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3421. 社会学と芸術教育：子育てについて 

時刻は午後六時を迎えた。夕食前の読書を終え、日記を少しばかり書き留めておきたい。 

今日は底冷えするような寒さであったが、今のところまだ雪は降っていない。どうやら就寝中に雪が

降るようだ。気がつけば本格的に冬が到来しており、日が沈み時間は本当に早くなった。今日は五

時を迎えた時にはすでに暗かった。これからさらに日が沈む時間が早くなるだろう。 

先ほどまで、社会学に関するテキスト“Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and 

Social Context (1971)”を読み進めていた。本書は、今から三年前に日本に滞在していた時に、東

京の古書店で購入したものである。当然ながら社会学には様々な研究者が存在しており、理論も

概念も無数に存在しているため、自分の研究領域と関連付けて社会学を学んでいくことが賢明だ。

とりわけ、芸術教育の価値の歴史的変遷を研究していく際には、どのような社会学の理論が活用で

きるかを今後は考えていきたい。 

本書を一読したことにより、一旦本書から離れ、明日からは芸術教育哲学に関する書籍を読み進

めていく。ちょうど今日の午後に、先日注文しておいた書籍のうち、四冊が届けられた。明日はその

うちの一冊である、フリードリヒ・シラーの“On the Aesthetic Education of Man (2004)”の初読を行

おうと思う。今日は協働プロジェクト関係の仕事が午前中に入っていたため、午前中は読書ができ

なかったが、明日は午前中から読書をする時間があるため、まずは本書を読み通し、時間があれ

ば午後には、本日届いた書籍のうち、マキシン・グリーンの“Releasing the Imagination: Essays on 

Education, the Arts, and Social Change (2000)”を読み進めていこうと思う。 

協働プロジェクトに関する仕事があったとしても、一日に数時間は読書に充てる時間を必ず確保し

ていく。一時間でも二時間でもいいので、自分の探究を継続的に前に進めていくことが大切だ。 

ふと外を眺めると、みぞれが降り始めていることに気づいた。これから深夜にかけて気温が低下し、

みぞれから雪になりそうだ。夕方にふと、もし子供が生まれたら、三年間ぐらいは育児休暇を取ろう

と思った。子供が幼稚園に入るぐらいの年齢まで育児休暇を取り、子育てに専念する過程で、子育

てに関する研究をその期間に集中的に行いたい。 

© YOHEI KATO 2018 !3



これまで学んできた発達心理学や教育学の理論を実際の子育てと照らし合わせる形で、子育てそ

のものについて理解を深めていきたいという思いが湧いている。以前の日記で言及していたように、

「子育て学」という学問領域は今のところおそらく存在していないが、子育ては人類において普遍的

な現象であり、なおかつそれが社会に与える影響が極めて大きいことを考えると、そうした学問が存

在しないことが不思議である。発達心理学や教育学のみならず、脳科学、さらには教育哲学などの

知見も総動員しながら子育てに従事し、子育ての探究を行っていきたい。そのようなことを夕方に

ふと考えていた。フローニンゲン：2018/11/20（火）18:17 

No.1431: Vigor of Early Winter 

Today was severely cold all day long. Yet, I was engaging in my academic and creative work with 

enthusiasm. Groningen, 17:38, Wednesday, 11/21/2018 

3422. トランスパーソナル心理学を探究する選択肢  

今朝は六時前に起床し、六時を少し過ぎたあたりから一日の活動を始めた。昨日よりも一時間半ほ

ど早い起床となった。この時間帯のフローニンゲンは闇に包まれており、道路を眺めると、昨夜はみ

ぞれが降っていたことがわかる。今日も気温は低く、最高気温は3度ほどである。ただ幸いにも、今

日は晴れ間が顔をのぞかせるそうであるから、昼前に近所のスーパーに買い物に出かけたい。 

つい先ほど、博士課程の進学に関する調べ物をしていた。芸術教育に関する研究を中心にして博

士号を取得するのか、はたまたトランスパーソナル心理学を中心にして博士号を取得するのかとい

う二つの選択肢が今の自分の中に湧き上がっている。後者については今から数年前にも一度存在

していた選択肢だったが、今再びそれが選択肢として浮上している。人生のしかるべき時が来たら、

もう一度トランスパーソナル心理学を含め、人間発達について包括的に探究をしていきたいという

思いがある。 

ジョン・エフ・ケネディ大学（JFKU）に在籍していた時にも、トランスパーソナル心理学、身体心理学、

サイコシンセシス、さらには夢に関する理論や実践技法を学んでいたが、それらを再び学び直した

いという思いが少しずつ芽生えている。そうした学問領域は、伝統的な大学では学ぶことができず、

世界を見渡すと、ごく少数の進歩的な大学で学ぶことができる。そうした事柄を探究できるいくつか

の大学院がカリフォルニアに存在していることは随分と前から知っており、いつかそこで学び直した
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いという気持ちが早朝に湧き上がっていた。おそらくそれは今すぐにではなく、人生のしかるべきタ

イミングで行おうと思う。 

死後の世界や死という現象そのもの、さらには人間の意識が持つ不可思議な諸々の性質について

も依然として関心があるため、それらを学ぶために博士課程に進学することも候補に残しておく。と

にかく自分が探究を深めたいと思うことを思う存分に探究できる大学院で博士号を取得したいと思

う。カリフォルニアには、JFJUのみならず、サンフランシスコ市内にはカリフォルニア統合学研究所

（CIIS）があり、シリコンバレーのパロアルト地区には、ソフィア大学（旧トランスパーソナル心理学研

究所）がある。随分と昔に、それらの大学キャンパスには一度足を運んだことがある。 

今朝少しばかり調べていたのは、ソフィア大学が提供している博士課程のプログラムであった。いく

つかのプログラムの中で、トランスパーソナル心理学を核に据えながら、教育に特化したもの、ある

いは意識と創造性に特化したものが興味深く思えた。 

ソフィア大学の博士課程の期間は比較的短く、三年であり、それらの期間集中的にトランスパーソ

ナル心理学を学ぶことも今後の選択肢に残しておこうと思う。関心が大きく変わり、探究分野を大き

く変えることは、一人の人間が真に変容した際には不可避に起こることだということを再度考えてい

た。フローニンゲン：2018/11/21（水）07:04 

No.1432: Joy in the Early Morning 

This morning is filled with mild joy. I wish this feeling to last all day long. Groningen, 07:48, 

Thursday, 11/22/2018 

3423. 教師の腕をへし折る夢 

時刻は七時半を迎えようとしているが、一向に辺りの闇が晴れる様子はない。先週までは、この時

間帯には少しずつ明るくなってきていたのだが、この一週間で日の出の時間も随分と遅くなってし

まったようだ。少なく見積もっても、辺りが明るくなり始めるのは八時を過ぎた頃だろうか。 

先ほど、トランスパーソナル心理学を中心に据えた博士課程のプログラムについて調べており、ソ

フィア大学のみならず、カリフォルニア統合学研究所（CIIS）のプログラムについても調べていた。両
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者の大学については昔から色々と情報を得ており、ジョン・エフ・ケネディ大学時代の何人かの友

人がそれらの大学の博士課程に進学しており、彼らの話も色々と聞いている。 

改めて両者の大学を調べてみたところ、二つの大学が提供する博士課程のプログラムは似ている

が、私の感覚としては、ソフィア大学の方が自分の関心に合致するコースを多く提供しているように

思えた。CIISが提供するコースは残念ながら魅力的なものが少なく、一方でソフィア大学は魅力的

なコースを豊富に提供している印象を受けた。 

今のところ、仮に博士課程に進学するのであれば、まずは教育哲学と人間発達に関する研究で博

士号を取得しようと思っており、トランスパーソナル心理学を中心に据えた博士課程に進学するの

は、40代の半ばか50代になってからがちょうど良いように思う。それは随分と先のことになるが、お

そらくそれぐらいの年齢に達し、自己の成熟が進んでから、超個的領域の探究を本格的に始める

のがちょうど良いだろう。そのようなことを思う。 

起床してから二時間弱が経つが、今朝方の夢について少しばかり思い出していた。夢の中で私は、

実際に自分が通っていた中学校の教室の中にいた。そこで数学の授業を受けていた。だが、授業

の内容があまりにも簡単に思えた私は、とても退屈してしまい、教室を抜け出して、中庭で読書でも

しようと思った。その中庭は緑が豊かであり、中心には噴水が湧いている。 

教室をそっと抜け出した私は、ちょうど良い日陰を見つけ、そこのベンチに腰掛けて本を読み始め

た。しばらくすると、誰かが私に近づいてくるのを感じた。その人物が数学の教師であることはすぐ

に勘づいていたが、私は気にせずに読書を続けていた。教師が私のすぐそばまで近づいてきた時、

ふと顔を上げると、教師は怒りを押さえ込むような表情をしており、私が教室を抜け出したことに対し

て随分と怒っているようだった。 

教師は黙って私の腕を掴み、どこかの部屋に連れて行ってそこで説教をするつもりのようだった。

腕を掴まれながらも、私は頭の中で、あれだけ退屈な授業をし、さらには生徒の気持ちを一向に考

慮に入れないこの教師は果たして教師と言えるのだろうかということを考えていた。そして、その考

えを率直に教師に伝えた。すると当然ながら、この教師は旧態依然とした教育思想を持っているた

めに、さらに激怒した。私はその様子が面白く、もう少し教師を怒らせようと考えた。しかしながら、
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旧態依然とした発想を持っているのはこの教師だけではなく、この学校のほぼ全ての教師にも当て

はまることだから、いっその事、他の教師の発想の枠組みを根底から破壊するような言動を他の教

師にも行おうと思った。 

そのためには職員室に行く必要があったので、私の腕を掴んでいる数学の女性教師には申し訳な

いと思いながらも、教師の腕を静かに折ることにした。腕を折られた教師はその場にうずくまり、その

様子を確認してから、私は職員室に向かった。 

そこで夢の場面少しが変わり、職員室ではなく、私は体育館にいた。そこでは生徒集会が行われて

いた。そこでもまた、校長が極めて退屈な話をしていることに私は嫌気がさしていた。仮に全生徒と

全教師の前で、校長の話にあれこれ反論をしたらどうなるかに強い関心があった私は、それを実行

に移してみようと思った。 

生徒たちはその場に座っていたのだが、私はその場で立ち上がり、いくつもの質問を校長に投げ

かけた。他の全ての生徒、他の全ての教師と同様に、校長も自らの頭で物事を考える力などないこ

とを知っていた私は、校長が私の質問にたじろぐことを想定しており、まさにその通りになった。 

この学校で提供されている教育の質はあまりにも低く、この学校は一つの不健全な宗教組織と変わ

りないことを私は強く主張した。その他にも色々と自分の問題意識を述べたのだが、結局その場に

いた誰もが私の考えを理解してくれず、しまいには体格の良い体育教師やその他の教師が私を外

に連れ出そうとし始めた。 

夢の中の私は、マーシャルアーツに熟達しており、鋭利な道具を使うことなく、身一つで相手を殺

す力を持っていたのだが、私がそのような力を持っていることを教師たちは知らないようだった。ここ

でも私は申し訳ないと思いながらも、私を外に連れ出そうとした体格の良い三人の男性教師の腕を

静かにへし折った。彼らに外に出されるのではなく、自分から外に出て行き、近くの公園で読書で

もしようと思った。学校から外に出た私は、解放感で満ち溢れていた。今朝方はそのような夢を見て

いた。フローニンゲン：2018/11/21（水）07:54 
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No.1433: An Inward Forlorn Vortex 

As I imagined, it will be cloudy all day long. I can’t see the sun, and there is a forlorn 

atmosphere. Groningen, 13:34, Thursday, 11/22/2018 

3424. 知の力を象徴する夢：フリードリヒ・シラーとノラ・ベイトソン 

予想通り、午前八時頃から少しずつ明るくなり始め、11時を回ろうとしている今はすっかり明るくなっ

た。明るくなったと言っても今日は曇り空であり、辺りには寂寥とした感じが漂っている。 

先ほどゴミを捨てに外に出てみたところ、肌を刺すような寒さであった。室内も足元から冷えるため、

ヒーターの設定温度を高くした。いよいよ本格的に冬が始まったことを知る。 

起床してからしばらく経ったが、今朝方の夢について改めて振り返ってみると、そこには様々な解

釈をする余地が存在していることに気づく。夢を様々な観点から解釈し、夢から意味を汲み取った

り、意味付けをしていくことは、自己発見や自己理解につながっていく。 

今朝方の夢を改めて振り返ると、それは知の力を象徴しているかのように思えた。もしかすると、や

はり自分の中には知を求める衝動が強く存在しているのではないかということや、そもそも知は私た

ちが想像する以上に強力な力を秘めているのではないかということを考えさせられていた。 

今朝方の夢の中に現れていた自分は、そうした巨大な知の力を身にまとった存在として象徴されて

いたように思う。知の持つ力に自覚的になり、自己が肥大化していくことをなんとか避けながら、知

を有効に活用していく道を模索していく必要があることを今日の夢は暗示していたのかもしれない。 

今日は午前中に、フリードリヒ・シラーの“On the Aesthetic Education of Man (2004)”という書籍の

初読を終えた。本書は140ページほどであったから、比較的短い時間の中で一読を終えることがで

きた。シラーの美学、さらには芸術教育に対する考察には随分と感銘を受ける箇所があり、下線を

引く箇所や書き込みをする箇所は多く、今後もまた本書を読み返すことになるだろう。おそらく近々

本書を再読することになると思ったため、本棚に本書をしまうのではなく、目に付きやすい場所に置

いておいた。 
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午後からは、、マキシン・グリーンの“Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, 

and Social Change (2000)”を読み進めていく。こちらの書籍も今回が初読なので、全体像をまずは

把握し、自分の関心のあるところを中心に読み進めていく。今日は芸術教育の哲学に関する読書

を旺盛に行う日となりそうだ。 

昨日、グレゴリー・ベイトソンの娘であるノラ・ベイトソンのインタビューを聞いていた。インタビューの

中で、ベイトソンは芸術作品が開示する特殊な認識世界について言及していた。彼女が指摘する

ように、芸術家は特殊な眼でこの世界を眺めており、彼らが生み出す芸術作品を通じて、私たちは

リアリティの異なる諸相を知ることができる。以前にも日記で書き留めていたが、多種多様な芸術家

の作品を眺めていていつも驚くのは、そこに自分の認識世界とは異なる認識世界が表現されてい

ることである。そこにリアリティの多様性を見て取ることができる。ある一人の人間に固有のリアリティ

を開示する手段としての芸術、さらには一人一人の固有のリアリティを理解するための芸術という点

については今後も探究を深めていきたい。フローニンゲン：2018/11/21（水）11:14 

3425. 知覚世界の拡張を促す芸術 

時刻は午後三時半を迎えた。まだ三時半だというのに、辺りはもう薄暗い。今日は空に薄い雲が覆っ

ているためか、この時間帯でも暗さを感じる。 

今日はこれまでのところ、早朝にバッハの四声のコラールに範を求めて一曲作り、昼食前と昼食後

の時間に分けて、ショパンのワルツを参考にして一曲作った。これから、モーツァルトの変奏曲に範

を求めて一曲作りたい。 

つい先ほど、郵便受けに何かが届けられた音が聞こえたので、確認しに下まで降りてみると、以前

注文していた書籍だった。今日届いたのは、「教育記号論」の創始者であるインナ・セメツキーが編

集者として出版した“Jung and Educational Theory (2013)”と、芸術教育の領域で多大な貢献を残

したエリオット・アイスナーの“Reimagining Schools (2005)”の二冊である。前者は、タイトルの通り、

ユングの心理学理論と教育を関連付けている点でユニークであり、後者はアイスナーの教育論に

関する論文が集められたものである。前者の書籍については、とりあえず最初から最後まで読み通
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し、後者については、まずは芸術教育に関する論考に絞って読み進めていく。先日にも四冊ほど

書籍が届けられ、冬の時期に読む書籍が揃い始めていることは喜ばしい。 

午後のこの時間帯まで、マキシン・グリーンの“Releasing the Imagination: Essays on Education, the 

Arts, and Social Change (2000)”を読み進めており、ちょうど半分まで読んだ。これまでのところ、グ

リーンの芸術教育に対する思想には刺激を得ることが多く、書籍にはすでにいくつもの書き込みを

残した。一つだけここで書き留めておくならば、芸術作品を鑑賞すること、あるいは芸術作品を創造

することは、それなしでは体験できぬことを私たちに体験させてくれるという点において重要な価値

を見出すことができる。 

今日はサン=サーンスの曲を朝から聴いているが、この曲なしでは体験されえぬ知覚世界が存在し

ていることに気づく。私たちは芸術を鑑賞することを通じて、あるいは芸術を生み出すことを通じて、

どうやら異質の知覚世界に入っていくことが可能なようだ。 

一つの芸術作品には、一つの固有のリアリティがある。それはその作品が存在しなければ存在しな

いものであるという点に、その作品の尊さと存在意義を感じる。芸術を通じてしか開示されえぬ知覚

世界の特徴についてはより深く知りたいという思いが湧き上がっている。これからしばらくは、知覚

世界の拡張を実現させる芸術の特性について考えを深めていこうと思う。そうした探究には、哲学

の領域で言えば認識論、心理学の領域で言えばトランスパーソナル心理学の枠組みが必要になっ

てくるだろう。フローニンゲン：2018/11/21（水）15:54 

3426. 無意識の落ち着き 

今朝は六時前に起床し、六時半から一日の活動を開始した。今日の最高気温は3度、最低気温は

マイナス1度とのことであり、一日を通して寒くなるだろう。昨夜から早速湯たんぽを使い始めた。12

月を迎える前に湯たんぽを使うことになるとは思っていなかったが、昨夜湯たんぽでお腹を温め、

その後足先を暖めて就寝すると、快眠がもたらされたように思う。今日の目覚めは良好であり、一日

の活動を進めていくためのエネルギーが満ち溢れているように思う。 

昨夜は珍しく、あまり印象的な夢を見ていなかったように思う。覚えているのは、小中高時代の友人

と夢の中で話をしていたことぐらいだ。些細な話題だが、友人の身長は175cmで止まっていたと思っ
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ていたのだが、どうやらその後183cmまで伸びたということについて話をしていた。その他にも何か

しらの夢を見ていたのだが、今は思い出すことができない。また思い出すことができたら、日記に書

き留めておこうと思う。 

今日を境目に、無意識の領域における何かしらの調整がひと段落したようだ。今日を迎えるまでは、

本当に毎日連続して夢を見続けていた。季節が完全に冬に入ったこととも何かしらの関係があるか

もしれない。無意識の特性は本当に謎だらけである。 

今日の計画について書き留めておくと、今日も探究活動と創造活動に従事していく一日になるだろ

う。探究活動については、本日はエリオット・アイスナーの“The Arts and the Creation of Mind 

(2004)”を読み進めていく。今日は欲張ることなく、この一冊をゆっくり読み進めていこうと思う。仮に

初読が早い時間帯に終わったとしても、今日は新しい書籍をさらに読むことをしないようにする。創

造活動については、いつもと同じように、様々な作曲家を参考に作曲を行っていく。早朝のバッハ

に始まり、今日は午後にモーツァルト、夜にはテレマンに範を求めて作曲を行おうと思う。 

数日前から、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、ショパンの一人一人の生涯を振り返り、代表

的な作品について解説しているDVDを視聴し始めた。すでにハイドンに関するものは視聴済みで

あり、昨日モーツァルトに関するものを全て視聴し、ベートーヴェンに関するものも少しばかり見た。

今夜もその続きを見ていこうと思う。このDVDには実際の音楽家が多数出演し、作品について色々

と説明を施してくれるのだが、それが非常に参考になる。そこで得られた観点を自分の作曲実践に

活かしていければと思う。 

今日はそうした活動と並行して、大学院の出願に向けた準備を行おうと思う。諸々の提出書類を再

度確認していく。提出期限まであと一ヶ月以上あるのだが、早ければ今週末中に提出を済ませてし

まおうと考えている。それほどまでに準備が着実に進んでいった。提出前には、記入漏れや記入に

誤りがないかを念入りに確認したいと思う。フローニンゲン：2018/11/22（木）06:42 

No.1434: Meditation at Dawn 

At last daybreak came. This morning has a meditative atmosphere. Groningen, 08:12, Friday, 

11/23/2018
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3427. コード分析とハーバード大学教育大学院の出願に向けて 

時刻は九時を迎え、辺りは明るくなった。今日は一日を通して曇りのようであり、太陽の姿を拝むこ

とはできなさそうである。一日中薄い雲が空を覆うことになるであろうため、今日も夕方の四時には

薄暗さを感じるかもしれない。曇り空であり、なおかつ寒さが厳しい中、今朝は静かな喜びの感情

が自分の内側に溢れている。この感情を一日中持ちながら本日の諸々の取り組みを前に進めてい

きたい。 

早朝にバッハの四声のコラールに範を求めて作曲をした。それは早朝の習慣になっており、この習

慣のおかげで一日が充実した形で進行しているように思える。ここ最近は、バッハのコラールに範

を求める際には、リズムだけ参考にして、あとは完全に自分流に曲を作っていることが多かった。こ

こで原点に立ち返り、バッハが創出したメロディーやハーモニーにもう少し焦点を当ててみようと思

う。メロディーについては、楽譜上の音の流れを視覚的に捉えていく。ハーモニーに関してはコード

分析を行ってみるのもいいかもしれない。 

ここ最近はコード分析を行うことがめっきり少なくなっており、ここで一度コード分析を自らに課すの

も悪くないように思える。バッハのコラールは曲としての長さが短いため、コード分析をするのもそれ

ほど面倒なことではない。バッハがどのようなコード進行を用いて、いかようなハーモニーを創出し

ていたのかを改めて学んでいく。日々の作曲実践は惰性で行っていてはならず、絶えず何かしら

の発見や気づきが得られるようにしていく。今から少しばかり、今朝参考にした曲について早速コー

ド分析を行ってみようと思う。 

今日は六時前に起床したおかげか、起床から三時間の間にすでにいくつかのことを行っていた。

一つ重要なこととしては、ハーバード大学教育大学院（HGSE）に出願する準備を大方完成させたこ

とである。おそらくHGSEは、ハーバードの数あるプロフェッショナルスクールの中で、二番目に高い

TOEFLの最低スコアを要求している。一番高い得点を要求しているのは、ハーバードビジネススクー

ルの110点であり、HGSEは104点だ。私はそのスコアを超えているのだが、HGSEの要求はトータル

スコアのみならず、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングのすべてのセクションで26

点以上を要求している。 
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私は欧米で生活を始めて七年になるが、TOEFLのスピーキングは特殊であるためか、スピーキン

グに関しては26点を取れたことがない。四年前にHGSEの博士課程に応募した際にはなかったこと

なのだが、現在は、HGSE側もTOEFLが志願者の真の英語力を測定しているのかに疑問を投げか

けるようになっており、出願資料の一つにスピーキングのサンプルレコーディングを要求するように

なった。もちろんこれは、合計点が104点に満たない者や、とりわけスピーキングのセクションで26点

を取れていない志願者だけが提出すれば良いものであるため、提出が義務づけられているわけで

はない。 

九月の末にHGSEに訪問した際に、アドミッションの方と話す機会があり、その方曰く、TOEFLやGRE

のスコアで足切りはないとのことであったが、合計点で100点を下回るようだとかなり厳しいようだ。こ

のサンプルレコーディングは、特に合計スコアが100点から103点の間の人に強く推奨されており、

スピーキングセクションで26点を下回っている人にも推奨されている。 

つい先ほど、書斎の中でそのレコーディングを行い、無事に提出を済ませた。TOEFLの時よりも回

答の準備に充てられる時間が多く、話す秒数もTOEFLの試験よりも多いため、普段話しているよう

な速度で落ち着いてレコーディングをすることができた。志望動機書を含め、その他の提出資料は

すでに準備が完成しており、このレコーディングだけ後回しにしていたため、先ほどその提出を終

えることができて一安心している。あとは今週末にCVのレビューをし、日曜日中には出願を済ませ

ておきたいと思う。フローニンゲン：2018/11/22（木）09:29 

No.1435: Study of Music Theory 

I don’t have knowledge about music theory so much, and I have no experience of playing any 

musical instruments; literally no experience. I’ve composed six hundred small pieces of music 

based on my intuition, but I realize that I need to learn theories of music in a rigorous way.  

I’ll continue to study music theory in the evening. Yet, before doing it, I’ll go for a walk to the 

center of the city. Groningen, 15:11, Friday, 11/23/2018 
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3428. エリオット・アイスナーの書籍から 

時刻は午前11時を過ぎ、これから昼食までの時間を使って、少しばかり作曲実践をしようと思う。当

初の計画とは違って、シベリウスの曲に範を求めて作曲したい。フローニンゲンは北欧に近いことも

あり、今日の寒さはどこか北欧の冬を思わせるということもあってか、シベリウスの楽譜に自然と手が

伸びた。おそらく昼食までに一曲完成させることは難しいだろうから、昼食後にも続きを作っていき

たいと思う。 

つい先ほどまで、エリオット・アイスナーの“The Arts and the Creation of Mind (2004)”という書籍を

読んでいた。本書は、昨日読んでいたマキシン・グリーンの“Releasing the Imagination: Essays on 

Education, the Arts, and Social Change (2000)”という書籍と同じぐらいに面白い。これまでの自分

には気がつかなかったような、芸術教育の意義と価値が紹介されており、目が開かれるような思い

になっている。午後からも継続して本書を読みたいと思う。 

不確実なこの世界の中で、芸術に触れることはもしかすると、不確実性を受け入れる耐久力のよう

なものを涵養してくれるかもしれないと思った。芸術作品一つ一つには無数の解釈の余地があり、

芸術は、唯一絶対の答えのない世界に私たちが生きているということを教えてくれるかのようだ。ま

た、私たちの発達というものが常に未知なるものに向かい、曖昧さを受け入れながら進行していくこ

とを考えると、芸術鑑賞は発達プロセスそのものだと言えるかもしれない。それらの点に付随して、

芸術作品に解釈の余地が多分に存在していることは、対話が育まれる好条件でもあるということも

書き留めておく。 

アイスナーの書籍を読みながら、博士論文についてぼんやりと考えていた。まだ博士課程に進学

するかどうかは定かではないが、現在いろいろなアイデアを考えている。先ほど考えていたのは、

現存する一人の芸術家を対象に、その芸術家の思想と作品技術の発達を追いかけてみるという研

究アイデアである。これは「マイクロディベロップメントリサーチ」という方法を用いて、定量的・定性

的な時系列データを豊富に集めることを前提に進めていくものである。 

一人の芸術家が、一つ一つの作品を制作する過程の中で何を体験しているのか、制作過程で何

が起こっているのかをつぶさに観察するような調査を通じて、その芸術家の思想や制作技術の発
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達プロセスを探究してみたいという考えが先ほど芽生えていた。画家の場合であれば絵画の制作、

音楽家であれば音楽作品の演奏を対象として扱いたい。フローニンゲン：2018/11/22（木）11:29

3429. 音楽理論・作曲理論の優れた書籍との出会い 

たった今、エリオット・アイスナーの“The Arts and the Creation of Mind (2004)”の初読を終えた。

250ページほどの書籍であったから、今日の早い段階で読み終わると思っていたのだが、結局全て

を読み終えたのは夕食前のこの時間だった。もちろん今日は、本書を読むことだけをしていたわけ

ではなく、バッハとシベリウスに範を求めて二回ほど作曲実践をし、協働プロジェクトに関する仕事

も進めていた。 

とはいえ、本書の一読に随分と時間を充てたことは確かだ。本書はそれぐらいに自分の関心を引く

箇所が多く、一読してみて思うのは、本書から得るものは本当に多かったということである。何度も

立ち止まり、自分の考えを余白に書き込むことを行っていた。気がつけば、時刻は午後六時を迎え

ていたという形だった。昨日読んだマキシン・グリーンの“Releasing the Imagination: Essays on 

Education, the Arts, and Social Change (2000)”と合わせて、本書は近々再読をしようと思う。今後

も何度も目を通し、芸術教育哲学の理解を深めていく。 

今はもう辺りは真っ暗となり、明かりをつけた車が闇の中を走っているのが見える。また、今日は一

日中曇りであったから、太陽の光を見ることは一切なかった。一日を通して、フローニンゲンの街に

はどこか寂寥とした雰囲気が漂っていた。しかしながら、そうした辺りの雰囲気とは対照的に、自分

の内側には情熱的なエネルギーが絶えず充満していたように思う。それが学術探究と創造活動の

双方を後押ししていた。 

今日は偶然にも夕方に、音楽理論に関する素晴らしい書籍と出会うことができた。これまで私は洋

書を通じて音楽理論を学習してきたのだが、結局その学習は散発的であり、まだ体系的な知識が

しっかりと身についてないことを感じる。本日出会ったのは和書であり、『作曲基礎理論～専門学校

のカリキュラムに基づいて～』という書籍だ。本書のサンプルの中身を確認することができたのでざっ

とそれを眺めてみたところ、その内容の濃さと構成の素晴らしさに感銘を受けた。 
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私のような初学者でも読み進めていける親切な説明がなされており、なおかつ高度な事柄までも学

ぶことができる作りになっている。これは紙媒体の書籍ではなく、PDFとしてダウンロードする書籍な

のだが、すぐに販売サイトから購入した。 

振り返ってみると、これまで作曲理論の理解が脆弱な中で600曲ほど直感的に曲を作ってきた。毎

日過去の偉大な作曲家の楽譜を参考にしながら思うのは、楽譜の中に明示的・暗示的に示されて

いる事柄の多くが、自分の音楽理論の知識の不足によって理解できぬままになっているということ

だ。そうした事柄の中にその曲の秘密や作曲者の意図が隠されており、同時にそれらを理解してい

くことが自分の作曲技術を高めることにつながる、と今一度強く思った。今夜から、購入した書籍を

用いて、音楽理論を集中的に学んでいく決意を固めた。本書を何度も繰り返し読み、音楽理論の

理解を一気に高めていくことを行っていきたい。そのためには、毎日の一回分の作曲実践を減らし

てもいいぐらいだ。フローニンゲン：2018/11/22（木）18:06

3430. サメに餌を与え、シャーマニズムの儀式に参加する夢 

今朝はいつもより少しばかり早く、五時に起床し、五時半から一日の活動を開始した。五時台に起

床した一日は、その日の活動に従事する時間が大幅に増えた感覚があり、諸々の取り組みがとて

もはかどる印象がある。そして、そうした一日に大きな充実感を覚えるのである。今日もそうした一日

になりそうだ。 

昨日はあまり印象的な夢を見ていなかったが、今朝方は二つの印象的な夢を見ていた。夢の中で

私は、砂浜を一人で歩いていた。そこで歩いているのは私だけなのだが、私の脳内では二、三人

の友人と会話が行われていた。 

足元に静かな波が押し寄せては消えていく。穏やかな海の様子を見ていると想像できないのだが、

この海にはサメが出没する。しかも、サメは随分と浅瀬までやってくる。 

私は砂浜を歩いている時、波打ち際のすぐそばを歩くことはもしかしたら危険かもしれないと思って

いた。しばらく歩くと、いつの間にか周りの風景が変わっており、私は薄気味悪い一階建ての建物

の中にいた。そこでは動物の肉を加工しており、さらには薬物が製造されていた。生々しい肉がそ

こで加工されているのを見たとき、それはどうやらサメをおびき寄せる餌であることに気づいた。その
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工場の中で働いている人の姿は見えず、何台かの機械が肉の加工をゆっくりと行っていた。すると、

先ほどまで脳内で会話をしていた二、三人の友人がその場に姿を現した。これからここにある肉を

使ってサメをおびき寄せようと私に持ちかけてきた。私たちは各自一枚の大きな肉を選んだ。正直

なところ、どれも新鮮な肉には思えず、幾分腐っているかのようにすら見えた。 

この建物は不思議な作りをしており、建物の中と海がつながっているため、肉を加工している部屋

の隣にある砂浜から、私たちは各々の肉を投げた。肉が海面を漂う様子を眺めていると、その部屋

の隣にはさらに薬物を製造している部屋がある。そこでは一人の女性が薬物を作っている姿が見

えた。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は山と海に挟まれた平地にいた。そこでは銃撃戦が繰り広げられていた。

私の周りには、見知らぬ中南米系の人たちがいて、彼らは山の方にいる敵や海の方にいる敵に向

かって発砲を続けていた。山側の敵は木々に身を隠しながらこちらに発砲している。一方、海側の

敵は船の上からこちらに発砲している。 

私は隣にいた男性の銃口が向かう先を眺めていた。その先は、船上にいる敵に向けられており、私

の視線はカメラのズームイン機能のようにその敵の頭に向かっていた。私の横にいた男性が発砲を

したところ、銃弾は標的の頭から逸れていった。そこで今度は山側の方に視線を向けてみると、同

じようにそこでも激しい銃撃戦が繰り広げられていた。 

すると突然、山側の敵を倒しながら馬に乗った人間がやってきた。どうやらその男性はこちら側の味

方のようだった。彼に続く形で、馬のみならず、豚や犬などの様々な動物がやってきた。平地にい

た私たちは、多種多様な動物に囲まれ、山側の敵も海側の敵も、私たちの姿が見えなくなってしまっ

たようだった。 

平地にいた私たちは動物に守られる形となった。すると、一人の男性が、今からシャーマニズムの

儀式を行うと述べた。全員がその提案に喜びの感情を示す中、ふと周りを見渡してみると、先ほど

までは男性ばかりがその場にいたのだが、女性も何人か混じっていることに気づいた。しかも、その

中には昨年フローニンゲン大学でお世話になっていた、チリ人のマイラ・マスカレノ教授がいた。マ
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スカレノ教授は、シャーマニズムの儀式に参加することが初めてのようであり、不安げな表情を浮か

べている。隣にいた女性がマスカレノ教授に、不安がる必要はないと笑顔で話しかけていた。 

動物たちが私たちを取り囲むように綺麗に整列すると、シャーマニズムの儀式が本格的に始まった。

地上のエネルギーが地面から滲み出し、自分の身体に流入していくような感覚があった。 

今朝方はそのような夢を見ていた。実はもう一つ別の夢を見ていたのだが、その記憶は断片的なも

のになっている。学校の体育館で、体育の授業の開始前のウォーミングアップか何かのために、友

人たちと体育館の端を何周もジョギングしていた。単にジョギングすることに飽きた私は、逆立ちを

しながら走ったり、ブレイクダンスをしながら走ったりしていた。ウォーミングアップが終わると、何人

かの友人がヨガのアーサナの中でも難しいもののいくつかを連続的な流れとして行っており、私も

その流れについていこうとしたが、それはとても難しかった。フローニンゲン：2018/11/23（金）06:09 

No.1436: A Winter Crack 

Today is approaching the end now. I concentrated on learning music theory today, and I’ll do the 

same thing tomorrow. Groningen, 20:59, Friday, 11/23/2018

3431. 年末に繰り返し行う接心 

今朝方の夢について振り返ってみると、先ほどまで見ていた夢からまた色々と考えさせられることが

ある。夢の中に現れていた諸々のシンボルから意味が滲み出しており、それを自分なりに汲み取っ

ている。ここではあえて明記しないが、最初の夢にせよ、二つ目の夢にせよ、色々と思うことがある。

様々な意味が立ち現れ、それについて考える過程の中で生まれてくる感情エネルギーにも注目を

している。意味、思考、感情はお互いに切り離すことができないようだ。 

今、書斎の中では、ラフマニノフの曲が静かに流れている。昨日も随分とラフマニノフの曲を聴いて

いた。ここ数日間は、Spotifyにダウンロードしている曲を、ダウンロードした古い順に全て聴き直して

いる。 

明日は土曜日であり、先週の土曜日の午後は長時間にわたって座禅をしていた。そこで体験した

ことや、得られた洞察が強く印象に残っており、明日の午後も再度長時間にわたって座禅瞑想をし
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ようかと思っている。先週実際に座る前までは、年内にはもう長時間にわたって瞑想をすることはな

いだろうと考えていたのだが、瞑想をしてみて考えが変わり、年内にもう一度と言わず、明日を含め

て何回か長時間にわたって座ってみたいと思うようになった。 

Spotifyの音楽を聴き直していたのは、明日長時間にわたって座る時や、今後長時間にわたって瞑

想するときに聴く音楽を選定する意味もあった。私は普段ピアノ曲ばかりを聴いているのだが、明日

はモーツァルトの交響曲を聴きながら瞑想をしようかと思う。 

調べてみると、モーツァルトの交響曲を全て聴こうと思ったら13時間ほどかかるようなので、明日の

瞑想中に聴く音楽が不足することはなさそうだ。全ての交響曲を順番に聴いていくよりも、モーツア

ルトの交響曲の中で「三大交響曲」と呼ばれる、39番、40番、41番を繰り返し聴いていこうかと考え

ている。早速、それらの三曲が収録されたCDをダウンロードした。厳密には、39番からではなく、38

番から41番までの二時間弱のものである。明日はそれを繰り返し聴きながら、先週と同じく四時間

半か五時間ほど瞑想をしようと思う。年内にはもしかすると、もう何回か座るかもしれない。平日は長

時間にわたって座る時間はないため、週末に時間を取り、年内にもあと何回か座禅に取り組もうと

思う。 

バッハの平均律クラヴィーア曲集を聴く回や——その際にはリヒテルの演奏を聴こうと思う——、バッハ

のコラールだけを聴く回を設けたいと思う。平均律クラヴィーア曲集はちょうど四時間半から五時間

弱の時間なので、ちょうど良いかもしれない。 

瞑想中の知覚体験が、楽器によってどのように変化するかを検証するのみならず、人の声によって

どのような変化を遂げるのかを確かめてみたいため、コラールを聴きながら座る回も設けたい。まさ

か年末に何度も長時間にわたって座禅瞑想をするとは思ってもいなかったが、週末に行う接心とし

てそれらを位置付けたい。自分の内側から、座ることへの促しが起こっているようだ。それは内側か

らの要求であるから、それに逆らうことなく従ってみようと思う。フローニンゲン：2018/11/23（金）

06:39 
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No.1437: A Cultural Veil 

To notice the existence of a cultural veil is an essential requirement to actualize emancipation 

and freedom. I was thinking about it before daylight. Groningen, 08:04, Saturday, 11/24/2018 

3432. 「問うために知る」 

時刻は午前七時に近づきつつある。しかし、外の世界はまだ闇に包まれたままである。明るくなっ

てくるのはあと一時間ほどしてからだろうか。 

今日も気温は低いが、幸いにも今日は快晴のようである。明日と明後日はみぞれ交じりの雨が降る

ようであるから、今日は午後にでも散歩がてら買い物に行こうと思う。 

BRITAの交換カートリッジが切れてしまっているので、それを求めに街の中心部の雑貨屋に行くこと

や、シャンプーを買いに化粧品屋に行き、さらには行きつけのチーズ屋にも足を運びたい。買い物

に出かけるまでの間は、いつものように過ごしていこうと思っている。 

今日はとりわけ、昨日購入した作曲理論に関する書籍を読み進めていく。作曲理論を学ぶことは、

内側からの要求事項だったように思う。極めて強い内発動機が芽生えていることに気づく。理論を

学ぶ際には、様々な項目について問いを立てていくことが大切になるだろう。理論を知るために問

うのではなく、問いが自分を深めてくれることを考えると、ホワイトヘッドが指摘するように、「問うため

に知る」という発想で音楽理論を学習していきたい。決して「知るために問う」のではなく、知ること以

上に重要な問いを豊かに生み出していくために、「問うために知る」という精神で学習を進めてい

く。  

今日からは集中的に音楽理論を学習していくが、それに並行して作曲実践も当然ながら継続して

いく。実践を怠ることなく、実践によって直接体験を積み、その体験と理論を照らし合わせていくよう

にする。昨日購入した『作曲基礎理論～専門学校のカリキュラムに基づいて～』という書籍で指摘

されているように、理論=感性ということを忘れないようにしたい。とかく人は理論と感性を切り離して

考えがちである。思考と感覚はそもそも切り離すことができないものであり、理論は感性を育み、感

性は理論を豊かにしていく力を持っていることを忘れないようにする。 
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今日からしばらくは上記の書籍を読むことに多くの時間を充てたいと思うが、それと並行して、芸術

教育哲学に関する書籍も読み進めていくかもしれない。今のところ、ジョン・デューイの“Art as 

Experience (1934)”を次に読みたい書籍として手元に置いている。一昨日にはマキシン・グリーンの

書籍から多くの洞察を得て、昨日はエリオット・アイスナーから多くの洞察を得た。デューイからも多

くの洞察を得ることを期待する。 

今日は作曲理論の学習、作曲実践に多くの時間を充て、午後からは散歩に出かけることによって

気分転換を図りたい。本日も充実した一日となるだろう。フローニンゲン：2018/11/23（金）07:01 

No.1438: A Rhythmic Premonition 

It is noon now. Like the afternoon last Saturday, I’ll spend about five hours in practicing 

meditation. Groningen, 12:07, Saturday, 11/24/2018 

3433. 知識の意義と尊さ：マイナースケールの三つの区分 

夜明け前は瞑想的な雰囲気が漂っていたフローニンゲンも、朗らかな表情を持つ朝を迎えてから

しばらくの時間が経つ。お腹が空き始めたので時刻を確認してみると、昼前になっていた。今日は

先ほどまで作曲理論に関する学習を行っていた。具体的には、「音程」と「調と音階」について学習

を進めていた。 

現在は、早朝の日記で言及したように、『作曲基礎理論～専門学校のカリキュラムに基づいて～』と

いう和書に基づいて学習を進めている。本書は本当に優れた理論書であり、説明が親切であるば

かりか、著者の思想や人柄なども滲み出しており、そうして点にも感銘を受ける。著者の実存性が

滲み出してこない多くの書籍とは一線を画している。 

本日を迎えるまで、「ナチュラルマイナー」「ハーモニックマイナー」「メロディックマイナー」の違いを

分かっておらず、これまでマイナースケールで作っていた曲は全てナチュナルマイナーでしかなかっ

たことを知った。これまでは洋書で音楽理論を学んでいたのだが、それらの書籍にも当然ながら上

記の三つのマイナー区分が言及されていたように思う。しかし、それまではそれらのマイナー区分

を自分の作曲に活かすという発想が希薄であったためか、理解が不十分であったことを知る。 
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ここからは一旦ナチュラルマイナーで曲を作ることをやめ、ハーモニックマイナーやメロディックマイ

ナーの曲を意識的に作っていく。それぞれ100曲ずつまずは作ってみる。比較学習をしやすくする

ために、AマイナーからGマイナーまで順番に作っていく。具体的には、Aハーモニックマイナーを

作った後に、Aメロディックマイナーを作り、それを順番にGまで作って一周する。そのサイクルを100

曲作るまで回してみる。 

上記の書籍を数時間ほど食い入るように読み進めた後に、早速シベリウスの曲に範を求めて、まず

はAハーモニックマイナーを適用して曲を作り始めた。曲を作っている最中に、Aメロディックマイナー

の響きもこの瞬間に聴きたくなってしまい、8小節をハーモニックマイナーで作った後に、次の8小節

はメロディックマイナーで作ることにした。 

AマイナーからGマイナーまで作っていく際に、その曲の中でハーモニックマイナーとメロディックマ

イナーを行き来してみるのも学習になるかもしれないと思う。昼食後に、今作りかけの曲を完成させ、

午後にはBハーモニックマイナーとBメロディックマイナーの曲を作っていきたいと思う。 

マイナースケールに三つの区分があるというたった一つの知識を得ただけなのに、作曲の幅が格

段に広がったような気がしている。知識ないしは観点の意義と尊さをここに見ることができる。そうし

た実感をもとに、これから本当に本格的に音楽理論を学んでいこうと思う。 

午後に散歩から帰ってきた後にも再び上記の書籍を読み、夜に本日三回目の作曲実践をする。早

朝の習慣である、バッハの四声のコラールに範を求めて作曲する際にも、積極的にマイナースケー

ルの三つの区分の考え方を適用してみたいと思う。フローニンゲン：2018/11/23（金）12:01

3434. 散歩から帰ってきて 

つい先ほど散歩から戻ってきた。やはり散歩をすることは良い気分転換になり、心身の調子を整え

てくれるように思う。毎週一度は街の中心部のチーズ屋に行くことは良い習慣だと思う。三時過ぎか

ら四時過ぎまで散歩をしていたのだが、自宅に戻ってくる頃にはもう薄暗くなり始めていた。今は時

刻は五時になり、辺りは暗くなっている。 
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早朝の予報では、明日と明後日は雪が降るはずだったのだが、今改めて天気予報を確認すると、

明日と明後日の天気は良好のようだ。部分的に雲はあるが、概ね晴れのようである。 

今日はこれから夕食までの時間を使って、音楽理論の学習の続きを行っていきたい。昨日、エリオッ

ト・アイスナーの書籍を読みながら、芸術作品とエネルギーの関係について考えていた。ゲシュタル

ト理論に基づけば、芸術家は作品を通じてその作品固有のエネルギー場を作り出すことが可能だ

と言える。今はちょうどベートーヴェンの協奏曲を聴いているが、まさにこの作品には固有のエネル

ギー場が醸成されていることに気づく。 

これは音楽作品のみならず、絵画作品にも当てはまる。自分の心を打つ作品が自分を捉えて離さ

ないように感じる瞬間には、自分はその作品が生み出す巨大なエネルギー場の中にいるのだろう。

音楽鑑賞や絵画鑑賞の体験を通じてそのように思う。そして鑑賞を通じてのみならず、自分で音楽

や絵を作っている最中にも、確かに一つ一つの作品には何かしらのエネルギー場が生まれている

ことにも気づく。作品には固有のエネルギー場があり、鑑賞者はそこからアフォーダンスを受けて諸々

の体験をするのだと思う。芸術作品とエネルギー場、ないし作品からのアフォーダンスについては

今後も考えを深めていきたい。 

今週も諸々の取り組みがはかどったため、明日はやはり午後から長時間にわたって座禅瞑想をし

ようと思う。明日は、旧約聖書に喩えられる、バッハの平均律クラヴィーア曲集をリヒテルの演奏で聴

きながら瞑想をしようと思う。明日座ってみて年内にもう一度座るかどうかを決めたいと思うが、仮に

次回以降長時間にわたって座るときには、新約聖書に喩えられるベートーヴェンのピアノソナタを

聴いてみるのもいいだろう。瞑想の知覚体験と選択する音楽との関係性についても色々と検証して

いこうと思う。明日の座禅によって得られた気づきや洞察については、また日記に書き留めておき

たいと思う。フローニンゲン：2018/11/23（金）17:09 

3435. イギリスの入国審査に関する夢 

今朝は五時半に起床し、六時から一日の活動を始めた。今日は土曜日であるからか、この時間帯

の外は静寂極まりない。闇の中に浮かぶ街灯を眺めながら、今朝方の夢について振り返っていた。

今朝はいくつかの夢を断続的に見ていた。 
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まず覚えているのは、私がイギリスに入国しようとしていた場面である。空港の入国審査の列に並ん

でおり、自分の番がやってきたので、私は審査官が待つデスクに向かった。そこで審査官から、一

つ簡単な質問があった。私はてっきり、「イギリスに来たのは初めてか？」と問われたものだと思って

おり、“Yes”と答えた。 

すると、審査官は目を丸くしており、私の後ろに並んでいたアメリカ人の友人は笑いをこらえていた。

二人の反応に私は一瞬当惑し、実はその審査官は「今危険物を持っていないか？」と質問してい

たことにすぐに気づいた。 

私はすぐに答えをYesからNoに変えた。審査官も最初は当惑していたようだが、私がすぐに、すべ

てをYesで答えるというのは日本の文化に埋め込まれた反射的な反応だと説明した。審査官もそれ

を知っていたようであり、やれやれといった表情を浮かべながら、入国許可を私にくれた。そこで夢

の場面が変わった。 

その後もいくつかの夢の場面が続く。眉毛がつながっている男性の顔を観察している夢の場面が

あり、よくよく観察すると、眉毛と眉毛をつないでいる毛が芝生のように生えているのが面白かった。

また、口の周りではなく、そこから少しほっぺた寄りに離れた箇所に、先の細いアイブラシないし絵

筆のような毛の塊が左右に二箇所あることも面白く思った。私はその男性の顔を見ながら、それら

の毛をカットしたい思いに駆られていた。 

その他の場面についてはもう記憶にない。最初の夢の場面の中で、実際には私はイギリスには何

度か足を運んだことがあるため、訪問するのは今回が初めてではなかったのだが、夢の中の私はど

うもまだYesと相槌を打ってしまう癖があるようだった。 

一昨日より、音楽理論を本腰を入れて学習をし始めた。特に昨夜から集中的に学習を始め、今日

もその学習に力を入れていく。音楽知識がほとんどなく、楽器の演奏経験が皆無の中、600曲ほど

感覚に頼って曲を作ってきたが、ここで改めて作曲に関する諸々の理論を本腰を入れて学習して

いくことの大切さを実感している。特に昨日学んだマイナースケールに関する論点は、自分の作曲

の幅を即座に広げることに役立っていた。今日を含め、これから音楽理論を学んでいく際には、学

んだことを新しく作る曲に絶えず適用していくことを常に念頭に置く。 
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昨日もそのような形で学習と実践を往復していると、理論の学習がますます楽しくなってきた。理論

の学習はとかく敬遠されがちだが、理論の学び方を工夫すれば、それは学びに伴う多大な喜びを

もたらしてくれることに改めて気付く。「理論即感性」という精神を持って今日も音楽理論の学習と作

曲実践を行っていく。早朝の作曲実践の際には早速、昨日学んだことを活用してみようと思う。フロー

ニンゲン：2018/11/24（土）06:23 

No.1439: Sunday Before Daybreak 

It is approaching 8AM, but it is still dark outside. It’ll take more time to start daybreak. 

Groningen, 07:55, Sunday, 11/25/2018 

3436. 充実感と若さについて 

毎日が本当に充実した形で過ぎていく。一見すると日々は何の変哲もなく過ぎているように思える

のだが、そうした変哲のなさが逆に尊いもののように心の眼に映り、そしてそうした中で、淡々と水の

流れのように自らのライフワークに取り組むことが充実感の源になっているように思う。 

欧州での三年間を振り返ってみると、最初の年は、爆発的な充実感と寂寥感が交互にやってくるよ

うな不安定な状態に自分が置かれていたように思う。北欧にほど近いフローニンゲンの気候を初め

て経験したことも影響してか、気候の厳しさに精神が随分と影響を受けていたように思う。一方翌年

は、精神の本質的な特性として変動性が存在しているため、この年も精神に変動があったことは確

かだが、そうした変動さえも超越するような感覚の中にいたように思う。そのためか、爆発的な充実

感というよりも、自分の存在の奥深くに染み込んでいく類の新たな充実感が芽生え始め、寂寥感を

感じることはほとんどなかったように思う。寂寥感を生み出す何かが静かな充実感に浸されているよ

うな感覚があった。 

三年目を過ごす今においては、今度は充実感が内側に染み込んでいくだけではなく、同時に自分

の奥底から充実感が湧き上がっていく現象が起きている。それは真の内発的な充実感だと言える

かもしれない。こうした外から内へ、内から外へと広がっていく二種類の充実感と一体となっている

のが今の私の姿だと表現していいように思える。今後の人生において、もう一秒たりとも自らの充実
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感と離れることはないだろう。なぜなら、今ようやく自己が自己そのものを超出し始め、本質的な自

己が生み出す真の人生を歩み出したからだ。 

昨日、先日に行われた幼馴染の親友の結婚式の余興動画や写真を、取りまとめ役の親友から送っ

てもらった。昼食後にそれらを眺めていると、とても暖かい気持ちになった。自分がどれほど素晴ら

しい友に恵まれているかを改めて思った。一方で、ここでも色々と観察をしていたのだが、どうも同

い年とは思えないような風貌に変わってしまっている友人も何人かいた。そこで若さについて考え

ていた。 

心の若さと身体の若さについては、何かしらの相関関係があるかもしれない。心の若さというのは精

神的な未熟さを表すのではなく、むしろ逆であり、精神的な成熟と相まって実は心の若さも増大す

るのではないかと最近考えている。 

精神的な成熟の歩みを止めてしまうことは、下手をすると心の若さを喪失することにつながってしま

うのかもしれない。そして心の若さの喪失は、身体の老化に拍車をかける。もう一つ重要なことは、

この人生において取り組む自らのライフワークが何か明確になっているか否か、そしてそれに日々

取り組むことができているかにあるように思う。端的には、何の強制力も義務感もなく、自分の好きな

ことをして日々を過ごしているかどうかということである。 

やはり自分の好きなことに毎日取り組んでいる人は心身の若さが保たれているように思う。それは

保つというよりも、より若々しくなるという可能性さえも否定できない。 

今の自宅には身体年齢を測れる体重計はないが、日本に一時帰国した際には身体年齢を測定す

るようなことを行っている。今でも体脂肪の値などを含め、身体年齢が毎回16歳と表示されるので、

いっその事、心の若さを16歳ぐらいに設定して日々を生きるようにしている。そこからふと、今後の

人生においては、実年齢——これも単なる構成概念であり、それに縛られることは馬鹿らしいのだが

——を単純に半分にした年齢の感覚で生きてみるという実験をしている。そうすると、もうしばらくは10

代の感覚で生きることが可能になる。 

この実験を死ぬまで続けてみると、人間の心身にどのような影響を及ぼすのか非常に気になるとこ

ろである。自分の人生を通じて、こうした些細な実験を無数に行っているのだが、それらを検証しな
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がら生きていけることも、この人生における一つの楽しみだと感じている。フローニンゲン：2018/11/

24（土）06:50 

No.1440: A Wave of Consciousness 

This Sunday half ended. From now I’ll study music theory for an hour and start to work for a joint 

project with a Japanese corporation. Groningen, 15:22, Sunday, 11/25/2018 

3437. ジャズピアノとニコライ・カプースチン 

早いもので、あと一時間ほどで時刻は正午を迎える。今日は天気予報の通り、薄い雲が空を覆って

おり、太陽の姿は見えない。おそらく一日中このような天気になるかと思われる。 

今日は早朝にバッハのコラールに範を求めて作曲をし、その後、音楽理論に関する学習をしてい

た。今日は特にコード進行に関することを学んでいた。昨日と同様に、これまで自分が活用してい

たコード進行の幅を一気に広げてくれるような発見が多々あったことは大変嬉しい。昼食前に一曲

ほど作ろうと思っており、その際には午前中に学んだ事柄を早速試してみようと思う。 

現在は主にクラッシック音楽における音楽理論を学んでいるが、それに習熟したら、今度はジャズ

音楽における音楽理論を学んでみたいと思った。両者は多分に重なる部分もあるが、同時に異な

る部分も多々あることは確かだろう。 

ラヴェルやガーシュウィンは積極的にジャズの要素を自分の作曲の中に取り込んでいったことはよ

く知られている。午前中にふとしたきっかけで、ジャズピアノについて調べており、クラッシック音楽

にジャズの要素を取り入れたウクライナの作曲家ニコライ・カプースチンの仕事と出会った。 

今カブースチンのジャズ風のピアノ曲を聴いている。ジャズにおける音楽理論を学ぶことはまだ先

になると思うが、音楽鑑賞と作曲技術の幅を広げるためにも、ジャズについても学習を進めていき

たいと思う。このように、一つの探究というのは派生的にどんどんと広がっていくものであることを改

めて思う。それは音楽に関することだけではなく、絵画などの他の芸術領域においてもそうであろう

し、学術探究においてもそうだろう。自分を捉えてやまないある関心事項を出発点とし、それを起点

にどんどんと関心の輪を広げていくことは今後も続けていきたい。 
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今朝は夜明け前に、文化的な制約の存在に気付き、そうした制約を一つずつ乗り越えていくことの

大切さについて考えていた。文化的なヴェールの存在に気づくことは、解放と自由への重要な要

求事項である。 

以前の日記の中で書き留めていたように、人類の歴史上、後にも先にも私たち一人一人の存在は

唯一無二である。私たちの社会は、そうした唯一無二性を巧みに隠蔽することによって成り立って

いる。隠蔽の仕組みに気付き、隠蔽されたものを再度明るみにしていくことが、自分の唯一無二性

を発見することにつながっていくだろう。それを行って初めて、自分の人生が真に始まる。夜明け前

にそのようなことを考えていたことを思い出す。フローニンゲン：2018/11/24（土）11:16 

3438. 六時間に及ぶ接心を終えて 

先週の土曜日に引き続き、今日もまた午後から長時間にわたって座禅をしていた。先週は四時間

半ほど座っており、今日もそれと同じくらい座ろうと思っていたのだが、それを上回る形で六時間弱

座っていた。昼食を摂ることなく、12時半から午後の六時半まで座っていた。先週に引き続き、いや

先週以上にそこでの知覚体験は強いものであった。 

座禅の深まりと共にどのようなことが自分の脳内で起こるのかについては、諸々の専門書や過去の

経験によって知っているつもりだったのだが、今日はいかんせん座っている時間が長かったためか、

意識の深まりのピークで知覚していた事柄は想像を遥かに超えるようなものばかりだった。 

そこで知覚される内的ビジョンについて圧倒されることはなかったのだが、そこで得られる洞察が珍

妙なものばかりで相当に面食らった。いくつか書ける範囲のものについては書き留め、ここでは書

けないながらも重要なものについては心に留めておく。 

今日の座禅瞑想においては、最初の二時間弱をモーツァルトの三大交響曲を聴いており、残りの

時間は全て、バッハの平均律クラヴィーア曲集を聴いていた。それらの曲を聴きながら、端的には

聴く者としての自己は完全に溶解し、世界が完全にその曲となった。奇妙な表現としては、そこで

は音楽を聴く者だけではなく、聴かれる対象としての音楽も完全に溶解していた。つまり、主体と客

体が完全に溶解し、ただ世界全てがその音楽であった。 
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より具体的な体験としては、モーツァルトの交響曲のどれかを聴いている最中に、自分の脳と意識

がペンキで次々と上書きされるかのように、何度も何度も新たなものに更新されていく体験を知覚し

ていた。これはかなり奇妙であり、自分が自分ではなくなるような恐怖が一瞬生じ、一度目を開けて

自分が無事かを確かめた。大丈夫であることを確認してから再び目を閉じると、意識は再び一気に

深みに向かっていった。 

珍妙な洞察としては、「やはり1円と100億円は同じものである。確かに見る角度によっては価値が異

なるように見ることもできるが、究極的には両者は同一のものである」「構成概念として人為的に作ら

れたIQという尺度は、200あたりを上限とするのではなく、少なくとも1,000や10,000まで存在し、誰し

もが∞のIQを獲得することが可能であり、その瞬間に構成概念としてのIQは崩壊し、意味をなさなく

なる」という類の気づきが、およそ数十から百近く得られた。 

バッハの平均律クラヴィーア曲集は旧約聖書に喩えられるだけあってか、それを聴いている最中は

とても平穏な気持ちになっていた。ただし、意識が深まっている最中でもあったため、バッハの曲を

聴いている最中も様々な気づきが得られた。 

早朝の日記で書き留めていたことに関係してか、私たちは誰しもが唯一無二性を持っていながらも、

同時に他の唯一無二な存在から何かを引き継ぐ形でこの世界を生きている、という洞察が得られた。

人はそれぞれ固有のバトンを持っており、それを他者に譲り渡し、そのバトンが連綿と受け継がれ

ていく様を知覚していた。 

座り始めて四時間半が経ったあたりに、突然自分の内側から創造エネルギーのようなものが湧き上

がり、やはり日記と曲を膨大な数作っていこうと再度気持ちを新たにした。結局、何万と日記と曲を

作っても宇宙に届くことはないのだが、それでも自分の内側で形になることを待っているものに対し

ては形を与え続けていこうと思った。 

つらつらと今日の座禅体験について書き留めてきたが、最後にもう一つだけ得られた洞察を書き留

めておくと、バッハの曲を聴いている最中に、一般的に考えられている時間の矢とは逆向きに音楽

が流れていることに気づいた。これは説明が難しいのだが、楽譜上、さらには演奏上、通常の知覚

であればある決まった方向に音楽は流れていくものだと思う。楽譜上であれば、左から右へ、演奏
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上であれば、音楽は現在時点から未来時点に向かって流れていくように知覚されるはずだ。しかし、

座禅中に体験していたのは、それとは全く逆向きの流れであった。楽譜上の感覚であれば、音楽

が右から左へ流れ、演奏上の感覚であれば、未来時点から現在時点に向かって流れていくように

知覚されていたのである。 

より厳密には、音が生み出されるのは常に今というこの瞬間であるため、曲を聴いている最中に感

じていたのは、絶え間ない今というつぶてが自分の方に向かってくるような感覚であった。それはと

ても印象深い感覚であった。今日は随分と長く座ったため、来週や再来週は長時間座ることをせず、

接心として長時間座るのは年末にもう一度ぐらいにしようと思う。フローニンゲン：2018/11/24（土）

20:09 

3439. 座禅体験の補足 

今日は早めに九時頃には就寝しようと思う。先週の土曜日に引き続き、今日も長時間にわたって座

禅瞑想をすることによって、自分の中で何かがまた刷新されたように感じる。 

つい先ほどまで、これまで描いてきた水彩画に水筆ペンを用いて水を浸していた。しばらくの間、

無心でそれに没頭していた。 

今日は結局昼食を摂らず、夕食はブルーベリーとリンゴ一つ、それにキャロットジュースだけだった。

接心と少食がセットになっていることは面白い。断食のような実践をすることによって、たまには胃腸

を休めることは大切だろう。それにしても、夕食時に食べたブルーベリーとリンゴはとても美味しかっ

た。 

リンゴはいつも朝食の際に食べているだけなのだが、今日は夜にも食べた。ブルーベリーは毎晩

食べているのだが、今日は接心によって知覚が鋭敏になり、感覚が刷新されたためか、いつも食べ

ている食べ物が極めてうまいことに驚いた。ブルーベリーを一粒ずつ食べ、リンゴを齧りながら闇夜

を眺めていると、とても幸福な気持ちになった。 

今日の座禅体験については、先ほどの日記で大半のことを書き留めていたが、別の体験をもう少し

思い出した。一つ重要な気づきとしては、今取り組んでいる諸々の事柄の一つ一つ、そしてこれか
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ら一年以内に行う取り組む予定の事柄は全て正しいことがわかった。何を持って正しいのかは定か

ではないが、とにかく正しいという絶対的な正しさを自分の取り組みの一つ一つに対して感じた。絶

対的な肯定がそこにあった。 

もう一つ不思議な体験としては、意識が深まっている最中に、100年後の自分が今の自分を見てい

るかのような感覚があった。100年後の自分は、今の自分を単に見ているだけではなく、諸々の課

題や気づきをこちらに投げかけてくる存在としてそこにいた。 

基本的に私たちは、今の自分を超出した先に待つ自分を知ることはできない。それが発達の原則

である。だが、座禅中の私は、今の自己を完全に超出したその先にいる自己を捉えているようだっ

た。繰り返しになるが、私たちは基本的には今の自己を超えた自己を捉えることはできない。今の

主体の次にいる主体は見ようもない存在である。 

先ほどの日記で書き留めていた、音楽の流れと同様に、今の主体の次に待つ主体は、向こうからこ

ちらに向かって流れ着く形で突然現れる。それが今この瞬間に継続的に知覚されているというのは

おかしなことである。しかしながら、瞑想中の私はそれを完全に捉えていた。 

今日はそろそろ就寝することにして、明日はまた諸々の取り組みを前に進めていく。音楽理論を深

く学んでいくことや、現在進行中の協働プロジェクトの案件を進めていく。今日の知覚体験は先週

に引き続き、とりわけ印象深いものであったから、後日、それらの体験を発達心理学やトランスパー

ソナル心理学の枠組みから検証していきたいと思う。フローニンゲン：2018/11/24（土）20:51 

3440. 日曜日の早朝に 

昨夜は九時に就寝したおかげか、今朝は五時に起床した。五時半過ぎから一日の活動を始めた。

一日の活動を始める前に、いつも短い時間だがゆっくりとした呼吸をしながら少しばかり瞑想をして

いる。昨日長時間にわたって座っていたことが影響してか、早朝の短い瞑想の時間にも意識がす

ぐに深まっていくのを実感していた。瞑想後、いつものように短めにヨガを行った。 

深い闇に包まれた日曜日の朝。日が昇り始めるのは二時間後ぐらいだろう。 
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今日と明日は比較的寒いが、明後日以降は雨のせいもあってか、気温が少し上がるようだ。11月の

前半のような気温に戻るらしい。 

昨日長時間にわたって座っていたこともあり、何か自分の中で刷新された感覚がするのだが、そう

だからといって今日から特別なすることをするわけでもない。今日も普段と変わらず、探究活動と創

造活動に従事していこうと思う。具体的には、早朝にはバッハの四声のコラールに範を求めて作曲

をする。その際には、ここ数日間集中的に学習している音楽理論の書籍から得られた事柄を適用

してみる。常に実践と理論の学習を往復していくことが重要だ。 

今日は時間を見つけて、マーク・フォーマン博士の書籍を参考に、発達段階5/6と発達段階6の特

徴や限界などをまとめておきたいと思う。これを行うことは少し前の日記で言及していたのだが、結

局今日まで先延ばしになっていた。今日はそうしたまとめを行いたい気持ちが湧いているので、午

前中か午後にそれに取り掛かる。 

今日は芸術教育哲学に関する書籍を読むことを控え、明日から“Art as Experience (1934)”を読み

始めていく。その代わりに今日は、ここ数日と同様に、作曲理論に関する書籍『作曲基礎理論～専

門学校のカリキュラムに基づいて～』の続きを読み進めていく。本書は500ページを越す分量であ

るため、なかなか学習量は多いが、着実に学習を進めていく。初読の時から丁寧に読み進めてい

るが、現段階で全てを理解していこうとするのではなく、二読目以降、回を追うごとに理解が深まる

ように学習していこうと思う。 

作曲の実践と読書に加えて、今日は午後から、協働プロジェクトに関する仕事も前に進めておこうと

思う。ちょうどレビューを依頼されている資料があり、それに目を通していく。フィードバックが必要な

箇所についてはそれを書き出し、今日の夕方か夜にでもそのコメントを協働者の方に送ろうと思う。

早いもので来週末からは12月に入る。2018年も残すところあとひと月ほどとなった。フローニンゲン：

2018/11/25（土）06:02 

No.1441: A Desolate Sky 

Finally it became light after 8:30AM. I’ll start today’s work from now. Groningen, 08:37, 

Monday, 11/26/2018
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