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3041.【北欧旅行記】取りとめもない考え 

天気予報の通り、午後五時頃から雨が降り始めた。午後八時を迎えた今も小雨が降り続いている。

雨の降るストックホルムの町並みをホテルの自室からしばらく眺めていた。 

本日ノーベル博物館を訪れた際に購入した『ノーベル賞の百年：創造性の素顔（2002）』を先ほど

読了した。写真も豊富に掲載されているが、300ページ近くにわたる分量のある資料であったが、そ

の中身を食い入るように数時間読み進めていると、いつの間にか最後のページに辿り着いていた。 

ノーベル賞受賞者の創造性や、自らの仕事を前に進めていこうとする彼らの力に引き込まれ、時間

を忘れてしまうかのように没頭して本書を読み進めていた。ここでは具体的なことは書かないが、本

書は今後も折を見て読み返すことになるだろう。実際に、本書の中にいくつも下線を引き、書き込

みをする箇所も多く、自分を刺激してくれるものが詰まった書籍であった。 

本書を購入したショップには、偶然ながら先日連絡を取ったハワード・ガードナー教授の書籍も置

かれていた。それは、“Creating Minds: An Anatomy of Creativity Seen Through the Lives of 

Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham, and Gandhi (2011)”というタイトルのものであ

る。本書は以前に一読し、創造性について考えを深めていくための良書であると思っていたため、

ノーベル博物館のショップの中の創造性に関する書籍のコーナーにそれが置かれていても不思議

ではなかったが、ちょうど先日の日記の中で本書に言及していたこともあり、その偶然には驚かされ

た。 

九月末から十月の初旬にかけてボストンを訪れ、その際にハーバード大学教育大学院（HGSE）に

在籍する何人かの教授と面会をしてこようと思っており、その中にガードナー教授もいる。仮にガー

ドナー教授と面会をする機会に恵まれたら、ノーベル博物館での話をしたいと思う。 

ボストンの滞在について今触れたが、ボストン市内のホテルは軒並み高いものが多く、数日前にホ

テルの予約をしていた時には少々驚いた。一方で、ストックホルムのホテルはそれほど高いと感じ

なかったが——もちろん両都市のホテルはピンからキリまである——、ストックホルムは食べ物の値段

がかなり高い印象を与えている。 
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今日、ノーベル博物館からホテルに戻っている最中に、新鮮そうなオレンジがふんだんに使われて

いることを売りにするカフェに立ち寄った。店内にいる客も名物のオレンジジュースを美味しそうに

飲んでいた。その光景を目にし、ちょうど喉が渇いていたこともあり、私もオレンジジュースを注文し

た。一杯700円ほどするオレンジジュースであった。 

確かに味は美味しく、新鮮なオレンジから取れたのであろうことはすぐにわかったが、その値段は少々

高いように思われた。そのような取りとめもないことを思い出しながら、ホテルの自室で時間を過ごし

ている。ストックホルム：2018/8/27（月）20:24 

No.1267: Today’s Energy 

Although it is cloudy right now, this morning is very calm. I notice that the energy of my body 

and mind is augmenting. Groningen, 07:31, Tuesday, 9/25/2018 

3042.【北欧旅行記】ストックホルム滞在の四日目の朝に  

今朝は六時半に起床した。起床直後、窓の外から雨の音が聞こえた。どうやら早朝の時間帯は雨

のようであり、午前10時あたりに一度雨が止むようだ。 

水しぶきを上げて道路を走る車の音が聞こえる。ストックホルム滞在も今日で四日目となり、四日も

滞在していると、ホテルの自室が自宅のように思えてくる。今朝も目覚めた時、今自分がいる場所

が自宅のように錯覚されたぐらいだ。 

今日はホテルから歩いて40分ほどの場所にあるプリンス・エウシェン美術館を訪れようと思う。この

美術館はもともと、エウシェン王子（1865–1947）の邸宅だったそうだ。 

エウシェン王子は芸術に関心を強く持っており、芸術作品のコレクションが相当な数に上り、王子の

遺言の元、現在の美術館が生まれたということを知った。邸宅の面影は当時のままであり、一般的

な美術館とは違い、邸宅の中を楽しみながら芸術作品を鑑賞することができる。 

生活の中に溶け込んだ形で芸術作品を鑑賞できるというのはとても嬉しい。というのも、芸術作品

は美術館のように区画化された場所に飾られて真価を発揮するというよりも、生活の中に溶け込む
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ことによって真価を発揮するのではないかと考えているからだ。王子が大切にしていたコレクション

を、実際に王子が住んでいた邸宅で鑑賞できるというのは素晴らしい体験になるだろう。また、この

美術館の庭園も見もののようであり、その周りの雰囲気も趣があるようなので、美術館のみならず、

それを取り巻く場全体を堪能したいと思う。 

美術館の開館時間は午前11時と少し遅めだが、ちょうど今日は10時頃まで雨が降るようであるから、

それまではホテルでゆっくりとし、雨が止んでからホテルを出発したい。 

昨日の早朝、ホテルのレストランで朝食を摂っていると、私が座っていた近くの席に二人の子供を

連れた家族がやってきた。二人ともまだ小さく、女の子の方はようやくしゃべることができるようになっ

た年頃であり、もう一人の男の子はまだしゃべることができないようだった。 

二人の子供はシリアルを一生懸命になって食べていた。時折、女の子の方は両親と話をしながらシ

リアルを食べていたが、男の子の方はしゃべることができないので、身振り手振りで意思表示をし、

牛乳が欲しい場合にはカップの方を指差すなどしていた。 

終始二人の子供を観察していると、男の子の名前はダニエルだということを知った。ダニエル君は

まだしゃべることができないが、それでも両親に自分の意思を伝えるコミュニケーションをしながら、

パクパクと美味しそうにシリアルを食べていた。その様子はとても可愛らしく、思わず私は微笑んで

いた。今日もあと二時間ほどしたら朝食を食べにレストランに降りていこうと思う。もしかしたらまたダ

ニエル君に会えるかもしれない。ストックホルム：2018/8/28（火）07:10 

No.1268: Time of Sunrise 

The sky gradually becomes bright, and I can see the sunrise. The clouds shed by the sunrise have 

beautiful colors. Groningen, 07:43, Tuesday, 9/25/2018 

3043.【北欧旅行記】旅の意識  

ストックホルム滞在の四日目の朝を迎えてしばらくの時間が経った。つい今しがたホテルのレストラ

ンで朝食を食べた。 

© YOHEI KATO 2018 !5



これから訪れるプリンス・エウシェン美術館までは、歩いて40分ほどの距離であるため、良い運動に

なるだろう。この運動に備えて、今朝もしっかりと朝食を摂った。 

幸いにも天気予報の通り、ストックホルム上空の空が晴れてきた。夕方からも小雨が降るかもしれな

いので、念のため折り畳み傘を持っていく。 

朝日の黄色い光がホテルの隣の建物の壁に照らされ、美しく耀いている。今日もストックホルムの

町中を歩くことはとても清々しいだろう。特に、海辺の道や庭園付近の道を楽しみにしている。 

昨日ふと、改めて呼吸を整え、日々の生活をより瞑想的な意識のもとで送ることの大切さについて

考えていた。先月一ヶ月間はGRE試験に向けた対策に少々追われ、生活の外形は穏やかでありな

がらも、心のゆとりが奪われていたように思う。 

試験が無事に終わったにもかかわらず、試験の翌々日に今回の北欧旅行に出かけることになり、

旅の始まりは意識がまだ試験に向けた準備の状態と変わりがなかった。ここに来て少しずつ旅の意

識になりつつある。 

欧州での三年目の生活では旅を積極的にしようと思っていたが、ここ数ヶ月間は文字通り毎月どこ

かに旅に出かけており、少し旅行過多であるように思えてきた。年内の国外旅行は、九月のボストン

旅行に留めるようにし、その他の旅行はオランダ国内かベルギーなどの近場に留めたいと思う。 

昨日ノーベル博物館内でドキュメンタリー番組を見たときに、私たちの脳はGPS機能のようなものを

備えているという発見事項を知った。おそらく見知らぬ土地を訪れることによって脳が活性化され、

それによって意識も活性化されるのは、脳のそうした特性と関係しているのかもしれないと思った。 

世界中の見知らぬ町を訪れることによって、随分と自分の脳と意識の働きが変化していることをここ

数年特に実感する。旅のおかげで自己が深まり、人生が深まっていることを実感している。しかしそ

うとはいえ、毎月世界のどこかに旅行に出かけるというのは少々忙しすぎるように思われてきた。旅

に出かける頻度を抑える分、一つ一つの旅を終えるごとにその旅を咀嚼し、次の旅に向けて諸々

のことを内側で熟成させていきたいと思う。 

© YOHEI KATO 2018 !6



繰り返しになるが、年内は五年振りにボストンを訪れる旅行を最後にし、来年の初旬にまたどこか旅

行に出かけたと思う。その時はできればオーロラ観測の船旅を行うことができれば幸いだ。 

見る見るうちに辺りが明るくなってきた。それに呼応するかのように、爽やかな空気が朝のストックホ

ルムに流れている。水の都に爽快な風の息吹が吹き込んでいる。ストックホルム：2018/8/28（火）

09:47 

No.1269: Brightness of the Sky 

The sky above Groningen started to brighten. I expect today to be blissful. Groningen, 08:28, 

Tuesday, 9/25/2018 

3044.【北欧旅行記】プリンス・エウシェン美術館を訪れて 

先ほどホテルの自室に戻ってきた。なんとか天気が持ち、今日は午前中よりプリンス・エウシェン美

術館に足を運んできた。 

美術館までの景色はとても印象的であり、そのハイライトは前半部分においてはストックホルムの湾

の眺め、後半部分においては並木道である。天気がもってくれたおかげもあり、早朝40分ほどの散

歩はとても清々しかった。途中には太陽が顔を覗かせることが何度かあり、40分ほど歩いていると後

半は少し汗ばむほどであった。 

プリンス・エウシェン美術館に到着する間際の景色も忘れることができず、近くの湾内は何とも言え

ない心地良い雰囲気を放っていた。美術館はまさにエウシェン王子の邸宅であっただけあって、厳

かな雰囲気であった。一方で、邸宅を取り巻く自然が素晴らしく、それは美術館を優しく包んでいた。

館内に入り、チケットを購入する際に、合わせてオーディオガイドもお願いをした。 

オーディオガイドは毎回借りるわけではないが、事前知識がほとんどないような美術館や博物館を

訪れる際にはできるだけオーディオガイドを借りるようにしている。視覚的な情報だけではなく、聴

覚的な情報からも得ることは非常に多い。 
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オーディオガイドをお願いしたところ、本来は有料なのだが、なぜだか特別に無料にしてもらえた。

その理由は定かではないが、もしかしたら、学生としてチケットを購入したことと関係しているかもし

れない。 

今現在の私の身分はまだ学生であり、九月の卒業式をもって再び学生ではなくなる。欧州におい

ては大学院生であれば学生として美術館や博物館のチケットを割引で購入することができることが

多い。例外はウィーンの美術館を訪れた時であり、そこでは28歳までという年齢制限があった。 

オーディオガイドを無料で借りる幸運に恵まれ、館内の所蔵品をゆっくりと見て回った。エウシェン

王子は驚くことに、本人も多数の素晴らしい風景画を残している。 

いくつか思わず足を止めて見入ってしまう風景画をエウシェン王子が描いており、それは嬉しい驚

きであった。邸宅の中の「フラワールーム」は特に落ち着いた雰囲気を放っていた。そこには幾つも

の花が飾られており、部屋から湾内を見晴らすことができ、その眺めは本当に素晴らしかった。私

はしばらくその部屋で足を止め、窓から見える湾内の輝きを眺めていた。 

この美術館は三階建てであり、素晴らしい絵画作品の多くは三階に飾られていた。美術館で数時

間を過ごした後、邸宅を囲む自然の中を少し散策した。 

こうした場所に住みながら創造活動に打ち込むことができたらどれほど幸せだろうかと思った。いつ

かこうした自然に囲まれた場所で生活を営み、その中で探究活動と創造活動に打ち込みたいと思

う。ストックホルム：2018/8/28（火）16:18 

No.1270: The Diverse Manifest World 

I can see the clouds shining in the distant sky, near which there is a few contrails. In addition, I 

can see some birds flying in the sky. I’m astonished by the diversity of this manifest world. 

Groningen, 16:20, Tuesday, 9/25/2018 
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3045.【北欧旅行記】明日からのフィンランド滞在に向けて 

ストックホルム滞在の最終日が終わりに近づいている。明日からはフィンランドに移動し、ヘルシン

キに五日ほど滞在する。 

この世界を旅しながらふと、自分にできることは、天の声を聞き、その声の導く方向に進むことだけ

だということが改めてわかる。旅の最中は普段考えないようなこと、あるいは普段考えていることを全

く異なる観点や次元で考え直すようなことが自然と起こる。 

今回の旅の最中においても、知らず知らずそのようなことが起こっているが、新たな気づきを全て書

き留めることはできない。それほどまでに多くの新たな気づきが旅の最中に絶えず耐えずもたらさ

れている。だが、それらの気づきには共通点があり、それはリアリティの多階層性と千変万化する本

質について示唆する。今日もストックホルムの町を歩きながらその共通点に打たれるような瞬間があっ

た。 

このリアリティは本当に不思議であり、今の自分には見えていないことが常に存在しており、何かの

瞬間にそれが垣間見えることがある。旅はそうした現象を開示する触媒の役割を果たす。 

明日からヘルシンキに滞在するが、明日の出発に向けて準備はほとんどできている。ストックホルム

中央駅から空港までは行きと同じく特急列車に乗る。 

明日の早朝は八時ぐらいにレストランに降りてゆっくり食事をし、9:20をめどにホテルを出発する。ス

トックホルム滞在の初日にホテルからストックホルム中央駅までは歩いて15分ほどかかったが、すで

に頭の中に地図があるので道に迷うこともないことを考えると、もう少し時間が短縮されるだろう。 

中央駅から9:50に出発する列車に乗り、10時過ぎに空港に到着する。フライトの時間は13:25である

から随分と余裕があり、ホテルのラウンジでゆっくりと過ごし、過去の日記を編集したいと思う。 

今日は今朝からシベリウスのピアノ曲を聴いている。ちょうど明後日にはシベリウス博物館を訪れよ

うと思っており、そこへの期待感が自然とシベリウスの曲を選ばせたのかもしれない。 
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シベリウスの曲を北欧の地で聞いていると、これまでとは違った感覚的理解が得られるように感じて

いる。今はまだスウェーデンにいるが、明日からシベリウスの生誕の地かつ活動の地であるフィンラ

ンドに行けば、曲から得られるものがまた変容するだろう。 

今朝方作曲実践をした際に、ついにバッハの二声のコラール69曲の全てを一通り参考にして曲を

作った。これからは371曲の四声のコラールに範を求めていく。これまでも四声のコラールを何曲か

参考にしており、今日は夕方に23番目の曲を参考にした。参考にするべき曲は348曲ほど残ってい

るが、これまで同様に地道に日々の作曲実践を続けていきたい。自らの創造性を育むためには、と

にかく他の創造者の力を借りて自力の実践を継続させていくことが重要である、と昨日訪れたノー

ベル博物館で改めて思った。 

シベリウス博物館を明後日訪れた際に、ショップでシベリウスのピアノ曲の楽譜が販売されていれ

ば迷わず購入しようと思う。とにかく過去の偉大な作曲家に範を求めて実践を長きにわたって続け

ていく。その思いをまた改めて強く持った。ストックホルム：2018/8/28（火）21:41 

No.1271: Feeling at Dawn 

Dawn breaks, and a new day begins. I’ll visit Boston tomorrow for the first time in five years. 

Groningen, 07:28, Wednesday, 9/26/2018 

3046.【北欧旅行記】ストックホルムを出発する朝に 

今朝は五時半に起床した。旅行中も就寝時間と起床時間は普段とほとんど変わらない。この世界

のどこで何をしていようとも、自分の中の一つのリズムが確立されているかのようだ。それはまるで、

この世界の根源的なリズムと同一化しているかのようだ。そしてそれは、自分の生が持つ固有のリズ

ムであることを知っている。だから就寝も目覚めも静寂と喜びを伴うのだと思う。 

ストックホルムを出発する日の朝は晴天である。ストックホルムに滞在中に何度か雨に見舞われた

が、興味深いことにそれはことごとく自分が外にいない時だった。博物館の中にいる最中に雨が降っ

ていたり、ホテルで朝食を摂っている最中に雨が降るなど、ストックホルムの町を散策する際の一切
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の妨げにならなかったことが興味深い。天の計らいには何よりも感謝しなければならない。天はい

つも自分の意思と感謝の念を見ている。 

昨日、今日からのフィンランド滞在に関してあれこれ調べていると、ヘルシンキの近くにシベリウス

博物館がもう一つあることを発見した。明日、当初予定していたシベリウス博物館に足を運ぶ予定

であり、金曜日には昨日見つけたその博物館を訪れたいと思う。 

これも何かの偶然か、金曜日だけ何も予定を入れておらず、一日中ヘルシンキ図書館で過ごそう

かと思っていたぐらいであった。昨日偶然に見つけたシベリウス博物館に金曜日に行くことにしたが、

これも何か運命的な出会いのように見える。きっとそこで私はまた何か重要な気づきや学びを得る

だろう。 

今日も朝からシベリウスのピアノ曲を聴いている。北欧の清澄さが伝わる素晴らしい曲ばかりである。

明日と明後日に訪れる博物館のショップにシベリウスのピアノ曲の楽譜が置いてあればそれを購入

しようと思う。なければフローニンゲンに戻ってから購入することにする。シベリウスにも範を求めた

いという気持ちが湧いてきており、その気持ちはヘルシンキに到着し、二つの博物館を訪れること

によってさらに高まるだろう。 

これから出発に向けた荷造りをし、あと一時間半後に朝食を食べにレストランに降りる。朝食をゆっ

くりと食べ、ホテルの自室で少し休憩をしてから9:20にホテルをチェックアウトしようと思う。ヘルシン

キの中心街に到着するのは夕方であるから、ホテルのチェックインをしたら市内を少し散策しようと

思う。ストックホルムで得られたことをゆっくりと咀嚼していく。ヘルシンキではまた新たな促しが得ら

れるであろうことを期待する。ストックホルム：2018/8/29（水）06:28 

No.1272: Vortex of the Times 

I’ll contact the Ralph Waldo Emerson House in Boston. Also, I plan to read “Rethinking the 

Education Mess: A Systems Approach to Education Reform (2013)” and “The Disciplined Mind: 

Beyond Facts and Standardized Tests, the K-12 Education That Every Child Deserves 

(1999).” Finally, I must not forget to pack clothes for a trip. Groningen, 07:48, Wednesday, 

9/26/2018
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3047.【北欧旅行記】天命を全うすることに向けて 

つい今しがた、ホテルのレストランに降りていき、フレッシュジュースと紅茶をもらってきた。実際の朝

食はあと一時間半後にしようと思っていたが、飲み物だけ先ほどもらってきた。 

今の時刻は六時半を迎えたばかりであり、朝食の時間が始まったばかりでもあるのだが、もうすでに

何人もの旅行客が朝食を摂っていた。彼らの一日は早く、ホテルを出発するのも早いのだろう。 

昨日にふと、これから教育哲学を探究していく際の核に当たるのはシュタイナーとクリシュナムルティ

であると思った。以前から二人の教育思想に関する書籍を読み、多大な洞察を与えてもらっていた

が、これからは本格的に二人の思想家の教育思想を探究していく。 

今すぐに博士課程に進学することをあまり考えていなかったが、教育哲学に関してであれば博士課

程に進学したいと最近思うようになってきている。ハワード・ガードナー教授のように、学術探究を通

じて得られた知見を広く一般書の形で共有していくことに少しずつ意義を見出し始めた自分がいる。

これまでの私は、単著で書籍を執筆することはもう当分ないだろうと思っていたが、ガードナー教授

の仕事のあり方を見ていると、一般書を通じて人間発達に関する知見を広く世の中に共有していく

ことは、自分の一つの役割なのかもしれないと最近思い始めている。 

以前の日記に書き留めていたように、誰かの代わりに世界のどこかに移住し、そこで誰かの代わり

に勉強をし、得られた知見を共有することが自分の中の大切な役割の一つなのかもしれないという

思いが日増しに強くなる。 

国外で生活をしているということ、今このようにして世界を旅していることもきっとその役割を全うする

ためのものなのだ。自己を超えた存在から何かを託されたというこの感覚を言葉で説明することは

難しい。だが、それを試みることを諦めてはならない。 

自分に与えられた役割をこれから少しずつ担っていきたい。今すぐにでなくてもいい。機が熟したら、

博士課程に進学し、そこで教育哲学に関する探究をとことん深めていく。これからシュタイナーとクリ

シュナムルティの思想を本格的に学んでいくが、それを焦る必要はない。博士課程の進学も焦る必

要はなく、長く深い探究を心がけていこう。 
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この探究を開始しようとしている今の自分を突き動かしているのは、きっと与えられた役割によるもの

なのだろう。天命は人に降り、それは人を動かす。 

そのようなことをストックホルム出発の朝に思った。ストックホルム：2018/8/29（水）06:59 

No.1273: Diverse Motions of  Breeze 

I suppose that I’ll spend the whole day in my study, but I enjoy watching breeze from the 

window. As our life has diverse paths, breeze has various motions. Groningen, 12:05, Wednesday, 

9/26/2018 

3048.【北欧旅行記】仮初めと永遠なる旅 

たった今、ストックホルム中央駅を出発した。今日は本当に天気が良く、早朝のストックホルムの街

を歩くことは大変気持ちが良かった。 

八月の終わりの北欧は日中も涼しく、長袖を着て生活をする必要がある。晴れの日に長時間にわ

たって散歩を楽しむのであれば半袖でもいいかもしれないが、基本的に一日を通じて涼しいのが

北欧のこの時期の気候である。 

ストックホルム中央駅に到着し、特急列車のチケットを購入しようと思ったところ、私の思い込みで空

港までのバスのチケットを購入してしまった。フライトの時間までは随分と時間があるので、バスでゆっ

くりと空港に向かうことにした。そのため、今私はストックホルム空港へ向かう高速バスの中にいる。

特急列車であれば20分で空港まで到着するが、バスであれば50分ほどの時間がかかる。バスに乗っ

たおかげで行きに見過ごしていた景色を眺めることができるだろう。それを楽しみにバスの中で時

間を過ごす。 

今日は午後一時半のフライトでヘルシンキに向かう。ヘルシンキに到着するのは現地時刻の三時

半であり、市内のホテルに到着するのは四時過ぎだろう。そこから少し市内を散歩したいと思う。ストッ

クホルムでの滞在と同様に、これから訪れるヘルシンキでも素晴らしい時間を過ごすことができると

予感している。こうした予感がどこから来るのかわからない。それは創造性と同じように、形のないど

こかにその根源があるのだろう。 
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空港までのバスの窓から見える景色はとても落ち着きがある。右手に見えるのは広大な公園であり、

大きな湖が見える。 

ある町にやって来ることは、必然的にいつかその土地から去っていくことを意味している。仮にそこ

に定住したとしても、いつか別れの瞬間がやって来る。今回ストックホルムに自分が行き着いたこと

には何か意味があり、ここからまた人生の歩みを進めていきたいと思う。始まる出会いがあり、終わ

る出会いがあったとしても、この人生はまだ続いていく。それはゆっくりと続いていく。 

たとえストックホルムを去ったとしても、今回の旅でこの土地から得られたことが自分の内側で風化

することはないだろう。旅を通じたある土地との一時の出会いとその出会いがもたらす永続的なもの。

旅には常に、仮初めなものと永遠なものが同居する。これはとても不思議なことだと思う。 

ストックホルム空港まであと少しとなった。ここからしばらくは窓の景色を堪能しようと思う。 

北欧旅行はまだ終わらず、この旅は自分の心の中で永遠に生き続けるだろう。ストックホルム：2018/

8/29（水）10:00 

No.1274: The Previous Night 

Today is now approaching the end in a silent way. A trip to Boston will begin tomorrow. I’ll go to 

bed early tonight. Groningen, 19:41, Wednesday, 9/26/2018 

3049.【北欧旅行記】ストックホルム空港にて1時間10,800,000円のサービスを利用して 

ヘルシンキ行きのSASのフライトが今スウェーデンの空に飛び立った。快晴の空が飛行機の窓の外

に見える。 

以前の日記で、いつか宇宙旅行に出かけてみたいと述べたことがあったように思う。これはちょうど

米国西海岸のアーバインに住んでいた時、ある日突然閃いたものだ。宇宙旅行を提供しているサー

ビス会社は幾つかあるが、単に大気圏の外に出るだけではなく、無重力を体験できるような宇宙旅

行は一千万円ほどするらしい。しかも宇宙空間での滞在時間はほんの数分とのことであるから、ま

だまだ宇宙旅行は非常に高価なのだとわかる。 

© YOHEI KATO 2018 !14



今日はつい先ほど、15,000円支払って、ノルウェー航空の飛行機を5秒ほど眺める権利を行使した。

仮に一時間それを眺めるのであれば、10,800,000円ほどする。 

ストックホルムの空港に到着したのは今日の午前十時半であり、私のフライトは13:25に出発する予

定だった。搭乗時刻は13:05とのことであり、空港に着いてから随分と時間があった。 

速やかにセキュリティーに行き、フローニンゲンからストックホルムに行く時にはセキュリティーでスー

ツケースを開けることが求められたが、今回はそれを求められなかった。そのため、セキュリティーを

抜けた後でも時刻はまだ11時前であった。 

随分と早くセキュリティーを抜けれたことを喜び、私はラウンジに向かった。世界の様々な空港のラ

ウンジを無料で利用できるプライオリティーパスは本当に重宝する。空港によって利用できるラウン

ジの食事や飲み物には確かに差があるが、とにかくゆっくりと過ごせることは有り難い。 

今朝はホテルの朝食をしっかり摂ったため、昼食はフライトの30分前に簡単に摂ることにした。ラウ

ンジでは過去の日記を20本ほど編集することができた。 

フライト時間が迫ってきたため、昼食を軽めに摂り、食後のコーヒーを飲んでから搭乗ゲートに向かっ

た。まだ搭乗は始まっておらず、ヘルシンキ行きの表示が出ているゲートの下で、持参したシュタイ

ナー教育に関する書籍を読みながら搭乗を待っていた。 

私がいたのはゲート4Cであり、搭乗時間になったところでゲートの上の表示を見ると、ヘルシンキ行

きのサインが消えた。しばらくその場で待っていると、「Mr. Yohei Kato, please come to the gate 

15A immediately」と私の名前らしきものを呼ぶアナウンスがあった。 

「今、自分の名前が呼ばれた？ゲート15A？なんだろう？」と私は思った。数年前に日本に一時帰

国した際にも一度自分の名前が空港で呼ばれたことがあったが、その時は古いスーツケースを使っ

ており、預けたそのスーツケースの中にパソコンを入れたままにしていて、中の黒い物体が何か確

認したいのでスーツケースを開けて欲しいというお願いのためのアナウンスがあった。しかし今回は、

預けたスーツケースはなく、機内に持ち込める小さなスーツケースしかなかった。しかも先ほどスー

ツケースの中身についてはセキュリティーでチェックを受けて何もなかったはずである。 
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自分が搭乗予定のフライトの時間が迫っているにもかかわらず、何でこのタイミングで自分の名前

が呼ばれたのか不明であり、しかし確かに自分の名前が呼ばれたため、私は搭乗ゲートを離れて、

すぐに来てくれと言われたゲート15Aに向かった。 

自分がいた4Cからゲート15Aまでは距離があり、私はスーツケースを転がしながら小走りでそこに向

かった。するとゲートにはもう誰もおらず、なぜ自分の名前が呼ばれたのかわからないままだった。

そこでもう一度電光掲示板を確認すると、なんと私は先ほどまで間違ったゲートの前にいたことを知っ

た。私が搭乗する予定のフライトは確かに13:05に搭乗が開始されたのだが、それはSASではなく、

ノルウェー航空のフライトだった。 

15Aのゲートに到着した時、誰もいなかったのだが、今まさに出発しようとしている飛行機こそが自

分の搭乗するべき飛行機だと知り、本来搭乗券をスキャンする箇所を素通りし、ゲートの奥に入っ

て行こうとした。すると、搭乗ゲートは文字通り固く閉ざされていた。固く閉ざされたゲートの窓から、

ノルウェー航空の飛行機の機体が見える。 

飛行機はゆっくりとゲートを離れようとしており、私はゆっくりと動く機体を呆然と眺めていた。5秒ほ

どその機体を眺めた時、この5秒に15,000円支払ったことを知った。 

1秒3,000円、一時間に換算すると10,800,000円ほどのサービスである。仮にビジネスクラスで欧州

から日本に帰る時に同様のことが起こっていたらと考えると、少しばかり恐ろしくなる。 

今回、搭乗予定の飛行機を目の前で眺めるという機会に恵まれ、ここから少しばかり考えた。アムス

テルダムに帰る際には、目的地とフライトの時間だけではなく、搭乗予定の搭乗便の英数字まで確

認するべきである。今回のように同じ目的地に同時刻に飛び立つ飛行機がある場合には、本当に

気をつけなければならない。また、今回は空港に到着した時に、SASの飛行機に乗るものと思い込

んでいたため、思い込みというものがどれほど検証しがたいものかを改めて知った。一度思い込み

として脳内に染みついたものは本当に検証が難しい。それこそ今回のように身を持って失敗をしな

ければ自分の思い込みなど検証できないのかもしれない。 

今回私は、5秒間機体を眺めるサービスに15,000円ほど払った。ノルウェー航空の赤く塗られた機

体が緩やかに動き出した姿を忘れることができない。その赤い機体が動く様子は、数日前にノーベ
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ル博物館で見た、金色のノーベル賞のメダルの輝きよりも印象深く私の脳裏に焼き付いている。こ

の旅の最大のハイライトはこれだろう。 

仮に今後二度と同じ失敗をしなければ今回の5秒15,000円のサービスは非常に安く、またこの日記

を読んだ人がこの失敗談に思わず笑みを漏らし、同様の失敗を他の人がすることを防げるのであ

れば、個人的かつ社会的な意味を十分に持ったカネの使い方だったと思う。カネはこのように使う

べきなのだということを改めて教えてもらう体験であった。ストックホルム上空：2018/8/29（水）14:45 

3050.【北欧旅行記】ヘルシンキのホテルに到着して 

ヘルシンキのホテルに無事に到着し、今はホテルの自室でゆっくりしている。時刻は午後の八時を

迎えた。フローニンゲンと同様に、ヘルシンキも日が長く、この時間帯でも十分にまだ明るい。日が

完全に沈むのは後一時間ほどかかるだろう。今日から五泊ほど宿泊するのは、ヘルシンキ中央駅

から歩いて10分ほどにあるホテルインディゴという場所だ。 

このホテルはロケーションが素晴らしく、内装がとても綺麗であり、サービスも充実している。とても好

印象を与えるホテルである。アメニティーも充実しており、ネスプレッソマシーンもあり、こだわりのあ

るホテルであるにもかかわらず、価格も手頃であり、宿泊初日であるがすでに満足度は高い。ストッ

クホルムのホテルはこのホテルと同じく四つ星だったのだが、幾分部屋が狭く、歴史を感じさせてく

れる建造物を改築したためか、ヘルシンキのこのホテルのようにモダンな綺麗さはなかった。 

今回このホテルに宿泊したのは、ヘルシンキ中央駅へのロケーションの良さと、予約前に写真を見

たときの内装の綺麗さ、そして「インディゴ」という名前が気に入っていたからだ。 

成人発達理論に馴染みのある者にとってはもはや説明が不要だろうが、スパイラルダイナミクスの

モデルにおいてインディゴはティールのさらに上の意識の段階を示唆する色である。とても単純な

理由なのだが、「インディゴ」というネーミングが決め手となり、今回のホテルを選んだ。 

これまで旅行をするときは、基本的に朝食をしっかり摂り、昼食を抜いて一日中観光を楽しむように

していたが、朝に大量にご飯を食べると脳の働きが鈍くなってしまうように思えてきたため、ヘルシ

ンキ滞在中を含め、今後はやはり普段と同じように、朝食は基本的には果物だけにしようと思う。た
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だし、午前中からよく歩くことを考えて、今日はクロワッサンなどの軽食を持参して観光に出かけるこ

とにした。明日の朝食と今日の夕食を購入するために、ホテルの近くにあるローカルのスーパーに

先ほど立ち寄った。 

ストックホルムに滞在の初日の夜に、財布を部屋に忘れるという失態をして、結局足を運んだ日本

食屋で夕食を食べることができなかった。それをきっかけに、夕食もレストランで食べるのではなく、

近くのローカルのスーパーで何か購入してそれをホテルの自室で食べるようになった。今日も全く

同様に、ローカルのスーパーにあるブュッフェ形式の食べ物の詰め合わせを持ち帰り、それを先ほ

ど食べた。選んだサーモンがやはり美味であり、フィンランドの魚の美味しさを実感する。 

明日以降もこのスーパーに立ち寄り、夕食はサラダと海鮮、そして鶏肉などを詰め合わせたボック

スを持ち帰ってそれを食べることにする。今日はこれから作曲実践をして、明日の計画について再

度確認をしておきたい。今日はストックホルム空港での失態があり、精神的に幾分長い一日であっ

たように思う。ヘルシンキ：2018/8/29（水）20:28 

3051.【北欧旅行記】旅の失態の反省 

今日はストックホルム空港でフライトを目の前で——文字通り「目の前で」——逃すという失態をし、そ

の後色々と考え事をしていた。今回は55分のフライト時間であり、わざわざビジネスクラスに乗る必

要はなかったが、これが仮に長距離間の移動の際にビジネスクラスに乗ることになっていたらと思う

と色々反省しなければならないことがある。 

その反省点についてはすでに書き留めているが、日本航空以外の海外の飛行機、特に乗り慣れて

いない航空会社の飛行機に乗る時は、目的地と出発時間だけを確認してゲートに向かうのではな

く、きちんと搭乗便の英数字まで確認しようと思う。これはとても基礎的なことなのだが、今日に限っ

ては本当に思い込みをしてしまっていたのでどうしようもなかった。 

全く同時刻にヘルシンキに行く便が二つあり、片方はSAS、もう片方はノルウェー航空であり、完全

にSASの方に乗るものだと誤解をしている自分がいた。今日の思い込みについてはあの時点では

防ぎようがなかったが、今後は搭乗便の英数字を確認することを習慣にすることによって今日のよう

な過ちを防げるだろう。 
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今回の旅行では、ストックホルムのホテルの自室にルームキーと財布を置きっぱなしにして外出を

してしまうなど、これまで一度も犯したことのない失態を立て続けにしている。今日からの五泊六日

のヘルシンキ滞在では諸々のことに気をつけたいと思う。特に時刻に関しては、オランダやスウェー

デンと一時間時差があるため、現地の時間にパソコンと携帯の時計をセットし直した。一時間の時

差のズレで生じうるであろうミスを事前に防いでおく。 

ヘルシンキの空港に到着し、そこからヘルシンキ中央駅までは列車で移動した。とても綺麗な列車

であり、両地点を一本で結んでくれている。 

列車に乗っている最中に、ストックホルム空港での失態について日記を書き留めていると、簡単な

計算が一瞬ではできなくなっているほどに頭が疲れているようだった。1秒3000円のサービスを一時

間受けた場合の金額が一瞬で算出できなかったのである。そもそも、一時間が何分なのかも一瞬

で答えることができないほどに少々脳が疲れているようだった。旅は間違いなく脳と意識を刺激する

が、今回の旅はいつもとは違った方法で自分の脳と意識を刺激しているのかもしれない。 

今日はこれから気分転換に一曲ほど作曲実践をして早めに就寝するようにしたい。明日はシベリウ

ス博物館に訪れる予定であり、列車の時刻などは明日の朝に確認しようと思う。ヘルシンキ：2018/8/

29（水）20:46 

3052.【北欧旅行記】動き出す人生 

今朝は六時前に起床し、起床直後に直ぐにシャワーを浴びた。今日はトゥルクという町にあるシベリ

ウス博物館に訪れる。 

昨夜調べてみると、ヘルシンキからその町までは電車で行けるようなのだが、そのルートがGoogle 

Mapに表示されず、結局高速バスでその町に行くことにした。列車でもバスでも、ヘルシンキからトゥ

ルクまでは二時間ほどかかる。 

シベリウス博物館の開館は午前11時であり、開館に合わせて到着したいと思ったため、八時半過ぎ

のバスに乗ることにした。ホテルからバス停までは歩いてすぐだが、昨日フライトを乗り逃したことも

あるため、バス停には早く行き、自分が乗るバスがきちんとそこに到着するかを早めに確認しておき
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たいと思う。そのため、八時過ぎにはホテルを出発する。本日乗車予定の高速バスは、トイレやWifi、

さらには電源も付いているため、快適に過ごすことができそうだ。 

バスに乗ってトゥルクに向かうまでの間は、過去の日記を編集することに多くの時間を充て、景色が

綺麗な箇所においてはぼんやりと窓の外を眺めるようにしたい。帰りのバスは午後四時過ぎにトゥ

ルクを出発することになっており、フィンランドの西の古都と呼ばれるこの町をゆっくりと堪能すること

は難しいが、シベリウス博物館を見学した後に時間があれば、少しばかり町の中を散策したいと思う。

トゥルクの中心部を流れるアウラ川沿いを散歩したり、シベリウス博物館からすぐ近くにあるフィンラ

ンド最古の教会であるトゥルク大聖堂を見学しようと思う。 

今朝方メールを確認すると、ハワード・ガードナー教授から返信があった。9月末から10月の初旬に

かけてハーバード大学教育大学院に足を運んだ際に是非ともガードナー教授と会って話をしようと

思っていたのだが、ガードナー教授は今年で引退されるとのことであり、秋に会って話をするのは

難しいとのことであった。 

ガードナー教授が最後の数年で教えていた真善美に関するゼミナール形式のコースを受講したい

と思っていただけに残念である。ただしガードナー教授は親切にも、私の関心に合致した研究をし

ている教授を何人か紹介してくださるとのことであり、ガードナー教授が長らく関与していたプロジェ

クトゼロを私に勧めてくれた。 

これまでもカート・フィッシャー教授にせよ、ポール・ヴァン・ギアート教授にせよ、私が師事をしたい

と思った教授はなぜだか私がその大学に行く前年に引退することが多かった。だが、フィッシャー

教授にせよ、ヴァン・ギアート教授にせよ、彼らは引退の直前に私の関心に合致した教授を親切に

も紹介してくださり、それによって私の道が開けた。 

フィッシャー教授はヴァン・ギアート教授を紹介してくださり、ヴァン・ギアート教授はフローニンゲン

大学での最初の年の私の論文アドバイザーを務めてくださったサスキア・クネン教授を紹介してくだ

さった。ガードナー教授から具体的に何人かの教授を紹介していただくのはこれからだが、もしかし

たらまた新たな道が開かれるかもしれない。ガードナー教授への返信メールを今日中に送っておき
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たいと思う。自分の人生がまた何か新たな方向に向かっているのを強く感じる。ヘルシンキ：2018/8/

30（木）07:05 

3053.【北欧旅行記】トゥルクに向けたバスの中から 

たった今、フィンランド最古の町トゥルクに向けたバスが出発した。とりあえず無事にバスに乗ること

ができてよかったと思う。 

ヘルシンキの中心部には大きなバスターミナルがあり、そこには20個を超える搭乗口がある。一つ

一つの搭乗口にはバス会社の名前と行き先が表示されており、迷うことなく目的のバスに乗ることが

できた。 

今回利用するのはOnnibusと呼ばれるもので、トイレやWifi、そして各席には電源プラグが備わって

いる。今私はバスの二階の席に座ってこの日記を書き留めている。これからトゥルクに到着するまで

は二時間ほどの時間があるため、バスの窓から景色を眺めたり、過去の日記を編集したりして過ご

そうと思う。 

早朝に宿泊席のホテルでトゥルクの町について少しばかり調べていた。今日はトゥルクの町を訪れ

た際に、シベリウス博物館のみならず、トゥルク大聖堂を見学したいと思う。この大聖堂はフィンラン

ド最古のものであり、フィンランドにおける宗教的な最も重要な建築物とのことである。 

昨日ヘルシンキの町を少しばかり散策していると、当然ながらストックホルムとはまた違う印象を私

に与えた。その違いについてはこれから五日間をかけて明らかにしていきたいが、宿泊先のホテル

の周辺はとても落ち着いていて良い。ホテルそのものが非常に快適な環境を提供してくれており、

昨夜はよく眠れた。ストックホルムのホテルよりも周辺は静かであり——ストックホルムでは偶然にもネ

オナチの運動と重なった日があった——、落ち着いて滞在を楽しむことができそうだ。 

先日改めて、今の知識と経験では世間に共有するに資する論文や書籍を生み出すことができない

という思いを持った。ハワード・ガードナー教授のように、人間発達と教育に関する有益な一般書を

世に共有するためには、知識と経験が圧倒的に不足しているように思えてくる。だから私はこの世
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界の様々な場所に行き、直接経験を通じて学び続けているのかもしれない。自分はそれを託され

たのだと思う。 

今は博士課程の進学を真剣に検討していないが、仮に博士課程に在籍して探究を続けるのであ

れば、シュタイナー教育について理解をじっくり深めていきたいと思う。研究と並行して、例えば週

に数回ほどボランティアとしてシュタイナースクールに関与し、そこで観察を通じた学びを得ていく。

つまり、シュタイナー教育の教育思想と教育実践を体験を通じて学んでいく。今のところ、シュタイ

ナー教育であれば博士課程の四・五年ほどの時間をかけて取り組むべきテーマのように思えてく

る。  

シュタイナー教育の中でも特に芸術教育と霊性教育に着目していく。それらの教育事項について

シュタイナー教育に留まらない形で探究をしてもいいだろう。 

芸術教育や霊性教育に関する一般書につながるような博士論文を書くことできるのであれば、博士

課程に進学する意義を見出すことができる。私が敬意を払っている教育哲学者のザカリー・スタイ

ンは博士論文を基に書籍を出版し、ガードナー教授にしても博士課程時代の研究を一般書として

世に送り出している。博士論文を執筆し、博士課程を修了するためには人生の多くの時間を捧げる

必要があるが、上記のようなテーマであれば博士課程に進学することも十分検討していいだろう。

真にそれが自分に託されたのであれば、私は喜んで博士課程に進むだろう。トゥルクに向けたバス

の中で：2018/8/30（木）09:02 

3054.【北欧旅⾏記】シベリウス博物館を訪れて 

今、トゥルク大聖堂の前の椅子に腰掛け、アウラ川を眺めながらこの日記を書いている。トゥルクの

町は思っていた以上に栄えており、少々驚いた。とはいえ、フィンランド最古の都というだけあって

全体として落ち着きがある。今日はシベリウス博物館に開館ちょうどに到着した。 

博物館がまた開いたばかりであったから、しばらくはほぼ貸切の状態で館内の資料を閲覧すること

ができた。館内にはシベリウスに関係する資料のみならず、諸々の楽器の歴史的変遷を伝える資
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料も充実していた。館内に置かれているハープシコードは触ることができ、少しばかり音を出してみ

た。生まれてハープシコードに触れ、奏でられる音にしばし耳を傾けていた。 

この博物館はヨーロッパ製の楽器を中心に　1500点以上もの世界各国の楽器を所蔵している。そ

の中にはアジアの楽器も含まれていた。中でも、地下にあるオルガンホールでは、数多くの貴重な

ピアノとオルガンを見学することができる。博物館の中で私が最も多くの時間を過ごしていたのは間

違い無く、シベリウスの生涯にわたる音楽活動と彼の人生を紹介した展示室だ。 

シベリウスが自然と家族をこよなく愛していたこと、シベリウスの作曲のこだわり、お金に無頓着だっ

たことなど、展示資料を通じて様々なエピソードを学んだ。帰り際にギフトショップに立ち寄り、シベ

リウスのドキュメンタリーDVDである“Visual Journey to the Music of Jean Sibelius”を購入した。 

店員の方が親切に色々と説明をしてくれ、このDVDにはシベリウスが実際に住んでいた家の周りの

自然を美しい映像で紹介したり、シベリウスの代表的な曲がドキュメンタリーの中で流れるということ

を聞いた。 

アムステルダムのゴッホ美術館でゴッホのドキュメンタリーDVDを購入し、ロンドンのナショナルギャ

ラリーでモネのドキュメンタリーDVDを購入したように、今回もシベリウスに関するこのドキュメンタリー

DVDを迷わず購入した。中には二枚のDVDと小冊子が入っており、小冊子はシベリウスの生涯と

作品について説明をしている。それを読むと、「自然を崇拝し、季節から霊感を得た作曲家」とシベ

リウスが評されていた。その言葉を読んだ時、私がシベリウスに強く共感するのはこの点なのだとい

うことに気づいた。 

北欧の自然はシベリウスにとって創造の源泉であり、なおかつ霊感の源泉であった。今、アウラ川を

手前に向こうの景色を改めて眺めてみると、フィンランドの自然の豊かさがわかる。 

小冊子の解説の中にシベリウスの日記が抜粋されていた。それはシベリウスがいかに自然を愛し、

特に鳥を愛していたかを伝えるものだった。 
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1915年4月21日「今日は10時から11時頃に16羽の白鳥を見た。最高に素晴らしい体験だった！

あぁ、その美しさ！白鳥たちは長い時間私の近くで円を描き、輝く銀色の線のように霞んだ日の光

の中に消えていった。私はこうして今日一日を自然保護区で過ごした」 

1915年4月24日「白鳥たちはいつも私の頭の中にて、人生に喜びを与えてくれる。この世の中で、

美術も、文学も、音楽も、これらの白鳥や、鶴や、ヒシクイほどの影響を私に与えてくれるものはない

と気づくのは奇妙なことだ。彼らの音、存在。私とって、交響曲とは人生の各段階における信仰の

告白である」 

自然から創造性と霊感を受けたシベリウス。そのシベリウスが私に新たな創造性と霊感を授けてく

れているように思う。 

トゥルク上空の空は晴れていて、柔らかい白い雲がところどこに浮かんでゆったりと流れている。トゥ

ルク：2018/8/30（木）14:55 

3055.【北欧旅行記】トゥルク大聖堂の下で 

ヘルシンキに戻るバスはあと一時間ほどしたらやってくる。それまではトゥルク大聖堂のこの椅子に

腰掛けながらぼんやりと景色を眺めたり、過去の日記の編集をしたい。 

昨日ストックホルムの空港内を突然走らされたため、少しばかり太ももが痛い。それもあって、トゥル

クの町をこれ以上歩くのはやめて、大聖堂の前でのんびりとする。 

シベリウス博物館に入る前に一度この教会の中に入り、昼食後もこの教会の中に入った。さすがに

フィンランドで最も古い教会というだけあって非常に厳かな雰囲気を持っている。大きさもかなり大き

く、中はとても広かった。 

早朝に教会に入った時、一人の男性が椅子に腰掛けて祈りを捧げているのを目撃した。教会の中

は極めて静かであり、祈りを捧げるにはふさわしいと思った。 
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昼食を摂った私は、再び教会の中に入り、椅子に腰掛けてしばらく瞑想をしていた。20分ほどの時

間目を閉じ、心を無にしていた。 

教会の中は外の世界とは違うエネルギーを持っており、建物の中が結界に守られているかのような

感覚がある。そうした特殊な雰囲気を持つ場の中で瞑想をすることは自分の意識を整えるには十

分であった。 

九月を迎えようしているヘルシンキはとても涼しい。トゥルク大聖堂の周りに植えられた木々を眺め

てみると、少しずつ紅葉を始めているのに気づいた。季節はもう秋なのだと知る。 

先ほどシベリウス博物館のギフトショップにいた時に、そこに置かれていた一冊の絵本に目が止まっ

た。それはシベリウスに関する絵本であり、私はおもむろにその絵本を開いた。 

実はつい先日、知人の方が私の書籍をもとに絵本を作ってくださり、その絵本に大きな感銘を受け

た。書籍の内容が見事にビジュアルとしてまとめられており、とても教育的だと思った。それをきっか

けに、絵本を通じて何かを伝えていくということは素晴らしいことなのではないかと思い、自分でも絵

本を製作してみたくなった。その知人の方に必要なツールについて色々と話を伺った。 

今すぐにではないが、教えていただいたiPad ProとApple Pencilを購入し、ibis paintというソフトを購

入して、近い将来に絵本を製作することにも挑戦をしてみたい。私の父も随分と昔に絵本を製作し

ていたが、自分も絵本の製作に向かっていくことになるとは思ってもいなかった。絵本の内容は人

間発達に関すること、そして教育に関することを中心にしたいと思う。 

ギフトショップでは結局その絵本を購入することはなかったが、成人にとっても絵本から得られる学

びは非常に多いように思われる。絵本を通じて人間発達や教育に関する知見を共有するためにも、

私はこれからまた様々なことを学び、様々な直接体験をこの世界で積んでいく必要がある。トゥルク：

2018/8/30（木）15:19 

No.1275: Edit of My Previous Music 

I’m in an airplane to Boston now.  
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Perhaps, I’ll arrive in Boston in approximately four hours. So, I have enough time to edit a couple 

of pieces of music that I composed before. On my way to Boston, 09:57, Thursday, 9/27/2018 

3056.【北欧旅行記】アイノラのシベリウスの本邸宅に向けて 

ヘルシンキ滞在の三日目の朝を迎えた。今日は少しばかり空が曇っている。 

一昨日、ストックホルムの空港で思わぬ形で空港内を走らされたため、不覚にも左足の太ももが筋

肉痛になっている。スーツケースを転がしながら、いつもと違うフォームで走ったことが原因だろう。 

昨日は一日中トゥルクの町にいて、行きと帰りは高速バスで合計で四時間半ほどバスに揺られたた

め、昨夜は体力を回復させる必要があった。今朝起床したのは午前七時前であり、ゆっくりと睡眠

を取ることができたように思う。 

現在宿泊しているホテルの周りの環境は静かである。ホテルはヘルシンキ中央駅から近く、町の中

心に位置しているにもかかわらず、周りの環境が静かであるというのはフィンランド人が静かさを好

む傾向にあることを物語っているかもしれない。 

ストックホルムも風光明媚な場所であったが、私はもしかするとヘルシンキの方を好むかもしれない。

ヘルシンキの方がより静かである。そうした静かさは、シベリウスの音楽の底に流れているものを思

い起こさせる。シベリウスはとりわけ自然を愛し、自然の静けさを好んだ。 

今日訪れる予定のアイノラにあるシベリウス博物館は、シベリウスの自宅であることに今朝気付いた。

昨日、トゥルクのシベリウス博物館を訪れた際に、シベリウスがヘルシンキから北に30kmほどの場所

に自宅を構えていたことを知ったのだが、その場所こそがアイノラの博物館であることを今朝知るこ

とになった。 

数日前の日記に書き留めていたように、このアイノラの博物館を見つけたのは本当に偶然であった。

ちょうど今日は旅の中休みということにして、一切予定を入れておらず、ヘルシンキの図書館に行っ

て本でも読もうと思っていた。だが、数日前に「シベリウス博物館」という言葉で改めて検索をしてい
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ると、偶然にもこのシベリウスの元邸宅を見つけることになった。この博物館との出会いにせよ、シベ

リウスとの出会いにせよ、そこには見逃すことのできない縁のようなものがあるように思えてくる。 

アイノラのシベリウス博物館は午前10時から開館とのことだが、10時半をめどに到着するようにして、

それまではホテルでゆっくりする。ヘルシンキ中央駅からアイノラの駅まで列車で25分、駅から1km

弱およそ10分ほど歩けばシベリウス博物館に到着できてしまう。昨日のトゥルクの博物館よりも随分

と近くに感じられる。 

アイノラの博物館の周りは、シベリウスが愛したように、自然が豊かである。特にシベリウスが楽想を

得ていたと言われる湖が博物館の目の前にある。ここでシベリウスは白鳥や鶴を眺めていた。博物

館を見学した後は、この湖の周りをゆっくりと歩こうと思う。 

当時のシベリウスの心境を想像しながら、ゆっくりと散歩を楽しむ。ここでもきっとまた新たな霊感が

やってくるだろうと予感する。ヘルシンキ：2018/8/31（金）07:49 

No.1276: Imaginary Winds 

Since I’m in an airplane now, I don’t know what kinds of winds are blowing in Boston at this 

moment. Yet, I was just imagining about them in my mind. I expect a unique wind blowing in 

Boston. On my way to Boston, 10:10, Thursday, 9/27/2018 

3057.【北欧旅行記】学生という身分の終わりが近づいて 

いよいよ学生ではなくなる日が近づいている。これまでの二年間は学生という身分であったから、基

本的に旅行の際に訪れる美術館や博物館のほとんどは学生料金で入館することができた。しかし、

近日中に学生という身分ではなくなる。公式にはいつから学生の身分ではないとするのがいいのだ

ろうか。 

卒業式をもって学生という身分ではなくなるとしていいのであれば、今回の北欧旅行期間中はずっ

と学生料金で美術館や博物館を楽しむことができる。一応8/31の今日をもってして、最終学期は終

わるのだが、卒業式がまだであるため、この旅の期間中は学生という身分であることにする。九月末
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からのボストン旅行の際はもう学生とは名乗れないだろうから、ボストン美術館などに訪れるときは

大人料金で入館しようと思う。 

若いときはあまり好ましく思わなかったが、ここ最近は若く見られるのは一つの特権であるように思

えている。過去に一度だけ、ウィーンの美術館で学生でも年齢制限があり、その年齢制限に引っか

かったことがあるが、世界のその他の美術館や博物館では学生チケットをお願いするとほぼ疑われ

ることなしにそれを購入することができている。 

仮に来年再び米国の大学院に入学したら再度学生の身分に戻る。40代や50代になって博士課程

に入学したら、その時は比較的長い期間学生に戻る。その時はさすがに学生証を提示し、博士課

程の学生であると名乗らなければ学生料金でチケットを購入することはできないだろうが、そうした

日がやってくるのも悪くない。 

博士課程に進学すること、そしてゆっくりと歳を重ねていくことに対して、今はこれまでには感じたこ

とのないような喜びを見出している。つまり、人生が進んでいくことと老いることの双方に特別な意味

が内包されていることを見出しつつある自分がいるということである。 

今日はアイノラのシベリウス博物館だけを訪れ、博物館の目の前にある湖の周りをゆっくりと散歩し

たらホテルに戻ってこようと思っている。ホテルを出発する際に受付で、ホテルの中にサウナがある

かどうかを確認しておきたい。プールやジムが付いているのは知っているが、サウナが付いている

かをまだ確認していなかったので、仮にサウナが付いていれば、今日はホテルに早めに戻ってきて

サウナにでも入ろうと思う。 

アイノラに向けて出発するまでにあと一時間半ほどあるため、作曲実践をしたり、過去の日記を編

集したりして時間を過ごそうと思う。ヘルシンキでの滞在は本当に充実している。ヘルシンキ：2018/

8/31（金）08:05 

No.1277: A Beautiful Scenery of the Charles River 

The second day to stay in Boston began. In the evening yesterday, I went for a walk to the 

Charles River.  
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The evening sun reflected on the surface of the river, which was glinting. I cannot forget the 

beautiful scenery. Boston, 06:23, Friday, 9/28/2018 

3058.【北欧旅行記】アイノラのシベリウス博物館を訪れて 

今、アイノラのシベリウス博物館のカフェでこの日記を書いている。カフェから見える景色は美しく、

この地の自然の豊かさを感じさせてくれる。 

アイノラのこの博物館は昨日のトゥルクの博物館に劣らず、いやこの地でシベリウスが長く過ごし、こ

の地でこの世を去ったことを考えると、アイノラのこの博物館は比類ないものだと言えるかもしれない。

シベリウスをこよなく愛する人たちがこの地を聖地だと述べているのもうなづける。とにかく自然が美

しい。 

このような場所で落ち着いた生活をしたいと強く思わせてくれる。このように自然で囲まれ、静かな

場所で日々の探究活動と創造活動に打ち込むことができたらどれほど幸せなことだろうか。 

アイノラを訪れてみて、シベリウスがなぜこの地を選んだのかがわかった気がする。この博物館は、

シベリウスが購入した敷地内に建てられており、ショップとカフェは一つの建物内にあり、シベリウス

が実際に住んでいた家やサウナ小屋などはまた別々の建物として近くに立っている。 

アイノラの敷地内が一般公開されるのは五月から九月の間だけということを知り、今回この博物館に

訪れることができたのは本当に幸運であった。 

ショップでチケットを購入した私は、まずシベリウスが住んでいた家に向かった。この家にはシベリウ

スの友人が贈った絵画作品や装飾品などが多数飾ってあり、それはおそらくシベリウスが住んでい

た当時の様子のままのように思う。私は特に、シベリウスが作曲をしていた部屋の前で立ち止まり、

ずっと部屋の様子を眺めていた。大きな机が部屋の右側に置かれており、左側にはベッドが置か

れている。正面には小さな本棚が置かれていて、おそらく作曲のために用いていた書籍だけがそこ

に置かれていた。本棚の向こう側には大きな窓があり、その窓の向こうにはアイノラの自然を眺める

ことができる。シベリウスも私と同じように、常に外を眺めながら日々の仕事を進めていたのだと知っ
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て嬉しくなる。シベリウスと私は自然をこよなく愛しており、自然からインスピレーションと励ましを受

けながら仕事を進めていくという点は共通しているようだ。 

この部屋の隅に置かれていたベッドは実際にシベリウスが使っていたものであり、ここで最期を遂げ

たと思うと非常に感慨深い。部屋の片隅に置かれた小さな丸テーブルの上には、シベリウスが使っ

ていたと思われるハットと杖が置かれていた。 

「あのハットを被り、あの杖を使いながらシベリウスは散歩に出かけていたのだろう」と思った。 

随分と長い間、私はこの部屋の前に佇んでいた。シベリウスが何十年にもわたって仕事を続けてき

たその部屋の前で、ずっと何かを感じながら私は佇んでいた。 

しばらくして、ゆっくりとその場を離れ、隣の部屋に向かった。そこには無数の書籍が壁沿いの本棚

にびっしりと並べられており、四人掛けの立派な四角いテーブルがあった。ここでシベリウスは接客

をしたり、本棚の書籍を読んでいたのだと思う。あるいは本棚から書籍を選び、それを先ほどの書

斎に持って行って読んでいたのかもしれない。 

シベリウスは詩や文学作品を好んでおり、旅することを好んでいたということを館内にいた係員に聞

いた。ちょうど二人の係員が館内にいて、二人はとても親切に私の質問に答えてくれた。 

ちょうど観光客の一団が去った後であったから、私だけがその場にいてあれこれと二人の係員に質

問をすることができたことは幸運であった。十分にシベリウスの自宅を見た後に、外に出て自然の中

を歩きながら、シベリウスが使っていたサウナ小屋に向かった。 

小屋に入ると、サウナルームのなんとも言えない香りが漂ってきた。いまはもう使われていないのだ

が、当時を思わせる様子がまだ依然として残っていた。 

サウナ小屋の近くにはシベリウスが多くの時を過ごしていたであろうと思われる広々としたガーデン

があり、今でもそこには色とりどりの美しい花が咲いていた。ちょうど今朝方降っていた雨の雫が花

びらの上に残っており、それが美しく輝いていた。 
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ガーデンを後にした私は、シベリウスと妻のアイノが眠る墓の前に行った。緑色の美しく大きな墓石

が地面に横たわっていた。私はその場に佇んで、この地で多くのことを分かち合い、多くのことを乗

り越えてきたシベリウス夫妻の人生を想った。 

静かな時がゆっくりと流れている。カフェの時計が時を刻む音だけが聞こえる。人生の時が確かに

刻まれているのだとわかる。だが私は、時の流れない世界の中に生きているような気がした。アイノ

ラ：2018/8/31（金）12:54 

No.1278: A Saturday in Boston 

The third day to stay in Boston began. Today is beautifully sunny. Because today is Saturday, 

there are many people enjoying running or walking along the Charles River in the early morning. I 

convince myself that today will be fulfilled. Boston, 07:28, Saturday, 9/29/2018 

3059.【北欧旅行記】アイノラ訪問の幸運 

アイノラのシベリウス博物館にあるカフェがとても落ち着いていて、今もまだそこでゆっくりしている。

カフェは開放的なガラスで囲まれており、ガラスの外に広がるシベリウスの庭を眺めることができる。 

今日は曇り空であり、気温も低いため、屋外ではなく屋内でこの日記を書いている。ショップの店員

の方々は皆親切で、先ほど私が書籍を眺めている時には親切に声をかけてきてくださり、書籍につ

いて色々と説明をしてくださった。 

アイノラの博物館の公式ガイドブック“AINOLA: The Home of Jean and Aino Sibelius (2015)”には

美しい写真がたくさん収められている。その横に置かれていた“One Must Live Every Note: Jean 

Sibelius’s Decades in Music (2015)”が非常に気になる文献であった。本書は300ページ弱の資料

であり、フィンランド語、スウェーデン語、英語で記載されている。本書の中には、シベリウスの直筆

の楽譜がいくつも収められており、それを眺めるだけで何か創造性や霊感が刺激されるかのようで

あった。中身を食い入るように眺めていると、ショップの店員のハンネさんが声をかけてくれた。 

ハンネさん：「もし何かわからないことがあったら何でも聞いてください」 
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私：「ありがとうございます。こちらの書籍も興味深いですね」 

ハンネさん：「ええ、そちらの書籍はシベリウスの音楽について深く学ぶ上でうってつけの資料です」 

私：「こちらも購入させていただこうと思います。あと、あちらの書籍にも関心があるのですが」 

ハンネさん：「はい、こちらの書籍はシベリウスから多大な影響を受けた画家たちの作品と共にシベ

リウスの生涯を辿っていく面白い作りになっています」 

私：「ええ、これは本当に面白い構成だと思いました。シベリウスの音楽と人生を絵画の文脈から理

解していくというのは実にいいですね」 

結局私はこれまた300ページ弱の“Sibelius and the World of Art (2014)”も合わせて購入することに

した。三冊の書籍としおりを購入しようと思い、レジに持っていくと、ハンネさんから特別にギフトをも

らった。 

ハンネさん：「書籍をたくさんご購入いただいたので、こちらをプレゼントとして差し上げますね」 

嬉しいことに、ギフトとして五枚ほどの絵葉書のセットを頂いた。フローニンゲンに帰って落ち着いた

ら、この絵葉書を使って両親に手紙でも出そうかと思う。 

書籍を購入後、カフェでコーヒーとチーズケーキを注文した。それをゆっくりと食べながら外を眺め

たり、カフェの店内をぼんやりと眺めていると、ピアノが置かれていることにようやく気付き、その上に

三冊の楽譜が置かれていることに気づいた。二冊はシベリウスのピアノ作品が五作品ずつ収められ

た非常に薄い楽譜であり、もう一冊はシベリウスの作品のみならず、シベリウスと同時代に活躍し、

シベリウスから多大な影響を受けていた九人のフィンランド人作曲家のピアノ作品が収められたも

のだった。こちらは90ページほどの分量であり、私はどうやらフィンランドの土地の虜になり、この土

地にやってきたのも何かの縁だと思い、その楽譜を購入することにした。シベリウス以外の九人の作

曲家は全く知らず、彼らについてもハンネさんに質問してあれこれと教えてもらった。 
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フィンランドにおいてはシベリウスの影響力があまりにも強く、他の多くの作曲家はシベリウスの影に

隠れてしまっているが、シベリウス以外にも優れた作曲家がいたということをハンネさんは教えてく

れた。また、シベリウスは他の作曲家との交流を大切にしており、特に若い作曲家にとってのメンター

的な存在だったようだ。 

今日からホテルで行う作曲実践は、彼らの作品に範を求めようと思う。フィンランドの大地を自分の

足で踏みしめ、フィンランドの土地の空気を吸うという貴重な経験を経た上で、フィンランドの音楽に

接することができるという幸運には本当に感謝しなければならない。アイノラ：2018/8/31（金）13:34 

No.1279: The Fifth Day to Stay in Boston 

The fifth day to stay in Boston is approaching the end. Although it rained in the afternoon, today 

was very fulfilled to me. I’ll study at the library in HGSE tomorrow again. Boston, 20:58, 

Monday, 10/1/2018 

3060.【北欧旅行記】聖地アイノラより 

アイノラのシベリウス博物館の中にあるカフェでくつろいでいると、突然シベリウスの協奏曲が流れ

始めた。おそらく受付のハンネさんが気を利かせてかけてくれたのかもしれない。 

シベリウスが何十年も住んだアイノラの邸宅を訪れることによって、私は改めて、「そこでしか育まれ

ぬもの」の存在を目の当たりにしたように思う。別の言い方をすれば、ある特定の場所に身を置くこ

とによってしか生み出せえぬものがあるようなのだ。その点を改めて実感させられた。 

シベリウスの音楽に流れているものは、やはりこのアイノラの地の豊かな自然に根源がある、と思わ

ずにはいられなかった。 

なんと静かな環境だろうか。自然の瞑想的な静けさが辺りに満ち満ちている。それは私たちの生命

力を満ち満ちとさせてくれる。 

シベリウスの邸宅のように、自然の中で暮らしながら探究活動と創造活動に打ち込みたいと強く思う。

いつかそうした日が実現されるだろう。もう自分の心はそこに向かっている。 
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もうしばらくカフェで休憩をしたら、そろそろ出発をし、シベリウスが散歩を楽しんだであろう近くの湖

に足を運びたい。そこで少しばかり散歩を楽しんでからアイノラの町を後にしようと思う。 

先ほど、楽譜と合わせて合計で四冊ほどの文献を購入した時、会計を担当してくれたハンネさんが

笑いながら、「今日一番のお客さんです（笑）」と笑いながら述べてくれた。私たちはそこからまた会

話を続けた。 

私：「そういえば、先ほど一日に少なくとも二人以上は日本人の観光客が来るとおっしゃっていまし

たね。本当にそれは正しいようです。テラス席に座っているあの二人は日本人の方ですから」 

ハンネさん：「ええ、当たりましたね。ただ、今日はまだその他にも日本人の方が来るかもしれません

よ（笑）」 

私：「そうかもしれないですね（笑）。ちなみにどこの国からやってくる人が一番多いのですか」 

ハンネさん：「はい、英国、米国、ドイツ、スウェーデンから来られる方が多く、日本から来られる方は

四番目か五番目に多いですよ」 

シベリウスの音楽を愛する者たちにとっての聖地アイノラ。確かにここを訪れる日本人は多いだろう

と思われる。私もこの地に導かれた一人だ。 

もう少ししたらカフェを出発し、近くの湖の周りを歩きたい。そしてゆっくりとアイノラの駅に向かう。こ

の駅は無人駅であり、私の地元である山口県光市の駅よりも小さい。駅のプラットホームにはチケッ

トを購入する機械と椅子だけがポツリと置かれているだけだ。この駅の雰囲気は、一年半前に訪れ

たオーストリアのオーベンドルフの駅を思い起こさせる。こうした田舎の小さな駅が残っていることも、

フィンランドに対して好意的な感情を持つ理由かもしれない。アイノラ：2018/8/31（金）13:49 

No.1280: The Sixth Day to Stay in Boston 

The sixth day to stay in Boston started. It is drizzling now, but I’ll go to HGSE and study at the 

library. Boston, 09:38, Tuesday, 10/2/2018
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