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2421. 【中欧旅行記】ショパン博物館を訪れて 

たった今、ショパン博物館を訪れてきた。開館に合わせて11時前にホテルを出発し、ほぼ開館の時

間に到着した。 

今朝ワルシャワの街の中を歩いている 中、昨日の感覚とはまた少し違うものを感じていた。今日

が土曜日であるからだろうか、昨日よりも少しばかり陽気な雰囲気が街の中に滲み出しているように

思えた。 

ワルシャワはポーランドの首都であり、おそらく人口密度もポーランドの中では一番高いと思われる

が、これまで訪れた各国の首都よりも道行く人の数が少ないように思える。そんなことをぼんやりと

考えていると、すぐにショパン博物館に到着した。 

博物館の外観は落ち着いていたが、併設されているカフェはお洒落な雰囲気を放っていた。早速

一階の受付でチケットを購入した。日本円に換算すると500円強だろうか。思っていた以上に価格

が低く、この国の物価の水準がやはり低いのか、博物館の規模が小さいのかのどちらかと思ったが、

館内に入ってすぐに気づいたのは、単純に物価が安いということだった。 

というのも、館内は想像以上に見るべき箇所が多かったからだ。この博物館は地下一階から二階ま

で、0階を含めると、合計で四つほどの階から成る——実際には地下二階まであるのだが、今日はそ

の階では何も展示がされておらず、閉まっていた。 

私は案内係りの人に順路を尋ね、地下一階から順番に見て回ることにした。地下一階から順番に

回っていくとすぐに気づいたのは、この博物館がとても教育的な配慮をしていることである。資料の

展示の仕方、そして 新テクノロジーを用いた各種の機器によって、ショパンの一生涯に渡る音楽

家としての人生が多面的にわかるような工夫がしてあった。特に館内のテクノロジーに対して私の

関心が向かっていた。 

というのも、フローニンゲン大学の二年目に特に探究を深めていたのは、オンラインラーニングであ

り、論文アドバイザーのミヒャエル・ツショル教授からヴァーチャルリアリティでの学習などについて学

びを得ていたことも、この博物館の教育テクノロジーに私が注目した理由である。特に地下一階に
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は子供も楽しめる教育テクノロジーがあり、実際に親子連れの人たちも多かった。ちょうど偶然なが

ら、地下一階で幼児向けの音楽教室が行われているところに立ち会い、小さな子供たちがショパン

のピアノ曲のリズムに合わせて体を動かしている微笑ましい場面に遭遇した。 

なるほど、音楽教育というのもまずは身体感覚を養うことが何よりも大切なのだということを改めて思っ

た。音楽教育にせよ、他の教育領域にせよ、発達の基礎は身体にあるのだ。今の私の関心が音楽

教育に強く傾いており、音楽・言語・身体というのは密接なつながりがあるように思えてくる。このあ

たりは今後とも探究を深めていきたい。 

音楽家の博物館をこれまでいくつも訪れてきたが、いつも私はその音楽家の手書きの楽譜や手紙

に強く関心を引かれる。今日も、ショパンが手書きで残した手紙と楽譜に釘付けになっていた。ショ

パンの手紙の文字は極めて小さく、ショパンがどこか几帳面で神経質なパーソナリティを持ってい

たのではないかと密かに思わせる。ショパンに関する資料で驚いたのは、ショパンがメンデルスゾー

ンと同じように、絵画の才能もあったということだ。 

これは今回ショパン博物館を訪れるまで知らなかったことである。ショパンが小さい頃から描いてき

たスケッチがいくつか展示されており、それらを見ると、作曲と絵画の双方の才能があったことが伺

える。ここでも、音楽的な才能と絵画的な才能はどこか相通じるものがあるのかもしれないと考えさ

せられた。それらの領域を仮に一つに括ると「芸術領域」と分類され、その領域にはどこか共通する

美的感覚と共通する知性の働かせ方があるのかもしれない。 

細かな気づきを挙げていくと切りがないため、それらは今後折を見てここに書き留めておきたい。た

だ、 後に一つだけ忘れずに書き留めておくと、ショパンも音楽的な才能を開花させていく際に、

モーツァルトと同様に旅を数多く行っていたことが分かった。 

もちろんほとんど旅をしなかった著名な作曲家がいたことを記憶しているが、それが誰だったかは

覚えていない。いずれにせよ、ショパンは旅を通じて音楽的な感性を養い、作曲のインスピレーショ

ンを旅から得たようである。 

ショパン博物館で数時間過ごした後、名残惜しさを残しながらも博物館を静かに後にした。ワルシャ

ワ：2018/4/14（土）14:18 
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2422. 【中欧旅行記】ワルシャワのカフェから 

ショパン博物館を離れる前に、ギフトショップに立ち寄ろうとしたが、なかなかそれが見当たらなかっ

た。そのため、入り口付近にいた係員に聞いてみると、残念そうな表情を浮かべながら、「すいませ

んが、ここにはギフトショップはないんです」と述べた。 

これまで訪れた音楽家の博物館の中でギフトショップがない場所は今回が初めてであり、少しばか

り驚いた。これはポーランドが誇る作曲家への敬意の表れなのか、それともビジネスにほとんど関心

がないことの表れなのか、それらのどちらかだろうと思った。できればショパンに関する文献か、手

書きの楽譜のレプリカなどを購入したいと思っていたのだが、そうした土産が一切売られていない

のであるから仕方ない。ショパン博物館を訪れることだけが今日の目的であったため、そこからは少

しだけワルシャワの街を散歩した。 

途中で古書店の姿が見に入ったので立ち寄ってみると、書籍のほぼ全てがポーランド語であった

ため何も購入するものがなかった。ホテルに戻る前に、ローカルのカフェに立ち寄り、今はそこでこ

の日記を書き留めている。 

今朝方、ユーロから現地通貨のズウォティに両替をし、大きめのお金を小さくするためにカフェでア

イスコーヒーを注文した。あと一時間ほどこのカフェで過ごしたいと思う。これから一時間を使って、

過去の日記を編集していきたいと思う。今回の旅の 中に過去の日記を編集することに力を入れよ

うと決めており、一時間の時間があれば随分と編集作業も進むだろう。 

編集がひと段落したらホテルに戻り、自室で仮眠を少しばかり取り、再び日記の編集作業に取り組

みたい。二時間弱編集作業を行ったら、おそらく夕食時となるだろう。今日もまた昨日訪れた日本

食レストランに足を運びたい。 

今朝ホテルで朝食を十分に食べたおかげもあり、昼食を食べる必要がやはりなかった。今宿泊して

いるホテルのビュッフェはなかなかいい。昨年の夏に訪れたノルウェーのホテルには劣るが、それ

でもこれまで訪れた欧州のホテルの中では美味しい方である。さて、これから日記の編集に取り掛

かるとする。春のワルシャワに吹く風がカフェの中を駆け抜けていく。ワルシャワ：2018/4/14（土）

14:38 
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2423. 【中欧旅行記】“Peko Peko”さんでの二回目の夕食 

つい先ほど夕食を食べ終え、今は再びホテルの自室に戻ってきた。今日もまた、“Peko Peko”とい

う日本食レストランにお世話になった。昨日言及していたように、このお店は日本人の店長とポーラ

ンド人の女性の二人で切り盛りされている。今日は土曜日ということもあってか、昨日と同じぐらいに

六時前に店に到着したのだが、二人がお店を綺麗にしている 中だった。 

昨日に食べた家庭的な日本食の味が忘れられず、今日も再びお世話になることに決めていた。昨

日の段階で少し気づいていたのだが、ポーランド人の女性が店長と日本語で話をしており、今日は

その点について彼女に質問をしてみた。彼女の話によると、以前東京の大学に一年ほど留学して

いたそうであり、ワルシャワの大学でも日本語文化を専攻していたらしい。そうしたこともあり、彼女

はとても流暢な日本語を話す。 

少しばかり彼女と日本語で雑談をし、昨日にポーランド人の客が食べていた唐揚げが美味しそうに

見えたので、今日は唐揚げを注文したところ、残念ながら品切れとのことであり、代わりにトンカツ、

キムチ、味噌汁を頼んだ。これらの品々を食べるのは一体いつぶりだろうか。今日注文したそれら

の品々もやはり美味しく、どこで具材を調達しているのかを明日店長に聞いてみようと思う。 

ワルシャワに滞在している間の夕食は全てこのお店にお世話になることにした。「明日、明後日まで

よろしくお願いします」とお礼を述べ、私は店を後にした。 

昨日は比較的ゆっくりと夕食を食べていたが、今日はもう少し過去の日記を編集したいと思ってい

たので、あまり長居をすることなく、ご飯を食べたらすぐに店を後にした。明日はワルシャワ国立美

術館に足を運ぶ。まだそれほど下調べができておらず、この美術館に具体的にどのような作品が

所蔵されているのかを掴んでいない。ワルシャワにはその他にもいくつか美術館があるが、この美

術館を訪れようと思ったのは、ポーランド人の画家の作品が数多く所蔵されているという情報だけは

頭に入れており、ポーランド芸術とは一体どのようなものなのかをこの機会にぜひとも掴んでおきた

いと思ったからだ。 

今日足を運んだショパン博物館で感じたように、ポーランドの音楽とポーランドの絵画はどこかで共

通の根を持っていると思うのだ。もちろん、今回の訪問だけを持ってそうした共通の根っこを理解す
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ることなど無理な話だろう。だが、今回の短い滞在期間中に、そうした根っこに通じる何かを少なくと

も感じることはできるように思える。その感覚を得られるかどうか、あるいはそれ以前に、そうした感

覚を得ようと試みるかどうかが、今後の自分の内面世界の成熟に大きな影響を及ぼすように思え

る。 

明日もまた今日と同じぐらいの時間に起床し、過去の日記の編集を進め、程よい時間に朝食を食

べに一階のレストランに行く。明日はワルシャワ国立美術館に一日中いることになるだろうから、明

日もまたしっかりと朝食を摂りたいと思う。 

今日はこれから過去の日記を編集していく。ワルシャワ滞在の二日目の夜はまだ終わらない。ワル

シャワ：2018/4/14（土）19:20 

2424. 【中欧旅行記】ワルシャワ滞在の三日目の朝に 

ワルシャワで過ごす三日目の朝がやってきた。今日も朝日が眩しく輝いている。昨日と異なるのは、

今日はほとんど霧がなく、快晴の様子を早朝から見せていることだ。今日は午前中からワルシャワ

国立美術館を訪れる。時間をかけてゆっくりと所蔵品を見てきたいと思う。 

昨日、ショパン博物館を訪れた時、館内にはグッズショップがなかった。後ほど調べてみると、以前

はそれがあったようだ。また、博物館の向かい側の建物の一階にグッズを販売している店があると

いうことが分かったので、明日にでもちょっと立ち寄ってみたい。もしかするとそこも閉店になってい

る可能性もあるが、もし開いていたら、そこでショパンに関する書籍か自筆の楽譜を購入したいと思

う。 

ここ数日間、自分の言葉の力が弱体化しているように思えるのは気のせいだろうか？旅を通じて自

分の内側に流入してくるものが多く、それを全て消化しきれていないことに起因しているのだろうか。

確かにこの短期間の中で、旅の日々から得られるものを全て消化することなどできないだろう。これ

についても焦ることなく、時間をかけてゆっくりと体験を咀嚼していく必要がある。 

不思議なもので、私は大抵ある見知らぬ場所に訪問すると、二日目以降からはそこが慣れ親しん

だ場所のように思えてくる。もちろんその土地について深く理解しているわけでもなく、その場所が
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故郷のように感じるというわけでもない。だが、見知らぬ場所にどこか速やかに順応している自分が

いるから不思議だ。今日はワルシャワ滞在の三日目であり、ワルシャワがどこかより近しい存在になっ

ている。 

ちょうどワルシャワに到着した日に、一通のメールを受けた。それは私が客員研究員として在籍を

予定していた米国の大学院からだった。諸事情があり、今回は受け入れ先予定の大学と条件が合

わず、結局この秋から再び米国に戻るという話は一旦白紙に戻った。そのため、もう一年ほど欧州

に滞在することにした。 

これまでと同様にフローニンゲンでもう一年生活をするのか、それともオランダの他の地域に移住す

るのかはまだ定かではない。アムステルダムやロッテルダムなどへの移住も考えたが、やはりフロー

ニンゲンが一番心地良い感じがしている。引越しをする際の手間などを考えると、やはりもう一年フ

ローニンゲンで暮らすことが一番良い選択肢なのかもしれないと思う。現在住んでいる場所の静か

さや景色などを考えると、今の家から離れる必要はほとんどないように思う。 

今回、米国の大学院と条件が合わず、客員研究員として研究を続けることができなくなったのは残

念であったが、欧州に丸々もう一年ほど滞在できることになったので、様々な可能性が開けてきた。

今年一年間は、日本企業との協働プロジェクトにより精を出し、再び独学を中心にして自由な探究

を進めていこうと思う。フローニンゲン大学での二年間の学びをゆっくりと消化し、来年以降の探究

活動への橋渡しをする上で、この一年間はまた貴重なものになるだろう。 

確か一年前に、「オランダには三年ほど滞在するかもしれない」ということを日記に書き留めていた

ことを思い出し、それが現実のものになった。それでも米国で研究を続けたいことがあることは確か

なので、来年以降はまた米国に生活拠点を移しているかもしれない。ワルシャワ：2018/4/15（日）

07:25 

2425. 【中欧旅行記】欧州での三年目の生活に向けて  

米国の大学院と条件が合わず、もう一年欧州に残ることになった意味について考えていた。確かに

米国の大学院で研究をしたい事柄があったため、先方の大学院から今回の件の連絡を受けた時

は残念であったが、欧州でもう一年生活できることの幸運を思った。今このようにポーランドに気軽
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に滞在することができているのも、やはり自分が欧州にいるからだろう。私にとって欧州で生活する

ことの一つの利点は、未だ足を運んでいない欧州の様々な国や地域を自由に訪れることができる

ことだ。 

米国で再度生活をする話が立ち消えとなってから、今年一年間の欧州での過ごし方について少し

ばかり考えを巡らせていた。まさかワルシャワでそうしたことに想いを馳せることになるとは思っても

いなかったが、せっかくもう一年欧州にいることができるのであるから、今年一年もまた充実したもの

にしたい。 

あと三ヶ月後にはフローニンゲン大学での二つ目のプログラムが完全に終了し、そこから丸一年は

自由な時間となる。その自由な時間において、いくつかの日本企業との協働プロジェクトを進めるこ

とと自らの探究を進めていくことの二つを大切にしたい。 

前者に関しては、これまでは大学院での授業や研究と並行していたため、時に過密なスケジュー

ルを送る日々もあったが、今年からはそうしたことがなくなる。ただし、協働プロジェクトを無理に多く

引き受けるのではなく、昨年からお世話になっている方々との協働を中心にして、あまり多くの案件

に関与しないように気をつける。その代わりに、今年一年間は自分の関心テーマに沿った探究を旺

盛に進めていきたいと思う。どこか今年一年間もまた、自分にとっての節目のような年になるのでは

ないかという思いがある。 

大学院に所属するのではなく、あえて再度自らの探究事項を自分なりに深めていく機会を得ること

ができたことはやはり幸運と言わざるをえないだろう。もちろん、欧州での三年目においても、引き

続きフローニンゲン大学の教授たちとは関係を持ち、特に現在の研究アドバイザーであるミヒャエ

ル・ツショル教授とは二つ目の査読論文を執筆していくことも計画している。 

完全に在野というわけでもなく、完全に大学院に所属しているというわけでもなく、その中間に自己

を置きながら今年一年間の学術探究を行っていきたい。大学で講義に出席する必要がなくなり、当

然ながら試験を受ける必要などもなくなったため、ここからまた自分の関心事項にのめり込んだ形

の探究が実現されていくだろう。 
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おそらくこの一年間は、ある意味私の探究活動における充電期間かつこれまでの学びを咀嚼して

いく重要な期間になるだろう。大学関係の事柄に縛られずに欧州でもう一年間過ごすことができる

というのは、何も協働プロジェクトを進めることや自由な学術探究を進めていくことだけに有益なの

ではなく、やはり今の自分の日々を豊かにしてくれる作曲実践においても有益だと確信している。 

この一年間は、作曲技術の基盤をさらに固めていきたいと思う。作曲技術の理論的な学習をさらに

本格的に進めるのと同時に、作曲実践に関してもこれまで以上に真剣に取り組んでいきたいと思う。

そのようなことを考えてみると、欧州で三年間過ごせるということがどれだけ恵まれたことかに気づく。

欧州で過ごす三年目は、とにかく諸々の事柄をこれまで以上に深めることに強く意識を当てたいと

思う。 

さて、そろそろシャワーを浴び、ワルシャワでの三日目の活動に向けた準備を始めたい。今日もま

た充実した一日になると確信している。ワルシャワ：2018/4/15（日）07:47 

2426. 【中欧旅行記】ワルシャワ国立美術館を訪問して 

ワルシャワ滞在の三日目の今日は、ワルシャワ国立美術館に足を運んだ。午前中からこの美術館

を訪れ、半日ほどそこで過ごした。ポーランドの中でも 大級の美術館ということもあり、所蔵品の

数が多く、全てを見て回るのには半日ほどの時間が必要であった。それでも全ての作品を丹念に

見たというわけではなく、やはり自分に響く作品の前で足を止め、そうした作品とゆっくり向き合うよう

にしていた。 

こうした形で美術品の鑑賞を行っている自分を見ると、学術論文や専門書を読んでいる自分とほぼ

同じことを行っているように思えた。つまり、論文や専門書を読む際にも、一文一文丁寧に 初から

後まで読んでいくことなどほとんどなく、やはり自分の関心を引く箇所を中心に文献と向き合うと

いう姿勢は芸術作品の鑑賞においても見られるということだ。 

論文や専門書を 初から 後まで一字一句追いかけて読むというのは、学習効果がとても低く、仮

に 後まで読めたとしても、その頃には 初に読んだ内容がほとんど記憶にないのではないかと思

われる。読むべき箇所を時間をかけて読み、繰り返し文献と向き合うことがその内容理解を助けてく

れるのと同様に、芸術作品も自分を捉えて離さないような作品だけに時間をかけて向き合うという姿
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勢の方が意味があるように思える。全ての文献が自分の関心を引くわけではないのと同様に、全て

の芸術作品が自分の関心を引くわけではないのだ。その時の自分の関心や、はたまた自分の内面

の成熟度に応じて響くものとそうでないものがあってしかるべきである。そうしたことを館内を歩きな

がら考えていた。 

館内の所蔵品の中で も関心を引いたのは、特別展示のコーナーだった。ポーランドのピアニスト

兼作曲家でもあったイグナツィ・パデレフスキ（1860-1941）に関する特別企画が催されており、そこ

に所蔵されている数々の品に私は も強い関心を示した。パデレフスキは多産な作曲家ではなかっ

たが、とりわけ彼が作曲した楽譜に私は関心を示した。今日この美術館を訪れるまでパデレフスキ

のことを知らなかったため、これも何かの縁かと思う。 

パデレフスキの経歴で非常にユニークなのは、一旦ピアノ演奏から退き、政治家となって初代ポー

ランドの首相になったことである。このような音楽家がいたことに私は驚き、所蔵されている一つ一

つの品々を興味深く眺めていった。 

パデレフスキに関する特別企画に時間をかけ、その後にその他のコーナーの芸術作品を鑑賞して

いった。欧州の美術館を訪れる時にいつも思うのは、中世の宗教画を理解するのは非常に難しい

ということである。そこで描かれている世界観とは異なる文化で育ったこともあってか、知的な理解

が可能であっても、自分の芯に響いてくるようなものはほとんどない。そうした自分を見るにつけ、自

分が真に欧州の文化を理解する日はもっとずっと先のことになるように思えた。 

美術館を後にした私は、時間がまだ早かったこともあり、昨日訪れたショパン博物館の方向に向かっ

て散策に出かけた。博物館の直ぐ近くにショパン音楽大学があり、その脇を通った時にピアノを練

習している音が聞こえてきた。音楽室の窓が開いていたためか、春のワルシャワの心地良い風に乗っ

て、ピアノの美しい音色が聞こえてきた。私はしばらくその音色に耳を傾けながら、校舎の近くをゆっ

くり歩いていた。 

今日は本当にうららかな日曜日である。ワルシャワで過ごす今日という一日が、人生における重要

な意味に満ち溢れ、とても貴重な一日であったということを有り難く思う。ワルシャワ：2018/4/15（日）

16:17　 
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2427. 【中欧旅行記】ワルシャワ滞在の四日目の朝に 

ワルシャワで迎える四日目の朝が来た。昨夜はあれこれと調べ物があり、就寝時間がいつもより随

分と遅くなってしまったが、今朝方起床したのは六時半であった。明日はワルシャワを出発し、ブダ

ペストに向かう日であるため、今夜の就寝は早めにしようと思う。 

昨日はワルシャワ国立美術館を訪れ、その余韻のようなものがまだ内側に残っている。余韻というよ

りも正確には、その場から得られた無数の感覚に満たされているような状態であると言った方がい

いだろう。これから少しずつこの感覚を消化していく必要がある。事実、昨日までは日記の言葉にど

こか力がなく、とても散発的なものに思えていた。 

こうした現象が生じていたのはおそらく、旅を通じて得られた感覚というものが大量にあるため、何を

どこからどのように言葉にしていっていいのか戸惑っている自分がいたのだと思う。言葉を生み出

す自己のある側面に戸惑いをもたらすというのは、旅の一つの意義かもしれない。つまり旅のこうし

た側面は、これまでの自分の言葉では捉えがたい経験を積むことによって自己が揺らぎ、それによっ

て自己がさらに深まっていく方向に歩みだしていく契機となるのである。 

ワルシャワに滞在してまだ三日しか経っていないが、随分と長くこの街にいたような感じがする。こ

の感覚は一体どのようにして生まれたのだろうか。この感覚を生む要因は何だろうか？と考える。実

はこうした感覚を覚えるのはワルシャワだけではなく、世界中のどのような場所に行っても同種の感

覚を経験する。三日間同じ場所に滞在をしていると、それがこの世界のどのような場所であっても、

どこか慣れ親しんだ場所のように感じるのである。これは不思議な感覚だ。 

この三日間に引き続き、ワルシャワの今日の天気は良い。ただし、夜から明日にかけては雨が降る

ようだ。今日はこれからまた過去の日記の編集を行う。旅の 中の空き時間は、日記を執筆するこ

とか過去の日記を編集することに活用している。昨日もそうだった。 

こうした時間の使い方のおかげで、過去の日記の編集に関しては着々と前に進んでいる。自分が

以前に書いた日記を単に読み返すだけではなく、読み返す過程で新たに生まれてきた思考や感

覚などを追記として書き留めている。 
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そうしたことを行っているため、単純に日記を読み返すことよりも時間がかかるが、追記を書くことの

意義は計り知れない。確かに全ての記事に対して追記を書こうとは思わないが、過去の日記から触

発され、新たな考えや感覚が生まれるというのは自分がまたさらに一歩自己を深めている現象に他

ならず、それを逃さないように記録することが、またさらに自己を深めていくことにつながっていくと

思う。以前に生み出された意味を契機として、また新たな意味が紡ぎ出されていく。そのような形で

私たちは自己を深めていくのだ。 

今日は朝食を摂り終えた後に、ポーランド・ユダヤ人歴史博物館に足を運ぶ。今回の旅ではアウシュ

ビッツを訪れることができなかったため、どうしてもこの博物館を訪れたいと思っていた。ワルシャワ

という街が第二次世界大戦によってほぼ全壊してしまったという歴史的事実と、そこからの復興に

目を向ける時、ワルシャワに対する見方がまた変わってくる。今日はワルシャワを含め、ポーランド

の歴史を深く学ぶ日としたい。ワルシャワ：2018/4/16（月）07:30　 

2428. 【中欧旅行記】ポーランドの京都「クラクフ」について 

先ほどは一つ驚いたことがあった。起床してしばらく経ってから携帯のカレンダーを見ると、今日が

月曜日であることに気づいたのである。確かに昨日の日記の中でも、その日が日曜日であることを

正しく認識していたつもりだったのだが、その感覚は極めて薄かったのだと改めて思う。普段から平

日も休日も関係なく生きているからか、曜日の感覚というものがどんどんとズレていく。そこに旅が加

わると、そのズレはさらに大きくなる。たった今、ホテルの自室の窓から外の景色を眺めたが、やはり

今日が月曜日であるという感覚はほとんどしない。 

昨日の夕食は、これまでと同様に、日本食レストランの“Peko Peko”さんにお世話になった。このレ

ストランで夕食を食べるのは、この日で三回目となった。ポーランド料理も気になるところだが、あま

り一人で仰々しいレストランに行く気はせず、このお店のように親しみのある落ち着いた場所でゆっ

くりと食事をすることが私には合っている。お店に到着すると、すでに中国人の男性が食事を摂っ

ており、ポーランド人のカップルが私の次にすぐさまやってきた。 

数日前に紹介したように、このお店は三つのテーブルしかないため、私がお店に到着してすぐに満

杯となった。普段オランダで生活をしている時は日本食を食べることなどほとんどない。この二年間
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で日本食を食べたのは一回だけであり、その時は中国人の留学生であったシェンと共にフローニ

ンゲンの日本食レストランに足を運んだことを覚えている。日本食を国外のレストランで食べるのは

その時以来であるから、本当に随分と久しぶりのことであった。 

昨日はポーランド人のバイトの女性は休みのようであり、店長が一人で店を切り盛りしていた。私は

ゆっくり夕食を摂り、客が自分だけになったことを確認してから、店長に話しかけてみた。そこから一

時間弱ほどの時間を店長と話す幸運を得た。やはり現地で生活をしている人からこの国の情報を

聞くことには意義があり、実際に住んでみなければ知りえないことを色々と教えてもらった。 

特にこの国の経済事情について色々と参考になる情報が多かった。現地事情についてあれこれと

話を聞いた後に、ポーランドのその他の都市に関する話になった。「クラクフに行くことも考えていた」

と店長に告げると、「クラクフはポーランドの京都のような街であり、ぜひ足を運ぶべき」と教えてくれ

た。クラクフは非常に歴史のある都市であり、ちょうど私がアウシュビッツに行くかどうかを迷っていた

時に知ったのがこの街だ。 

「ポーランドの京都」という言葉を聞いて、クラクフに訪れたいという気持ちが一層高まった。幸いに

も欧州でもう一年暮らすことになったため、来年のこの時期にクラクフとアウシュビッツを訪れたいと

思う。ワルシャワ：2018/4/16（月）07:51 

No.972:Behind Our Daily Lives 

There is a pacific flow behind our daily lives, which originates from the evanescence of all 

phenomena in this reality. The flow possesses eternity even though it derives from evanescence. 

Groningen, 08:03, Sunday, 5/6/2018 

2429. 【中欧旅行記】欧州三年目の旅行計画 

そろそろ朝食の時間が近づいてきた。朝食を食べにレストランに行く前に、シャワーを浴びて外出

の準備をしたいと思う。今日は少しばかり雲があるが、夜までは晴れ間が姿を見せるようだ。日本食

屋の店長の話によると、ワルシャワの気候はここ 近一気に春らしくなったそうだ。つい二週間前ま

では暖房を使っていたらしい。それはどこかフローニンゲンの気候と似ている。 
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昨日は本当に良い天気に恵まれた。どこか軽やかで滑らかな春の陽気がワルシャワの街を包んで

いることを絶えず感じていた。今日は少しばかり曇りがちの天気であるが、春の羽が自分の内側に

存在しているような感覚が今日もしている。今日は朝食を食べた後、ポーランド・ユダヤ人歴史博物

館を訪れ、その後にワルシャワ旧市街の辺りを散策したい。 

店長曰く、この旧市街はこじんまりとしているそうだが、世界遺産にも登録されていることから、どの

ような雰囲気を持つ場所なのかこの目で確かめてこようと思う。それら二箇所を訪れたら今日はその

他に足を運びたい場所はないため、川沿いを歩きながらホテルに戻ってきたいと思う。今日の夕食

もまた店長の店にお世話になる。 

欧州でもう一年生活することに決めてから、今回の旅のように、今年は欧州を中心にして様々な場

所に旅行する機会を増やしたいと思う。以前にも言及していたように、私は頻繁に旅に出ることはせ

ず、自分にとって一番落ち着く場所はフローニンゲンの自宅の書斎である。しかし、欧州で三年目

の生活を迎えることになった意味を考えると、その一つには今の生活地を拠点にして、様々な場所

に旅をすることを促されているように思ったのである。日本や米国で生活をしていると、どうしても欧

州は幾分遠く感じる。 

欧州にいる間には、ぜひとも地の利を活かして様々な国や地域に足を運びたいという思いを新た

にした。米国に戻る話が立ち消えてから、すぐに私は今年の大まかな計画を立てた。それは旅行に

関する計画である。ここから七月まではフローニンゲンの大学の二年目のプログラムを修了するた

めに時間を使いたいのと、日本企業との協働プロジェクトを引き続き前に進めていくことに時間を使

いたい。 

そのため、次に旅行に行けるのはもうしばらく後のことになる。今のところの予定では、七月の末か

八月の上旬にスウェーデンとフィンランドに訪れたい。昨年の夏にノルウェーを訪れ、北欧の自然

に大きな感銘を受けた。今年の夏に北欧を訪れる際には、できるだけ自然が豊かな場所に宿泊し

たいと思う。アイスランドにも訪れたいと思っていたのだが、夏の旅行にアイスランドを含めるかどう

かは検討中である。 
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そこから九月末あたりにデュッセルドルフに住むドイツ人の親友のところにお邪魔したい。以前から

快く招待をしてくれていたのだが、なかなか時間を取ることができず、欧州でもう一年暮らすことが

できるようになったことに伴い、ぜひとも親友の所に遊びに行きたいと思う。彼と会うのは10年振りで

あり、彼の奥さんと二人の子供に会うのが今から楽しみだ。彼は名門の経営コンサルティング会社

に勤めていることもあり、仕事が忙しいであろうから、とにかく彼の予定に合わせるようにしてデュッ

セルドルフの自宅にお邪魔させてもらう。 

デュッセルドルフの帰りにはボンに立ち寄り、そこで数日ほど宿泊する。ボンはベートーヴェンが生

まれた場所であり、ぜひベートーヴェン博物館に立ち寄りたい。今年は年末年始に日本に帰ること

をせず、年末年始はイタリアとエジプトで過ごそうと思う。イタリアに関してはミラノには行かず、今回

はローマだけに絞り、その足でエジプトに数日間ほど滞在する。 

そこから来年の春を迎え、ちょうど今ぐらいか三月末ぐらいにギリシャとトルコを訪れる。そして、それ

以降に再びポーランドを訪れ、その時はクラクフとアウシュビッツに足を運ぶ。この際にはチェコの

プラハにも滞在したいと思う。そのような旅行計画を今のところ立てている。 

有り難いことに今の自分の仕事は世界のどこにいてもできることに加え、世界を旅しながらでも可能

であることが今回の中欧旅行から分かった。今回の旅行中は協働プロジェクトに関する仕事をあえ

てしていないが、日本との時差を考えると、宿泊先のホテルから打ち合わせをすることやその他の

仕事を早朝に行うことは十分に可能である。欧州での三年目は旅を積極的かつ自然な形で組み込

むことによって、これまでの二年間以上に充実した年にしたいと思う。ワルシャワ：2018/4/16（月）

09:05　 

No.973: A Tender Feather 

Today is like a tender feather. It is not a wing but like a cotton. Groningen, 08:27, Sunday, 

5/6/2018 

© YOHEI KATO 2018 !16



2430. 【中欧旅行記】五冊の書籍との出会い 

ワルシャワ滞在四日目の今日、私はポーランド・ユダヤ人歴史博物館を訪れた。ワルシャワの滞在

期間において、今日が も充実していたかもしれない。もちろん、二日目にショパン博物館を訪れ、

その時に得られた感覚というのは多大なものであり、今もまだ咀嚼中であることは確かだ。しかし、

ショパン博物館以上に大きな影響を受けたのが今日足を運んだポーランド・ユダヤ人歴史博物館

だったように思う。 

私は当初、この博物館は基本的に第二次世界大戦中のポーランドに関する資料が中心に所蔵さ

れているものとばかり思っていた。しかしながら実際には、ポーランド・ユダヤ人の1000年に渡る歴

史を示す資料が豊富に展示されており、大変感銘を受けた。ショパン博物館もテクノロジーを駆使

した教育的な配慮が随分となされていたが、こちらの博物館はそれ以上であった。テクノロジーを

駆使した展示品の数々からポーランド・ユダヤ人の歴史に関して学んだことがあまりに多く、今はそ

れら一つ一つをここで紹介することはできない。 

博物館の順路に沿っていくにつれてポーランドの歴史が1000年前から現代に向かっていくような作

りになっていた。そのため、順路の後半に第二次大戦中のポーランド、とりわけワルシャワに関する

資料が数多く展示されていた。私が も多くの時間を過ごした場所はここであり、 も多くのことを

考えさせられた場所がここであることに間違いはない。この場所で私が考えていたことは、今後の日

記の中で明示的ではないにせよ、必ずその影響が表に出てくるだろうと思われる。 

当初の予定では多くても二、三時間ほどをこの博物館で過ごそうと思っていたのだが、実際には三

時間以上の時間をこの場所で過ごすことになった。帰り際にギフトショップに立ち寄り、そこで一冊

の哲学書と出会った。その書籍は“Jewish and Polish Philosophy (2013)”というタイトルだ。ポーラン

ド語の書籍ばかりが並ぶ中、この英語の書籍は私の目にすぐに止まった。 

中身を覗いてみると、「ウィトゲンシュタインの思考様式は完全にヘブライ的であった」という記述が

妙に気になった。この書籍はタイトルにあるように、ユダヤ・ポーランド哲学に関する論文を集めたも

のである。書籍を開いて中身を確認した時に、ウィトゲンシュタインの思考様式を取り上げた論文が
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あり、それが非常に興味深く思った。その他にも、マーティン・ブーバー哲学をユダヤ・ポーランド哲

学の文脈から捉えている論文などが私の関心を引き、この書籍を迷わず購入した。 

おそらくこうした機会でなければ、この書籍を購入することはなかったのではないかと思われ、また

この機会を逃してしまっては、ユダヤ・ポーランド哲学に触れることなく今後の人生を送ってしまうこ

とになると思われた。 

本書を購入後、宿泊先のホテルに帰る前に、世界遺産に登録されている旧市街を歩いた。ここを

歩いた時、オランダにはない雰囲気を即座に感じた。残念ながら第二次大戦中にこの場所のほと

んどの建造物は破壊されてしまい、今たたずんでいる建造物は新たに建てられたものだ。それでも

この場所から歴史の重みを感じることができたのはなぜなのだろうか、と考えていた。 

再建された建物を眺めながら、歴史の重みは物質に宿るのではなく、精神に宿るからなのではない

かと即座に思った。今目の前に建っている建物は戦争後に建て直されたものである。戦争前の様

子にできるだけ近づけようと尽力した市民たちの精神の中に、すでにワルシャワの長大な歴史が宿っ

ていたに違いない。そのため、新たな物質として建物が作り直されても、このようにして歴史の重み

を感じさせる空間が醸成されているのだ、と思わずにはいられなかった。 

旧市街の石畳でできた道を歩きながら、歴史の重みとそれに付随する固有の感覚質について考え

ていた。すると偶然、一軒の書店の前で私は思わず足を止めた。「英語の書籍も置いています」と

英語で書かれた看板に目が止まった。書店の窓際に面陳列された書籍をガラス越しに眺めてみる

と、「この書店には何か自分にとって大切な書籍がありそうだ」と直感的に感じた。 

ホテルにすぐに戻って日記を綴ろうとしていたため一瞬躊躇したが、意を決して直感に従う形でそ

の書店に足を踏み入れた。この直感が正しかったことにすぐに気づいた。 

私はその書店の哲学書コーナーで四冊の書籍を購入した。一冊は「無の思想」に関するものであり、

二冊は「存在と非存在」に関する書籍であり、 後の一冊は「物語としての哲学」と評していいような

一般向けの思想書だ。まさか今の自分の関心に合致する哲学書を四冊もワルシャワで購入できる

とは思ってもみなかった。正直なところ、哲学書コーナーに足を踏み入れた時、私は美学に関する

書籍を探していた。 
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結果として美学に関するめぼしい書籍を見つけることができなかったのだが、その代わりに上記の

四冊と出会うという幸運に恵まれた。それらの書籍を購入して改めて気づいたが、やはり私は哲学

への関心が強いのだということだった。また、それらの書籍を購入することによって、改めて自分は

東洋思想と西洋思想の双方から「無」や「存在」を探究することに対して強い関心を持っているのだ

と分かった。 

明日からはブダペストを訪れるが、旅の隙間時間にはぜひとも今日購入した書籍を読み進めたい。

ワルシャワで出会うことのできたこの五冊の書籍は今後の私の人生を深めてくれるものになるだろう。

ワルシャワ：2018/4/16（月）17:59　 

No.974:The Tiny Glitter of A Grayish City 

I was meditating upon the tiny glitter of a grayish city for a short while. Even though the city is 

covered with grayness, we can find an intrinsic sparkle everywhere. Groningen, 09:10, Monday, 

5/7/2018 

2431. 【中欧旅行記】ワルシャワで過ごす 後の日に 

ワルシャワでの四日目の滞在が終わりに差し掛かっている。早朝の天気予報と異なり、夜の七時半

を迎えた現在においてまだ雨は降っていない。どうやら明日の午前中にわずかばかり雨が降るよう

だ。 

明日からワルシャワを離れ、ブダペストに滞在する。ブダペストの週間天気を確認すると、到着日の

午後に少しばかり雨が降るようだが、それ以降は快晴が続き、滞在期間中は全て良い天気に恵ま

れそうだ。旅行する際にいつも思うが、本当に自分は天気に恵まれていると思う。雨が降ったとして

も、それはそれで趣きを感じる自分がいるため、天気に関してはいついかなる時も自分は幸運だと

思っているような気がする。 

いずれにせよ、今回の中欧旅行は天気に恵まれており、天気に感謝をしなければなるまい。今日

は長袖では暑いぐらいの気温であり、ポーランド・ユダヤ歴史博物館に向かっている 中や旧市街

を歩いている時は少し汗ばむぐらいであった。 
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今日の夕食も、結局“Peko Peko”さんにお世話になった。四日間連続して店長の日本食を食べる

ことができて嬉しく思う。旅行中は昼食を食べないようにしているため、今日の夕食は随分と食べた。

店を後にするとき、「来年クラクフに行くつもりですので、店長のお店がクラクフに展開していることを

期待しています」と私は述べた。 

日本語を流暢に話すポーランド人のバイトの女性と店長は私の言葉に笑顔になった。少しばかり別

れが名残惜しかったが、店を出た時に、「私たちの人生はこのように進んでいくのだろう」ということ

を思った。道行く人たちの姿を見ながら、なお一層その思いが強くなった。「人は人としてこのように

生きて行く」という単純明快な気づき。 

私は本当に少しずつだが、人間としてこの世界で生きることの意味を徐々に掴みつつあるように思

う。開示される意味はいつもごくわずかだが、欧州での生活が進行していくに応じて私は確かに、「人

間が人間として人間らしくこの世界に生きることの意味」の梱包を少しずつ紐解いているのが分かる

のだ。いや、意味を紐解いているのは私ではないのかもしれない。意味が自発的に外側に向かっ

て開いていくのである。 

「あぁ、それが発達の真意である」と今この瞬間に思った。そうなのだ、発達とは内側から外側に開

いていくことを本質に持っているのである。それが「発達（development）」の語源だ。 

今日もワルシャワで生きることを通じて、私は何度も自分の人生から問いを投げかけられていたよう

な感覚があった。自分の人生が少しずつだが着実に前に進んでいる。いや、人生に前後の方向性

などないのかもしれない。あるのはその深さと言えるだろうか。人生が今着実に少しずつ深みを増し

ていくのを実感している。 

明日からのブダペスト滞在に向けて、今日はこれから明日の移動のための地図を調べておこうと思

う。午前11時前の航空便に乗り、ブダペストのリスト・フェレンツ国際空港に向かう。そのため、明日

はホテルを八時半前に出発し、ワルシャワ・ショパン空港には九時前に到着したい。搭乗開始時刻

の一時間半前に空港に到着すれば十分だろう。 
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セキュリティを通った後は、空港のラウンジで過去の日記の編集でも行おうと思う。まずはホテルか

らワルシャワ・ショパン空港への電車の時間を確認し、リスト・フェレンツ国際空港からブダペストの

ホテルまでの列車の時刻と道を調べておく。 

今日は一切昼寝をしなかったため、地図を調べた後に、今日購入した哲学書を少しばかり読み、

早めに就寝したいと思う。明日からのブダペストではどのような体験と出会いが待っているだろうか。

明日もまた、自分に開示される真実に忠実となって充実した一日を送りたい。ワルシャワ：2018/4/16

（月）20:00　 

No.975:A Lamentable Zephyr 

A lamentable zephyr sometimes blows in this world. An important thing is to discover what 

remains after the wind. We must not forget a new wind that blows after the deplorable breeze. 

Groningen, 09:15, Tuesday, 5/8/2018 

2432. 【中欧旅行記】ワルシャワ出発の朝に 

ワルシャワを出発する朝がやってきた。早朝の五時半に起床し、出発に向けての 終準備をこれ

からゆっくり行おうと思う。ワルシャワ中央駅からショパン空港に向かう列車は八時半過ぎにやってく

るので、出発はそれほど焦ることはない。七時半あたりにレストランに行き、ゆっくりと朝食を摂って

から出発をしたい。 

昨夜は早めに就寝しようと思っていたのだが、結局フローニンゲンでの生活と同じように夜の十時

に就寝した。その時間帯に寝て、今朝のような時間帯に起きるというのはやはり習慣になっているよ

うだ。昨夜はもう少し早く寝ようと思っていたのだが、結局それができなかったのは、昨日に購入し

た哲学書を興味深く読み進めていたからである。とりわけ、“Jewish and Polish Philosophy (2013)”

は大変興味深い論文がいくつも収められており、特にJanusz Korczak (1878-1942)というポーランド

人の教育哲学者の教育思想からは得るものが多かった。 
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今日もこれから出発の準備が終われば、本書の続きを読み進めていきたい。昨日購入したその他

の書籍も実に充実した内容を持っているため、空港での待ち時間やブダペストでの宿泊席のホテ

ルでそれらを少しずつ読み進めたいと思う。 

幸いにも今日は天気がもつようだ。予報ではワルシャワを出発する時刻あたりは小雨に見舞われる

とのことだったが、天気は大丈夫そうだ。現在の宿泊先にせよ、ブダペストの宿泊先にせよ、 寄駅

からは目と鼻の先にあるため、それほど天気を心配する必要はないが、やはり晴れていた方が歩き

やすい。そうしたこともあり、移動日に天気に恵まれるというのは有り難いことである。 

今日からいよいよ中欧旅行も折り返しとなり、ハンガリーの首都ブダペストに滞在することになる。初

日の今日は移動日ということもあり、ホテルの近辺のローカルのスーパーとレストランを探すぐらいに

留める。めぼしいレストランがなければ、ローカルのスーパーで購入したものを夕食にしようと思う。 

初日は街の中心部に行くことをせず、ホテルの近辺の散策に留め、ホテルでゆっくりしたい。宿泊

先のホテルにはプールが付いているので、そこで軽く泳いで心身をほぐしたいと思う。昨日購入し

た哲学書を読むことに合わせて、過去の日記の編集なども進めていきたい。 

明日から本格的にブダペストの観光を始める。明日はリスト博物館を訪れ、明後日はバルトーク博

物館を訪れる。その次の日にハンガリー国立美術館に足を運ぶことを予定している。ブダペストで

得られる新たな感覚を含め、そこでの様々な出会いを楽しみにしている。ワルシャワ：2018/4/17

（火）06:20　　 

2433. 【中欧旅行記】教育が持つ治癒的・変容的作用 

フローニンゲンを出発してから四日が経つが、この四日間はめぼしい夢を見なかった。厳密には夢

を見ていたことは確かなのだが、それが印象に残るほどのものではなかった。大抵旅に出るときは

強い印象を持つ夢を見るのだが、今回に限ってはあまり印象的な夢を今のところ見ていない。私の

無意識がどこか静かである。不気味なほど静かにしているのはなぜなのだろうか。このようなことを

書いていると、いつも決まってその日の夜には印象的な夢を見る。ワルシャワに滞在した四日間で

堆積されたものが、今夜は夢として表出するかもしれない。 
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昨日読み進めていた書籍の中に、Janusz Korczakというポーランドの教育哲学者の教育思想が解

説されており、それを興味深く読んでいた。一番印象に残っているのは、教育の目的とサイコセラピー

の目的は限りなく等しい、という彼の教育思想である。 

教育実践とセラピーの実践は領域が異なるため、本来それらの目的は異なるが、自我の固着物か

らの解放と経験からのさらなる学びという点は両者において共通している。つまり、サイコセラピーも

教育も、それらの共通の目的を起点にして、治癒と変容を促すものであることは共通しているのだ。 

もちろん、二つの領域における治癒と変容の意味合いは、領域が異なるがゆえに若干異なってくる

が、究極的には人間の治癒と変容を促すものであるという共通性を持っている。教育が変容的なも

のであるというのは理解しやすいが、治癒的なものであるとういのはどういうことかを考えていた。 

そもそも、教育に変容作用があるのであれば、変容と治癒は表裏一体の関係になっているのである

から、教育の治癒的作用に気付かないというのはおかしい。しかし、これまでの私はその点を見過

ごしていたようだ。 

教育の治癒的な側面は、経験からの新たな学びを通じて、既存の自我に付着していた諸々の事柄

（例：発想の枠組みや自己認識など）を変容させていくことによって得られるものだろう。変容過程に

は常に治癒的作用が生じていることの意味を再度考える。変容の 中は既存の課題を乗り越えて

いくために強い葛藤を覚えることがしばしばあるが、そうした葛藤を覚えることも一つ治癒的な側面

ではないだろうか。ある意味それは、自己の中にある膿を出すような痛みであり、膿を出すことによっ

て治癒がもたらされることに似ている。 

こうしたことは新たな経験から自己の新たな側面を学んでいく際に不可避に生じうる。自己の新た

な側面を学ぶことは、既存の自我に固着していたものを引き剥がすことを余儀なくさせるからである。

そこからさらに考えを進めていたのは、サイコセラピーも教育も、そこには新たな意味を発見してい

く試みがあるという点についてである。やはり私たちは、新たな意味を紡ぎ出すことによって、既存

の自己の表皮を一枚一枚脱ぎ捨てていくのだろう。 
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その過程では変容と治癒に伴う痛みが伴うことは当然ある。新たな意味を見出し、新たな意味を絶

えず創出することに伴う痛み、そして治癒的・変容的作用については今後も考えを深めていきたい

テーマである。 

ブダペストに向けての出発までまだ時間があるから、昨日の続きを読み進めていきたいと思う。ワル

シャワ：2018/4/17（火）06:43　　 

2434. 【中欧旅⾏記】ワルシャワ上空から 

たった今、ブダペストに向けた飛行機が飛び立った。ワルシャワでの滞在を振り返ってみると、滞在

期間中は天候に恵まれており、本当に幸運であった。 

ワルシャワ・ショパン空港に到着し、しばらく経ってから雨が降り始めた。しかし今はもうワルシャワ上

空に飛び立っており、この瞬間の私は雨雲の上にいる。雨雲の上空は、午前中の太陽で眩しく光り

輝いている。 

ワルシャワに滞在中の記憶を少し思い出す。ワルシャワを吹き抜ける春風を私は忘れることはない

だろう。フローニンゲンで経験していた長い冬の終わりを告げるかのように、春の陽気に包まれたワ

ルシャワでの体験が心の奥に静かに染み渡っていく。 

ワルシャワ・ショパン空港のラウンジに着いてからは、過去の日記を編集したり、昨日購入した哲学

書を読み進めていた。ワルシャワに出発する前日から書籍や論文をほとんど読んでいなかったため

か、昨夜は書物を読むことに飢えているかのように、購入した哲学書を食い入るように読み進めて

いた。 

ブダペストに向かう飛行機の搭乗時刻が近づき、搭乗ゲートで待っている間も昨日購入した哲学書

を読んでいた。ユダヤ・ポーランド哲学に関する書籍を購入して本当に良かったと思う。200ページ

強ほどの書籍であったが、昨日と今日にかけて一気に読み終えた。中でもポーランドの教育哲学

者Janusz Korczak (1878-1942)の教育思想に関する論文は二度ほど繰り返し読んだ。今年は欧州

でもう一年ほど滞在することが可能になり、自由な探究時間が豊富にあるため、教育哲学に関する
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探究を旺盛に進めていこうと思う。その際にこの論文はもう一度読み返すことになるかもしれないし、

今後教育哲学に関する論文を執筆する際にはおそらく参考にすることになるだろう。 

私の旅にはつくづく哲学と音楽が必要だと思った。音楽を絶えず聞き、哲学書を読み進める中で

旅を行っていく。そこでまた新たな日記を執筆し、作曲を行っていく。哲学と音楽に溢れた旅。そし

て、絶えず創造活動に従事するような旅。こうした旅を今後の人生でも行っていきたいと強く願う。 

先ほど読み進めていた哲学書の一節に、ニーチェの洞察に溢れる指摘があった。翻訳すると、「私

たちは自らの固有性に絶えず気づいていながらも、他者の意見に自らを覆い隠そうとする形で自

己の固有性を外側に開こうとしない」という指摘である。まさにこれは発達理論にも通じる考え方で

あり、同様のことを私は何度も形を変えてこの一連の日記で書き留めていたように思う。 

また、こうした個人の固有性が外側に開花してこなければ、集合的な文化も深まりようがないという

指摘にも強くうなづける。個人も文化もそれが真に発達をしていくためには、既存の自己を取り巻く

他者からの圧力を乗り越えていく必要がある。それが実現されなければ、個人も文化も深まってい

くことはないのである。 

ワルシャワからブダペストまではフライト時間が短く、先ほど上空に飛び立ったかと思ったら、もうし

ばらくすると着陸に向けて準備が始まるだろう。いよいよ中欧旅行の後半がこれから始まる。ワルシャ

ワ：2018/4/17（火）11:46　　 

2435. 【中欧旅行記】ブダペストに到着 

搭乗時刻は10分ほどの遅延があったが、ブダペストにはほぼ予定通りに到着した。リスト・フェレン

ツ国際空港からブダペストの市内までは電車が通っていないようだったので、シャトルバスに乗って

市内の宿泊先のホテルに向かった。 

バスの中から見える景色はワルシャワとはまた異なっていた。バスの窓から見える景色を形容する

のが難しいのは、私が似たような景色を過去にあまり見たことがなく、ある意味これまで訪れた国々

とは異なる雰囲気をハンガリーという国が放っているからだろう。 
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空港からブダペストの街の中心部に到着し、そこからまたバスを乗り換えた。どうやらブダペストはバ

スでの移動が盛んであるらしく、たくさんのバスが街中を走っていた。乗り換えに関しても特に迷うこ

となく、目当てのバスに乗ることができた。宿泊先のホテルは街の中心部からバスで10分ほど行っ

たところにある。 

街の中心部まで歩くと30分以上かかるが、中心から離れている分だけとても静かな環境だ。今この

瞬間はホテルの自室におり、周りの環境は静かである。 

ブダペストでも、ワルシャワのホテルと同じ価格帯のホテルに宿泊することにした。ワルシャワのホテ

ルでは、毎日水のペットボトルを二本補充してくれ、ネスプレッソも毎日三つほど補充してくれるとい

うサービスが付いていた。一方、ブダペストのホテルでは価格帯は同じなのだが、そうしたサービス

はない。だが、こちらのホテルには綺麗な浴槽が付いており、一階には室内プールとジャグジーが

ある。両方のホテルはどちらも一長一短があるようだ。 

今日は昼の三時前にホテルに到着し、少しばかり仮眠を取ってホテルの自室でゆっくりしていた。

久しぶりにテレビをつけ、世界のニュースを見たり、ナショナルジオグラフィックなどを視聴していた。

夕方、ホテルの自室に水がサービスとして付いていなかったので、近所のスーパーに買い出しに

出かけた。ホテルから歩いてみてすぐに気づいたが、ワルシャワよりもブダペストの街並みの方が私

の好みに合うようだ。 

「ワルシャワでは暮らすことは厳しそうだが、ブダペストであれば暮らすことができそうだ」と直感的に

思った。近所のスーパーに行く途中に大きな公園があり、その公園の脇にはバスケットコートとフット

サルコートがそれぞれ何面かあった。 

私は思わず立ち止まり、フットサルコートで行っていた子供たちのサッカー教室の様子をしばらく眺

めることにした。小学校の低学年から中学年にかけての15名ぐらいのハンガリーの子供たちが、ア

フリカ系のコーチの指導のもとにサッカーの練習をしている様子に私はしばらく釘付けとなった。 

コートの中にあるベンチには保護者と思われる人たちや通行人が腰掛けており、子供たちの練習

の様子を眺めている。私はウォーミングアップとしてのシュート練習を見届けた後、一旦 寄りのスー

パーに立ち寄り、水と夕食を購入した。その後、再び公園に戻って来ると、今度はミニゲームが始まっ
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ていた。私は子供たちが無邪気にかつ真剣にボールを追いかける姿を眺めながら、自分の幼少期

の頃を思い出していた。 

昔の記憶に浸っていると、またフットサルをしたいという思いが蘇ってくる。贅沢ながら、バスケもフッ

トサルも両方をまた始めたいという思いが今でも折を見て湧き上がってくる。科学や哲学の探究、日

記や作曲に加えて、バスケやフットサルも入れると贅沢過ぎなのだろうか。バスケやフットサルに関

しては、正直相手はいらない。一人で自由に練習できる環境さえあれば満足だ。 

それらの球技に加えて、水泳も行いたいという思いが 近高まっていることは以前の日記で述べて

いたように思う。バスケやフットサルに関しては、身体に負担がかかり過ぎるため、試合をするので

はなく、ただ一人でシュート練習を毎日行いたい。 

バスケやフットサルのシュート練習を黙々と行うことはある種の変性意識状態を引き起こすことを幼

少時代の頃の経験から知っている。昔ふと、バスケットコートやフットサルコートのあるマンションに

住みたいと思ったことがあった。日本ではそういう物件がちらほらある。仮に一軒家を立てるのであ

れば、地下はそれらの球技がいつでも行えるような体育館のようにしたいと考えていたこともある。 

一つの地域に定住することは随分と先になってからのことだと思うので、そんな家に住むことは当分

先だろう。せめてプールが付いている居住地を今後は選びたいとふと思った。 

ブダペストまで来て私は何を考えているのだろうか。子供たちの元気な姿を見ていると、こちらまで

元気になってくる。ブダペストの夕方の風は心地良かった。ブダペスト：2018/4/17（火）11:46　　 

2436. 【中欧旅行記】ブダペスト滞在の二日目の朝 

今日は五時半に目覚めたが、もう30分ほど寝ておきたいと思い、少しばかり起床時間を遅らせた。

六時過ぎに起床し、ブダペスト滞在の二日目が静かに幕を開けた。 

昨日の日記で書き留めていたように、現在宿泊中のホテルの周りはとても静かである。街の中心部

とは異なり、高い建物が一切なく、ホテルの周りは住宅地のような雰囲気を放っている。緑も至ると

ころにあり、春のこの時期に散歩するにはもってこいの場所のように思える。 
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今日の 大の観光場所はリスト博物館だ。ブダペストに訪れた際には必ずこの場所に足を運びた

いと昨年から思っており、ついに今日それが実現する。ホテルからリスト博物館までは歩いて30分

以内であるため、比較的近い。ゆっくりと朝食をとって、ホテルで少し休憩を取ったら、午前中にリス

ト博物館を訪れる。この博物館を訪れた後はどこか特別な観光場所に行く予定はない。 

そのため、リスト博物館を訪れた後は、街の中心部にある数多くの書店巡りをしようと思う。ワルシャ

ワで自分にとって非常に意味のある五冊の書籍に出会うことができたという事柄が、自然とブダペス

トの書店に足を向かわせる。街中のコーヒーショップで購入したコーヒーを片手に書店巡りを行うの

が午後の予定だ。書店巡りに合わせて、ドナウ川沿いに建てられている中央ヨーロッパ大学にも足

を運びたい。 

以前言及していたように、この大学にはネットワーク科学に関する世界で 初に設置された博士課

程があり、出願を考えたほどの大学だ。どのような雰囲気を持っている大学なのかをこの目で確認

してきたいと思う。今日の観光は以上であり、それらの箇所を巡るとちょうど夕方ぐらいになるだろう

か。帰り際に近くのスーパーに立ち寄り、ブダペスト滞在の後半用の水と今日の夕食も購入したい。

ホテルに戻ったら、プールとジャグジーで身体をほぐしたいと思う。そこからはホテルの自室で日記

を綴り、引き続き哲学書を読み進めていく。 

昨日はブダペストに到着した日であったため、それほど哲学書を読むことはできなかった。また、今

夜は作曲実践も行いたいと思う。やはり私の作曲技術がまだまだであるため、旅先で自由に曲を作

るというところには至っていない。旅先でその日に得られた内側の感覚を自由に曲として表現する

ことができたらどれだけいいだろうか、と改めて思う。持参したバルトークの楽譜に範を求め、短い

曲を作っていくことにしたい。 

時刻は早朝の七時前を迎える。ほのかな黄色を伴う穏やかな朝日がブダペストの街全体に降り注

いでいる。幸運なことに、今日から滞在の 終日まで素晴らしい天気が続くようだ。降水確率は軒

並み0%であり、気温も20度に到達する。残りの滞在期間を大切にし、春の陽気を感じながらブダペ

ストの街を堪能したいと思う。ブダペスト：2018/4/18（水）06:48　　 
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2437. 【中欧旅行記】聖イシュトヴァーン大聖堂でのパイプオルガンコンサートとの出会いと         

幼少時代の記憶 

ブダペストに到着した初日のことを少しばかりまた思い出していた。空港から街の中心部に向かう景

色は、どこか表現しにくいものがあったということを昨日書き留めていた。中央ヨーロッパ独特の文

化がこの国に堆積しており、それは私にとってやはりまだ未知な存在なのだろう。ホテルに到着し、

ガラステーブルの上に置かれていた観光雑誌を何気なく手に取った。 

部屋に入った瞬間に、その雑誌に目が止まり、荷物を置いてひと休憩したらそれを読もうと思って

いた。雑誌の中身に目を通すと、そこに「教会オルガンコンサート」の広告があった。 

以前実家に帰省した際に、「ヨーロッパには雰囲気の良い教会がたくさんあるから、そこでパイプオ

ルガンのコンサートを聴いてみたら」と母から勧められたことを思い出した。私はその広告を見た瞬

間に、「ぜひこの教会でパイプオルガンを聴こう」と迷わず決心した。 

ウェブサイトを確認してみると、何やらこのパイプオルガンコンサートは、ブダペストで も美しい教

会の一つである聖イシュトヴァーン大聖堂で行われることが分かった。「新古典様式」という建築様

式がどのようなものなのかは定かではないが、歴史のある教会でパイプオルガンの演奏をぜひとも

聴いてみたいという思いが駆け抜けた。私はこの機会を逃してはならないと思い、間髪入れずにコ

ンサートのチケットを購入した。このコンサートに参加するのは明日であり、あと一日あるのだが、今

から期待に胸が膨らむ。 

私はこれまで一度も教会で本格的なパイプオルガンの音色を聴いたことがない。クラシック音楽の

本場の欧州でこうした機会に恵まれたことに感謝をしなければならない。このコンサートに参加する

ことは当初の計画にはなく、本当に昨日に決めたことだ。その背景には母の言葉があり、母からの

言葉がなければ、教会でパイプオルガンを聴くことなど一生なかったかもしれない。このコンサート

についてはまた明日日記を書き留めておきたい。 

旅行中の日記はどうしても散発的なものになりがちだということに気づく。もしかするとそれは普段か

らそうであるのかもしれないが、特にまとまりや関連のないことを立て続けに書き留める自分がいる。 
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旅によって内側の何かが刺激され、外に噴出してくる思考や感覚が無数に立ち現れてくる。昨日、

宿泊先のホテルの近くにある大きな公園に立ち寄った。 

そこでサッカーやバスケをしている子供たちの様子を眺めていたことを日記に書き留めていたよう

に思う。そういえば幼少時代は、確かにそれらのスポーツを行うことも大好きだったのだが、それ以

上に、ノートの上で擬似的にそれらのスポーツを行うことも好きだったことを思い出した。よく授業中

に、ノートの上にサッカーコートやバスケットコートの模式図を書き、黒い点で表現された選手を模

式図上で動かすことがとても好きだった。これは小中高を通じて、授業中に暇さえあれば行ってい

たように思う。 

今から振り返ってみると、それは今の科学研究に相通じるものがあると思った。端的に言えば、それ

はモデル思考の現れであり、私は幼少時代からそうした発想の仕方を好んでいたことにはたと気づ

かされたのである。「抽象的な記号を操作することを好むのは、幼少期からの思考特性だったのだ」

ということに気づかせたくれたのは、ブダペストの公園でスポーツに興じる子供たちの姿だった。 

旅には自分自身の何か大切なものを思い出させてくれる力が秘められているのかもしれない。新た

な気づきというのはもしかすると、自分の奥深くにすでに存在しているものの目覚めだとみなすこと

ができるかもしれない。 

夕方の公園を吹き抜ける風はとても爽快だった。ブダペスト：2018/4/18（水）07:23　　 

2438. 【中欧旅行記】リスト博物館を訪れて 

果たして今日はどれほどの距離を歩いただろうか。ブダペストでの二日目は、リスト博物館に訪れる

ことをメインにしていた。 

早朝から自分の内側で行進曲のような音の流れを感じており、これはリスト博物館を訪れる前の期

待感の表れなのかも知れないと思っていた。 

九時にホテルのレストランで朝食を摂り始め、非常に満足のいく朝食をしっかり摂った後、10時半あ

たりににホテルを出発した。今日のブダペストは昨日に引き続き晴天であり、雲がほとんど無い素
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晴らしい天気だった。日向を歩くと幾分暑いぐらいであったため、日陰を通りながらリスト博物館に

向かった。ブダペストの中心街にある建物の多くは歴史を感じさせてくれる。それは民家一つをとっ

てみてもそうである。 

ブダペストに初めて訪れた昨日に感じていたことと同様に、この国にはこれまで私が見たことのない

独自の文化が深く根付いていることを今日も感じていた。私はハンガリーの文化をゆっくりと呼吸す

るかのように、リスト博物館に向かうまでの道のりで目に入るもの全てに意識を向けようとしていた。 

ホテルから30分ほど歩くと、リスト博物館に到着した。ブダペストの街中にあるこの博物館は、想像し

ていたよりも小さかった。博物館自体が小さいのは、ここはリストゆかりの品々を展示する専用の建

物として作られたものではなく、リストが実際に住んでいた家だからだろう。小さいと言っても、この博

物館は四階建ての建物であり、ただし二階の展示室以外は音楽アカデミーとして使用されているよ

うだった。私は一階に荷物を預け、早速二階の展示室に向かっていった。 

受付でオーディオガイドを借り、一つ一つの解説を全て聞いていった。見学できるのは三部屋なの

だが、オーディオガイドを全て聞いていると、かなり多くの時間をこの場所で過ごすことができる。こ

こに所蔵されている展示物には興味深いものが多く、特にリストが作曲用に使っていたテーブルに

目が止まった。このテーブルは特注品らしく、テーブルの引き出しにピアノの鍵盤が備え付けられ

ている点が特徴的だ。 

解説によると、この鍵盤は3オクターブまでの音を出せるようであり、リストはこのテーブルを使って実

際に作曲を行っていたそうだ。そして、テーブルの前には実際にリストが作曲中に腰掛けていた椅

子が置かれていた。リストが実際にこの部屋で、このテーブルと椅子を用いながら作曲を行ってい

たと思うと、なんだかとても感慨深い気持ちになる。私はこの展示物を解説するオーディオガイドが

終わった後もしばらくその場に佇み、このテーブルと椅子を使って作曲していた当時のリストの姿を

想像していた。 

その他にも思わず立ち止まらざるをえなかった品々がたくさんあるのだが、あと二つほど書き留めて

おきたい。もう一つは、リストは読書家でもあり、リストの蔵書が本棚に並べられている姿に私は釘付

けとなった。リストがどのような書籍を読んでいたのかとても気になり、一つ一つの書籍の背表紙を
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眺めていった。音楽関係の書籍が多いことは確かだが、ゲーテの作品を含めて、文学作品をリスト

が愛していたことが伝わってくる。 

所蔵されている書籍は英語ではなかったため、全ての書籍のジャンルを正しく理解したわけではな

いが、音楽、文学、美術関係の書籍をリストは読んでいたようだ。 

後にもう一つ私が感銘を受けたのは、リストが旅をする際に持参していたある物である。それは一

見すると何の変哲もないトランクケースなのだが、その中身はピアノの鍵盤であった。この品に特に

関心を示した私は、オーディオガイドの解説を注意深く聞いた。解説曰く、リストは旅先でもピアノの

演奏感覚を衰えさせたくなかったため、当時には珍しかったであろう、携帯できる鍵盤を持って旅

に出かけていたのだ。 

ここに私は、リストが真の音楽家であり、真のピアノ奏者であると思わずにはいられなかった。リスト

は片時も音楽から離れず、ピアノから離れなかったのだ。そうした絶え間ない精進がリストをリストた

らしめたのだろう。私は、リストが常に旅に持参していたこの携帯用鍵盤を眺めながら、探究者とし

ての自分のあり方を改めて問い直していた。ブダペスト：2018/4/18（水）20:53　　 

2439. 【中欧旅行記】恐怖感 

ブダペストでの三日目の朝が始まった。今朝も比較的ゆっくりと起床し、六時半にベッドから体を起

こした。 

フローニンゲンを出発したのは13日の朝であるから、まだ一週間が経っていない。正直なところ、私

はそれがとても怖い。旅をしながらこのような恐怖感に苛まれたのは初めてのことかもしれない。時

がこのようにして緩やかに流れていることが、なぜだかとても怖く感じたのだ。 

このような恐怖感に襲われたのは初めてのことであるため、この感覚の全貌を掴むことができていな

い。ブダペストの朝は今日もこんなに快晴なのに、どこかその恐怖感によって気分が落ち込んでし

まうかのようだ。この感覚についてはもう少し文章を書き留めておいた方が良さそうである。 
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全ての人が向かうべき場所に向かって自分の人生が静かに動いているという感覚。それとこの恐怖

感には深いつながりがあるのではないかと思う。人生の終焉は未だ形が見えないにもかかわらず、

それが確かにこの先にたたずんでいることがはっきりと分かる。それはいつどのようにやってくるか

分からず、形が見えないゆえに得も言わぬ恐怖感を生み出しているようだ。 

どうしてブダペストでこのようなことを考えることになったのだろうか。昨夜ふと、人間の究極的な孤

独性について考えざるをえないような感覚に取り憑かれていた。 

ブダペストの街を歩いていた時にも、「自分は一体ここで何をしているのか？なぜ自分はここにいる

のか？」ということを絶えず自分に問いかけていた。厳密には、自分がブダペストや欧州の地で独り

で一体何をしているのか、なぜ自分は独りでここにいるのか、ということを考えさせられていたのであ

る。 

欧州でのこれまでの生活でも、過去に似たような問いと向き合っていた。しかし今回は、その問いが

内包する感覚がとても重く自分にのしかかってくる。自己の内側から言葉を紡ぎ出すことによって、

治癒と変容が起こるのであれば、今感じているこの感覚をなんとかしてほしい。この重く苦しい感覚

を治癒し、それを変容させてほしいと強く願う。 

今日もブダペストの街を観光するが、どこかそれが怖い。欧州で未知なるものと出会い、そこから新

たな刺激と経験を自己に取り入れることがこれほどまでに恐怖感を引き起こすものだとは考えても

みなかったことである。 

ホテルの自室から見える景色はとても落ち着いている。優しい太陽光が新緑の木々を照らしてい

る。 

現実世界を認識する眼が少しずつ変容を遂げていき、この現実世界の捉え方が広く深いものになっ

ていくことへの恐れを今の私は抱えている。昨日もブダペストの街を歩きながら、見えなくていいも

のが見えてくるようであった。ワルシャワに滞在していた時もそうである。認識の枠組みが深まれば

深まるだけ、この現実世界が分からなくなっていくことへの得体の知れない恐怖。それは現実世界

に対してだけではなく、自己に対してもそうだ。 
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自己も世界もよく分からなくなってきているという感覚がこの恐怖と結びついている。こうした恐怖感

を抱えたまま、今日もブダペストの街に一歩を踏み出していく。それが歩くことしかできない人間の

性だ。ブダペスト：2018/4/19（木）08:03　　 

2440. 【中欧旅行記】胸騒ぎ 

なぜだか今日は本当に、心の中に重さを感じる。ブダペストの天気が優れていればいるほどに、そ

の内側の感覚が対照的に姿を表すかのようである。 

人生には暗夜があるというのは本当であり、それは予期せぬ形で突然やってくるものなのだろう。な

ぜ中欧旅行の 中にそれを経験しなければならないのか全く私には理解できないが、どこか人生

の暗夜に捕まってしまったという感覚がある。一本道を間違え、暗い小道に入り込んでしまったかの

ような感覚が自分を包んでいる。 

ブダペストは欧州でも治安が良い方だということを聞いているが、それでも治安の良くない場所が

今でも残っていることは確かだ。昨日は明るいうちにホテルに戻ってきたのであるが、中心街からホ

テルに帰ってくる 中に、いくつか小道を通った。 

ブダペストの街全体はパリのように、大通りのみならず小さな道が張り巡らされている。昨日偶然に

足を踏み入れた小さな道を通っている 中、自分の嗅覚が働き、「ここは夜はあまり通らない方が

いいかもしれない」と感じたのを覚えている。そうしたことを察知する機会は一度のみならず何度か

あった。それを考えてみると、ブダペストには夜通らない方が良い道がいくつかあるのだということが

分かった。ブダペストの夜道について考えていると、足を踏み入れたくない夜道に迷い込んでしまっ

た、というのが今の自分の気持ちを表しているように思う。 

今の自分の気持ちは暗く重い。それでも私は、今日を新たに生きていく必要があるのだと思う。この

暗く重たい気持ちも新たなものに変容してくれるだろうか。変容を願う自分がいる。 

今朝起床した瞬間に、自分が何らかの夢を見ていたことに気づいていた。中欧旅行が始まってから

印象に残る夢を見ない日が続いている。今朝夢を見ていたことだけは覚えていたのだが、その夢の

内容については思い出すことができない。夢の印象がどうもすぐに消えていってしまうのだ。 
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一人の人間の一生も、実はこの夢のように儚く一瞬で消えていってしまう類のものなのかもしれない。

だが、仮にそうだとしても、あるいはそうだからこそ、その夢を形として残しておくことの意義があるの

だろう。 

夢を見ては夢の印象が消えていくというのは、人間の誕生と死を象徴しているように思えて仕方な

い。毎日毎日人は新たに生まれ、死んでいく。私たちは、今日生まれた人と亡くなった人の全てに

気づくことはできない。だが、この瞬間にも誕生していく者と死に向かう者がいるのだ。 

夢のように現れ、夢のように消えていく存在者たち。それらの存在者に光を与えること。そのために

は、自分の内側に現れては消えていく明滅的な現象を絶えず形に残すことが一つの道になりはし

ないだろうか、そんなことを考える。 

昨夜から早朝にかけて自分の内側に生まれた胸騒ぎが少しばかり落ち着いた。まだ完全にそれが

払拭されたとは言えないが、寄せては返すそうした感覚を書き留めていくことが、まさに上記で述べ

たことの実行に他ならない。ブダペスト：2018/4/19（木）08:25　　 

No.976:Radiating Stairs 

I sometimes perceive radiating stairs that connect to a transcendental dimension beyond my 

ordinary mentation. It implies that such a dimension always exist in this reality. Groningen, 07:51, 

Wednesday, 5/9/2018
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