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3121. TOEFL試験前日の朝 

今朝は七時に起床した。今朝も昨日に引き続き随分と冷えている。まだかろうじて暖房をつけずに

生活をしているが、来月には暖房をつけて生活をするようになっているかもしれない。 

朝日が赤レンガの家々の屋根に反射し、黄色く輝いている。今日も一日を通して晴れのようだ。 

今日は午後三時前に自宅を出発し、アムステルダムのホテルに向かう。いよいよ明日がTOEFL試

験の本番となり、今日は近くのホテルに宿泊する。ホテルと試験会場の周りはとても落ち着いており、

騒音などほとんど無い。そうした観点から、先月GRE試験を受けたのと同じその場所を今回も選ん

だ。 

自宅を出発するまでに随分と時間があるため、家にいる間にできる詰めの学習を行っておきたい。

午前中にスピーキングセクションの問題を一セット解き、それに合わせてライティングに関しても模

範解答の音読を行っていく。前者に関しては、昨日に書き留めていたように、特に設問3と4に関し

ては、まずはリーディングに集中し、読解文を読み終えた後に素早く重要な箇所をメモするようにす

る。リーディングの時間は文字通りリーディングを行うことがメインであり、そこで読解文をどれだけ理

解するかが、その後に続くリスニングの内容理解に大きな影響を与えるだろう。 

TOEFL試験の当日は、早朝の六時に起床し、まずはシャワーを浴びる。その後、試験の準備運動

がてらにスピーキングセクションの問題を一セット解く。それは時間にして30分ほどであるから、ホテ

ルを出発する前に十分行うことができるだろう。時間に余裕があれば、ライティングの模範解答を音

読することや、リーディングとリスニングの問題をいかに解いていくかの方針を最後に確認したいと

思う。 

今夜ホテルに到着してからは、やはり繰り返しスピーキングセクションの問題を解こうと思う。各問い

ごとのポイントをもう一度確認し、サンプル問題に対して納得のいく回答ができるまで何度もスピー

キングを行う。こうした入念な準備をして、明日の本番に備えたい。 

明日無事にTOEFLを終えることができたら、再び探究活動と創造活動に旺盛に取り組んでいく。芸

術教育、霊性教育、そして教育哲学に関する書籍や論文を数多く読み進めていき、自分を捉えて
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離さない無数の問いに対して自分なりの答を見出していく。その答えは暫定的なものだが、それが

またより深い問いを生み出し、探究の深まりを促していく。明日のTOEFL試験、そして明日からの

活動がまた楽しみだ。フローニンゲン：2018/9/14（金）08:01 

3122. 自らの学習特性：「130円」の夢  

昨夜改めて、自分の学習特性にどれだけ習熟しているかが大事であるということを考えていた。多

くの人は学習や発達のプロセスについて知らないだけではなく、実は自分の学習特性についても

知らないのではないかと思う。 

ハワード・ガードナーの多重知性理論を引用するまでもなく、私たちには各人様々な知性が備わっ

ており、それは種類も異なれば質的にも異なる。本来、そうした差異を持つ知性に対して画一的な

学習は有効ではないのだが、それでも多くの人はそうした学習を自らに課す傾向にあるように思う。

それはやはり、自らの学習特性、そして知性の特性を深く理解していないからではないかと思う。私

はフローニンゲン大学の一年目のプログラムで、様々な領域で卓越した人たちの発達要因につい

て研究をしていた。 

当時の研究を思い出してみると、ある領域で卓越した能力を発揮する人たちは、総じて自らの学習

特性を内省的に知っている傾向が高いことに改めて気づく。例えば、彼らは実践の過程において、

何か問題が生じた場合には、自らで問題を解決し、軌道修正をしていく力がある。 

絶えず問題を内省的に捉え、自分の能力と問題の双方を照らし合わせながら問題の解決に当たっ

ていく。そしてひとたび問題が解決されれば、そこから新たな課題を発見する方向に向かい始める。

このように、ある領域で卓越している人たちは、問題そのものと自己を内省的に見つめる視点が強

固に確立されており、絶えず問題と自分の双方の特性を鑑みながら継続的な学習を行える特徴が

あるように思えてくる。 

時折、「成長や発達のために何を学べばいいですか？」という質問を受けることがあるが、その回答

としては、個別具体的なトピックを学ぶよりも、自らの学びのスタイルや知性の特性を学んだ方がい

い、というものになるだろう。自らの学びのスタイルや知性の特性に無知なまま学習を続けても、そ

れは本質的な成長や発達に繋がらないだろう。 

© YOHEI KATO 2018 !4



今朝も風は穏やかで、時折街路樹の葉が静かに揺れているのを確認することができる。そういえば

今朝方は印象的な夢を見ていた。 

夢の中で私は、海の見える大きな結婚式場にいた。そこには特別ゲストで、長年にわたって大リー

グで活躍しているある野球選手がやってくることになっていた。会場の人たちはそれを楽しみにして

いるようであり、彼らの様子は幾分落ち着きがない。だが、その野球選手の長年にわたる活躍を考

えてみれば、それも仕方ないと思う。 

私はしばらく会場の中をブラブラしながら、時折窓の外に広がる海を眺めていた。誰の結婚式かわ

からないが、式の始まりが近づいてきた。式の始まりに合わせてその野球選手が登場することになっ

ており、会場の緊張と期待が高まっている様子がひしひしと伝わってくる。式が開始の時間を迎え

た。ところが、その野球選手の姿は見えない。5分経ち、10分経ってもその選手は姿を見せなかっ

た。 

そこで式を運営するマネジャーのような男性がその選手に電話をかけた。どうやら渋滞に捕まって

いるらしかった。だが幸いにも、電話をして数分経たないうちにその選手は姿を現した。会場からは

盛大な拍手が送られた。 

その選手は最初に遅刻について謝罪し、そこから乾杯の音頭を取り、式が盛大な形で始まった。実

はその選手は一人で会場にやってきたわけではなく、彼の後ろには米国人のたくさんの友人がお

り、会場にいた人たちはどこか気後れするような表情を見せていた。式が始まり、会場全体を改め

て眺めていたところ、その野球選手が私に声をかけてくれた。 

野球選手：「やぁ、洋平くん。元気？」 

私：「ええ、お陰さまで元気です」 

野球選手：「これ、洋平くんにあげようと思って持ってきたんだけど。いる？」 

野球選手の手元を見ると、野球ゲームがあった。それは確かにテレビゲームなのだが、バットに関

しては本物に似た様なものを使い、画面から現実世界に向かってボールが投げられ、それを打ち
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返すゲームだった。試しにその場でゲームをしてみることにした。最初は、画面から突然現実世界

に向かってボールが飛び出してくることに驚き、なかなかバットに当てることができなかったが、その

選手からコツを教えてもらうことによって、徐々にバットに当てることができるようになった。 

最後に、私の方からその選手にお願いをして、手本を見せてもらうことにした。すると、それまでゲー

ムで使っていたバットではなく、実際に試合で使っている本物のバットを手に持ち、画面から飛び出

してきたボールを見事にホームランにした。それを見て私は感嘆の声をあげ、拍手をした。ちょうど

近くにいた人たちも皆一様に拍手をしていた。最後に、その野球選手は一言述べた。 

野球選手：「このゲームを130円で売ってあげるよ」 

確かにそのゲームはこれまで見たことのないようなものであり、それを新品で購入すると相当値が張

るのだと思っていた。それを130円で購入できるというのは非常に安い買い物なのだが、普段ゲー

ムをすることはなく、しかもそのゲームに付随しているバットがやたらと重くかさばるため、しばらく返

答を待ってもらうことにした。その選手はにこやかな笑みを浮かべ、その場を後にした。そこで夢の

場面が変わったのを覚えている。 

その後の夢の中では、哀しみか、もしくは感動による涙を流していたのを覚えている。だが、それが

どのような場面であったかは正確には覚えていない。それにしても、あのゲームに付けられていた

「130円」という値段がとても気になる。「130」という数字の意味についてあれこれ考えたくなってしま

う夢だった。フローニンゲン：2018/9/14（金）08:32 

3123. 繋がりと相互扶助：明日のTOEFL試験に向けて  

今日は無性に希望が込み上げてくるような朝だった。朝日を眺めていると、自分の内側に力強く渦

巻くエネルギーを感じることができた。 

私は朝日を眺めること、そして朝日に照らされた町の様子を眺めることを好む。ほぼ毎朝それを行っ

ているように思う。 

地球の生命が太陽の恩恵を受け、喜んでいるような様子を見てとることができる。私たちは太陽に

大きく依存しているが、太陽は一体誰を頼りにしているのだろうか？とふと思った。太陽は頼りにす
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る相手がいないのだろうか。おそらく太陽は孤独ではなく、宇宙のすべてと繋がっているのだと思う。

それは私たちも同じだ。私たちもこの宇宙のすべてと繋がっている。そのようなことを早朝に考えて

いた。 

昨日、近所のスーパーに買い物に出かけた時、道端に紫色の美しい花を見つけた。その花の周り

には一匹のミツバチが止まっていた。先日ストックホルムのプリンス・エウシェン美術館に訪れた時、

美術館の庭園でも同じような情景を見た。そこには無数の美しい花が咲いており、花の一つ一つに

大抵ミツバチがいた。 

私は毎朝ヨーグルトにハチミツを入れて食べており、花に集まるミツバチを見るたびに彼らの仕事に

感謝の念を持つ。外に散歩に出かけ、綺麗な花に集まるハチを見るたびに、それらの花とハチの

恩恵を毎日自分が享受していることに気づかされる。世界は各々の仕事と相互扶助によって回っ

ている。 

今日は午前中にTOEFL対策の詰めを行った。いかなる試験も水ものであるが、今回の準備の仕上

がりはこれまで以上に良いものに思える。やはり今回のTOEFLを最後の試験にしたいという思いが

あり、それに向けて入念な準備を行ったのが良かったのだろう。また、もう一度初心に帰り、TOEFL

試験を専門とする講師たちの動画をインターネット上で色々と視聴し、これまで見落としていた点を

確認することができたのも大きなことであった。当然ながら、本番でどのような問題が出題されるか

は未知であり、試験会場の環境などに不具合などがあるかもしれないが、それでも今回は非常に納

得のいく結果が出せそうだ。 

もうしばらくしたら自宅を出発し、アムステルダムのホテルに向かいたい。ホテルに到着してからは、

再度スピーキングの各設問の動画を視聴し、それぞれの対策を行う。また、特に設問1と2は近年リ

ニューアルされているため、それらの対策も再度念入りに行う。今日は九時半をめどに就寝し、明

日は六時には起床したいと思う。 

当日の朝にもう一度スピーキングセクションの問題を一セット解き、ライティングの模範解答の音読

を行う。また、過去に解いたリスニングの問題を1.5倍速にして聞き返すことによって、耳を十分に慣

らしておきたいと思う。こうした対策をして本番に臨む。本番ではセクションごとの小休憩ごとに一息
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入れ、深い呼吸をして心身を落ち着けてから次の問題に取り掛かる。常にリラックスした精神状態

かつ集中した状態を維持したいと思う。GRE試験と同様に、明日のTOEFLも望む結果が得られるこ

とを願う。フローニンゲン：2018/9/14（金）13:06 

No.1314: A Running Little Bird 

Now it’s 15:30. I’ll resume reading the rest of the book: “A History of Art Education: 

Intellectual and Social Currents in Teaching the Visual Arts (1990).”This reading should be done 

slowly. Groningen, 15:31, Friday, 10/12/2018 

3124. TOEFL試験を終えて 

先ほど無事にTOEFL試験を終えた。今はフローニンゲンに戻る列車の中にいる。 

今日は雲が多いが、それでも太陽が常に顔を出しており、陽気な秋の土曜日を形作っている。列

車の車窓から見えた湾の上には無数のヨットが浮かんでいた。今日は比較的気温が高く、こうした

日にヨットの上で過ごすのは爽快だろうと思った。 

今回TOEFL試験を受験した会場の環境はやはり申し分なかった。先月GREを受けた時と同じ二人

の女性が試験を切り盛りしてくれた。インストラクションがクリアであり、諸々の手続きがどれもスムー

ズであり、私たち受験者は何一つストレスを感じることなく試験を受けることができた。試験会場に少

しばかり早く到着して近くのベンチで時間を潰していると、一人の男性が声をかけてきた。 

最初私はその男性をオランダ人だと思い込んでいたが、聞いてみるとトルコ人とのことであった。ま

た偶然にも彼と私は同い年であることがわかり、試験前に少しばかり話に花が咲いた。何やら彼は

二つ目の修士号を取得しにイギリスに留学しに行くらしい。トルコで学士号を取得し、アイントホーフェ

ンで工学の修士号を取得し、そこから現在に至るまで六年ほど建設関係の仕事をしているらしい。

イギリスへは「コンストラクションマネジメント」を学びに行くそうだ。 

話を聞いてみると、すでにイギリスの大学院に入学することが決まっており、念のためTOEFLスコア

を大学に提出するとのことである。彼が以前TOEFLを受けたのはもう13年前であり、当時はまだペー

パーベースの頃だったそうだ。そうしたこともあり、コンピューターベースの試験は今回が初めてとの
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ことである。そのような会話を行った後、私たちは試験会場に向かった。今回の受験者は合計で11

人であり、人数は多すぎず、ちょうど良い人数であったように思う。 

今朝は計画通り六時に起床し、そこからシャワーを浴びて、早速最後の詰めを行った。スピーキン

グセクションの問題を一セット解き、リスニングの問題群をいくつか1.5倍速で聞きながら、耳を慣ら

していった。それでも時間が余っていたので、スピーキングセクションの設問1と2の対策を再度念入

りに行った。 

試験を終えてみての感想は、今回の受験が過去最高点を取れたかどうかは不明である。リーディン

グの最初のセクションに予想以上に時間を使ってしまい、時間を使った割には数問ほど悩む問題

があった。リーディングセクションで満点近い点を取る際には、たいてい悩む問題はほとんどなく、

ケアレスミスによって一、二問不正解になっているぐらいの状態だった。今回はいくつか悩む問題

が発生してしまったため、リーディングのセクションでどれだけ点が取れているのか定かではない。 

リスニングに関しては、昨日と今朝に1.5倍速で問題を数多く聞くことを行っていたため、読み上げ

られる問題文が速いと感じることは一切なかった。ただし、リスニングに関しても少しばかり判断に悩

む問題があったため、このセクションについてもどれだけ点が取れているかは蓋を開けてみなけれ

ばわからない。 

そして休憩後に待っていたスピーキングについては、設問1と2の対策を十分に行っていたため、出

だしはとても良かった。それ以降の設問についても完璧ではないが、必要な情報はなんとか盛り込

めたように思う。最後のライティングに関しては、二つの設問共に納得のいく解答ができたように思う。

今回の試験結果が過去最高のものであればそれはそれで嬉しいが、こればかりは蓋を開けてみな

ければ本当にわからない。 

幸いにも、昨年受験したTOEFLの試験結果は、今回芸術教育の修士プログラムを応募する中で最

も高いTOEFLの成績を要求しているハーバード大学教育大学院の要求スコア（104点）を超えてい

るため、今回の試験結果を用いなくても、昨年のスコアを用いることもできる。今回の試験結果がど

のようなものであっても、今回のTOEFL試験を最後とする。これから自宅に戻って再び探究活動と
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創造活動に明け暮れることができることをとても楽しみにしている。フローニンゲンに向かう列車の

中：2018/9/15（土）14:44 

3125. 人生の新たな旅に向けて 

間も無くフローニンゲン中央駅に到着する。今はTOEFL試験を終えた安堵感と共に、帰宅後から

始まる探究活動と創造活動に対する期待感で満ち溢れている。 

夕方に自宅に戻ってからは、今朝方行うことのできなかった作曲実践をまず行いたい。その前に、

いつも行っているように、過去に作った曲の編集と、曲を聴いている最中に得られた内的感覚のデッ

サンをまず行う。 

今日はTOEFL試験があったため、早朝に作曲実践を行うことができなかったのは仕方ないが、今

日はこれから少なくとも二曲ほど曲を作りたい。一曲はバッハの四声のコラールに範を求め、もう一

曲はハイドンに範を求めようと思う。 

偶然ながら、今日のTOEFLのリスニングセクションでハイドンの音楽に関する内容が出題され、強

い関心を持って問題文に耳を傾けていた。実はTOEFLで出題されるリーディングやリスニングの問

題、時にはスピーキングセクションで出題されるレクチャーの内容は意外とためになり、試験後もそ

の知識が定着していることがある。いずれにせよ、今日はハイドンの小作品に範を求めたい。そうし

た作曲実践に並行して、今日からは再び積極的に読書を行う。 

今日も教育哲学者のキャサリン・エルギン教授の“True Enough (2017)”の続きを読み進める。これ

まではTOEFL試験に向けた学習があったため、一日に一章しか読み進めることができなかったが、

今日からは二章ずつ読み進めることができるだろう。エルギン教授の書籍に合わせて、ハワード・ガー

ドナー教授の“The Unschooled Mind (1995)”の続きを読み進めていきたい。これから数日以内に

両者の書籍を読み終えることができればと思う。 

それらの書籍を読み終えたら、再び手元のシュタイナー教育に関する書籍を食い入るように読み

進めていく。ここから冬に向けては、本当に本格的に芸術教育と霊性教育の探究を進めていく。い

やより正確には、そうした探究を本格的に行うための土台のようなものを作っていきたいと思う。芸
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術教育と霊性教育が現代社会の文脈で果たす役割とその価値を哲学的に考察していきたいという

思いが日増しに強くなる。こうした思いを育てていき、探究テーマをより明確なものにすれば、博士

課程に進学して博士論文を執筆してもいいかもしれない。あとは自分の探究を真に支援してくれる

師に巡り合うかにかかっている。博士課程に進学する際には本当にこれが鍵を握る。 

列車が着実にフローニンゲン中央駅に向かっている。あと二週間足らずで私はボストンを訪れる。

それは五年振りの訪問となる。 

フローニンゲンという町に来れたということ、そしてこの町で得られたことを携えて、私はまた人生の

新たな、そして大きな旅に出かけていく時期にいるのかもしれない。フローニンゲンに向かう列車の

中：2018/9/15（土）16:02 

3126. 激しい学習衝動：新たに始まる人生 

今日はもう日記を書くまいと思っていたが、文章に書き留めておきたい強い思いが湧いてきた。とに

かく勉強をしたい。とにかく学びたという抑えがたい気持ちが自分の中から込み上げてくる。 

一生自らの無知と向き合うという覚悟を持ってから、無知と真に向き合うためには激しい学びが必

要になることを知る。とにかく今まで学んできたことを一旦忘れよう。いやそれを忘れる必要はない

のだが、一から学び直しを行おう。 

欧州での生活が三年目を迎える頃、今の自分はまだ何も学んでいないという思いがより一層強くなっ

た。それは主観的な思いではなく、客観的に見てもうそうだ。学習に対するこの抑えがたい衝動は、

ジョン・エフ・ケネディ大学に留学することを決意した時や、フローニンゲン大学に留学することを決

意した時に生じていたものと似ているかもしれない。私は二つの大学院を通じて本当に多くのことを

学んだ。それらの学びはとても貴重であり、学んだことは全てその場所でしか学べないことであった。

だが、今私が感じている学習衝動は当時の衝動を遥かに凌ぐ。 

当時の私は自分が無知であるという自覚はなく、無知さに気づかないほどに無知であったと言える。

また、当時は探究の喜びに突き動かされ、自分の探究衝動を満たすために留学をしたと言える。し
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かし今はそうではない。自分のための学びはもう止めにしたことを以前の日記で書き留めていたよう

に思う。 

確かにこれからの学びも自らの関心に基づいたものになるが、それは全ての学習における前提条

件であり、これからの学びも自分の内側に起こる純粋な学習衝動に基づいて行われることは確かだ。

だが、これからの学びは、自らの人生に与えられた役割を全うするために学びを行う。そこが決定

的に違う点だ。もはや学びの原動力は自己だけにあるわけではないのだ。恐れずに言えば、それ

は全存在の中にある。自己を超えたところに自分の学習衝動の根源があるのだ。 

とにかく自分の役割を全うしたいという思い。そのためには、これまで積み上げてきた学びなど塵の

ようなものだとみなす必要がある。実際にこれまでの探究成果など塵のようなものだ。 

ここからの学びは、これまでの学びよりももっと激しいものになる。そうならなければ、そうするように

する。そうしようと望んでいるのは自分ではない。自分を突き動かす何者かだ。 

自分の学びに関してとやかく口を挟む人間はいないが、仮に世間からの声が聞こえたら一切耳を

傾けないようにする。それは肯定的・否定的なもの双方においてである。 

敬愛する森有正先生の英断について思い出そう。東京大学の助教授を辞めて、40歳を過ぎてから

フランスに渡ったことを思い出そう。 

何度も言うが、一人の人間の学びの価値は、職業や金銭で判断されるようなものではない。私は25

歳で会社を辞めてから、その後の肩書きは常に無職か学生だ。確かに過去五年間は日本企業と

の協働プロジェクトに従事し、インディペンデント・コントラクターの立場にあるが、それは定職を持っ

ていないことを意味する。おそらく今後もそのように生きていくだろう。 

地位や金銭を獲得するために大学教授になることは必ず避ける。おそらく私は大学教授になどなら

ないように思える。森先生のように、講師として一生涯をかけて自分の探究に全てを捧げることは十

分に考えられる。 
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とにかく今日から再び自分の探究を旺盛に進めていく。また一からやり直す。日々は常に新たな出

発なのだ。やり直したかったから今日からやり直せばいい。今この瞬間からやり直せばいい。 

私は常に学び直しを自らに課そうと思う。なぜそのようなことをするのだろうか。自分の人生に与えら

れた役割がそうするように自分に語りかけているからだ。その声を無視することなどできはしない。と

にかく一から学び直す。誰も見ていないところでただひたすらに学ぶ。 

読みに読み、書きに書き、作りに作る。自分にできることはそれしかないし、それに従事することが

自分の人生に与えられた役割であり、それらに従事することが自分の人生に他ならないのだから。

フローニンゲン：2018/9/15（土）18:17

3127. 師からの学びと独学 

今朝は六時に起床した。TOEFL試験を終え、フローニンゲンに戻ってきてからの初日が始まる。今

日からまた新たな日々が始まる実感がする。それは昨日の日記で書き留めていたように、自分の探

究に関する事柄だ。もう一度学び直しをするという覚悟に基づいた激しい探究がこれから始まろうと

している。 

昨日ふと考えていたのは、人が一生変えられないのは魂の固有の特質と無知さなのではないかと

いうものだった。自らの無知さと一生向き合いながら前に進んでいくこと。そうした生き方を今日から

貫いていく。 

早朝起床した際に、辺りはまだ真っ暗であったが、空に雲の塊が浮かんでいるのが見えた。今日は

どうやら一日を通して曇りのようだ。しかし、フローニンゲンが持つ落ち着きは天候に左右されること

がない。この町の持つ感覚質は天候の変化を超越している。 

落ち着きの最中にあって自らの探究活動と創造活動に打ち込んでいく。そのようなことを朝に誓う。 

昨日湧き上がってきた、とにかく学びたいという衝動は今朝のこの瞬間においても依然として内側

にあり続けている。芸術教育と霊性教育を核に据え、教育哲学を深く学んでいくこと。それについ

て思いを馳せるだけで、学びたいという衝動が爆発しそうである。教育哲学を通じて、子供の教育と
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成人の教育をこれまでの自分にはない観点で考察をしていくこと。そうした試みに今日からまた少

しずつ従事していく。 

昨日、学びにはなぜ師が必要であり、同時に究極的には学びは独学である必要があるのかについ

て考えていた。学びにおいて師が必要となるのは、彼らから単に知識を伝授してもらうというよりも、

一探究者としてのあり方や生き方を肌感覚で学び取っていくことが一番大きな理由なのではないか

と最近思う。 

正直なところ、知識を学ぶのであれば、それは書物や論文を読んでいれば事足りることが多い。だ

が実際には、そうした知識を動かす媒体そのものを養っていくことが何より大切であり、書物や論文

の形にはなりえない暗黙知のような知識があることを忘れてはならない。ある意味それは叡智のよう

なものであり、叡智はそれを持つ人との直接的なやり取りを通じてしか学べないのではないかと最

近よく思う。その背景には、私が色々な場所に旅行に出かけるたびに、その土地固有の文化は、実

際にそこを訪れ、肌感覚でしか感じられないものだという経験を常にしていることが挙げられる。 

また、これまでの学びを振り返ってみたときに、やはり叡智を持つ人との直接的な交流がどれほど

深い学びをもたらしたかを考えてみると、師との直接的な触れ合いがいかに大切かがわかる。今の

私は、芸術教育や霊性教育、そして教育哲学に関して師を求めているようだ。幸いにも、師と呼べ

そうな人たちが何人か見つかっている。今後機会に恵まれれば、そうした方々と直接的な交流を行

うことになるだろう。 

一方で、学びは究極的には独学が必要であるというのは、各人固有の知性の特性による。偶然な

がら、エマーソンについての過去の日記を読み返していると、エマーソンも私たち一人一人が持つ

知性の固有さを認め、そうした固有性を鑑みた学びをする重要性を説いていた。まさにこの点は、

多重知性理論で有名なハワード・ガードナー教授も同様のことを述べている。確かに私たちは師と

の直接的な触れ合いによって叡智を学んでいくことが可能だが、自らの叡智を育んでいくためには、

自分の知性の固有性に合致した自らの学びを継続していく必要があるように思う。 

師へいつまでも依存していては、自分の叡智を育むことはできない。一人一人の人間の知性が固

有のものであれば、各人固有の叡智が存在していても何らおかしなことではない。 
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現代社会において、各人が自分の叡智を見つけられず、それを発揮することができないのは、結

局のところ、師への依存関係が継続しているからか、あるいは自分の知性の固有性に合致した独

学を継続していないからだろう——あるいはそれらの双方が考えられる。昨日はそのようなことを考え

ていた。フローニンゲン：2018/9/16（日）06:51 

No.1315: A Dance of Shadows 

Shadows in our psyche can do evil, but they can also do a spectacular dance. Regarding shadows 

as the root of all evil might be a Pandora's box. Groningen, 20:28, Friday, 10/12/2018 

3128. ハーバード大学教育大学院への訪問に向けて 

時刻は午前七時に近づきつつある。今日は日曜日であるためか、より一層静けさを感じる。こうした

静けさの中で、今日の取り組みを着実に前に進めていく。 

昨日無事にTOEFL試験を終えたことにより、試験に向けた勉強から解放された。試験に向けた勉

強をしている時は、一日に二曲しか曲が作れなかったが、今日からは以前と同じリズムに戻し、一

日に三曲作っていくことにする。 

今朝はまずハイドンに範を求めて曲を作る。昼食の前後にどの作曲家に範を求めて曲を作るかは

まだ決めていない。 

作曲においては、過去の偉大な作曲家を師に持つことができて本当に嬉しく思う。彼らはすでにこ

の世にいないため、同じ空気を吸うことはできないが、それでも楽譜を通じた交流ならできる。その

交流が自分にもたらすものの大きさを考えると、仮に同じ空気を吸いながら師事をしていたらどのよ

うな学びが得られたのであろうか、と考えてしまうほどである。自分が師と仰ぐ人からは汲み取れるも

のを全て汲み取るようにすること。これは作曲実践だけではなく、探究活動においてもそうだ。 

昨日アムステルダムからフローニンゲンの自宅に戻ってきて早速、教育哲学者のキャサリン・エルギ

ン教授の書籍“True Enough (2017)”の続きを読み進めていた。この書籍の章が進むたびに、本書

の持つ真価が見え始め、ひどく興奮した気持ちになっていたのを覚えている。 
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エルギン教授から学べるだけのことを学びたいという強い思いが湧いてくる。それは私がフローニン

ゲン大学に来た時と同じような強い思いである。フローニンゲン大学にやって来た時には、科学的

な観点で人間発達と教育を深く探究したいという思いを持ち、実際にそうした探究に精を出してい

た。だが今は、哲学的な観点で人間発達と教育を探究していきたいという気持ちが溢れている。 

今日も上記の書籍を読み進め、本書を読み終えたらエルギン教授の他の書籍を読み始めるので

はなく、もう一度上記の書籍を読みたいと思う。本書はそれほどまでに私の関心を引く内容が書か

れており、本書を通じて自分の関心をさらに深く育んでいきたいという思いがある。 

早いもので二週間後の今頃はボストンにいる。十月の最初の週にエルギン教授のクラスを聴講し、

クラスの後に一対一で面会をする機会を得た。その瞬間が今から本当に待ち遠しい。 

ちょうど今日の午後にでもエルギン教授にメールを送り、コースのカリキュラムを送っていただこうと

思っていた。私が当日聴講するクラスは、コース全体の中のどのような位置付けになっており、どの

ようなトピックが取り上げられるのかを事前に把握しておきたいと思ったからである。このコースはセ

ミナー形式とのことであり、受講者も多くないであろうから、聴講するとはいえ、積極的にクラスで発

言をしたいと思う。そのためには事前に、当日のクラスの位置付けと内容を良く理解しておく必要が

ある。 

とりわけ今回聴講させていただくコースは「芸術と理解の本質」という哲学的なものであり、これまで

の私は正規の哲学的なトレーニングを受けたことがないため、事前の準備をしなければクラスのディ

スカッションに入っていくのはなかなか難しいかもしれないと思われた。そうしたこともあり、今日の午

後にでもエルギン教授にメールを送る。エルギン教授のクラスに参加する前に、スティーブ・サイデ

ル教授の「芸術教育の哲学と実践」というクラスも聴講させていただくことになっているため、サイデ

ル教授にも同様の趣旨で今日中にメールを送ろうと思う。五年振りのボストン及びハーバード大学

訪問の日が近づいてきている。フローニンゲン：2018/9/16（日）07:09 

3129. 学びと日常 

時刻は午後の五時半を迎えた。今日は午前中から探究活動と創造活動に十分に従事することが

できている。 
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早朝に日記を書いて以降、この時間まで日記を綴ることを忘れてしまうぐらいに二つの活動に集中

していた。早朝と午後に二曲ほど作り、夕食後にまた一曲ほど作りたい。その際にはバッハの四声

のコラールに範を求める。今の私にとっては一日に三曲を作ることがちょうど良いようだ。 

長い曲を作るのではなく、とにかく短い曲を作っていく。その点は今までと変わらない。 

一つの詩のような、一つの日記のような曲を大量に作っていく。それらが一つの総体となり、一つの

巨大な作品になっていく。それを一生涯をかけて作っていく。 

今日は、キャサリン・エルギン教授の“True Enough (2017)”とハワード・ガードナー教授の“The 

Unschooled Mind (1995)”の二冊を特に集中して読み進めていた。そのおかげもあり、前者の書籍

に関しては後一章を残すだけとなった。エルギン教授が執筆したこの書籍は本当に洞察に溢れて

おり、科学、文学、絵画芸術の共通事項を認識論の観点から深めていくことに大いに役に立ってい

る。その点については今は深入りしないが、本書で得られた様々な観点や考え方は、これからの日

記の随所で間接的・直接的に姿を表すことになるだろう。 

明日に本書の一読目を終え、その流れで二読目に入ろうと思う。二読目が終わったら、エルギン教

授とネルソン・グッドマンの共著である“Reconceptions in Philosophy (1988)”を読み始める。 

エルギン教授の書籍を読めば読むほどに、いかにこれまでの自分が杜撰な思考を持っていたかが

はっきりとわかる。本当に哲学を仕事にしている人の思考と自分の思考との間にある大きな差に気

づけてとても嬉しく思う。 

ガードナー教授の書籍については、人間発達を哲学的に思考する上で非常に有益だ。今日読ん

でいた章の中でも随分と書き込みを行ったり、下線を引いたりしていた。本書についても明日か明

後日に一読目を終え、近々再読をしようと思う。良書は本当に繰り返し読むことによって初めて、そ

こに内包されている叡智が血肉化されていくだと思う。また、書物を読んで得られた事柄を自らに引

きつけて考えること、つまり日々の日常に紐付けて考えることがどれほど大切なことか。スイスの教

育家・教育思想家のペスタロッチが「日々の生活が私たちを陶冶する」と述べているように、書物を

通じて得られた知識を日常の生活と紐付け、それを人格の陶冶につなげていく必要がある。学びと
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日常を切り離すことをせず、両者を一体のものとして営んでいくことこそが、真の学び、あるいは真

の生活と言えるだろう。フローニンゲン：2018/9/16（日）17:51 

3130. 芸術と解放 

昨夜は随分と冷え込み、就寝時に暖房をつけるかどうかを少々迷ったほとであった。今朝も同様に

冷え込んでおり、寒さを感じる。やはり最低気温が10度ほどになってくると肌寒さを感じるようだ。九

月が終わりに向かっていくに従って、これからますます寒くなっていくだろう。 

そうした最中にあって、昨日は自分の内側に紫色の炎が灯されているのを知覚するという体験をし

た。これまでは紫色の炎を知覚することはなかったように思うため、どうやら新たな情熱の質を見出

したようだ。今日からは新たな情熱を携えて探究活動と創造活動に励んでいく。 

時がゆっくりと流れている。日曜日も夕方の時間となった。 

午後の作曲実践を終えた後に、人間を真に解放することに芸術の価値を置くよりも先に、芸術が特

権的な地位から解放される必要があるのではないかということについて考えていた。 

現代社会において、芸術が何か特別な人のためにあるという錯覚は何とかならないだろうか。そうし

た錯覚が存在している限り、芸術が真に私たちの生を深めてくれるものにならないように思えてくる。

本来、全ての人に何かしらの芸術的素養があるはずであり、それを自分なりの表現技法を通じて創

造行為にし、それに従事していくことが、真に充実した生を送ることに不可欠であると考えるようになっ

ている。 

これは欧州での二年目の生活の途中から作曲実践を始めたことにより、自分の人生が大きく変わっ

たという直接体験によってもたらされた考え方だ。また、おそらく同様の思想を持っていたのはエド

ヴァルド・グリーグだと思う。グリーグは、万民のための憩いの家のような音楽を作ることに自分の役

割を見出だしていたということが、彼の日記の中で明示的に示されている。現代社会の諸々の芸術

は「万民のための憩いの家」というよりも、特権階級のための家に成り果ててしまっているように思え

てしかない。 
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芸術教育の価値を考えていく際に、芸術というものを特別視、あるいは神聖視するような傾向から

人々が解放されることが重要であるという点、芸術を特権階級から解放するという点を必ず考慮に

入れる必要があるだろう。芸術教育の意義について考える際に、それらの点を忘れないようにす

る。  

人間発達の観点からも、教育の果たす重要な役割の一つに、「影からの解放」「自己を縛るものか

らの解放」を掲げている私にとって、芸術が人間を解放するための働きをしていくだけではなく、芸

術そのものが芸術を呪縛するものからの解放を成し遂げていくことが不可欠のように思えてくる。 

これから入浴をし、夕食を摂った後に作曲実践をし、その後には、シュタイナー教育に関する専門

書“Rudolf Steiner’s Curriculum for Steiner-Waldorf Schools: An Attempt to Summarise His 

Indications (2015)”を読み進めたい。フローニンゲン：2018/9/16（日）18:04 

3131. 半月の翌朝 

今朝は六時過ぎに起床し、六時半から一日の活動を開始した。TOEFL試験を終えてからの探究

活動と創造活動はとても順調に進んでいる。落ち着きのある環境でこうしたペースで自分のライフワー

クに取り組み続けていきたいと思う。 

昨夜、夜空に浮かぶ綺麗な半月を見ることができた。その輝きには、どこか月の生命力を感じさせ

るものがあり、しばらくぼんやりと月を眺めていた。気がついてみると、月が元あった位置よりだいぶ

動いており、それに気づいてから就寝に向けての準備を始めた。 

昨日に引き続き、今日も旺盛な読書と作曲実践を行う。読書に関しては、教育哲学者のキャサリン・

エルギン教授の書籍“Ture Enough (2017)”とハワード・ガードナー教授の書籍“The Unschooled 

Mind (1995)”の続きを読み進めていく。前者の書籍に関しては、残りあと一章だけとなったので今

日中に初読が終わるだろう。後者に関しては、まだ半分弱しか読めていないが、今日は本書を随

分と読み進めていく計画を立てている。それら二冊の書籍に並行して、シュタイナー教育に関する

書籍を読み進めていく。今日からは“Rudolf Steiner’s Curriculum for Steiner-Waldorf Schools: An 

Attempt to Summarise His Indications (2015)”を本格的に読み進めようと思う。本書は昨日から読

み進めていく予定だったが、昨日は本書に手をつける時間がほとんどなく、本格的な読書の開始
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は今日からとなる。良書に囲まれ、良書と共に自らの思想と自己そのものを育む日々を送ることが

できて幸せに思う。 

時刻は午前七時を迎えた。ちょうど今、書斎の窓から外を眺めると、薄赤紫色の朝焼けが広がって

いることに気づいた。 

目の前の朝焼けは、どこかモネの絵画のような色彩を放っている。よくよく観察してみると、ちょうど

姿を現し始めた朝日が雲に反射し、それが滑らかな薄赤紫色を生み出しているようだ。こうした景

色を朝から拝むことができることもまた、この土地で暮らす一つの幸運だろう。 

欧州での生活も早いもので三年目となった。あと一体どれだけこの地で生活をするのかわからない。

今のところ、来年からはアメリカかスイスのどちらかで生活を始めようと思っている。アメリカに関して

は、芸術教育と霊性教育を探究するために、どこかの大学院に通う予定でいる。一方、スイスに関

しては、ドルナッハにある精神科学自由大学で人智学についての学びを深めたいと思っている。今

のところ、アメリカの大学院に関しては、ハーバード大学教育大学院（HGSE）を含め、二、三の大学

院に出願しようと思っている。 

早いもので、ちょうど10日後の朝に私は、アムステルダムからボストンに向かう。ボストンへの訪問が

五年振りだということがどうも信じられない。これまでボストンで生活をする縁はなかったが、なぜだ

かボストンは自分にとって親しい町だ。よくよく考えてみると、ボストンにはすでに三回ほど訪れてい

ることに気づいた。ジョン・エフ・ケネディ大学に在籍している間に二度ほどボストンを訪れ、卒業後

に一度、カート・フィッシャー教授に会いにボストンを訪れた。すると今回は四度目の訪問になる。

道理でボストンが親しい存在に感じられるわけだ。 

今回宿泊するホテルは、HBSの近くにあり、その辺りの地理には明るい。今回のボストン訪問では、

HGSEの教授陣と面会をすることが最大の目的であり、その他には、ボストン美術館やヘンリー・デ

イヴィッド・ソローが住んでいた森に行く計画を立ている。 

面会する教授陣のクラスを見学したり、各名所を巡っているとあっという間に時間が過ぎていくだろ

う。その他に行きたい場所としては、ハーバード大学近くの古書店だろうか。10日後の出発前に、そ

の他に訪れたい場所がないかを調べておくことにする。フローニンゲン：2018/9/17（月）07:17 
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No.1316: A Crystal-Clear Saturday 

Today’s weather is very refreshing. The crystal-clear sky has a vapor trail. Looking at it, I feel 

as if I could go to a faraway world. Groningen, 09:44, Saturday, 10/13/2018 

3132. 生命力を育む教育と哲学 

自分の内側に力強い生命力を感じる。それは自らの探究活動と創造活動を根幹から支えてくれて

いるものであり、それは日々の充実感と幸福感の源泉になっている。 

生命力を活性化させることがどれほど重要なことか。もしかすると、教育の本質の一つには、生命力

の涵養が挙げられるのではないかと思えてくる。こうした生命力は絶えざる学びと創造を促し、日々

の生を十全なものとして営むことを可能にしてくれる。教育は調教とは異なるのであるから、一生涯

にわたる自発的な学びを促進する必要があり、毎日を活力に溢れる充実したものとして送れるよう

に支援する必要があるように思う。 

自発的な継続的な学びと日々の充実感が相互作用することによって、人は初めて一人の人間とし

て十全に生きられるようになり、そこから他者や世界への深い関与が生まれてくるに違いない。そう

したことを考えていると、生命力を育む教育の大切さが見えてくる。学ぶ力というのは結局のところ、

生きる力と同義なのではないかと思えてくるほどだ。そういえば、昨日も似たようなことを考えてい

た。  

過去二年間は特に、私は科学の世界に身を置いていた。科学的な観点と手法を用いて人間発達

と教育を探究することを、この二年間は集中的に行っていた。そこから一転して今は、どうしようもな

いほどに哲学的な探究がしたいと思うようになっている。ここ最近読んでいる書籍はどれも哲学的な

ものであり、来年から再び学びを深めようとしていることも哲学的な内容だ。 

芸術教育と霊性教育を哲学的な枠組みを通じて探究していくということ。そして広くは、人間発達と

教育を哲学的に探究していくということ。それらが今の自分にとっての最大の関心事項となった。も

ちろん、科学的な探究の重要性をないがしろにしているわけではないが、今後は実際に自分の手

を動かして科学的な研究をすることはないのではないかと思われる。科学的な研究の中には固有
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の面白さや充実感があったのは確かだが、それらが吹き飛んでしまうほどの面白さ、充実感、そし

て意義が哲学的な探究の中にあることを見出している。 

哲学的な探究を進めていて不思議なのは、それが生きる底力を生み出しているような感覚がするこ

とだ。探究の底力に哲学を置くことは、いかなる探究領域・実践領域にも不可欠だと思うが、哲学は

自分が日々を生きて行くための精神的支柱のような役割を果たしつつあることに気づく。それは単

純に私を支えてくれるだけではなく、力強い活力を授けてくれるようにも感じる。哲学的な探究を通

して自らの思想を少しずつ育んでいくことの新たな意味がまた見え始めている。生きる底力として、

生へ活力を吹き込むものとして、哲学的な探究とこれから向き合っていきたいと思う。フローニンゲ

ン：2018/9/17（月）07:32　 

3133. キャサリン・エルギン教授のクラスに向けて 

今日は早朝から晴れ間が広がっており、昼食を摂り終えた今も空は青々としている。午前中には小

鳥のさえずりが随分と聞こえ、それは私の心を穏やかなものにしてくれた。 

今日も落ち着いた、充実感のある一日となっている。今朝方に、過ぎて行く時の流れを観察してみ

ると、そこには様々な感情や感覚を含め、多様な質感が存在していることに改めて気づかされた。

しかも各々は、固有の色や形を持っている。それを曲やデッサンとして表現する試みに従事してい

るような日々を過ごしている。今日もそうした一日だ。 

突如再び探究活動に対する衝動が湧き上がったことについては、数日前の日記に書き留めていた

ように思う。それは力強い衝動であったのと同時に、砂漠に沸く泉のような透明さも持ち合わせてい

た。 

芸術教育と霊性教育に関する哲学的な探究を進めたいという思いに従って、午前中も読書に勤し

んでいた。計画通りに、キャサリン・エルギン教授の書籍を読み終え、ハワード・ガードナー教授の

書籍についても数章ほど読み進めることができた。午後からも引き続き、ガードナー教授の書籍を

読み進めていく。 
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昨夜、エルギン教授に一通のメールを送った。10/1に参加させていただくクラスのトピックを事前に

知っておきたいという思いから、エルギン教授にコースシラバスを送ってもらうようにお願いをした。

コースシラバスがあれば、そのコースの全体観を掴み、全体の中でその日の授業がどのような位置

付けになっているのかを理解することができるため、当日のクラスのディスカッションに加わりやすい

と思ったのである。 

エルギン教授のそのコースは芸術理解に焦点を当てており、少人数のゼミナール形式でなされる。

せっかくクラスに参加させてもらうのだから、できるだけ準備をし、当日は積極的にクラスのディスカッ

ションに加わりたいという思いがあり、昨夜エルギン教授にメールを送った。昨日は日曜日であるに

もかかわらず、当日にメールの返信があり、コースシラバスを送っていただけた。コンテンツを確認

すると、やはり私の関心を強く引くものであったことはとても喜ばしかった。 

必読文献の中には何冊かまだ読んだことのない書籍があり、それらは近々購入しておきたいと思う。

まだHGSEに行くかどうかもわからず、エルギン教授が来年もこのコースを提供しているのかさえわ

からないが、そうしたこととは関係なしに、自分の探究意欲に基づいてそれらの書籍を読み進めて

いこうと思う。それらの書籍はそれぞれ、エルギン教授の主著の一つである“Considered Judgment 

(1996)”、エルギン教授の芸術教育の哲学に関する論文が収められた“The Oxford Handbook of 

Philosophy of Education (2012)”、そしてエルギン教授の協働者であったネルソン・グッドマンの

“Ways of Worldmaking (1978)”と“Languages of Art (1976)”である。 

これらの書籍を通じて、芸術を理解するということは一体どういう意味なのか、芸術教育の意義は何

なのかについて考えを深めていこうと思う。当日のクラスの後、エルギン教授の研究室で話をする

機会をいただいたため、芸術教育や教育哲学全般についていろいろと質問したいと思う。質問を

通じて、芸術教育の意義に関する哲学的な考察をいかようにして進めていったら良いのかに関す

る示唆のようなものを得られたらと思う。フローニンゲン：2018/9/17（月）13:02　 

3134. ソローとエマーソンが⽣きた場所へ 

午前中に作曲実践をしていると、やはり自分は現象の中に潜むパターンを見つけることを好んでい

ることがわかった。曲というのはまさに自分の内側にある感性が生み出すパターンによって生み出
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されるという側面があるため、パターン認識を好む私が作曲実践に喜びを感じているというのもわか

る気がする。 

そもそも人間はパターンを好む生き物であり、無秩序の中にパターンを見出したり、はたまたパター

ンを構築することによって日々の生活を営んでいる。発達心理学の観点から言えば、ある領域内に

おけるパターンを認識する力は実践と共に高まっていく。 

これは日々の作曲実践を振り返ってみると、非常に納得のいく事柄である。作曲以外でも、何かし

らの学習項目について学んでいる最中に、その項目の中にパターンをひとたび掴むことができれ

ば、理解が進むという現象をたびたび経験している。人間の持つパターン認識の力は非常に面白

い。 

今日は、極めて薄い雲が空に散りばめられており、太陽の光もどこか優しい。先日、空を何気なく

眺めていると、幾筋かの飛行機雲を見つけた。飛行機雲を眺めるたびに、いろいろなことを思い出

したり、考えたりする。今から三年前に日本から欧州に出発する前に、成田空港で見た飛行機雲に

はどこか特別な思いが込められていた。そうした思い出のみならず、飛行機雲を見ていると、新たな

挑戦に向けての意思や静かな希望を見出すことがある。先日もまさに、そのような経験をしていた。 

ちょうど今日から10日後の午前中に、アムステルダムからボストンに向けて飛び立つ。アムステルダ

ム空港で見る飛行機雲に思いを馳せる。そこでもまた私は何かを感じ、何かを考えるのだろう。そし

てその体験が、一つの新たな記憶を作り出すにちがいない。そのようなことをふと思う。 

先ほど少しばかり、ボストン滞在中に訪れたい場所について調べていた。ソローが生活をしていた

森から程近いところに、ソローの師であり、かつ友人でもあったエマーソンの博物館があることを知っ

た。そこは実際にエマーソンが住んでいた場所であり、今は博物館として一般に公開されている。ソ

ローが生活をしていた場所、そしてエマーソン博物館の双方には是非とも訪れようと思う。 

エマーソン博物館は本当に小さく、もしかしたら入場料は現金でしか支払えない可能性があるため、

ユーロをドルに変えておく必要があるかもしれない。先日の北欧旅行では現金を一切使う必要がな

く、全ての美術館でカードで支払いをすることができたが、エマーソン博物館ではどうかわからない。
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この博物館は必ずガイドが付いてくれるようであり、事前に訪問日時を連絡することが推奨されてい

るため、その連絡に合わせてクレジットカード払いができるかも確認しておきたい。今回のボストン

旅行を経て、エマーソンとソローがより近い存在になるだろう。 

彼らが生きていた場所に行き、同じ空気を吸うことがいかに大切なことか。そこには彼らの書物を通

じてだけでは得られない貴重なものが存在している。人はそうしたものとの出会いを通じて真に学

んでいくのだろう。フローニンゲン：2018/9/17（月）13:21　 

3135. 博士論文の大枠と道筋 

時刻は午後の六時を迎えた。夕食前に日記を一つ書き留めておきたいと思う。 

夕方に、シュタイナー教育に関する書籍を読んでいると、シュタイナースクールにおける教育実践

の背後には、洞察に溢れる教育哲学が横たわっていると改めて実感した。発達心理学の観点から

見ると、特にそれらの洞察の深さが際立ってくる。 

もちろん、そうした教育哲学はシュタイナーの教育思想に他ならない。世界には数多くのシュタイナー

スクールがあり、そこで教えている教師も多種多様であろうから、シュタイナーの教育思想をどの次

元で体現しているかはばらつきがあるように思えるが、それらの教師がシュタイナーの教育思想の

根幹だけでも深く共有しているのであれば、そこでは子供たちの全人格的な発達を支援していく教

育が実現されているように思えてくる。 

夕食後に本日三回目の作曲実践を行い、その後には再びシュタイナー教育に関する書籍を読み

進めたいと思う。その際には、特に芸術教育に焦点を当てて探究を行っていく。シュタイナー教育

における芸術教育を中核に据え、そこから放射線状に他の学習項目について理解を深めていく。

また、これまで自分が培ってきた人間発達に関する知識と照らし合わせて、シュタイナー教育の教

育実践と教育思想を吟味したいと思う。 

夕方には、私が敬意を表している同年代の教育哲学者ザカリー・スタインの博士論文を改めて読ん

でいた。スタインの博士論文を読むことにより、仮に自分が博士論文を書くのであればどのようなテー

マをどのように書き上げていくかに関するヒントをもらえたような感覚があった。 
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スタインは博士論文を通じて、教育におけるアセスメントの歴史を振り返り、ジョン・ロールズの正義

論を思想的枠組みとして採用することによって自らの論を展開している。ここから得たヒントとしては、

芸術教育の意義について、歴史的アプローチと何かしらの思想的枠組みに依拠しながら論を深め

ていくという道筋であった。 

今の私は、社会の発達に合わせて、本来は教育カリキュラム自身も発達を遂げていく必要があると

いう考えのもと、芸術教育のカリキュラム変遷、およびその根幹にある思想の変遷に関心を寄せて

いる。いったいどのように芸術教育のカリキュラムや思想が発達を遂げてきたのかを辿り、現在の立

ち位置と未来の芸術教育のあり方を展望するような博士論文を書きたいという考えが芽生えてい

る。　 

少なくとも私の学校時代には、芸術教育の価値は貶められており、実際に私もそれに一切の価値

を見出すことができなかった。おそらく生徒がそのように感じてしまうのは、既存の芸術教育に何ら

かの問題があるのではないかと思う。その問題が何かについて歴史的アプローチを採用しながら明

らかにしていきたい。また、問題が問題であると主張するためには思想的な枠組みが必要であり、

今はどのような思想的枠組みを用いていけばいいのかを考えている段階だ。 

可能であれば、芸術教育の意義についての論を進めていく中で、霊性教育についても言及するこ

とができればと思う。数ヶ月前までは、学術世界の中で自らの関心を探究していくことの限界を感じ

ていたのだが、ここ最近出会った数人の学者のおかげもあり、自分の関心を学術世界の中で十分

に進めていくことが可能であるとわかり始めた。これは私にとって非常に大きなことであり、小さな光

が差し込んできたかのような体験だった。フローニンゲンの夕日が眩しく輝いている。フローニンゲ

ン：2018/9/17（月）18:31　 

3136. 徴兵教育からの脱却 

今朝も静かな朝がやってきた。今朝は六時前に起床し、六時半を迎える頃に一日の活動を始めた。

今日も読み、書き、作ることに主眼を当てた一日になるだろう。午前中に一件ほどオンラインミーティ

ングがあり、午後からは町の市役所に行く必要がある。市役所に立ち寄る目的は、今年オランダに

滞在する許可証を受け取りに行くためだ。 
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昨日、今月末に訪問するハーバード大学教育大学院の二人の教授から、私が聴講するクラスのシ

ラバスを送っていただけた。シラバスの中身を確認すると、取り上げられるトピック及び文献が大変

興味深いものであり、今の自分の関心と強く合致していることが私をひどく興奮させた。こうした興

奮を味わっている自分を見るにつけ、学ぶことの中に純粋な喜びを見出していることがわかる。一

生涯を通じて学びを継続させていくためには、学びの中に内在している喜びに気づき、それを常に

感じながら学びを行っていく必要がある。 

本当に自分を深めてくれる学びは、やはり内発的な動機や感情に基づくものなのだ。そして、学び

に伴う内発的な動機や感情を育んでいくことが、教育の大切な役割になるだろう。この点において、

現代の教育はやはり失敗に終わっているように思う。一体どれほどの人たちが、成人になってから

も学びに伴う純粋な喜びをもとに学習を継続しているだろうか。その数は極めて少ないように思う。 

先日の日記の中でシュタイナーの教育思想について言及したように、継続的な自己教育は自己を

深めていくための非常に重要な要素になる。こうした継続的な自己教育が現代の成人の多くに欠

如してしまっているのはとても嘆かわしい事態のように思える。これは昨夜ふと考えていたことと関係

しているだろう。 

現代の教育は、いつの間にやら企業社会へのリクルーティング（徴兵）のためのものに成り果ててし

まっている。企業に就職して金を稼ぎ、就職するために良い大学に行くという目的が、現代の教育

の影のアジェンダとして強く存在している。そうした形での教育に飼い慣らされていると、自分独自

の学びというものを見失ってしまうだろう。なぜなら、現代の企業社会と学校社会は、「単一測定主

義」とでも形容できるような発想が蔓延しているからである。あるいはこれは、GDPという単一の測定

尺度を用いて国家を評価しようとする傾向を見れば、国の次元でも蔓延している発想だと言えるか

もしれない。 

企業社会においては、売上や利益といった単一的な指標が重視され、学校社会においては、テス

トの点数という単一的な指標が重視される。しかもそれらの社会では、そうした単一的な指標の数

値を最大化することが至上命題となっている。ひとたびこうした発想に絡めとられると、本来複雑か

つ多様な特性を持つものが極度に単純化された形で認識されてしまう。個人の次元では、それは

まさに自分の学びの特性を見失うという症状として現れる。 
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この症状を患うと、学びの喜びなどもはや感じられなくなってしまう。なぜなら、本来学びの喜びとは、

自分固有の関心を発見し、その関心に沿った探究をするときに芽生えるものであり、上記の症状は

自分固有の関心を発見することから自分の目をそらす力学を持っているからである。 

子供にとっては、学ぶことの喜びを十分に感じられる教育、そして学びに伴う喜びを発見できる感

性を養っていく教育が必要になるであろうし、成人にとっては喪失したそれらの感性を取り戻すこと

を最優先に、それを一生涯かけて育んでいくような教育が必要になるだろう。そのようなことを昨夜

ぼんやりと考えていた。フローニンゲン：2018/9/18（火）07:00　 

3137. 夕方の絶景 

昨日の夕方、息をのむほどの美しさを持つ夕日を見た。ちょうど先日も同様に美しい夕日を見たの

だが、昨日の夕日は異なる美しさを放っていた。 

フローニンゲンの秋の夕日は本当に美しい。それはオーロラのような美しさを持っている。その日の

空の状態に応じて、夕日の輝きの初期値が異なる。そして、空に存在する無数の変数が時間の経

過と共に複雑に相互作用し合い、時の経過に応じて夕日の色が刻一刻と変化していく。 

昨日もその様子を食い入るように眺めていた。今私が住んでいる家には、書斎の窓ガラスは横に大

きく開放的であり、食卓には縦に長い窓ガラスがある。これまでの二年間は、食卓の二枚の窓ガラ

スのうち、上の方のガラスのブラインドを閉めたままにしていることに昨日ようやく気付いた。これを

開ければもっと夕日が見えるようになるだろうと思い、それを開けることにした。それが功を奏し、食

卓からも夕日がより一層見えるようになった。オーロラのような夕日を眺めていると、飛行機雲も白い

輝きを放っているように見えた。それはまるで、魂の昇天のように美しく輝いていた。 

オーロラのような夕日を眺めた昨日から一夜が明け、今は早朝の空に澄み渡る景色が広がってい

る。まだ朝日が昇っておらず、今は空がライトブルーに見える。 

自然には自分の心を捉えて離さないものがある。自然からの恩恵が自らの活動における心棒になっ

ている。 
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来年の初旬に、オーロラ観測に出かけたいという思いが強くなる。真冬のノルウェーの海から見える

オーロラはさぞかし絶景であろう。 

いかなる自然の美も、それを生み出す要因が複雑に絡み合っているがゆえにその場限りの唯一の

現象であることは確かだが、そうしたことを差し引いても、私はいつも自然を眺める際には、初めて

それを見るかのような眼を持って自然を眺めていることに気づく。昨日の夕日に対してもそうだった。

オーロラに対してもそうした眼を持って接することになるだろう。 

まだ確実に行くと決まったわけではないが、可能であれば、来年の一月の中旬から二月の末まで

の間にオーロラ観測クルーズに参加したい。再びノルウェーを訪れることになれば、それは一年半

ぶりであり、北欧はこれで三回目の訪問となる。 

自分がどれだけ自然を愛しているかが明確なものになり始めている。今日も窓の外に広がる景色を

眺めながら、自分のライフワークに取り組んでいく。 

私の周りにはいつも自然があり、自分の内側にも常に自然がある。それゆえに、自分はこれからも

ゆっくりと前に進んでいけるだろう。フローニンゲン：2018/9/18（火）07:19　 

3138. 円盤型の飛行物体を見る夢 

作曲に関しては、朝昼晩と三回に分けて実践に取り組むことができている。日記に関してもそのよう

な形で執筆しているが、文章として書き留めておきたいことが日常の中に多数存在しているために、

実際には三回以上毎日日記を書いている。こうした生活を今後も続けて行こうと思う。どのような状

況に置かれたとしても、作曲と日記は優先的に取り組む事柄である。なぜなら、それらを通じて日々

を刻むことが、自分の人生を生きることに他ならないからである。 

今日も作曲実践と日記の執筆を欠かさずに行っていくだろう。絶えざる生成を続ける自然界と繋が

り続けていれば、自分の内側で形になろうとする生成運動も止むことなく続いていくだろう。自然と

波長と歩調を合わせるというのは、自然が持つ生成運動の流れと自己が一体化していることを指す。

今日もそうした形で生きる。感謝の対象は自然となり、自己を超越した存在となった。そうした感謝
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の念を持ちながら日々を生きることができている。これはもしかすると信仰を持った生き方だと言え

るかもしれない。 

今朝方見ていた夢の一つのシーンが印象に残っている。夢の中で私は、実際に通っていた中学校

のグラウンドにいた。厳密には、屋外のバスケットコートの上にいた。そこで友人たちとバスケをして

いたのだが、どうも私は利き手を怪我しているらしく、左手で全ての動作をこなしていた。 

左手でドリブルをし、左手でレイアップシュートを決めた時、空に奇妙な物体を見つけた。見ると、

円盤型の飛行機が空を旋回していた。それは戦闘機のようにも見えたが、こちらに危害を加える様

子はなかった。その飛行物体を発見した後、私たちはバスケをするのを中断し、しばらく上空の飛

行物体の動きを眺めていた。 

それは不思議な動きをしていたが、ある時から、それはパフォーマンスの一種であることがわかった。

しばらくすると、その円盤を運転しているのは幾分年の離れた先輩であることがわかった。私たちが

それに気づいたことを先輩が察してか、そこからは派手なパフォーマンスが始まった。上空からバス

ケットコートに向かって、その飛行物体が急降下し、地面すれすれで再び上昇するというパフォー

マンスが始まった。 

地面すれすれで再び上昇する光景を見るたびに、友人たちは興奮の声を上げていた。歓声が高

まるたびに、先輩のパフォーマンスも派手になっていく。しかし、ある時、これまでは地面すれすれ

のところでうまく上昇していた飛行物体が、地面をかする事態が起きた。幸いにも地面にぶつかる

ほどの強い衝撃ではなかったため、飛行物体はなんともないようであった。 

だがそれ以降、先輩はパフォーマンスをやめ、円盤型の飛行物体はどこかに飛び去っていった。

そこで夢の場面が変わったのを覚えている。今朝方はそのような夢を見ていた。そのあとにも一つ

ばかり夢が続いていたが、その夢についてはもう覚えていない。見慣れない円盤型の飛行物体。

地面への急降下と急上昇。そして、飛行物体が静かに消えていったことにはどのような意味が隠さ

れているのだろうか。フローニンゲン：2018/9/18（火）07:42　 
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3139. 新たな滞在許可証の取得 

時刻は夕方の四時半を迎えつつある。ここのところ肌寒い日々が続いていたが、今日は一日を通

してとても暖かい。昼食時にニュースを見ていた時に、ちょうど欧州大陸に暖気が流れ込んできて

いるという話をしており、まさに解説通りの暖かさである。一方で、ニュースの中でも説明されていた

が、今日明日まで暖かい日が続いたら、そこからは一気に冷え込んでくるらしい。いよいよ本格的

に秋が始まるようだ。 

今日は午前中に、協働者の方とオンラインミーティングを行った。午前中は作曲実践を一度行い、

日記を書く以外は全てオンラインミーティングに時間を充てた。 

昼食を摂った後に、新しい滞在許可証を受け取りに市役所に向かった。散歩の道中、フローニン

ゲンの町を包む暖かさがとても心地良く、散歩の最中は絶えず平穏な心と同時に幸福感のようなも

のを感じていた。 

市役所に到着すると、とてもフレンドリーかつ親切な男性職員の方が対応してくれ、待ち時間の間

にコーヒーを出してくれた。コーヒーが出来上がるのと同時に、移民局の担当者のところに案内され、

無事に新しい滞在許可証を入手することができた。 

今回は、オランダで学位を取得した者が仕事を見つけるという名目でさらに一年ほど滞在すること

のできる制度を活用した。これは学位を取得するたびに活用できると聞いていたので担当者に詳し

く話を伺ってみると、どうやら学位のレベルを変えなければこの制度を複数回活用することはできな

いようだ。つまり、この二年間で私はフローニンゲン大学で二つの修士号を取得したが、それは修

士課程という同一レベルの学位であるため、制度の利用は一度限りとなる。一方で、この先に博士

号を取得すれば、そこでまたこの制度が活用できるとのことである。 

今のところの計画としては、来年からはアメリカかスイスで数年ほど生活をしようと考えており、オラン

ダに戻るのはそれ以降となるだろう。とはいえ、将来的にはまたオランダで暮らしたいという考えもあっ

たので、今回担当者の方に詳しく話を聞くことができて幸いであった。 
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今後オランダに戻ってくるのはいつかわからないが、その際には今回の制度はもはや活用できな

いので、フリーランスの申請をすることになるだろう。親切にも担当者の方が、フリーランスの申請に

関するパンフレットを手渡してくれたため、気は早いが、後ほどざっとその中身を確認しておきたい

と思う。 

欧米での生活も七年を迎え、この期間を通じて、母国との関係性が緩やかに変化していることに気

づく。端的には、母国への接近と離反の運動が続いている。自分の内側で、日本という存在が近づ

いたり、離れたりする現象が年単位の周期で変化しているのに気づく。この瞬間の私は、もしかする

と日本という国が遠くに感じられているかもしれない。 

ある国の人間がその国を真に内側から捉えていくことの難しさを実感するが、それは緩やかに着実

に進行している。この運動は自分の内側でこれからも続いていくだろう。フローニンゲン：2018/9/18

（火）14:35　 

3140. 水平的発達と垂直的発達：探索と関与の重要性 

時刻は午後の七時半を迎えようとしている。西の空に今日も美しい夕日が輝いている。 

今日は昨日の夕日と異なり、空が幻想的な色に変化しているわけではないのだが、引き込まれるよ

うなオレンジ色の輝きを放っている。遠くの空に飛行機雲が小さく見える。それは、空に残された引っ

かき傷のように小さなものなのだが、夕日に照らされて白く輝いている。 

それにしても今日は本当に暖かかった。昼食後に用事があり、フローニンゲンの中心部に行く必要

があったが、町を散歩している時には随分と陽気な気分になった。明日も今日と同じぐらいの気温

のようなので、本格的な秋に入る前のつかの間の暖かさを享受したいと思う。ひょっとすると、今日と

明日の暖かさは秋からの贈り物なのかもしれない。この贈り物に返礼するためにも、夕食後からもま

た自分のライフワークに取り組んでいこうと思う。 

先ほど夕食を摂りながら、成人発達理論に関するよくある誤解について考えていた。確かに、成人

発達理論においては、垂直的な発達構造の重要性が強調される傾向にあるため、その傾向に埋

没する形で、水平的な発達をないがしろにする人が多いように思える。いや、一般的には水平的な
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発達を重視する傾向にあるのだが、とかく成人発達理論の枠組みに触れた途端に、人は垂直的な

発達を推し進めることに躍起になる傾向があると述べた方が正確だろう。 

先ほど疑問に思っていたのは、果たして人は自分が思っているほどに十分な水平的発達を遂げて

いるのだろうか？という点である。つまり、人は自分が想像している以上に水平的発達を遂げておら

ず、自らの適性を真に見極めるような十分な探索を経験していないのではないか、ということを考え

ていたのである。 

それこそ既存の教育の枠組みにがんじがらめにされてきた場合、自らが本来持つ多様な知性の可

能性を探索することをせず——あるいはそれが許されず——、社会が期待する極めて限定的な知性

を一生懸命涵養することに膨大な時間を費やしてきたと言えるのではないだろうか。 

そこでは教育というものが私たちに自由と解放をもたらすという本来の役割を果たしておらず、結果

として私たちの自由を制限し、知性の発達における束縛を招いてしまったという問題が見えてくる。 

多くの人は自分の可能性や適性を真に探索する機会に恵まれず、結果として非常に限定的な知

性に基づいて日々を生きているのではないか、という問題意識が立ち上がった。ここで述べている「探

索」という言葉は、二年前に私の論文アドバイザーを務めてくださっていた発達心理学者のサスキ

ア・クネン教授の言葉である。 

いかなる領域の発達においても、まずは自らの可能性や適性を模索する探索の時期が必要となる。

多くの人たちは、それを剥奪されたまま大人になってしまったのではないかと思わされる。 

垂直的な発達を希求するというのは、本来十分な探索を行ってからでいいのではないかと思う。自

らの可能性や適性を思う存分に探索した後に、一つの領域——あるいは少数の領域——への「関与」

が始まる。この「関与」という言葉もクネン教授から教えてもらったものである。 

ここでもまた、現代社会には大きな問題がいくつかある。一つは、そもそも垂直的な発達という現象

が広く認識されていないことである。もう一つは、十分な探索を行うことを許容しない文化と仕組みと

同様に、十分な関与を促進しない文化や仕組みが存在していることだろう。発達を抑圧する文化や

仕組みの存在に気付かない限り、個人は自らの知性に関する十分な探索と関与を実現させていく
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ことはできないだろう。人間発達について学べば学ぶほど、発達を取り巻く現代社会の問題が山積

みであることに気づき、その根は絶望的に深いことに気づかされてばかりである。それらの問題に

対していかように向き合っていくべきかを問われているような気がしている。フローニンゲン：2018/9/

18（火）19:48　
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