取り戻している。 

西日がまぶしく耀いている。午前中、書斎の窓の外を眺めると、小鳥たちが庭に植えられた木々に

止まってひと休みしていた。小鳥たちの様子を眺めていると、この世界は愛らしい生き物で溢れて

いると改めて思った。木々に止まって休む姿もそうだが、頭をキョロキョロと動かす仕草なども実に

愛らしい。三羽の愛らしい小鳥が木々から飛び去っていくまでずっと彼らの様子を眺めていた。 
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今日は珍しく家の呼び鈴の設定を修正し、呼び鈴が鳴るようにした。というのも、今日中にシュタイ

ナー教育に関する書籍が三冊ほど英国から届くことがわかっていたからだ。 

午後の三時半あたりに呼び鈴がなり、待ちに待った書籍を受け取ることができた。自宅に帰ってす

ぐに呼び鈴を再び鳴らないように設定し、書籍の梱包を解いた。今日は夕食後からこれら三冊のう

ちの一冊を読み進めたいと思う。まずは、“Understanding Waldorf Education: Teaching from the 

Inside Out (2003)”から読み進めるのがいいだろう。 

成人になった自分に対してシュタイナー教育に近しいことを行っていることに先日ふと気づいて以

降、シュタイナー教育が成人教育にもたらす意義について考察を深めていきたいと思うようになっ

た。また、何にも増して、現代という時代の中でシュタイナー教育が果たしうる役割が何なのかにつ

いて明らかにしていきたいと思う。それらの主題に対して、芸術教育と霊性教育の観点からアプロー

チをしていく。 

今日のフローニンゲンの静かさにはただただ感謝の念しか持ち得ない。この落ち着きはいかほどだ

ろうか。 

フローニンゲンは確かに大都市ではないが、小都市でもない。オランダの中にあっては中規模の

都市に該当するだろう。そうした規模を持つにもかかわらず、こうした落ち着いた雰囲気を持ってい

る点に私は惹かれている。 

都市文明を長い時間軸で眺めると、首都は軒並み「死都（ネクロポリス）」に陥り、遷都されるという

事態を経験するのではないかとふと思った。この文明世界にはもう死都になりかけの瀕死の町が多

いように思う。それは一見すると物質的には華やかなのだが、精神的には頽廃の道を歩き始めてい

る。世界の様々な首都を訪れてみた時に思う妙な胸騒ぎの正体はこの歴史的な力によるものかもし

れない。 

人が築き上げた都市が頽廃の方向に向かっていく力を感じる。これまでもっとも胸騒ぎを感じた町

は東京とニューヨークだ。その次にロンドンを挙げることができるかもしれない。そこから一二歩遅れ

たところにパリとコペンハーゲンがある。アムステルダムやオスロなどはさらにその後ろだ。 
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東京やニューヨークが現在のような形で発達したのはこの数十年以内、せいぜい百年かそこらの時

間軸に収まるのではないかと思う。これらの都市は表面的な開発が進んでいたとしても、それは本

質的な発達ではなく、むしろネクロポリスに向けた歩みを進めているのではないかと思えてくる。両

都市を訪れた時に感じるあの不気味な感覚の正体とその根源を確かめに、またいつか東京とニュー

ヨークに足を運ぶかもしれない。西日に輝く街路樹の葉を眺めながらそのようなことを考えていた。

フローニンゲン：2018/8/11（土）17:23 

2968. 役割と才能：善意な盲目の実践者 

時刻は午後の九時半を迎えた。今日もこの時間帯に一日の最後の日記を書き記している。 

この時間帯のフローニンゲンの空はもう随分と暗くなっている。西の空にかろうじて太陽の姿がかす

かに見える。 

この世界の輝き。今日は本当に世界が輝いて見えた。 

この世界の輝きを知ってほしい。結局自分が伝えたいのはそのことだけなのかもしれない。 

その他に伝えるべきことなどあるだろうか。一人一人の人間の輝き、生命の輝き。そして空や太陽の

輝き。風だって空気だって輝いている。 

いつも批判の対象は盲目な現代人だ。盲目な夢遊病者の現代人を目覚めさせるに十分な光など

存在するのだろうか。 

今日も雑多なことをあれこれと考えていた。日々は雑念で満たされているが、そうした雑念に光を当

てていくことが一つの思想に到達していくためには必要なのかもしれない。 

午後にふと考えていたのは、自分に与えられた役割は、標準化されえぬ固有の生き方があるという

ことを示すことなのかもしれない、ということだった。生き方さえも標準化されていくこの現代社会に

徹底的に抗していく。それもまた自分に課せられた大切な役割だ。一人の人間の生き方は決して

標準化されえぬものなのだから。 
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確かに、自分が得た学びをこの世界への関与として還元していくことは大切だ。しかし果たしてそ

れが自分に課せられた使命なのかというと、どうもそうではないように思えてくる。確かにそれは行う。

しかしそれ以上に重要なのは、私たちの生は一つの固有なものであるということを示すことだ。 

日々を生きる中で毎日それを示していく。叡智が実践に活用されるというのは、究極的には自らの

生に固有な輝きを与えていくことなのではないかと思われる。 

夕方、一人一人の才能が育まれていくことを巧妙に妨げる集合的な思想と仕組みに対してなんと

かならないものかと考えていた。これは自分の中で大きな問題意識として持っているものだ。 

世の中で普及する「多様性の尊重」という言葉は偽言である。なぜなら、その言葉で指し示されてい

る多様性というのは、結局既存の社会構造で認識されうる限定的なものでしかないのだから。 

一人一人の才能というのは、本質的にはその人にしか定義できないものなのではないだろうか。他

者や社会が才能というものを定義しようとするから画一化するのである。 

才能を測定するという馬鹿げだ暴挙もやめたほうがいい。対象を測定しようとした瞬間にそれは対

象を限定化し、測定から漏れてしまうものを結局人は認識できないのだから。 

仮にそうした測定が社会規模で活用されるようになったら悲劇しかもたらさないだろう。測定する者

もされる者も、ほとんど全ての人は測定に伴う本質的な限界を明確に認識していないのだから。 

才能を評価しようとする善意の実践者、才能を育もうとする善意の実践者は、自らの発想や実践が

そもそもどのような観点や物語に立脚しているのかに気づけないでいる。これもある種の盲目的な

症状である。結局一人一人の人間の才能が真に開花されないのは、善意な盲目の実践者がこの

社会に溢れているからなのではないかと思えて仕方ない。 

時刻は夜の十時に近づいてきた。そろそろ就寝する時間だ。世界が闇に覆われたとしても、自分は

必ず眼を見開き続けていこうと思う。フローニンゲン：2018/8/11（土）21:58 
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2969. 作曲上の規則の役割 

今朝は六時過ぎに起床し、六時半から一日の活動を開始させた。ちょうど今、小雨が降り始めた。

ここ二日間はとても肌寒く、八月とは思えないような気温が続いていた。昨夜は特に冷え込み、窓を

開けて寝ていると風邪を引いてしまうと思ったため、窓を閉めて就寝した。 

朝のこの時間帯もまだ寒く、窓を閉めている。今日は一日中曇り空のようであるが、昨日よりは数度

ほど気温が高くなるらしい。 

今日は早朝にシュタイナー教育に関する書籍を読みたいと思う。作曲実践を始めるよりも先に読書

を少しばかり行いたい。昨日に届いた三冊の書籍のうち、まずは一冊を手に取り、それを読み進め

ていく。今回は初読であるから全体を概観するような形で読み進めていこうと思う。可能であれば、

残りの二冊についても今日か数日以内に同じように全体を掴んでおきたいと思う。 

少しばかり書物を読んだら作曲実践に入る。昨日にふと、作曲をする際には絶えず新たな規則を

作り、その規則をもとに新たな曲を作っていこうと思った。 

確かに直感的に曲を作ることも大切かもしれないが、それでは偏りが生まれてしまう。あるいは、自

己が自らの直感によって制限されてしまうという危険性をもたらしかねない。今の私は、基本的に直

感的に曲を作ることばかりしている。そこには確かに充実感があるが、作曲という表現活動は本来、

新たな自己を開示し、絶えず自己を発達させていくという側面があるであろうから、直感ばかりに頼

るのは望ましくない。 

また、絶えず発達し、絶えず創造的である自己は、本質的に自らの直感を超えた存在のはずであ

る。そうであるならば、直感にさえも縛られてはいけない。直感だけに頼る人は、結局直感に縛られ

た人なのではないかと思う。直感だけに頼っていると、そこからの進歩はもはや何もない。 

曲を生み出す規則というのは確かに一つの制限ではあるが、それは自己のさらなる発達を促すも

のになりうる。さらには、それは自己を解放し、より創造的な自己に向かわせることにも繋がりうる。

本来制限というのはそういうものを指すのではないだろうか。発達する現象が全てある一定の規則

を持っていることからわかるように、自らの規則そのものを絶えず更新していくような試みが求められ
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る。それを作曲実践を通じて自らに課していきたいと思う。ただし、それをどのように行っていくかは

完全に手探りの状態だ。 

現代作曲家の中には、数で遊ぶのではなく、数学的な規則を巧みに取り入れながら作曲をしてい

た人たちがいる。彼らの試みの中に参考になるものがあるかもしれない。ただし、あくまでもそれは

参考にとどめ、曲を生み出す規則は自ら生み出していく必要がある。自己が発達を遂げていく際に

重要なのは外側の規則ではなく、内側から生み出された新たな規則だ。そうした規則を絶えず発

見し、絶えず構築していく営みにこれから従事したいと思う。今日の作曲実践もそうした実験をする

場である必要がある。フローニンゲン：2018/8/12（日）07:02　 

2970. 心の躍動と魂の震えが伴う学びについて 

早朝から肌寒い気温が続く。空は薄い雲に覆われていて、風も少しばかり吹いている。今日は午後

に近所のスーパーに買い物に行く必要があるが、外出はそれだけになるだろう。 

自分が成人期を迎えてから、知らず知らずシュタイナー教育に類することを自らに施していたことに

気づいてから、シュタイナー教育にますます関心を持った。とりわけ、シュタイナー教育が成人教育

において果たす役割について大きな関心を寄せている。 

シュタイナー教育に関する書籍を読んでみたり、インターネットなどで情報を調べてみると、シュタイ

ナー教育を成人教育の文脈から探究している人はほぼ皆無なのではないかと思った。ここに一つ

自分が果たす大きな役割があるのではないかという気づきを得ている。 

シュタイナー教育は子供の可能性を引き出すだけではなく、大人の可能性も引き出しうるのではな

いか、そのようなことを考えている。シュタイナー教育に類することを自らに施し、自分の人生が大き

く変わったというこの原体験がそうした考えを後押ししている。 

シュタイナー教育を現代社会の文脈から捉え直し、成人教育に果たす役割について考察をしてい

くこと。また、現代における芸術教育と霊性教育の重要性をシュタイナー教育の枠組みを通じて探

究していくことは、今の自分の最大のテーマとなった。このテーマであれば、四年や五年を捧げる

形で博士論文を執筆するに値するかもしれない。そのようなことを考え始めている。 
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多くの大人は「あの頃」を忘れてしまっている。心が躍動し、魂が震えるような学びの楽しさを忘れて

しまっている。そんなことを先ほど思った。 

心も魂も死んだ人がこの現代社会に溢れていることをひどく嘆く。あの頃の喜びと充実感を取り戻し、

あの頃よりもさらに深い喜びと充実感を得ることへ寄与していこうという思い。 

大人が忘れ去られたあの頃を思い出すためには、再教育が必要である。その再教育の枠組みとし

てシュタイナー教育が果たす役割は大きなものに思われる。 

現代社会の大人は相も変わらず、生涯教育という名の下に、死んだ知識を得ようとしている。それ

はもしかすると知識というよりも単なる情報に成り果てているかもしれない。知識が生きたものになり、

それが叡智に昇華していくためには、とにかく心の躍動と魂の震えが伴うような学びが必要だ。そう

した学びがなければ、知識は死んだものに成り果てる。 

継続的な学びをしているはずの大人が、結局のところ自己の生を深めることに失敗しているのは、

そもそも心と魂の運動が伴なわない学習をしているからなのではないかと思う。死んだ知識をいくら

獲得しようとも、生は活き活きとしない。 

幼少時代の学びに伴う喜びの感覚を維持している身近な人を見ていると、彼らは継続的な学びと

共に発達を遂げている。発達というのはそもそも生命現象なのだから、そこに命の躍動がなければ

ならない。 

人々は一体いつまで死んだ学びを続けるのだろうか。それこそ、それを死ぬまで続けるのだろうか。

そうした狂気じみたことをしている自分に人々が気づかないのはなぜだろうか。フローニンゲン：

2018/8/12（日）08:25　 

No.1220: Hope 

Hope excessively springs from somewhere. I can feel strong energy inside my body. Groningen, 

08:43, Friday, 9/14/2018 
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2971. 冷たい思考と現代の教育 

冷たい思考の蔓延。多くの成人の思考を見ていて一つ思うのはその点についてである。人間が発

達を遂げていくというのは、確かに思考がより洗練されていくということを一つの特徴に持つが、多く

の誤解は、思考だけが洗練されていくと捉えられていることだ。 

重要なことは、思考にはそもそも感情や感覚が不可避に内包されており、思考が真に育まれるとい

うのは感情や感覚も豊かに育まれていくということだ。この点について、思考だけを切り離してしまう

論調があまりに多いように思えて仕方ない。 

結局のところ、本来思考に内包されるはずの感情や感覚を切り離した形で思考を鍛錬していくと、

そこに残るのは冷たい思考だけとなる。しかもそこには思考をより育んでいくための土台となる感情

と感覚が欠落しているのであるから、それ以上思考が深く育まれることはないという事態を招くだろ

う。 

「思考を鍛錬する」という掛け声のもとに、一体人々は何を鍛錬しているのだろうか。冷たい思考を

鍛錬して一体何になるというのだろうか。そうした愚挙に人生の貴重な時間を捧げるのをそろそろ

やめるつもりはないのだろうか。 

外は相変わらず寒く、部屋の温度も低い。もう窓は開けていられない。まだ八月も第二週目だという

のに。この分だと再来週から始まる北欧旅行の時は随分と寒くなっているだろうから、体調を含め、

諸々のことに気をつけて旅に出かけていく必要があるだろう。 

再び教育について考えていた。今度は少しばかり子供の教育について考えていた。 

本来教育は、偏差値の高い大学に入学するためや給料の良い仕事に就くためにあるわけではな

い。教育というのは充実した生を送るためにあるはずだ。しかし現代社会には、充実した生を営む

ためには給料の良い仕事に就くことが求められ、給料の良い仕事に就くためには偏差値の高い大

学に入る必要があるという短絡的な物語が蔓延している。この物語に盲目な人が多すぎるように思

うのは私だけだろうか。 
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確かに統計的には、給料の高い仕事に就くためには偏差値の高い大学を卒業していることが関係

しているかもしれない。しかしそもそもの前提条件として、充実した生を営むためには給料の良い仕

事に就くことが本当に求められているのかを問わなければならない。 

ここでも確かに、現代社会で生きて行くためにはカネは必要である。しかし、カネは生の充実に先

行するものではなく、あくまでも充実した生を支えるものでしかない。金銭を獲得することだけに躍

起になることを促す現代社会の物語を問う必要があるのではないだろうか。そうした物語に絡め取

られたままではますます生の充実感は薄れていく。 

究極的には、人は社会がすでに生み出した仕事に就く必要など全くないのではないかと思う。自分

自身を振り返ってみると、社会がこしらえた仕事に就くことは25歳の時にやめた。そこからは自らで

自分の仕事を創造することにした。今はその仕事に従事しており、それは一生涯を通じたライフワー

クとなっている。 

自分自身の生き方を振り返ってみると、やはり現代社会で蔓延している物語とは別種の世界がある

ことを知る。そこにあるのもまた別の物語だと言えるかもしれないが、自らで仕事を生み出し、それ

に従事する形で生を充実させていくという物語は現代社会に蔓延する不幸な物語に取って代わる

もののように思える。 

ここでも、自らの仕事を自分で創造するような教育が施されていないことは既存の教育の大きな問

題ではないかと思う。人は創造を通じて学んでいくという学びの根幹が欠落した教育を受けていて

も仕方ないし、そうした教育を施していてはならないのではないかと思う。創造が欠如し、従順と調

教しかない現代の教育は果たして教育と呼べるものなのだろうか。フローニンゲン：2018/8/12（日）

08:45　 

No.1221: The Ubiquitous Morning Sun 

I like seeing both the morning sun and a city that the sun sheds light on. All living creatures 

largely depend on the sun, but “whom” does the sun rely on? Perhaps, the sun is not alone, but 

instead, it connects with everything in the entire universe as we do. Groningen, 09:00, Friday, 

9/14/2018 
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2972. “doting”的特性の遺伝と時の最果て 

「カタカタ」と音がしたので、音が聞こえた窓の方を見てみると、なんと小鳥が窓の外からこちらを

ひょっこりと眺めているではないか。それを見た瞬間に、全てのことはどうでもよくなり、そっと窓際に

近寄った。 

丸く小さい小鳥の背中がとても愛らしい。これからじっくりとその姿を眺めようと思ったら、自分の存

在に小鳥が気づいたためか、瞬く間に飛び去ってしまった。その瞬間、私は思わず「あっ！」と口に

し、小鳥が逃げてしまったことを残念に思った。 

昨日、GREに向けて単語の学習をしている時に、“doting”という見慣れない単語に出会った。これ

は“adoring”と同義であり、「溺愛する」というような日本語訳を当てることができると思う。 

いつも小鳥を眺めている時に、自分の表情が柔らかくなり、思わず笑みを漏らしていることに気づく。

これは小鳥のみならず、犬や赤ちゃんを見る時にも同じである。また、一昨日に近所のチーズ屋に

訪れた際にも気づいたが、道中で見つけたアジサイにも同じような恍惚的な表情でそれを眺めてい

る自分がいた。愛らしい存在に恍惚的な表情を思わず浮かべてしまうこと。それはもしかしたら遺伝

によるものかもしれないとふと考えた。 

私の実家には小さなトイプードルがいて、彼はとても愛らしい。人間の年齢ではすでにおじいさん

だが、その可愛らしさは変わらない。両親も相当溺愛をしているが、中でも父の溺愛ぶりは相当なも

のがある。私は父が愛犬に対してみせる表情を絶えず観察し、父のいないところで、父の顔真似を

母に見せて母を笑わせる。 

「口に大福を頬張ったような丸みのある恍惚的な表情」と言えば伝わりやすいだろうか。そんな表情

をする父の顔真似をしている自分も、実は同じような表情でこの世界の愛らしい生き物を眺めてい

ることに気づいたのである。 

小鳥、犬、赤ちゃん、植物など。この間は一匹のてんとう虫に愛らしさを感じた。 

愛すべき生命を愛でる気持ち。それは父から受け継いだものなのかもしれない。 
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気がつけば時刻は午前九時を迎えようとしている。今日も静かな日曜日だ。毎日が時の最果てに

いるような感覚の中で過ぎていく。そこでの時の濃度は極度に高く、また時間が純化されている。 

一秒は即永遠であり、永遠は即一秒になる。そんな環境の中で私は毎日を過ごしている。 

時間が流れているのか流れていないのかさえわからないような場所で私は毎日を生きている。それ

がこれから後丸々一年続く。 

フローニンゲンが自らの人生に授けてくれた恩恵についてより考えていかなければならない。このよ

うな形で自らの日々を形作れるとは想像してもいなかった。 

人は時の中で時を超え、時を超えて時の中で生きることが可能なのだ。時の最果てでの一日がこ

れからまた本格的に始まろうとしている。それはすでに始まっていたとも言えるし、それは決して始

まりようのないものだと言える。時間の本質に触れながら生きている人であれば、この言葉に共感し

てくれるだろうし、その意味がすぐにわかるはずだ。フローニンゲン：2018/8/12（日）09:05　 

No.1222: A Kingdom of Honeybees 

I eat yogurt with honey every morning. When I go for a walk and see beautiful flowers and bees 

around them, I notice that I’m always indebted to their existence. Groningen, 10:24, Friday, 

9/14/2018 

2973. 仮眠中の内的ビジョンとシュタイナー教育について 

時刻は午後の七時半を迎えた。つい先ほど夕食を摂り終え、これから就寝に向けての最後の活動

を始めようとしている。 

日曜日の今日もあっという間に時が経った。明日からはまた新しい週が始まる。 

一日が静かに始まり、静かに終わる。そして新たな週が静かにやってくる。日々が本当に寄せては

返す波のように思えてくる。人生は本当に諸々の意味において波に他ならないのではないかと思

えてくる。 
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今日は一日を通して空は雲に覆われていた。だが、昨日と一昨日ほどに外は寒くなかった。日中

の気温が25度近くまで上がれば半袖で外出できるということを今日確認した。さすがに20度を下回

り始めると、薄手の羽織るものが必要だと思う。今月末の北欧旅行には必ず羽織るものを持参し、

昨年のノルウェーで患ってしまった風邪のような症状にならないように気をつけたい。 

今日は仮眠中に不思議な景色を見ていた。どこかそれは遠くの未来の景色であり、自分が欧州の

どこかの街の建物の窓から外を眺めているような光景だった。その建物は幾分古びていたが、窓の

外に広がる景色は恍惚とするような輝きを放っていた。窓の外の景色を眺めながら、私は自分の使

命のようなものを改めてそこで感じ取っているかのようだった。 

仮眠中の意識の中で見ていた景色を眺めている半覚醒状態の自分は、その景色を過去に見たよ

うな気がしていた。確かにそれは未来の景色のように見えるのだが、実際には随分と前からその景

色を知っていたかのような感覚があった。そして、自分の使命を改めて感じ取った時、自分の内側

にはなんとも言えない感動が込み上げていた。そのような内的イメージを仮眠中に見ていた。 

毎日私は昼食を摂ってしばらくしてから20分ほどの仮眠を取ることにしているのだが、仮眠中の意

識状態において時に不思議な内的ビジョンを見る。これも夢と同様にとても奥深い意味が詰まって

いるため、今後はよりその観察を進めていきたいと思う。 

今日は昨日に届いたシュタイナー教育に関する書籍を少しばかり読み進めることができた。実際に

読み進めることができたのはほんの数十ページほどだったが、そうであったのには理由がある。一

つ一つのページから考えさせられることや思わず唸ってしまうことが多々あり、その都度自分なりに

考えを巡らせていた。そうしたことが実際に読み進めるページの数を制限していたのである。 

しかし、読書とは本来こうした形で進んでいくのだと思う。自分の問題意識に耐えず引きつけながら

読書をし、そこから受けた刺激をもとに自分の考えを深めていく。自らの問いを起点に知識を得、そ

れを深めていくというのは、まさにシュタイナー教育の教えに他ならないと言えるかもしれない。こう

して知識は真に生きた知識となっていく。 

シュタイナー教育が現代の教育に果たしうる役割と意義、そして成人発達に果たしうる役割と意義

が少しずつ見えてきている。これを今から何年もの時間をかけて深めていく。是非とも秋にはアムス
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テルダムのシュタイナースクールにコンタクトを取ってみて、一度学校を見学させてもらおうと思う。

その際に、フローニンゲン大学の教授に紹介人になってもらえれば理想だ。実際の授業を見学し

たり、シュタイナースクールの教師にインタビューができればと思う。 

奇しくも2019年は、シュタイナーがスクールを立ち上げてからちょうど節目の100年に該当するらし

い。今年はその前年だが、こうしたタイミングでシュタイナー教育に関心を持ったのは何かの縁かも

しれない。フローニンゲン：2018/8/12（日）19:47　 

2974. ⼆つの夢の記憶 

一昨日と同様に、今朝は随分と睡眠を取った。近頃は一日の決められた活動が終わり次第すぐに

就寝するようにしている。夜に無駄な調べ物をしたり、そこから書籍を読んだりすることをしなくなっ

た。つまり、無理な負荷を自分にかけすぎないようにして、早めの就寝により心身を明日に備えて

大いにくつろがせるようにしている。 

昨夜も十時前には就寝していたにもかかわらず、今朝の目覚めは七時に迫る時刻だった。自分の

内側で何か調整が起こっているのかもしれない。 

今朝方の夢について思い出す。夢の中で私は、実際に自分が通っていた小学校にいた。夢の中

の私は当時の自分ではなく、成人した自分だった。私は一人の友人と、ちょうど小学六年生の時に

使っていた校舎に入った。 

校舎の中には他に人はおらず、友人と私は当時を懐かしみながら階段を上っていった。当時の階

段の手すりはもう少し低く、そこに寄りかかりながら滑って下まで降りていくことができたが、今はそ

の手すりの上にさらに別の赤い手すりが設けられていた。おそらく、私たちがやっていたような遊び

をすることを防止するためかもしれない。まちがいなく、今の方が安全な手すりだと言うことができる

が、私は当時の手すりの方が好きだ。 

三階に到着すると、教室に入る前にまずはその横にあるトイレに入ってみた。すると、当時と同じよ

うな匂いがそこに立ち込めていた。学校のトイレの独特の匂いが当時と同じままそこにあった。友人
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と顔を見合わせながら、「当時のままだね」とお互いに笑顔でつぶやいた。トイレから外に出ると、景

色に変化があった。 

三階の教室の前の廊下はもともと、中庭に面している側は壁ではなく、コンクリートで出来た柵のよ

うなものが設置されているだけだった。柵の向こう側に落ちることはなく、柵の上に無理やりよじ登ら

なけば下に落ちることはない。だが、トイレから外に出てみると、その柵が消えており、廊下の地面

の端はすぐさま地面に続く空間になっていた。 

この校舎の三階はそれほど高い高さを持っているわけではなかったはずなのだが、私は教室前の

廊下の端から地面を恐る恐る眺めた時、足がすくみそうになった。思っていた以上に高さが高く、

仮に足を滑らせでもしたら極めて危険だと思ったのだ。一瞬だけ三階から地面の方を覗き見たが、

それ以上は下を見ることをやめた。友人も同様に、恐る恐る廊下の端から地面を眺め、すぐさま後

ろに引っ込んだ。結局私たちは当時使っていた教室に入ることなく、やってきた階段を再び下るこ

とにした。 

そのような夢を見ていたことを思い出す。実際にはこの夢の続きがあるが、その記憶は断片的なも

のになってしまっている。一つだけ印象に残っているのは、大学の卒業が近づいてきた時に、ゼミ

の友人の一人がゼミ生全員の四年間の成績のデータを手に持っていたことだ。その友人は、私の

成績が極めて悪いことに驚いていた。 

当時の成績評価はAからDの記号によってなされていたが、友人の手元のデータは最高成績が12、

最低成績については数字が不明の尺度によって作られていた。もっとも優秀な友人の成績は11の

後半であり、大抵は11の前半か10の後半に落ち着いていた。 

友人が驚いた表情を見せていたのは、私だけが9の後半の成績だったからだ。友人にそのデータ

を見せてもらい、私も驚いた。むしろ、9の後半の成績を取れていたことが驚きであった。というのも、

私は全生徒1000人中下から5番以内の成績で大学を卒業したと思っていたため、9の後半であれ

ば下から250以内のところに自分がいることになると思ったからである。 

そのような夢の場面の記憶が残っている。その他の夢の場面は再び形を変えて今後の夢の中で姿

を表すかもしれない。フローニンゲン：2018/8/13（月）08:12　 
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2975. 日々の源泉 

今日はいつもより睡眠を取ったためか、普段以上に気力が湧き上がっているように思う。ただし、そ

れは溌剌と外に出てくるようなものではなく、内側を静かに満たしていくようなものだ。 

今日も空には雲がかかっている。明後日までは天気が優れないようだ。今日は午前中に雨が降り、

そして午後からもまた雨が降るようだ。気温については最高気温が20度前半、最低気温は10度の

前半の日が続き、これがフローニンゲンの八月の気温であることを思い出した。 

先々週までは何日か異常な暑さを感じさせる日があったが、今はすっかり通常の気温に落ち着い

ている。気温の落ち着きとともに、自分も落ち着いて日々の取り組みに従事していくことにする。 

昨夜ふと、日記を毎日書いているのは、日々の生活の中に数多くの感謝することがあり、数多くの

奇跡がそこにあるからだ、ということを思った。また、無数の充実感と幸福感が日々の生活の中にあ

るがゆえに、私はそれを文章として残しておこうとしているのだと気付いた。 

日々全く同じようなリズムで生活しているように思えても、そこには多様な変化がある。その変化をつ

ぶさに観察し、それを文章に残していく。感謝の念や奇跡、そして充実感や幸福感の源泉は、こう

した変化の中にあるのかもしれない。あるいは、そうした変化が集まった時、一つの変わらないもの

に変化をし、それに対して上述のような感謝の念や充実感などを感じているのかもしれない。 

日々日記を書くことに合わせて、毎日作曲することも完全な習慣になった。作曲を始めて九ヶ月ほ

どの時間が経った。まだたったの九ヶ月だ。そこからも、自分がまだ何も始めていないことがわかる。

確かに作曲が毎日の習慣になったことは大きな始まりである。しかしまだまだこれからである。 

生涯の最後の日まで作曲を続けたいという強い思いを実現させていくにあたって、九ヶ月というの

はまだ実践の初期の初期に過ぎない。ここから一歩ずつ歩みを進めていく。 

今は過去の偉大な作曲家が残した曲を参考にして曲を作っている段階であり、それは今後しばらく

続くだろう。その期間には膨大な習作を残していき、徐々に自分の作曲語法が確立されていくこと

を願う。そうしたものが確立された時、膨大に蓄積されていたものが一気に外側に形となって現れ
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始めるだろう。その時になって初めて自分の曲が生み出されていく。それまでは精進の期間とした

い。膨大な蓄積が堰を切ったように外側に形となって現れ始めてからもまた、一段の精進をしたい

と思う。 

とにかく文章を書き、とにかく曲を作ること。それは一人の人間が生きた存在の記録となる。 

決して鑑賞に資するために文章や曲を作るのではない。とにかく一人の人間が創造行為を通じて

日々そのものを創造できるということ、日々の何気ない生活の中で絶えず奇跡を目撃し、深い感謝

の念を持って充実した毎日を過ごせるということを形として残していく。創作の動機はそれしかない。

間違っても他者や社会に迎合した形で文章や曲を書かない。ガラクタのような文章や曲が無数に

ある一方で、わずかばかり何か伝わるものがあればそれで十分だ。 

いつも自分の内側を動かすのは、他者や社会に迎合しない形で生み出された文章や曲だ。自分

が生み出すものもそのような性質を必然的に帯びるだろう。今日も日記を書き、今日も曲を作る。フ

ローニンゲン：2018/8/13（月）08:36　 

No.1223: Restart 

I just came back to Groningen from Amsterdam. Feeling the tranquil atmosphere in Groningen, 

I’ll restart my academic and creative work. Groningen, 17:39, Saturday, 9/15/2018 

2976. 一億文字と10万曲に向けて 

昨夜就寝前に、改めて自分が生涯に生み出すことのできる文字の量と曲の量についてぼんやりと

考えていた。一人の人間の一生は有限であり、そうであるがゆえに自分が創造できるものも有限で

あるという当たり前のことを再度考えていた。 

習慣の力とは凄まじいものがあり、この二年間で書き留めてきた日記は300万字を超える量になっ

ており、ほぼ毎月単行本一冊を執筆するような分量の日記を書いてきたことになる。 

欧州での生活を始めた当初においては、日記を書く意義についておぼろげながらもわかっていた

が、まだその本当の意義については気づいいてなかった。そうしたこともあり、欧州での生活の初期
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における日記の量は少なかったが、それでもこうした膨大な量の文章を書き留めてきたことに驚きを

隠せない。一方で、そうした分量を冷静に眺めてみると、やはりまだ何も文章を書いていないという

気持ちにもなる。端的には量が圧倒的に欠落しているのだ。 

毎日日記を書くということを生涯にわたって続けていきたい。一億文字というのはあまり想像できな

いような量だが、冷静に計算してみると、後70年間今のようなペースで日記を執筆していくとそこに

達する。実際には67年かそこからだろう。人間は人生の日々を綴った日記を一億文字書いたらど

のような認識世界に至り、日々はどのような景色として知覚されるのか。そこには何も待っていない

のかもしれないが、一億文字に辿り着いた時に広がる認識世界に異常な関心がある。また、一億文

字のその先の世界にも強く惹かれるものがある。 

作曲に関しても少しばかり考えていた。現在、諸々の仕事を抱えながらも、毎日三曲ほどの曲を何

気なく作っている。これは本当に何気なくである。何か他の仕事を終えたら、知らず知らず曲を作ろ

うとする自分がいる。それはとても自発的な運動であり、自然な運動だ。 

曲を作ろうという意思が芽生えるのは、その運動が始まってからの話だ。作曲に向かわせようとする

力が自分にまず働き、それを受けて作曲をしようという意図が芽生える。これは日記についても同じ

である。日記も書こうと思って書いているわけでは決してない。気がつくと文章の前に自分がいて、

文章の世界の中に自分がいるだけだ。 

日記も作曲も、意思が働くその前の力によって裏打ちされる形でなされる営みとなった。だからこそ、

日記を執筆することや作曲することが日々の生活そのものに他ならず、自分の人生そのものに他な

らないと言えるのだろう。日記と作曲は自分の日々になり、自分の人生になったのだ。それを実感

する。 

日記の執筆が一億文字に向かっていく形で進められていくのに対し、作曲については本当にごく

わずかの曲しか生涯に作れないことを知る。仮に無理のない形で今のように毎日三曲作ったとして

も、100歳を迎える頃には、およそ75000曲しか作れないことを知る。 

私は作曲を仕事にする人間ではないし、作曲に望むのは自分の内側の感覚が求める形をそれに

与えることであるから、芸術性の追求などということはほとんど考えていない。ここでも膨大な量の内
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的感覚を外側に形として生み出した時、人はいかような内的感覚を持ち、いかように外的世界を捉

えうるのかという点だけに関心があると言っても過言ではない。そうしたことを実現させるためには、

文章を書くように曲を書けるようになっていく必要がある。そうすれば、生涯においてなんとか10万

曲ほどの曲が生み出せるかもしれないという希望が見えてくる。 

自分に与えられた奇妙な役割は、一億文字の日記を書き、10万曲の曲を作った後に開示される認

識世界の光景を世に共有することにあるのかもしれない。 

一切風が吹かない不動の世界が書斎の窓から見える。フローニンゲン：2018/8/13（月）09:00　 

No.1224: Impulse to Learn 

A strong impulse to desperately learn more suddenly occurred to me. Just thinking about arts and 

spiritual education, my desire to learn more almost starts to explode. Groningen, 18:24, Saturday, 

9/15/2018 

2977. 創造物と排泄物 

先ほど今日一日分のコーヒーを入れた。書斎の中にはコーヒーの香りが漂っている。 

外は相変わらずの曇り空だが、まだ雨は降っていない。空を覆う雲はとても薄く、雨を降らせるよう

な雲には思えないが、今着実に雨雲がこちらに向かっているのかもしれない。 

目の前の現象だけを見て思考を働かせるのではなく、目には見えない現象をもとに思考を働かせ

る必要がある。具体的操作段階を超えて、形式操作段階に到達したらそうした思考能力が獲得さ

れるのであるから、それを十分に発揮しよう。 

コーヒーを入れている最中にふと、日記の執筆にせよ、作曲にせよ、それらが日々の自然な行為に

なっていることについて改めて考えていた。日記を執筆することも作曲をすることも、私にとっては

特別な行為ではない。むしろそれは自然な生理現象のようなものであると言っても過言ではない。

ただし、私が考えていたのは、それでは日記の執筆や作曲はどこまで自然な生理現象に近いのか、

そしてどのような点に違いがあるのかということだった。 
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人は毎日日記を執筆することや毎日曲を作ることに驚くかもしれないが、そうした場合には創造活

動というものを何か特別なものと思い込んでしまっている可能性がある。そうした思い込みに対して

は、創造活動は日々の排泄行為と同じぐらいに自然な現象である、と説明してみるのがいいかもし

れない。 

ただし、創造活動に従事する衝動が生理現象と同じような衝動に基づくものであったとしても、生み

出されるものについてはその違いを考えてみる必要があるだろう。言うまでもなく、創造活動によっ

て生み出された創造物と生理現象によって生み出された排泄物との間には違いがある。諸々の違

いがあるが、端的には価値の観点を含めての質的な違いがそこにある。排泄物にはその人が一生

涯にわたって積み重ねてきたものが滲み出さないが、創造活動を通じて生み出されたものにはそ

れが滲み出す。 

人は本来創造的な生き物であり、現代人はその創造性をあまりに抑圧しており、創造活動というも

のをどこか高尚な営みだと錯覚している。そうした思い込みに対しては、処方箋として、創造活動そ

のものは排泄行為と変わらない自然なものだという認識を持つのが良いのではないかと思う。創造

活動への敷居が下がり、日々創造活動に従事する中で充実した毎日を送り、そこから少しずつ創

造活動によって生み出されるものが固有に持つ性質について考えを深めていけばいいのではない

かと思う。 

人は本当に創造活動というものを何か特別なものとみなしがちである。そうした思い込みを保持した

ままでいると、創造活動を通じた各人固有の芸術性と霊性が涵養されることはないだろう。 

時に、毎日日記を執筆していることや毎日作曲をしていることに対して驚かれることがあるが、むし

ろ毎日排泄行為を抑圧していることの方が驚くべきことなのではないかと思う。繰り返しになるが、

創造活動によって生み出される創造物と生理現象から生み出される排泄物には違いがある。それ

については理解をしなければならないし、これは美学の観点からも考えを深めていきたいと思う。 

ここで述べているのは、人々が創造活動というものを特別なものだと崇めてしまう誤解についてであ

る。そうした誤解が広く蔓延していることが、芸術性や霊性、及び成人の発達を大きく妨げる要因に

なっているように思えて仕方ない。フローニンゲン：2018/8/13（月）09:24　 
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No.1225: Purple Inner Flame 

I perceived my inner flame to be purple. I seemed to find a new quality of my passion. Groningen, 

20:17, Saturday, 9/15/2018 

2978. スイスの田舎町ドルナッハとの出会い 

時刻は午後六時を迎えた。今日は時折雨が降るような一日だった。 

日記の執筆、作曲、GRE試験に向けた学習、そしてシュタイナー教育に関する書籍を読む形で時

間が過ぎていった。先ほど雨が降っていた時、雨粒の中にある輝きとこの世界の光についてぼん

やりと思いを馳せていた。 

雨雲のせいもあり、外は確かに薄暗かったのだが、世界は明るく感じられた。 

シュタイナー教育に関する書籍を読めば読むほどに、この教育に対する関心が高まっていく。どう

やらシュタイナースクールは国や地域によって固有の特色が見られるそうだ。いつか日本中の、そ

して世界中のシュタイナースクールをあちこち訪れてみたくなった。世界各国のシュタイナースクー

ルではどのような教育実践が行われているのだろうか。 

根幹には当然ながらシュタイナーの教育思想が据えられていることは確かだろうが、それぞれの国

や地域の特色を帯びた教育実践にはとても関心がある。その土地固有の食べ物を食べることによっ

て、その土地と私たちが真に結びつき、生命力が深く涵養されるのと同様に、その土地に合致した

教育実践というものが存在していてもおかしくはない。 

むしろ、現代の多くの教育のようにその土地の固有性が反映されず、標準化されてしまった教育の

方が不自然なのではないかと思う。子供にとって、そして成人にとっても、教育が真の価値を発揮

するのはその土地に根ざしたものである必要があるかもしれない。 

書籍のみならず、インターネット上でもシュタイナー教育についてあれこれ調べていると、スイスのド

ルナッハにある精神科学自由大学のあるプログラムに行き着いた。そのプログラムは、シュタイナー

にゆかりのあるドルナッハの街で人智学を深く学ぶことを目的にされている。このプログラムには妙
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に自分に響くものがある。そのプログラムについてさらに調べてみると、今から八年前にジョン・エフ・

ケネディ大学の統合心理学科のプログラムを始めて見た時の感覚に近いものが自分の内側に湧き

上がってきた。 

来年に是非ともスイスのドルナッハを訪れてみたいと思った。その際に、シュタイナーが設計したゲー

テアヌムを見学しに行く。ここに人智学協会の本部が置かれており、精神科学自由大学もここにあ

る。なぜだかわからないのだが、私は無性にこの土地に住んでみたくなった。未だ訪れたことのな

いドルナッハに住んでみたいというのは、本当に突発的な考えかもしれない。 

だが、この土地には自分を惹きつけてやまないものが何かある。いつか本当に人智学を学びにこ

の街にやって来る日がやってくるかもしれない。また、いつかこの街で生活を始めているかもしれな

い。こうした不思議な感覚を大切にしたい。きっとそこには何かの縁があるのだ。それは魂の縁と呼

べるものなのかもしれない。フローニンゲン：2018/8/13（月）18:12　 

No.1226: A Contrail for Hope 

I often find hope, looking at a contrail in the sky. I experienced it on a sunny day last week. 

Groningen, 08:17, Sunday, 9/16/2018 

2979. ドルナッハへの訪問計画と神智学・人智学の探究 

雨が止み、辺りはまた穏やかな世界となった。時刻は午後の八時に近づき、今日も残すところわず

かとなった。 

先ほど日記に書き留めていたように、改めて、スイスのドルナッハについて思いを馳せていた。実際

にその町についてあれこれ調べていると、人口はわずか六千人ほどらしく、非常に小さな町だという

ことがわかった。また、スイスの他の地域と同様に、ドルナッハも豊かな自然に囲まれている。二年

前にピアジェの生誕の土地であるスイスのニューシャテルを訪れたが、ニューシャテルとドルナッハ

は非常に近いことが地図上からわかった。 

二年前はピアジェにゆかりのあるニューシャテルを訪れ、来年はシュタイナーにゆかりのあるドルナッ

ハを是非とも訪れたいと思う。時期としては来年の初夏にちょうどスイスの主要都市を巡る計画を立
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てており、その時に合わせてドルナッハを訪れるか、来年の春あたりにアウシュヴィッツを訪れる際

にドルナッハに訪れるのも良いだろう。 

ドルナッハという町に自分が強く惹きつけられているのは何故なのだろうか。一体何がこうもこの町

に自分を惹きつけているのか。その答えなど考えてみてもわかないので実際にその場所に行って

みるのが一番良いだろう。 

ある土地には魂が宿っており、それは別の魂を引き寄せる。そのようなことがこの世界には本当にあ

るようだ。 

ドルナッハは果たして自分にとっての魂の町なのだろうか。それを確認するためにも必ず現地を訪

れる必要がある。この町に足を運ぶのは自分の人生に課せられた一つの超越的な義務のように思

える。 

ドルナッハの町にある精神科学自由大学のプログラムについてさらに調べていると、改めてシュタイ

ナーの根幹的な思想について学ぶためにあれこれ書籍を読んでみようと思った。すでに何冊かシュ

タイナーが執筆した書籍を読んできたが、それ以外の書籍を可能な限り全部読んでみようと思う。

当然それを今すぐに行うのではなく、長い時間をかけてゆっくりと探究を進めていくことにする。以

前、フローニンゲンの町の古書店でシュタイナーの書籍を何冊か購入したのだが、この古書店には

まだその他にもシュタイナーの書籍が置かれていた。 

ドイツ語だけではなく、英語の書籍も充実しており、近々古書店を訪れて、未購入の書籍を購入し

たい。その際にはもしかすると、店主のテオさんから「以前購入した大量の書籍をもう読んだのか？」

と笑みを交えて言われるかもしれない。 

既存の書籍、および新たに購入する書籍を通じて、シュタイナーの思想、および人智学そのものに

ついて理解を深めていく。その前に、以前に購入したブラヴァツキーの“The Secret Doctrine: The 

Synthesis of Science, Religion, and Philosophy (2014)”をまずは読み進めることにする。先日、この

1600ページにもわたる大著をパラパラと眺めていると、随所に興味深い記述があり、その場で下線

を引いたり、書き込みをしていた。ブラヴァツキーはおそらく、「モーツァルト体験」とでも呼べるような、
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叡智界から叡智を降ろしてくる形でこの書籍を執筆したに違いない。本書には常軌を逸するような

異常な力が滲み出ている。 

当然ながら、本書の記述には細かな部分に関する誤りが幾つかあるだろうが、重要なのはその書

籍が体現している全体としての叡智が何なのかを見極めることにあるだろう。少しずつ、神智学およ

び人智学についての探究を進めていこう。フローニンゲン：2018/8/13（月）20:05　 

No.1227: The Inner Oriental and Occidental World 

I’ve lived in Europe for three years. Including four years to live in the US, I’ve lead my life in the 

Western world for seven years. Interestingly enough, the longer I live outside Japan, the closer I 

feel it to be, which indicates that I’m integrating my inner oriental and occidental world. 

Groningen, 08:33, Sunday, 9/16/2018 

2980. 調整の時期及びGRE試験に向けて 

今朝も昨日に引き続き、七時頃に目を覚ました。ここ二日間ほど睡眠時間が長い日が続く。フロー

ニンゲンの町が新たな季節に向かっていることに伴って、自分の内側でも新たな季節に向かうため

の調整が行われているのかもしれない。今日は日記を執筆した後に、過去に作った曲の編集をし、

そこから新たに一曲作りたいと思う。 

最近は、早朝にバッハの二声のコラールに範を求める際に、ピアノだけではなく日本の伝統楽器を

取り入れて作曲するようになった。これは実験的に行っている試みだが、いろいろなことを教えてく

れる。日本の伝統楽器に固有の音色であったり、オーケストレーションの方法に関することを少しず

つ体験を通じて学んでいる。とりわけ前者については経験からしか学びようがないのではないかと

思う一方で、後者については今後理論書などを通じてしっかりとした基礎的な知識を獲得したいと

思う。 

今は本当に実践を通じた学びしかしていないが、現時点での私はそうした時期にいるのだと思う。

とにかく実践体験を豊かに積んでいきたい。それが将来の理論の学習にも活きてくるだろう。 
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作曲実践を終えたら、午後からある協働プロジェクトのミーティングに向けた準備をする。こちらのプ

ロジェクトに関しては、基本的に毎月一回ほどのミーティングを行なっており、毎回の意見交換は実

りが多く、今日のミーティングも楽しみにしている。 

ミーティングに向けた資料の確認が終わり次第、GRE試験に向けた学習をする。昨日からいよいよ

コンピューターベースの模擬試験を解き始めた。最も難解な読解のセクションだけを解いてみたと

ころ、点数は散々であったが、制限時間内に十分問題を解き終えることができていた。これまでは

制限時間内に問題を解き終えることができないことが多かったので、問題を解く速度が上がったこと

は良かったが、逆にその分精度が落ちてしまったようだ。 

ここから本番の試験に向けては、今の速度を維持したままで解答の精度を上げていくことを行う。模

擬試験の問題を解くことはかなりの集中力を要求し、これを毎日行うのは負荷がかかりすぎるため

賢明ではない。そのため今日は問題を解くことをせず、ライティングの対策と単語の学習のみを行う

ようにする。明日は再びコンピューターベースの模擬試験を解こうと思ったが、まだペーパーベース

上の数学のセクションの問題を全て解いていないので、そちらを先に解答しておきたい。 

ETSのウェブサイトからコンピューターベースの問題を解くことができるが、解答はあっても解説が付

いていないので、復習するのに不便である。ウェブサイト上の模擬試験は、形式に慣れるためと割り

切って活用するのが良さそうだ。そうしたこともあり、次回コンピューターベースの問題を解くのは今

週末と来週の頭にしようと思う。今週末にもう一度読解のセクションに関する新たな問題を解き、来

週の頭に数学のセクションの問題を解くことにする。 

実際の試験は来週の木曜日であるからこのようなスケジュールで進めていけば体が試験の形式に

十分に慣れているだろう。試験前日はアムステルダムのホテルに宿泊するようにしており、試験当

日の朝には準備運動がてらコンピューターベースの問題を何問か眺めるようにしたい。試験会場に

分厚い公式問題集を持っていくのではなく、ウェブサイト上の模擬試験を眺めることを準備運動と

するのが賢明だろう。よほど点数が悪くない限りは、GREは今回一回だけ受験することにする。GRE

が終わったらその数日後に北欧旅行が始まり、再び探究活動と創造活動に打ち込む日がやってく

る。フローニンゲン：2018/8/14（火）08:24　 
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No.1228: A Serene Morning in Autumn 

Although this morning is very chilly, it gives a serene atmosphere. Time passes peacefully. 

Groningen, 10:10, Sunday, 9/16/2018 
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