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2981. 魂の重さとドルナッハでの生活について 

とても小さな雨滴が窓に付着し始めた。今日もこれから午後にかけて少しばかり雨が降るようであり、

夕方に止むそうだ。 

今日の 高気温は20度前半であり、今の気温は17度だ。カレンダーを確認すると、今日は火曜日

ということで平日のはずなのだが、辺りはとても静かだ。近隣住民の多くは夏休みに入り、どこかに

旅行に出かけているのかもしれない。欧州の寒い地域に住む人はこの時期に暖かい場所に行き、

逆に暑い地域に住む人はこの時期に涼しい場所に行くことが多いのかもしれない。 

私は寒い場所に住んでいながらもこの夏は再び北欧に向かう。比較的長い休暇を取るというのは

欧州の様々な国の特徴だと思うが、オランダもそうした傾向にあるのかもしれない。平日にもかかわ

らず、こうした静かな雰囲気の中で自分の時間を過ごせるのは有り難い。 

これは今に始まったことではないが、私は幼少時代のことをよく思い出す。昔の記憶を辿り、その記

憶の中にしばらく留まっておくことが頻繁にある。基本的には小中学校時代の思い出は総じて明る

いものが多い。記憶の総体の色が黄色がかっているのである。一方で、高校時代には確かに楽し

い思い出もあったが、総じて暗い色が付いている。 

先日シュタイナーの発達理論に触れていると、思春期には一時的に魂が重くなってしまうという記

述を目にした。確かに今思い出してみると、高校時代の私の魂はどこか重さがあったように思う。抑

鬱的な重さがそこに存在していた。 

過去の記憶を遡ってみると面白いもので、それぞれの記憶には固有の色があるだけではなく、時

間軸を広げて各時期の記憶を総体として眺めてみると、そこにも固有の色が付されていることに気

づく。シュタイナーは明示的に、思春期になぜ魂が重くなってしまうのかについて述べていたように

思うので、再度その記述を確かめたい。今日も夕方からシュタイナー教育に関する書籍を読んでい

く。 

それにしても、昨日に突如としてやってきた、ドルナッハを訪れたいという思いとそこに定住するかも

しれないという予感はなんだったのだろうか。一夜明けてみても、ドルナッハを実際に訪れたいとい
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う思いは変わらず、スイスの片田舎であるドルナッハで静かな生活を営みたいという思いも依然とし

て強い。これは本当に当地に足を運んでみる必要がある。 

ドルナッハにあるシュタイナーが建設したゲーテアヌムという建物は、今では精神自由科学大学の

拠点となっており、ドルナッハを訪れた際には、その大学の関係者に話を聞きに行きたいと思う。昨

日見つけた人智学を一年かけてゆっくりと学べるプログラムが非常に気になり、そのプログラムにつ

いて担当者の話を聞きに行きたいと思う。 

そのプログラムはドイツ語だけではなく英語でも定期的に提供されており、調べてみると不定期だ

がスペイン語やポルトガル語でも提供されているようだ。自然に囲まれた人口わずか六千人ほどの

町で、人智学を一年かけてゆっくりと学ぶことはとても贅沢なことに思える。 

できれば来年から数年間ほど米国の大学院に所属し、そこで芸術教育と霊性教育について学びを

深め、その後、人智学を学ぶためにドルナッハで生活を始めることが新たな選択肢として開けてき

た。これからの自分の人生がどのように進んでいくのか全くわからないが、自らの魂の自由な運動

に従い、その時その場所での役割を全うしていきたいと思う。フローニンゲン：2018/8/14（火）08:49　 

No.1229: The Arts and Emancipation 

Prior to situating the value of the arts on emancipating humans, I think that the arts should be 

liberated from their privileged status. As Edvard Grieg composed music like home at which all 

people can rest, I suppose that emancipating the arts from privileged people should be prioritized. 

Groningen, 15:09, Sunday, 9/16/2018 

2982. 「謳歌」と「全身全霊」  

つい先ほど協働プロジェクトのミーティングを終えた。時刻は午後の四時に近づいてきている。 

早朝に小雨が降っていたが、午前中の早い段階で雨は止み、今はすっかりと穏やか天気になって

いる。少々雲は残っているが、外は晴れている。雨が上がったこともあり、今日はこれから近所のスー

パーに行ってこようと思う。スーパーまでは大して距離はないが、散歩がてら気分転換を図るにはちょ

うど良いといつも思う。 

© YOHEI KATO 2018 !4



買い物から帰って来たら、本日二回目の作曲実践を行いたい。その際にはモーツァルトに範を求

めて曲を作る。今参考にしている一連の変奏曲は、モーツァルが22歳の時に作ったものだ。それを

今少しずつ参考にしており、近いうちに次の変奏曲に入っていく予定だ。 

昨日ふと、「人生を謳歌する」という言葉について考えていた。とりわけ、「謳歌」という言葉に関心を

示す自分がいた。「歌」という文字がそこに含まれていることに何か特別な意味があるのではないか

と考えていた。人生を充実感と共に十分に生きるというのは多分に音楽的なのではないかという考

えが芽生える。 

人が自らの生命力を感じる時には何か音楽的なものが内側に湧き上がっているのかもしれない。

つくづくこの言葉を生み出した人の洞察の深さには驚かされる。また、「謳」という漢字には言べん

が用いられていることからも、人生を充実感を持って十分に生きる際には言葉的なものも関係して

いるのではないかと考えられる。日本語は本当に豊かな言語であるとつくづく思う。 

日本語の漢字が持つ意味については、欧州での生活が始まって以降特に関心を持つようになって

いる。昨夜も就寝前に、「全身全霊」という言葉について考えていた。この言葉を実践することは現

代人にとって非常に難しいのではないかと思われる。なぜなら、現代人は身体も霊性も大きく喪失

しているからだ、という考えが芽生え、枕元に置かれているノートにそれをメモしてから昨夜は就寝

した。 

物事に全身全霊で取り組むためには、涵養された身体と霊性が必要なのだ。健全な身体と霊性を

持たずして物事に全身全霊で取り組むことなどできはしない。 

自らの身と霊性を捧げる形で日々の活動に取り組むことによって初めて、本当の充実感が得られる

のではないかと思われる。人生を謳歌するためには全身全霊で日々の活動に取り組む必要があり、

全身全霊で物事に取り組むためには健全な身体と霊性が不可欠であることを問いたいと思う。 

雲間から太陽の光が地上に差し込んできた。今から近所のスーパーに買い物に出かけ、再び作曲

実践に取り掛かりたいと思う。それらの何気ない行動も自らの身体と霊性を涵養する一助となる。フ

ローニンゲン：2018/8/14（火）16:02　 
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No.1230: A Dance of A Half Moon 

I can see a beautiful half moon tonight. The moonlight is a manifestation of both the moon’s 

vitality and hope for tomorrow. Groningen, 21:16, Sunday, 9/16/2018 

2983. ジョージア人と日本人の友人からの連絡を受けて  

先ほど夕食を摂り終え、これから就寝に向けての活動に入る。今日は就寝前の作曲実践の代わり

に、シュタイナー教育に関する書籍を読み進めたい。今日はすでに二曲を作ったこともあるが、今

この瞬間は創造活動以上にシュタイナー教育について知りたいという思いの方が強い。その思い

に沿う形で探究を続ける。 

今日も改めて感じたが、やはり日々の生活の中に読書の時間を確保することは私にとって非常に

大切のようだ。 

つい今しがたメールを確認すると、イギリスのアマゾンから連絡があった。注文したシュタイナー教

育に関する書籍のうちの一冊が、販売元からの発送が遅れているという連絡が昨日にあった。それ

に対していつ頃到着する予定かを確認しようと思っていた矢先、先ほどのメールでは無事に発送さ

れたという連絡があり、メールを返信する手間が省けたことを嬉しく思う。 

そのメールの前に、ジョージア人の友人のラーナからメールがあった。ラーナは昨年の半年間一緒

に実証的教育学を学んでいた友人だ。 

以前の日記にも書き留めた通り、今年実証的教育学のプログラムに在籍していたのはなんと私一

人だけである。オランダ人ですら一人もおらず、プログラムに所属していたのは留学生である私だ

けであった。そんな中、ジョージアの大学院から半年間ほど交換留学の形でラーナがこのプログラ

ムにやってきた。ラーナとは、実証的教育学のコース、システマティックレビューのコース、応用研究

手法の三つのコースで一緒だった。特に、後者二つに関しては受講生はラーナと私だけだったの

で、自ずとよく話をした。そんなラーナからメールをもらったのが先ほどだった。 

私が無事にプログラムを終了したかどうか、近況はどうかなどを確認するようなメールであった。無

事にプログラムを終了したことを伝えるのと同時に、ラーナが以前から母国のジョージアを訪れるこ
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とを強く勧めていたので、来年のどこかでジョージアに行くのでその時はよろしく、という旨の連絡を

した。 

ジョージアの自然の美しさと物価の安さをラーナから話で聞いていたのだが、なかなかジョージアと

いう国を訪れてみようという気持ちが起こらなかったのが正直なところだ。だが、ラーナからのメール

を受けて、来年のどこかでジョージアを訪れたいという気持ちになった。今年と来年の旅行スケジュー

ルにジョージア訪問を入れていなかったのだが、この機会なので是非ジョージアを訪れ、その際に

は久しぶりにラーナに会うことができればと思う。こうした連絡をくれる友人は本当に大切だ。 

先日は偶然ながら、今から六年前のジョン・エフ・ケネディ大学在籍の 後の年に一緒に学んでい

た日本人の友人の方からメールをもらった。その方とは学内で会うときは必ず話をしたし、学外でも

諸々の活動を一緒に行っていた。卒業後はお互いに連絡を取ることはほとんどなかったが、先日

連絡をもらえたことがなぜかとても嬉しかった。本当にごく少数かもしれないが、大切な友人と深く

繋がっていることの大切さを改めて思う。 

何気ない近況報告の連絡を二人の友人から受けて、とても心が温かくなった。そのような気持ちに

させてくれた友人の善業を受けて、私はそれを自らのライフワークを通じてこの世界に返していきた

いと思う。フローニンゲン：2018/8/14（火）20:05　 

No.1231: Twitter of Birds 

This morning is sunny, and I can hear the twitter of birds. I predict that today will be restful and 

fulfilled. Groningen, 08:16, Monday, 9/17/2018 

2984. 今朝方の夢 

今朝方は不思議な夢を見ていた。私は幼少期の頃に住んでいた社宅の自室の中にいて、部屋の

中で本を読んでいた。すると突然、部屋の本棚におかれた書籍が全て逆さまになった。静かな音を

一瞬立てて、全ての本の上下が入れ替わってしまったのだ。すると母が部屋にやってきて、私の異

変に気付いた。なんと私の顔が母の顔になってしまっていたのである。母は随分と動揺しており、

私も元の顔に戻れなかったらどうしようかと少々不安になっていた。 
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するとそこに父もやってきて、なんと父の顔も母の顔になっていた。だが父は何も動じることなく、「時

間が経てば元に戻る」ということを述べており、至って冷静であった。私は何かしらの方法を使えば

すぐに自分の顔に戻るのではないかと思い、必死にそれについて考えていた。そこで夢の場面が

変わった。 

次の夢の場面では、私は米国カリフォルニア州にあるオークランドにいた。この町は治安があまり良

くないことで有名だ。 

オークランドの港のような場所を私は歩いていた。するとそこに列車が走っており、私はその列車に

乗ることにした。列車に乗ってみると、窓の外には煌めく海が見えた。いつもとは異なり、車内のア

ナウンスでは窓から見える景色を一つ一つ解説している。また、次に到着する駅の特徴についても

解説をしている。 

アナウンスに耳を傾けながら列車に乗っていると、再びオークランドの駅に戻ってきたようだった。

再度オークランドの駅で降り、私は先ほどの港に向かって歩いた。 

港に到着すると、私はそこでアフリカ系アメリカ人の男の子とその父親に出会った。子供の方はまだ

10歳ぐらいであり、とても愛嬌がある。なぜだか彼は流暢な日本語を話すことができる。 

港の一角に腰掛け、私はその子供としばらく話をしていた。私が以前アメリカに住んでいた話をした

り、今はオランダに住んでいる話をすると、その子供は興味を示してあれこれと質問をしてきた。彼

の質問に答えるのに合わせて、こちらからも色々と質問をしてみた。 

私：「君はどこで生まれたの？」 

男の子：「トットナムだよ」 

私：「トットナム？ロンドンの？」 

男の子：「うんそうだよ」 
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私はその男の子が生まれた場所を答える一瞬前に、彼はシエラレオネで生まれたのではないかと

思っていた。そうした予感が裏切られる形で、ロンドンの一つの地区であるトットナムで生まれたこと

を知って小さな驚きがあった。 

男の子：「お母さんは埼玉で生まれたんだ」 

男の子がそのように述べたとき、父親が辺りの散策から帰ってきた。私は少しばかりその父親とも言

葉を交わし、二人と別れた。 

そこでまた夢の場面が変わったが、そこからの夢については記憶があまり無い。上記二つの夢は印

象に残るものであり、それらが何を暗示しているのかについてまたぼんやりと考えを巡らせてみたい

と思う。今日も静かに始まろうとしている。フローニンゲン：2018/8/15（水）07:24　 

Passing Time 

Observing the flow of passing time, I can notice that it contains diverse qualities such as emotions 

and feelings. Also, each quality has a unique color and shape. Groningen, 08:28, Monday, 

9/17/2018 

2985. ライフサイクルと役割の変化 

今朝も昨日に引き続き、早朝はうっすらとした雲が空を覆っている。今日は雨が降ることはないよう

であり、一日を通じて涼しい日となるようだ。八月の第三週が始まったばかりだが、フローニンゲン

の気温はすっかりと下がり、毎日涼しい日が続く。時に肌寒い日があるぐらいだ。 

明日は今日と同じような気温だが、明後日からは少々肌寒い日が続くようである。偶然英国の天気

の情報を先ほど見かけたとき、英国は急激に気温が下がったとのことである。各国本当に様々な気

候をもっており、その気候は絶えず変動しているのだと改めて知る。 

昨日も随分と雑多なことを考えていたように思う。一つは、近所のスーパーに買い物に出かけた帰

り道に、これからは地域共同体への関与を積極的に行っていきたいと思うようになった。それは何
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かしらのコミュニティーへの参加であったり、自らコミュニティーを形成するというものであってもいい

かもしれない。ぼんやりと考えていたのは、子供を持つ親のためのコミュニティーだ。 

昨夜シュタイナー教育に関する書籍を読んでいると、改めて親への教育というものがどれだけ大事

かに気づかされた。子供の発達のカギを握るのは教師だけではなく、親の存在が極めて重要にな

る。しかし、基本的に親が教育学的な知識を持っていることは稀であり、人がいかに発達を遂げて

いくのかに関する発達心理学的な知識を持っていることはほとんどない。本来親は一から子育てに

ついて学びを深めていく必要があるのだが、子育てについて学べるような場がほとんどないのが現

状ではないだろうか。 

そもそもそうした学びをしたくても時間的なゆとりがないということはまた別の大きな問題かもしれな

いが、いずれにせよ、昨日に考えていたのは、親と共に子育てに関する経験を共有したり、教育学

や発達心理学の基礎的な知識を共有するようなコミュニティーを作ることであった。 

ジョン・エフ・ケネディ大学時代に参加していたドリームグループやボームダイアローググループの

ような形で、参加者が円になり、自らの体験や考えなどを共有しているイメージが頭の中に浮かん

でいた。その場所は日本の片田舎か、欧州の片田舎のようであり、特に先日から関心を持っていた

スイスのドルナッハのような小さな町でそうしたコミュニティーを形成しているようなビジョンが浮かん

でいた。 

人生が緩やかに進行していくのに応じて、自らの学びや仕事が変わっていくというのはとても自然

なことなのだと 近思う。エリク・エリクソンの理論の通り、私たちはライフサイクルに応じて課題が異

なる。そうした異なる課題と向き合う際に関心事項が変わり、学びが変わり、仕事も変わってくるとい

うのは至って自然なことなのではないだろうか。もちろん、ライフワークや自らの使命の核にあるもの

は普遍なのかもしれない。しかし、そうしたライフワークや使命を全うしていく際に果たすべき役割と

いうのは変化があるものなのかもしれない。自分自身のこれまでの人生を振り返ってみた時、ライフ

サイクルに応じて随分と関心や学びが変化し、果たすべき役割というのも変化しているように思う。 

一つの究極的な役割から放射線状に様々な役割が伸びており、ライフサイクルの進行に合わせて

それら一つ一つの役割を担っていくような姿が思い浮かぶ。いつになるかはわからないが、上記で
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述べたコミュニティーサービスに従事することも、自分にとって大切な役割なのかもしれない。フロー

ニンゲン：2018/8/15（水）07:53　 

Springs in a Desert 

My present feeling is like springs in a desert in that I want to desperately study philosophical and 

practical aspects of art and spiritual education. I’ll read some books about the theme. Groningen, 

09:56, Monday, 9/17/2018 

2986. 神秘主義的なものへ関心を示していた幼少期のエピソード 

書斎の窓を少しばかり開け、早朝の新鮮な空気を取り入れていたが、いかんせん寒くなってきたの

で今窓を閉めた。今朝は小鳥の鳴き声が聞こえない。小鳥たちはどこに行ってしまったのだろうか。

今日はどこか別のところで休憩をしているのだろうか。 

以前の日記で書き留めていたように、欧州での生活を始めて以降、頻繁に幼少期の頃のことを思

い出す。昨夜の就寝前には、小学校二年生の春に東京から山口に引っ越した時のことを思い出し

ていた。 

寄りの新幹線の到着駅から新たな生活拠点のある駅に向かうまでの列車の風景を今でも鮮明に

覚えている。東京とはまるっきり異なる別世界が私の眼の前に開かれていて、私は言葉を発するこ

ともなく、その景色をただただ眺めていた。ある意味、その時の私は別世界への畏怖の念のようなも

のに包まれていたのだと思う。今まで自分が見てきた世界とはまったく違う世界がこの世には存在

するということを知った原体験だったと言えるかもしれない。 

山口に到着したその日は町の旅館に泊まった。その旅館は海から近く、私はその時に始めて瀬戸

内海を間近で眺め、そこで潮風を感じ、瀬戸内海に初めて触れた。 

記憶の糸がするりするりと進んでいき、これから生活をする社宅に初めて到着した日のことも覚えて

いる。それは旅館に宿泊した翌日のことだったように思う。そこで家族三人でリビングを雑巾掛けし

たことを鮮明に覚えている。町の旅館に宿泊した日も、社宅に到着した日も、小雨が降りしきるよう

な日だったように思う。なぜだかわからないが、自宅のリビングを家族三人で雑巾掛けすることは楽
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しかった。ベッドの上で仰向けになり、目を閉じながら当時の光景をあれこれと思い出している自分

がいた。 

昨日の夜にもう一つ思い出していたことがある。夕食を摂っている 中に、ふと今の自分が意識の

形而上学を含めて、神秘主義的な何かを探究することに向かっている傾向があるのは、実は幼少

期の頃からそうした傾向があったのではないかという考えが浮かんだ。 

今でも一つ印象に残っているのは、中学一年生の時に、社会の授業の 中に、資料集をパラパラ

と眺めていると、イスラム神秘主義のスーフィズムに関する写真入りの解説を見つけ、それに釘付け

になっている自分がいたことだ。そこに掲載されていた写真は、「回転舞踊」とでも訳せるであろうスー

フィズムの伝統的実践であるズィクルの様子を写していた。その写真を眺めた時に、「なんだこれ

は？」という素朴な好奇心が湧き上がっていた。 

ズィクルというのは、ひたすらに回転運動を行い、意識を変容させ、神的な存在とのつながりを感じ

るための実践技法である。当時の資料集にどこまで踏み込んだ解説があったのか定かではないが、

この回転舞踊には何か自分の知らない秘密が隠されているに違いない、と当時の私は思ってい

た。　 

神秘主義的なものに関心を持つ傾向についてはおそらく、より幼少期の頃からあったのだと思うが、

上記のズィクルに関するエピソードは、自分が神秘主義的なものに関心を示していたのは随分と前

からのことなのだという確定的な証拠のように思える。そこからしばらくは神秘主義的なものへの明

示的な関心は鳴りを潜め、そこから十数年の時を経てその関心が再び再燃し、私は米国へと留学

をした。そしてオランダにいる今もなお、あるいは改めてよりいっそう、神秘主義的なものをより深く

探究していきたいという思いに駆られている。 

シュタイナー教育や霊性教育へ強い関心を示しているのはまさにその表れだろう。自分の関心事

項に関する一連の流れと幼少時代のエピソードとの関係性についてぼんやりと考えていた。 

街路樹の葉が静かに揺れている。 
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一つの究極的な関心事項とそこから派生する様々な関心事項。ライフサイクルの進行に応じて、派

生した関心事項と向き合いながら究極的な関心事項に向かって歩みを進めていることを知る。フロー

ニンゲン：2018/8/15（水）08:25　 

No.1232: Behind a Purple Curtain Lace 

It is almost 4 p.m. I’ll start to read books again, looking at a swinging purple curtain lace inside 

my heart. Groningen, 15:58, Monday, 9/17/2018 

2987. GRE試験のライティングセクションについて 

先ほど昼食を摂り終え、ゴミ捨てを終えて再び書斎に戻ってきた。これから午後の取り組みを開始

したい。以前から煩わしさを感じていた手荒れの状態が順調に回復の方向に向かっている。これま

では少しだけ良くなるとすぐに状態が悪くなることを繰り返していたが、今は完全に良い方向に日々

向かっている。 

洗剤を水で薄め、洗剤以外にも手に刺激をできるだけ与えないように心がけてきたことが功を奏し

たようだ。以前の日記でコーヒーの量と手荒れの関係性について書き留めていたが、もしかすると

それはあまり重要な要因ではなかったのかもしれないと思う。ただし、コーヒーの飲み過ぎが心身に

何らかの影響を与えていたことは確かであろうから、手荒れの間接的な要因としては考えられる。何

はともあれ、夏が終わりに差し掛かっている今日この頃だが、手荒れが完治間際となったことを嬉し

く思う。 

午前中、早朝の曇り空が晴れに変わり、その空を眺めながら、ターコイズ色の銀河にふと思いを馳

せている自分がいた。空をぼんやり眺めることはいつも空想を広げてくれる。 

午前中にGRE試験に向けた学習を進めていた。具体的には単語集の六周目を行い、昼食前にそ

れが終わった。明日からは七周目に入りたいと思う。七周目は、もう一度全ての単語に目を通して

いくということを行う。確かに単語集を六周回してもまだ3861個の単語を全て完全に覚えているわけ

ではないが、ここまでくると随分と単語が定着しているのを実感する。 
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四年前にこの単語集を使っていた時はあまり学習に時間を割くことができず、ここまで単語集をやり

込んでいなかった。今回四年振りにGREを受けることによって、高度な語彙の基盤を強化すること

ができたのは幸いであった。これは少なからず今後の私の内面生活に影響を与えるであろう。チャー

ルズ・サンダース・パースが述べているように、語彙と思考生活の豊かさは関係があるのだから、今

回のGRE試験に向けた学習は意味のあることだったと思う。 

午前中に数学のセクションの模擬試験を1セットほど解いた。読解のセクションとは異なり、数学のセ

クションに関しては時間的にも余裕を持って問題を解き終えることができる。時に考えさせられる問

題があるが、そうした問題にじっくり時間をかけ、その他の問題はミスが出ない範囲でスピーディー

に問題を解くことができている。明後日に 後の1セットを解けば、数学のセクションに関してはもう

あまり対策をすることはないだろう。 

本番前に一度コンピューター形式の問題を解くぐらいに留めておこうと思う。夕方からはライティン

グセクションの対策に取り掛かる。これは毎日行っている対策であり、GREで課せられる二種類のラ

イティング問題について、公式問題集の模範解答を音読し、その回答に対する講評をじっくり読む

ことを毎日行っている。 

来週の月曜日と火曜日にそれぞれの形式の問題について、実際にコンピューター上で解答をして

みようと思う。TOEFLのライティング試験においてはいつも、与えられたメモ用紙に書くべき事柄を

初にメモしていたが、GREのライティングでは同じ制限時間の間に文字としてはその倍の600字

ほど書かなければ高得点は望めないため、メモ用紙にアイデアを書き出すのではなく、コンピュー

ター上の実際の解答画面にアイデアを箇条書きしていく。 

初の2-3分の間に思いつく限りのアイデアを書き出し、その箇条書きを見ながら、アイデアを組み

合わせていく形で文章を執筆していく。公式問題集の模範解答を見ていると、注意書きにあるよう

に、誤字脱字が必ず幾つか含まれており、少々の誤字脱字は点数に影響することはほとんどない

ことが分かったため、本番では誤字脱字を気にしすぎることなく、とにかく大量の文章を書いてい

く。　過去の試験を振り返ってみると、どうも私は誤字脱字を気にする傾向があり、丁寧に文章を書

いていく癖があったことを知る。これは日常生活においては良い癖かもしれないが、GRE試験にお

いては、とにかく誤字脱字などほとんど気にしない勢いで文章を書いていくことが求められる。 
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特に非ネイティブが30分の間に600字以上の文章を執筆しようと思うと、細かな誤字脱字にいちい

ち気をとらわれていてはならない。来週の月曜日と火曜日に本番と同様の形式で問題を解く際に

は上記のことに気をつけながら、分量及び構成ともにしっかりとした文章を書いていきたいと思う。フ

ローニンゲン：2018/8/15（水）13:22　 

No.1233: An Abyss of Dark Night 

I could see a breathtakingly beautiful sunset a couple of hours ago. Now, a dark night like an 

abyss spreads out. Groningen, 20:44, Monday, 9/17/2018 

2988. シュタイナー教育の学習コンテンツ 

時刻は午後の五時を迎えた。今は幾分強い風が吹いており、街路樹を揺らしている。 

今日は一日中薄い雲が空を覆っていた。今も状況は同じであり、空は薄い雲に覆われ、太陽の光

が地上に降り注がないことが肌寒さを強めている。 

これから夕食の前後にもう一曲ほど曲を作りたいと思う。本日で三度目の作曲実践であり、バッハの

四声のコラールを参考にする。また、GREのライティングセクションに関する学習も作曲実践の休憩

として行うか、作曲後に行おうと思う。諸々の活動と創造活動が調和をなした生活を送ることができ

ている。 

今日もシュタイナー教育に関する書籍を読み進めていた。昨夜手に取った“The Tasks and 

Content of the Steiner-Waldorf Curriculum (2014)”という書籍を眺めてみたところ、シュタイナー教

育の学習内容に少々驚かされた。 

昨夜見ていたのは、シュタイナー教育における小学一年生から高校三年生までの音楽に関する学

習コンテンツである。コンテンツを 初から 後まで確認した時、今の自分も受けてみたいと思うよ

うなカリキュラムとなっており、大いに感銘を受けた。 

私が学校に通っていた頃は、音楽理論を学ぶこともなく——それに準ずるコンテンツは提供されてい

たのかもしれないが、子供の関心をそそる形では提供されていなかった——、作曲をする機会なども
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なかった。シュタイナー教育では低学年の頃から楽器の演奏や歌うことに力が入れられており、高

学年になってくると作曲実践もカリキュラムに組まれているようだ。当然各シュタイナースクールによっ

てコンテンツに若干の変動はあるのだろうが、上記の書籍を読む限り、ガイドラインとして作曲をす

る機会は必ずどこかの段階で提供されているようだ。 

今日も夜に時間が許せば、上記の書籍を開き、他の教科についても学年ごとにどのようなことが教

えられているのかを調べてみたいと思う。哲学に関しては高校三年生の時に提供されるようだが、

その内容は非常に充実しているように思えた。 

大人になった今の私ですらその教育を受けてみたいと思わせてくれるシュタイナー教育は非常に

興味深い。シュタイナー教育に関する手持ちの書籍を何度も繰り返し読み、その理解を深めたいと

思う。 

豊かな内面世界を育んでいくことの大切さ。豊かに育まれた内面世界は人生に対して感謝の念を

抱かせ、人生を謳歌することを後押ししてくれる。内面世界を豊かにしてくれる教育を自分は知らず

知らず受けてきたのだと昨日改めて思った。そうした教育は決して偏差値や収入などを高めてくれ

ないだろうが、内面世界を豊かに育むことこそ教育の本質ではないだろうか。 

成人を迎えた今、自分に施している教育は、まさに内面世界の土壌を涵養していくことに主眼が置

かれたものであり、間違っても金銭獲得に主眼が置かれたものではない。 

絶え間ない自己教育。ここで述べている自己教育というのは、究極的には自己を超越していくため

のものであり、自己の内面世界を質的に豊かにしていくためのものである。子供も大人も、内面世

界を豊かにしていく教育を一生涯にわたって受けられるような日がいつかやってくることを強く望む。

フローニンゲン：2018/8/15（水）17:23　 

No.1234: Beautiful Sunrise 

A beautiful sunrise started to appear. I anticipate that today will be peaceful and fulfilled. 

Groningen, 07:51, Tuesday, 9/18/2018 
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2989. 発達競争を助長する危険な兆候 

時刻は午後の八時を迎えつつある。先ほど夕食を摂り終え、これから就寝までの取り組みに従事し

ていく。 

ここ 近は鮭を多く食べるようになった。以前はカレーに鶏肉か豚肉を入れることが多かったが、こ

こ 近は手荒れのせいもあり、カレーを作ることを控えて、夜には時々動物性たんぱく質を取るた

めに肉類を焼くことが多かった。だが数日前に白身魚を焼いて食べ、そこから鮭に変えてみたとこ

ろ、オランダの鮭が非常に美味しいことに気づき、ここ 近はほぼ毎晩鮭を食べている。おそらく北

海かバルト海で取れた鮭だろうか、身が分厚く、それでいて味も良い。 

皮まで食べられるのか改めて調べてみたところ、皮の栄養価が高いことを知ったので、明日からも

よく焼いた上で皮まで食べたいと思う。毎日非常に質素な食生活を送っているが、一つ一つの食

材を味わって食べていると、その満足度は非常に高い。 

無駄に多くのものを食べる必要は全くなく、腹八分ではなく、腹七分ぐらいに留めておくと、その後

の探究活動や創造活動に一切支障なく従事することができる。やはり必要なものを質素に必要な

だけ取れば食事は十分であることがわかる。質素な食生活を今後も継続していきたいと思う。 

昼食後にゴミを捨てに家の外に出た時に、発達測定を含めた、アセスメント全般が引き起こすであ

ろう問題について考えていた。確かにアセスメントをすることによって初めて見えてくるものがあるの

は確かだが、とりわけ現在用いられている発達測定を眺めていると、それが発達競争を助長しかね

ない問題を内包していることに気づかされる。 

本来発達測定は、さらなる成長を支援するために用いられるべきものなのだが、そうした目的とは

乖離した形で、例えば能力の測定による序列化などに用いられる危険性をはらんでいる。以前私

が所属していたマサチューセッツ州のレクティカでは、数年前までは発達測定を用いてリクルーティ

ングや昇進評価することを厳しくとがめていたのだが、今ではなんとそれを推奨する立場に立って

いることに驚かされる。確かにレクティカは慎重を期してリクルーティングや昇進評価に発達測定を

活用しているのだと思うが、ここには何か危険な匂いが漂っている。 
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とりわけアセスメントを活用する企業側の発達理論に関するリテラシーが低い場合、アセスメントによっ

て明らかにされない能力領域については盲目的であるだろうし、そもそもアセスメントにはどのような

構造的限界が存在しているのかについてもほとんど無知であることは問題のように思える。また何よ

り、アセスメント結果によって人を判断し、結果が悪ければ早急に手を打ち、発達を加速させる無理

な試みに乗り出すに違いない。結局こうなってしまえば、発達測定のもともとの目的とは真逆のこと

が横行し、発達競争が過熱するだけのように思えてしかない。 

幾分公案的だが、「発達測定は必要なのだが、必要ではない」という問いの意味がわからない状態

で発達測定を活用しようとするのは非常に危険だろう。 

企業の文脈から離れ、教育の文脈においては、シュタイナー教育の中で評価というものがどのよう

に行われているのかをより調査していきたいと思う。そこには、競争でも比較でもない、一人一人の

能力領域を映し出す評価実践があるのではないかと直感的に思う。明日からはその点に意識を持っ

てシュタイナー教育に関する書籍を読み進めていこうと思う。フローニンゲン：2018/8/15（水）20:15　　 

No.1235: Inner Developmental Movement 

My developmental movement approaching and leaving Japan still continues. It has gradually 

proceeded over the last seven years. This experience tells me how arduous it is for someone to 

deeply comprehend his or her country. Groningen, 08:13, Tuesday, 9/18/2018 

2990. 闘争心が沸き立つ夢 

昨夜は過去の日記の編集をしていると、ついつい没頭してしまい、就寝時間がいつもより遅れてし

まった。そうしたこともあり、今日は七時近くに目を覚ました。 

今日は昨日と異なり、晴れた空に恵まれている。雲はほとんどなく、ところどころにちぎれ雲が浮か

んでいるぐらいである。 

気がつけば、日記の数も3000ほどに到達しようとしている。初期の頃は日記と呼べるようなものでは

なく、振り返ってみると、ここに文章を記録し始めたのはニューヨークに住んでいた頃のことだ。あれ

から早いもので四年ほどの時が過ぎた。これからも日々の事柄を日記として綴っていくだろう。それ
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はこの世界で生きることへの感謝の表れであり、日々を生きることの充実感の表れとして書かれるも

のである。 

今朝方も少々不思議な夢を見ていた。ある大きな体育館のような場所に多くの人が集まり、そこで

一対一の決闘を観戦することになっていた。私もその観戦者の一人だったのだが、会場の中央に

これから決闘を行う二人の人間が現れた時、そのうちの一人は私であることに気づいた。もう一人は

外見からはあまり格闘をしそうにないのだが、比較的華奢な女性であった。 

格闘が始まる直前は、会場がとても熱気に包まれていた。いざ格闘が始まると、中央の様子が見る

ことができず、どのような格闘が行われているのかが見えなかった。しかし場内アナウンスがあった

ため、その様子を聴覚的なイメージで捉えることができた。「あっと、女性が男性の目玉を食べ始め

ました」というアナウンスがあった時、自分の目玉が噛みつかれたのだと知った。 

確かに格闘をしているのは私の容姿をしているが、意識は完全に観戦をする立場の自分の方にあっ

たため、目玉に噛みつかれようが、何ら痛みのようなものはなかった。そこでふとある奇妙なことを考

えていた。 

仮に自分をある時間軸の一時点で複製していれば、仮に目玉が喰われようと、分岐された自分のう

ち、目玉を食われていない方に意識を戻すことができれば、目玉が無事に残ったままであると考え

ていたのである。そこで私は、自分の複製をいくつも作っておけば、自分の身に何かあった時に非

常に便利であると思った。そのようなことを考えていると、会場の中央では、対戦相手が一気に増え

たようであった。今度は私一人で50人ほどの相手と対戦する必要があるようだった。ただし、それは

常に一対一でなされるため、50人まとめて相手にするわけではなかった。すると突然、先ほどまで

観戦者だった私の意識は、格闘者の意識に入った。 

どうやら目玉は無事のようであり、単に目の下を噛まれただけのようであった。自分の内側には闘争

エネルギーのようなものが燃え上がっており、先ほどまでは攻撃を受けていたが、何か吹っ切れた

かのように、自分の力が増しているのを感じた。 

確かにこの格闘は生死を賭けるほど激しいものであり、格闘者の意識になった時、「死に急ぎたい

者は今すぐにここに立て」と私は目の前の50人の対戦相手に叫んでいた。しかし実際には、私の内
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側は闘争心で満たされていながらも、対戦相手を殺めることなく、素早く片方の足を折るか、片腕を

折るようにしようと考えていた。実際にそこから一人の対戦相手が目の前に立つごとに、私は相手

の足か腕を折って行った。一秒に一人のペースで相手を倒していき、ちょうど10人目の足を折った

ところで、残りの40人が戦々恐々としてその場から逃げて行った。 

そこで夢の場面が変わった。そこからもまた印象的な夢が続いていたが、今は記憶が断片的なもの

になってしまっている。夢の内容とは対照的に、早朝のこの時間帯のフローニンゲン及び今の自分

の心の内側はとても穏やかだ。フローニンゲン：2018/8/16（木）08:11　 

No.1236: A Warm Autumn Day 

It’s very warm today. While going for a walk around the center of Groningen, I had a festive 

feeling. It’ll be warm tomorrow, too, so I’ll enjoy the momentary warmth again. Groningen, 

17:00, Tuesday, 9/18/2018 

2991. 涼しげな今日の活動計画 

今日はこれからまず、過去に作った曲を編集し、バッハの二声のコラールに範を求めて一曲作ろう

と思う。ここ 近は、二声のコラールを参考にする際にはピアノだけではなく、日本の伝統楽器を組

み入れるようにしている。今日もその試みを行ない、ピアノと日本の伝統楽器の組み合わせを模索

していく。コラールが収められているこの楽譜を購入したのは六月末のことであった。この楽譜はロ

ンドン王立音楽院で購入したものである。それからほぼ毎日、二声のコラールに範を求めてきたこと

もあってか、気付かないうちに69曲の二声のコラール中59曲をこれまで参考にしていたようだ。今日

は60曲目となり、残すところ10曲ほどになった。 

二声のコラールを全て参考にしたら、実は今もほぼ毎日行っているが、同じ楽譜内に収められてい

る371曲の四声のコラールを参考にしていこうと思う。こちらも毎日一つずつゆっくりと参考にしてい

ければと思う。 

二声のコラールを参考にしてきて改めて、積み重ねることの大切さを知った。作曲中はその曲に没

頭し、毎日一曲ずつ参考にしていると、気付かない間に多くの蓄積が自分の内側でなされていたこ

© YOHEI KATO 2018 !20



とを知ったのである。これからも焦ることなく、絶えず日々少しずつ作曲実践を積み重ねていきたい

と思う。いつか自分の内側の感覚を自由に表現することができる境地に向かって今日もゆっくりと歩

いていこう。 

作曲実践がひと段落ついたら、GRE試験に向けた学習に着手する。今日は、これまでに解いてき

た読解セクションの模擬試験の復習を完了させたいと思う。間違えた問題を再度解き直し、以前の

自分がどのような箇所でミスをしていたのかを確認していく。今では随分と問題の形式に慣れてき

たが、それでも本番は時間に追われることになるであろうから、ここからさらに形式に慣れていくよう

にする。 

スピーディーに解答する問題と少しばかり時間をかけて解答する問題を見極める目をより養ってい

く。今日は数学のセクションの問題を解くことはせず、それは明日の予定として立てている。ライティ

ングセクションの対策に関しては、夕方以降に行うことになるだろう。 

今日は午後に散歩を兼ねて、街の中心部に買い物に出かける。今日の気温は涼しく、フローニン

ゲンは着実に秋に向かっており、散歩をするには絶好の日だと言えるだろう。シャンプーが切れか

かっているのでそれを買い、その帰りにスーパーに立ち寄って鮭を買い、行きつけのチーズ屋にも

立ち寄ろうと思う。 

今日は単語集に目を通すことをせず、あえて寝かせる時間を設ける。作曲実践やGRE試験に向け

た学習の合間合間に、シュタイナー教育に関する書籍を引き続き読み進めていく。それらの書籍か

らは、毎日目から鱗が落ちるような気づきを得てばかりである。今日もそうした気づきを得、シュタイ

ナー教育及び人間発達に真に資する教育のあり方について考えを深めていきたいと思う。フロー

ニンゲン：2018/8/16（木）08:35　　 

No.1237: A Gift From Early Autumn 

Perhaps, today’s warmth might be a gift from autumn. I’ll continue my lifework after dinner in 

return for the gift. Groningen, 17:47, Tuesday, 9/18/2018 
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2992. フローニンゲンを散歩して 

時刻は午後の四時半を迎えた。先ほど散歩がてら街の中心部に買い物に行き、今しがた自宅に戻っ

てきた。自宅を出発してから戻ってくるまで、正味一時間ほどであった。店の中で過ごしていた時間

を差し引いたとしても、街の中心部に歩いて行くのはいい運動になる。このぐらいの散歩を定期的

に行うのは心身の健康に良さそうだ。 

いつも街の中心部に出かけて行くと思うのは、フローニンゲンの街の平和さである。特に中央市場

の開放的な空間にやってきた時は、ついつい空を見上げたり、マルティニ教会を見上げたりしてこ

の街の雰囲気の良さを味わっている。 

街の中心部には様々な人がいるが、皆の表情はどこか明るい。そうした明るい表情を見ていると幸

福な気持ちになる。 

行きつけの美容院の目の前を通った時、偶然ながらいつもお世話になっている美容師のメルヴィン

が外に出てきた。笑顔で挨拶を交わし、ちょうど来週の月曜日に髪を切ってもらうことになっている

ので、「来週の月曜日にまた会おう」とお互いに言葉を交わした。 

合計で一時間ほどの外出であったが、散歩や親しい美容師やチーズ屋の店主との会話のおかげ

もあり、心身に活力がみなぎってきた。 

今日はこれからGRE試験の対策を進める。今日は単語集を開かない予定であったが、結局単語集

を開き、七周目を今日から開始することにした。決して焦りから単語集を開いたわけではなく、単語

を学習したい気分であったことがそれを後押ししてくれた。これから少しばかり単語の学習をし、そ

の後に本日三度目の作曲実践を行う。その際にはバッハの四声のコラールに範を求める。ちょうど

作曲を終えた頃に夕食の時間がやってくるだろう。 

夕食後はGREのライティングセクションの対策を行い、その後にシュタイナー教育に関する書籍を

読み進める。昨日ふと思ったが、私自身がシュタイナースクールに通いたいのだが、今ではもうそ

れが無理なので、代わりに自分の子供に通ってもらうことにしたい。学校から子供が帰ってきたら、
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その日の体験について色々と話を聞きたいと思う。その話から得られた気づきなどを日記に綴って

いる将来の自分が想像できる。 

仮に子供が幼稚園から高校までシュタイナースクールに通うのであれば、合計で12年間ほどシュタ

イナー教育について日記を書き続けるような日々になると思う。シュタイナースクールには授業参観

のようなものがあるのだろうか。あるのであれば是非参加したいと思う。だが本当の望みは自分自身

も授業を体験することなので、親が子供と一緒になって授業を体験する機会などがあれば幸いだ。

なければ学校に提案を持ちかけたい。そのようなことを昨日と今日の午前中に考えていた。 

さて、これから夕食に向けて再度自分の取り組みに集中したいと思う。また何か気づきや考えが浮

かんだら、その時に再び文章を書き留めておこう。フローニンゲン：2018/8/16（木）16:51　　 

2993. 小雨降る朝の夢 

雨音が聞こえる中、今朝は六時に起床した。目を覚ましてみると、雨が少々振っており、気温がとて

も低かった。このところ午前六時に起床すると、辺りはまだ薄暗いままであることに気づく。日が昇る

のが徐々に遅くなっていることを日々感じる。秋の訪れも、もうすぐのようだ。 

早朝に日課であるヨガをしている 中に、今朝方の夢について思い出していた。夢の中で私は、一

階はモダンな一軒家、二階以降は塔のような変わった建物の中にいた。 

初に二階以降の塔のような場所にいて、そこに何かを祝福するための旗を立てようとしていた。

いや、それは旗ではなく、厳密には彫刻のようなものであり、それを塔のてっぺんに掲げようとして

いた。 

隣にいた韓国人か中国人の女性がその彫刻を必死に運んでいる姿を見つけ、私はそれを手伝っ

た。塔のてっぺんに掲げるためには少し工夫が必要であった。というのもちょうどてっぺんがある階

と下の階には階段がなく、彫刻がギリギリ入るか入らないかの隙間を通じて上に持ち上げる必要が

あったからだ。私はその女性と協力してなんとか彫刻を塔のてっぺんがある階に持ち上げることが

できた。その時、その女性は大変喜んでおり、私も喜んだ。さらには、てっぺんのある階にはちょう
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ど、どこかの国の国王がいて、その国王も彫刻の到着をとても喜んでいた。一つの仕事が終わって

肩の荷を降ろすと、私は再び一階に降りた。 

するとどうも様子がおかしい。何か事件があったようだ。 

どうやらそれは窃盗事件のようだった。外には警官がいて家の中に入って捜査を始めようとしている

が、その場にいた友人たちは少しばかり右往左往している。 

「気持ちを落ち着けるためにコーヒーでも飲もう」と私は提案し、コーヒーを入れにかかった。すると、

私の隣に一人の知人が歩み寄ってきた。その方は音楽鑑賞を好んでおり、音楽の話を突然私に持

ちかけてきた。具体的には、私が作った曲の楽譜を見せて欲しいとのことだった。ちょうど手元に以

前に実験的に作った簡単な曲の楽譜があったので、それを渡した。 

その方はすぐさまその楽譜を食い入るように眺め始め、何か書き込みを始めた。それはおそらくコー

ドか何かの書き込みであったが、見慣れない表記方法を採用しているようだった。書き込みが終わ

ると、その方は口を開け、少しずつ私の曲の至らないところを指摘し始めた。その曲は実験的にあ

れこれ試しながら作ったため、至らないところが多々あることは十分承知であったが、 初はその方

の分析方法に関心があったため、話を聞いてきた。 

だが、やたらとしつこく批判を続けるものであるから、途中で嫌気がさしてきた。「代わりに別の曲が

あるのでこちらの方を見てください」と、私はもう少し洗練された曲の楽譜を渡そうとした。しかし、そ

の方はその楽譜を受け取ることをせず、依然として 初の楽譜を眺めながらあれこれと批評をして

いた。そこからはもう相手にせず、コーヒーの様子を確認した。 

コーヒーが出来上がるか否かのとこで一度目を覚ました。 

今日はどうやら一日中曇りのようである。早朝に降っていた雨も今は止み、辺りは静けさを取り戻し

ている。今日の 高気温は22度、 低気温は11度と涼しい。まだ八月の半ばなのだが、このところ

気候がめっきりと秋らしくなっている。新たな季節の始まりに向けて諸々の準備をしていこうと思う。

今日も静かな充実感を味わうような一日になるだろう。フローニンゲン：2018/8/17（金）07:01　　 
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2994. 絶え間ない発達を⽀えるフィードバックループ 

一日の始まりに、今日の活動について書き留めておきたい。毎日思うが、早朝に一日の活動を整

理してそれを文章にすることは、その日一日の密度を濃くしてくれる。取り組む事柄が何かわかって

いるために、自分で決めた計画に沿って淡々とその活動に従事することができる。今日はまず、バッ

ハの二声のコラールではなく、テレマンに範を求めて一曲ほど作りたいと思う。 

当然ながら早朝の作曲実践の前には、準備運動のような意味合いも含めて、過去に作った曲を二

つほど編集していく。それらの曲を繰り返し聴き、そこから喚起されるものをデッサンしていくという

いつもの実践を行う。 

内的感覚を音楽として表現するのみならず、絵として表現することによって、随分と新たな発見があ

るものである。自己の新たな側面を発見していくのみならず、没頭して絵を描いていると、内側が浄

化されていくような感覚があるから不思議だ。まさにこれは絵画制作に伴う精神の治癒が起こって

いるのではないかと思う。自分が使う色や描く形に注目をしていくと、後々に思わぬ気づきが得られ

る。 

作曲でも絵でもそうだが、そうした創造物を形として残しておくと、それを後々に見返したときに、必

ず何かしらのフィードバックが自発的にもたらされる。自分が生み出したものから自己がフィードバッ

クを受け、そこからまた新しい生成運動が始まる。 

発達という現象がそもそも自己を新たに刷新していくことであるならば、やはり自分の内側のものを

外側に形として残し、そこからフィードバックを得ていくというのは非常に意味があることだと思う。端

的には、自己の創造物が自己の発達を促しているのである。 

一度形として生み出されたものが自己にフィードバックをし、自己は新たな創造物を生み出していく。

そして再びその創造物が自己にフィードバックをして新たな創造を促していく。このように、無限に

続くフィードバックのループを見ることができる。こうしたループがまさに一生涯にわたる発達を支え

ているのだと思う。 
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テレマンの曲を参考にして作曲実践を終えたら、GRE試験に向けた学習をしていく。昨日に単語集

の七周目を始め、それが随分とはかどったこともあり、今日確認するべき単語の数は多くない。今日

はそれらの残りの単語を確認することを行う。また、今日は午前中に、数学セクションの模擬試験の

問題を1セットほど解いておきたいと思う。数学のセクションについては以前から懸念はなかったが、

試験に向けてさらに形式慣れをしておこうと考えており、今のところとても良い調子で学習が進んで

いる。夕食後にはライティングセクションの対策を行う。 

今日の午後に行う大事なこととしては、今年一年間オランダに滞在するための申請書を作成するこ

とが挙げられる。PDFの申請書類に必要な事柄を記入していき、可能であれば今日中にオランダ

政府に申請書をインターネットを通じて提出したいと思う。申請書の分量は多いが、記載する箇所

はそれほど多くない。一つ一つの項目に誤りがないように、慎重に確認しながら書類を作成したい

と思う。 

申請が却下されることは基本的にないと市役所で説明を受けたため、本日無事に書類を提出すれ

ば、今年一年間またオランダで滞在できることになるだろう。オランダでの三年目の生活もとても充

実したものになると確信している。フローニンゲン：2018/8/17（金）07:17　　 

2995. 晴れてきた正午に 

今日は一日中曇りだと思っていたが、晴れ間が顔をのぞかせ始めた。白い入道雲の塊が空に浮か

んでおり、ゆっくりと空を進んで行く。 

優しい太陽の光が地上に降り注いでいる。時刻は正午に近づいてきたが、気温はまだ19度と低い。

空が明るくなってくるにつれて、自分の心も晴れ渡っていくかのようである。自然と自己の相互互恵

関係をここに見て取ることができる。 

これから近所のスーパーに散歩がてら買い物に出かけ、必要なものを揃えたいと思う。ここのところ

毎晩、北海かバルト海で取れたであろう鮭を焼いて食べることが続いている。鮭の栄養価のおかげ

で心身に気力がみなぎる。今晩も鮭をいただくことにしよう。 
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早朝にテレマンの曲に範を求めて作曲を行った。買い物から帰ってきて昼食を摂り終えたら、今度

はモーツァルトに範を求めたいと思う。参考にしようと思っている変奏曲を眺めてみたところ、比較

的短いものであるため、二曲続けて参考にするか、それともそれら二曲を一つの曲として合成する

かはのちに判断したい。とにかく短い曲を作る中であれこれと実験することを大事にしているため、

二つの曲はそれぞれ分けて一つずつの曲として作っていく方がいいかもしれない。 

今朝方テレマンの曲を参考にしていると、テレマンの曲には独特の面白さがあることに気づいた。こ

れを言語化するのはなかなか難しく、メロディーが独特であることが第一だと思うが、もしかしたらハー

モニーなどの他の要因も考えられるかもしれない。バッハと同時代に生きていたこともあって、確か

にテレマンとバッハの曲には似ているところもあるのだが、両者はまるっきり異なった点もある。今は

そのまるっきり異なった点に魅力を感じているようだ。 

そのようなことを考えてみると、テレマンとバッハに共通のものは、もしかするとその当時の文化を反

映しているものなのではないかと思う。一方で、両者で相違するものは、まさに二人の作曲家の個

性と呼べるものなのかもしれない。今後も定期的にテレマンの曲に範を求めていく。 

つい先ほど、GRE試験の数学セクションの模擬試験の問題を1セットほど解いた。25問中、1問だけ

問題の読み間違えで誤答を選んでしまったが、その他の比較的難易度の高い問題についても全

て正解することができた。時間に関しても8分ほど残り、スピーディーに問題を解いていったことがわ

かる。感触として、数学のセクションについてはもうほぼ完成されていると言っていいように思う。 

来週の木曜日の試験に向けては、後一回ほどコンピューター上で本番を想定した問題を1セットだ

け解くことに留め、これまで解いてきた問題の中で間違ってしまったものを復習していきたいと思う。

読解セクションについても、語彙を試す問題については対策が上手くいっている。 

今朝は単語集の七周目を無事に完了し、明日からは八周目に入る。この八周目においては、七周

目の段階で未習得であった単語だけに焦点を当てていく。そのため、八周目は一時間程度で済む

かもしれない。明日は一時間かけて八周目を行い、午後に再び同様の手順で九周目を行う。いよ

いよ十周目からは、すべての単語をもう一度 初から 後まで確認していこうと思う。これが済めば、

随分と単語力が強化されることになるだろう。 
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今日は午後に読解セクションの復習を行い、夜にライティングセクションの対策をする。夕方には、

今年オランダに滞在するための提出書類の記入を行っていく。全ての物事が着実に進行している

ことを嬉しく思う。フローニンゲン：2018/8/17（金）11:58 

No.1238: Winds in the Early Morning 

Comfortable winds in the early morning are blowing. Though they are chilly, they provide life with 

vitality. Groningen, 07:51, Wednesday, 9/19/2018 

2996. 親の発達の重要さ 

つい先ほど昼食を摂り終えた。午前中の途中で空が晴れてきて、太陽が顔を覗かせるようになった。

確かに空には入道雲の大群が漂っているが、ところどころの晴れ間をぬって太陽が顔を覗かせて

いる。今日は風も穏やかであり、気温も涼しい。すっかり初秋を感じさせるような一日だ。 

通りの街路樹を改めてよくよく観察してみると、青々としていたはずの葉が少しばかり紅葉を始めて

いる。ここ一、二週間の冷え込みによって街路樹も秋に向けた準備を始めたのかもしれない。 

先ほど昼食を食べようとした時に、私は「いただきます」と声を発した。そういえば、家にいる時はご

飯を食べる際には必ずこの言葉を唱え、食べ終わったら、「ごちそうさまでした」と述べる自分がいる

ことを知る。 

食べ物が動物であれ植物であれ、食事によって生命をいただいていることは間違いない。他の生

命によって支えられる自らの命。いつも私は食事をする際には、生命をいただくことへの感謝の念

を忘れないようにしている。生命をいただくことへの感謝の念を示す言葉を食事の前後に述べるの

は、幼少時代からの習慣である。これは多くの人が行っている習慣だと思うが、仮にそうした習慣が

なければ、それは霊性を育むきっかけを失ってしまっているように思える。 

自らの生命が他の生命に依拠しているということを実感し、他の生命を摂取することによって生命力

を得ているということ。このことへの感謝の念を持つことは、霊性を育む上でとても大切なことのよう

に思える。そのようなことを思った。 
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昨日、シュタイナー教育に関する書籍を読み進めていると、教師の意識の発達度合いが教育実践

の質に強く影響を与えるという記述があった。この記述については特に目新しいことはなく、その通

りだと思う。そこから考えていたのは、教師と同じぐらい、あるいはそれ以上に子供たちの発達に影

響を与える親の意識の発達度合いについてだ。私たちはとかく教育改革などについて議論する時、

学校の文化やシステムを変革することに意識が向きがちだが、一番変革が必要なのは親ではない

かと 近よく思う。 

いくら優れた学校文化やシステムがあったとしても、親が未成熟である場合、子供の発達を大きく

阻害してしまう可能性が高いだろう。この点について、シュタイナー教育では教師と親がどのような

連携をし、お互いの成長をどのように育んでいるのかについて関心を持ち始めた。 

包括的な教育というのは、芸術性や霊性を含めて、子供の全人格的な発達に関与することのみな

らず、親や教師自身も全人格的に発達を遂げていくことだと思う。対子供、対教師、対学校だけで

はなく、親も含めてそれらを一体となって捉え、それら全ての変革と発達が求められるような時代に

ますます入っているように思う。 

これからは、特に親の発達にいかに寄与することができるのかの道を探っていきたい。「眼を覚まし

た」親の下で育った子供は、仮に教師や学校が自らの成長にそれほど寄与してくれなくとも、継続

的な成長を遂げていくのではないかと思う。現代社会においては、ほとんどの親は眠ったままか、も

しくは夢遊病を患っているため、この点に何としても介入していく必要があるだろう。少しずつ自分

の新たな役割が見えてきた。フローニンゲン：2018/8/17（金）13:23 

No.1239: A Paean in the Twilight 

I remember again the sunset that I saw yesterday. It was like singing a paean. Groningen, 08:02, 

Wednesday, 9/19/2018 

2997. 淀みない創造に向けて 

時刻は午後の四時を迎えた。つい先ほど、“Education Towards Freedom: Rudolf Steiner 

Education: A survey of the work of Waldorf Schools throughout the world (2008)”の一読目を終え
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た。本書は本当に実りのある内容が詰まっていた。随所にシュタイナー教育で行われるアクティビ

ティの写真が掲載されており、中でも生徒たちの絵画作品に多大な感銘を受けていた。 

あの独特な色使い。それはどこか、オディロン・ルドンの色使いを彷彿とさせる。驚いたことに、小学

校に入ったばかりぐらいの年齢の子供たちの絵にある種の感動を引き起こす力が宿っていることに

気づかされた。それはもちろん技術的な巧みさによって生み出される感動というよりも、魂の躍動か

ら生み出される造形性がもたらす感動だと言える。また、魂の躍動の過程が様々な色になって現れ、

それがまた感動を引き起こす。 

昨日にもシュタイナー教育に関する書籍がもう一冊届き、書斎の机の右隅には合計で三冊ほどシュ

タイナー教育に関する書籍が積まれている。明日からも少しずつシュタイナー教育に関する理解を

深めていきたいと思う。 

空はすっかり晴れ渡り、今は太陽が力強く輝いている。昼食前に近所のスーパーに買い物に出か

け、帰り道にふと、自らの作曲実践について振り返っていた。今日は今現在すでに二曲ほど曲を作

り、夕食後にまた一曲作ろうと思う。 

今は基本的には毎日三曲ほど曲を作ることが習慣になっている。だがそこで作られる曲は、常に過

去の偉大な作曲家の曲を参考にしたものである。 

作曲に関しては当然今は修練の時期にあるため、日記のように内側のものを淀みなく表現していく

ことはまだできない。日記においては、創造の源泉は常に自分自身の内側にあり、常に自分の生

活の中にある。しかし、作曲においては、創造の源泉がどこかまだ過去の作曲家の中にあるように

思えて仕方ない。この感覚がまさに、今の自分は型の習得の時期にあるということを示しているよう

に思える。 

型の習得をこれから何年かかけて行い、強固な型を習得する。そこから自分独自の作曲語法を確

立したい。それが実現されて初めて、淀みなく曲を創造できるような気がしている。また、その時に

なって初めて、曲の創造の源泉は自分自信の内側にあり、日々の生活が曲の生成を後押ししてく

れることになるだろう。創造活動とは本当に日々の生活の営みなのだ。 
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生きることと創造行為を切り離してはならない。両者は不可分に結びついており、相互互恵関係を

結んでいる。生きることは創造活動に影響を与え、創造活動は生きることに影響を与える。そして、

両者は限りなく一なる存在の方向に向かっていく。 

内側から激流が流れ出すかのように曲を作る日はいつかやってくるだろう。今はその実現を焦るの

ではなく、とにかく作曲技術の土台を築き上げていく。自らの作曲語法を確立し、作曲実践が日々

の営みと同一のもの、つまり生きることそのものに他ならなくなった時、私は自分の内なる創造の源

泉に触れながら絶えず曲を作り始めるだろう。 

そのようなことを買い物からの帰り道に考えていた。気づいた時、私は自宅のドアの前にいた。フロー

ニンゲン：2018/8/17（金）16:26 

No.1240: Lovely Flowers in the Sky 

The sky looks as if there were a number of lovely flowers there. I hope that I’ll be allowed to pick 

one flower with which I want to make today’s fulfilled. Groningen, 09:35, Wednesday, 9/19/2018 

2998. 学位取得後の居住許可の申請 

今週も週末を迎えた。土曜日の今日は早朝から晴れ間が見え、気温も涼しく、とても良い気候だ。 

今朝は六時半を過ぎた頃に起床し、早朝のヨガの実践の前に少しばかり浴室と部屋の掃除をした。

掃除をしたことによって、また清らかなエネルギーがこの家に流れてくるだろうと予感する。手入れ

が行き届いていない箇所があるのは確かだが、少なくとも目の付くところはできるだけ綺麗な状態を

維持していきたいと思う。 

昨夜は無事に、今年オランダで過ごすための居住許可の申請書を提出した。オンライン上で必要

な情報を入力すればいいだけだったのだが、 初私は移民局のウェブサイトに行き、そこで提出書

類のPDFをダウンロードして、その資料に必要事項を記入していった。記入が全て終わった後にウェ

ブサイトからそれを提出しようとすると、ウェブサイトにはより簡易的な別のフォーマットがあり、それ

を埋めていくだけでよかったことに後から気づいた。 
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そもそも私はすでにオランダに居住しているため、必要な記入項目は思っていた以上に少なかっ

た。記入項目を埋め、パスポートの写真と大学の卒業証書のコピーをオンライン上で添付すればそ

れで完了であった。しかし、 も手こずったのは申請料の支払いであった。オンラインから申請する

場合、支払いもオンライン上で行う必要があり、それはiDEALというサービスを活用する必要がある。

私はこれを一度も使ったことがなく、過去にフローニンゲンのルター教会でのコンサートのチケット

を購入する際に使ってみようとしたが、その時はダメだった。 

今私が使っている銀行はABN AMROであり、銀行と連携したiDEALの支払い画面でどうしてもエラー

メッセージが出てしまう。昨日も何度試してもエラーメッセージが出てしまうため、非常に困っていた。

ブラウザを変えたり、あれこれ手を打ってみても、銀行のカードを読み取る端末が反応しない。 

オンライン上で申請ができないと、PDFの資料を印刷したり、パスポートや卒業証書のコピーを印刷

したりと色々面倒であり、支払いも銀行まで出向くか何かしないといけなかったため、どうしてもオン

ライン上で申請を完了させたかった。そこからさらに調べた結果、銀行のカードを読み取る端末を

使わなくても、携帯のアプリからもiDEALを使うことができるらしく、それをダウンロードすることにした。

結局、そのアプリを使わなくても、無事に支払いをすることができた。 

勘違いというのは怖いもので、カードを読み取る端末に入力する際に必要となる項目をてっきり暗

証番号だと思っていたのだが、それはカードの個人番号であった。オランダ語がまだ不自由なため、

表示された単語を誤解してしまっていたようだ。この誤解のせいで支払いのためにあれこれと手を

打ったり、調べたりしていると数時間が経っていた。だが逆に、この大きな誤解のおかげで、今後の

支払いに便利なアプリをダウンロードでき、また一つオランダ語の単語を正しく覚えることができ、誤

解の怖さも改めて知ることができた。 

アプリに関しては非常に便利で、確かにこれまでは旅行に行く前に毎月の家賃を支払っていたが、

仮にそれを忘れても、旅先から携帯があれば家賃の支払いを済ませることができる——本当は自動

引き落としがあれば便利なのだが。いずれにせよ、昨日に無事にオランダでの居住許可の申請を

終えて今はとても安堵している。書類に何か不手際があれば、移民局からまた連絡がくるようであり、

申請から許可の可否の連絡までそれほど時間がかからないようである。この夏に行なうべき大切な

事務手続きを終えることができて一安心だ。フローニンゲン：2018/8/18（土）07:46 
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No.1241: Footsteps of Something 

A new season is arriving to hear footsteps of “something.” Although it is sunny today, I can hear 

the footsteps. Groningen, 15:02, Wednesday, 9/19/2018 

2999. オランダでの永住権取得までの道 

今日は風も穏やかで、気温も涼しく大変過ごしやすい。来週末には 高気温が18度の日もあり、い

よいよ秋がやってくるようだ。もうその気配を感じている。結局、夏らしいような日は数日間ほどであっ

た。しかもその数日間は固まってやってきたわけではなく、暑い日が時折訪れるというようなもので

あった。 

以前、フローニンゲン大学での研究インターンでお世話になっていたジャン・フォルカート博士が述

べていたように、確かにフローニンゲンでとても暑いと感じるのは夏の期間に数日間ほどしかないこ

とが改めてわかった。 

今は朝夕は肌寒くなり、日中ですら涼しさを感じる。秋に向けて心身をまた調整していこうと思う。 

昨日の夕方から手こずりながらも完了させた居住許可の申請について改めて考えていた。今回私

が申請したのは、オランダで学位を取得した者のためにある申請制度であり、“orientation year（も

しくはsearch year）”とも呼ばれる。これはオランダで学位を取得した高度な知識や技術を持つ外国

人が、学位の取得後に職を探すことを主たる目的としてもう一年ほどオランダに滞在することを許可

する制度だ。オランダ政府としては、高度な知識や技術を持つ外国人を国の産業や文化の発展の

ために留めておきたいという意図があり、オランダに残りたいと思っている学位の取得者にとっても

有り難い制度である。 

日本とオランダの友好関係については以前にも書いた通りであり、欧州の国の中でもオランダは日

本人が居住しやすい国だと改めて思う。気候や文化に関しても順応しやすく、特に制度的な面で

は日本人に対する優遇は手厚いと思っている。 

今回申請する制度以外にも、フリーランスとして居住許可を得るという方法もあった。しかしそちらの

手続きは少々煩雑であることと、オランダにはとりあえず今年一年ほど滞在することに留め、来年は
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また別の国に住むことを考えていたため、ちょうど一年間の滞在を許可してくれる今回の制度を活

用することになった。 

これもまた理想であり、人生はどうなるか全くわからないのだが、今年一年はオランダで生活をし、

その後は米国に戻り、米国の大学院で探究を続けながら二、三年その地で過ごすことができればと

思う。再度米国の大学院に戻る際も、今のところ博士課程の進学は考えておらず、芸術教育を探

究できるプログラムが見つかったため、そこの大学の修士課程に在籍しようと思っている。こちらもフ

ローニンゲン大学と同様に一年間のプログラムであり、その大学には自由なカリキュラムを構成でき

る修士課程もあるから、さらにもう一年残って今度は霊性教育についての探究を進めていきたいと

考えている。 

今回フローニンゲン大学で二年連続して二つの修士号を取得したのと同じことを米国の大学院で

するか、昨日申請したのと似た様な制度であるOPTが米国にもあり、それを活用して一年ほど休憩

の年を間に入れるかもしれない。あるいは、二年間連続して大学院に所属した後に一年間の休暇

を兼ねてOPTを活用するかもしれない。米国で二、三年生活をしたら、今度はスイスのドルナッハに

生活拠点を移そうと思う。この土地で本格的に人智学を学ぶ予定だ。 

ドルナッハにある、精神科学自由大学で人智学を一年間かけて学ぶプログラムがあり、それを一年

受けてみて、さらに学びを深めたいと思ったらもう一年そこに滞在しようと思う。スイスでの生活を終

えた後には、再びオランダに戻ってくる計画を立てており、その時にフリーランスとして居住許可の

申請をしようと考えている。この申請が許可され、そこから連続して五年ほどオランダで生活を営ん

でいれば、オランダでの永住権のみならず、オランダはEU加盟国であるからEU圏内の永住権が取

得できるようだ。 

EU圏内で永住権を獲得しようと思ったら、いくつか方法があるが、それは例えば申請先の国に巨

額の投資をするというものがある。各国その金額や投資対象はバラバラであり、金額としては 低

金額は五千万円ほどであり、上は数億円ほどである。こうした投資をしなくても、オランダであれば

フリーランスの居住許可から五年間連続してオランダで生活をしていれば、永住権取得の申請が

可能とのことである。 
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今後の人生がどのようになるかわからないが、今のところ上記のような国々に住み、数年後には再

びオランダに戻ってこようと思っている。その実現に向けて今日もまた自分の取り組みを一歩前に

進めていく。フローニンゲン：2018/8/18（土）08:19 

3000. 作曲実践によってもたらされるリズムとGRE対策 

時刻は午前八時半を迎えた。これから本日の活動を本格的に始めたいと思う。今日はまず 初に、

GRE試験に向けた学習を行う。具体的には単語集の八周目を行う。八周目は七周目の際にまだ覚

えていなかった単語だけを確認していく。おそらく合計で数十個ほどの単語が未習得として残って

いるが、それらの単語だけを確認することが八周目の目的なので、これにはそれほど時間がかから

ないだろう。理想としては一時間ほどの間に全ての単語を確認し、夕方にもう一度それらの単語を

全て確認する。一日に二回、時間を分けて未習得の単語を全て確認することを今日は行う。 

単語の学習を終えたら、本日 初の作曲実践を行う。一日の 初はやはりバッハの二声のコラー

ルを参考にしたいと思う。 

昨日は早朝にテレマンの曲に範を求めていたが、テレマンの曲よりも短いバッハのコラールを参考

にしていく。そうすることによって、作曲のリズムと一日の活動のリズムが生まれて来る。不思議なこ

とに、文字通りそれは「リズム」だ。作曲実践を通じて音楽を作り、それは音楽的なものを日常の中

に作り出すことも意味する。 

バッハの二声のコラールはもう終わり近くまで参考にしてきたため、それら全てを参考にしたら、今

後の早朝にはバルトークの『ミクロコスモス』を参考にして曲を作っていきたいと思う。とにかく一日の

初の作曲実践は短い曲を作っていくことにする。 

一日の早い段階で一つの形を生み出すことによって、創造活動のリズムを生み出していく。午後か

らはテレマンとモーツァルトの曲を参考にして作曲を行っていきたいと思う。 

作曲実践を挟み、昼食前にはGREの読解セクションの対策をしたい。具体的には、過去に解いた

模擬試験の問題の復習を行っていく。おそらく今日の復習によって、過去に間違えた問題を再度
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解き直すことが完了するのではないかと思う。復習が無事に完了していたら、明日は一日間隔をあ

けて、明後日に再びコンピューターベースの模擬試験を解いておきたいと思う。 

これまで間違えた問題から得られた観点を活用し、時間配分などにも気をつけながら問題を解いて

いきたいと思う。読解セクションの対策のみならず、夜にはライティングセクションの対策も行ってい

く。 

ちょうど明日は、コンピューターベースのライティングセクションの実際の問題を一つ解こうと思って

いた。30分という短い時間の間に、どれだけ密度の濃いい文章を大量に書けるかどうか。その点が

カギを握る。ライティングセクションに関しては試験当日まで、対策問題集の模範解答を音読するこ

とを続けていく。明日に一問実際の問題に対して文章を書き、明々後日にまた一つ別の問題に対

して文章を書いておきたいと思う。 

試験は来週の木曜日であり、少しずつその日が近づいてきた。四年前の自分の英語力と比較する

という観点からも、今回の試験は非常に楽しみである。フローニンゲン：2018/8/18（土）08:44
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