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6601. 本日購入した18冊の詩集と哲学書    

時刻は午後8時を迎えようとしている。今の気温はマイナス2度であり、ここからマイナス6度近くまで

下がっていく。 

今、書斎ではヒーターをつけていないのだが、それでも不思議と暖かい。夕食時に摂ったスパイス

が体温を上げているのだろうか。今夜はいつも以上に湯たんぽの有り難みを感じるだろう。 

結局2月を迎えることを待てずに、今日は書籍の一括注文をした。これがおそらく引っ越し前の最

後の注文になるだろう。購入予定リストに追加していた50冊ほどの詩集と哲学書を吟味し、下記の

18冊を購入することにした。15冊ほどを予定していたので、概ね予定通りだ。 

·A Thousand Teachings: The Upadesasahasri of Sankara 

·A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems  

·The Hundred Thousand Songs of Milarepa: A New Translation 

·The Poetry and Poetics of Nishiwaki Junzaburo: Modernism in Translation 

·Poetic Art by Paul Claudel 

·Collected Works of Kahlil Gibran- DELUXE EDITION 

·Seasons of the Soul: 52 poems to accompany the soul’s journey through the cycle of the year 

·Verses and Meditations by Rudolf Steiner  

·The Collected Works of Ramana Maharshi 

·I Won't Let You Go: Selected Poems 

·The Power of Art (2020) 

·I am Not a Brain: Philosophy of Mind for the 21st Century 

·Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Idealism (2009) 

·Neo-Existentialism (2018) 

·Fields of Sense: A New Realist Ontology (Speculative Realism)  
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·The Limits of Epistemology 

·The Meaning of Thought 

今回は詩集を11冊購入し、哲学書を7冊購入することにした。4冊をドイツの書店に、3冊をイギリス

の書店、11冊をオランダの書店に注文することになった。 

大抵の書籍は2月に入ってすぐに届けられ、1冊ほどドイツの書店に注文した古書が2月末から3月

初旬に届けられるとのことである。引っ越しに十分前に合いそうなタイミングで良かった。 

今回購入した詩集は、神秘主義的な色合いが強い。意図的にそのような詩集を選んだ。具体的に

は、シャンカラ、ミラレパ、ラマナ·マハリシ、ルドルフ·シュタイナー、カリル·ギブラン（ハリール·ジブラー

ン）などの詩集を購入した。その他にも西脇順三郎の詩集や、スペインやフランスのシュルレアリス

ムの詩人の詩が収められたアンソロジーも購入した。 

忘れてはならないのは、以前から注目をしていたインドの詩人ラビンドラナート·タゴールの詩集も購

入したことである。それらの詩集の到着を首を長くして待とう。いや、首を長くして待とうにも、今手元

に既にいくつもの素晴らしい詩集があり、それを読んでいたらいつの間にか今日注文した書籍が

やって来るだろう。 

今日購入した哲学書に関しては、全てドイツの若い哲学者マーカス·ガブリエルの書籍である。この

数ヶ月映画を見る中で、哲学的に思索を深めていきたいテーマがいくつか明らかになり、そのテー

マについて理解を深めていくことの補助としてガブリエルの哲学書を購入した。それらを読みながら

喚起された思考や感覚は、詩としての形にしておこうと思う。最近思うが、哲学的な実験のようなこと

は日記ではなくて詩の中の方が行いやすい。まさに詩作が思索となり、思索が詩作になるというの

はこのようなことを言うのだろう。フローニンゲン：2021/1/30（土）20:12 

6602. 継続 

時刻は午前4時半を迎えた。今朝の起床は午前4時前であった。今、気温がマイナス6度となってい

る。予報の通り、随分と気温が下がったものだ。ここから午前9時近くまで、つまり日の出までマイナ
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ス6度が続く。そこから少しずつ気温が上がり、今日の最高気温は2度とのことだ。今日も明日もマイ

ナスの世界となるが、雪は降らず、快晴とのことである。今日は午後に日光浴でもしようと思う。 

昨日購入した18冊の詩集と哲学書が届くことが楽しみだ。今月の初旬に注文した書籍の中でまだ

届いていないものが数冊ある。書店に在庫が置かれておらず、取り寄せとなったものがいくつか

あった。それらの書籍と合わせて、3月を迎えるまでに注文した全ての書籍を入手することができる

だろう。 

先日ルーミーの詩集の写経を始めて以降、毎日写経が静かに進行している。ふとした時に振り

返ってみると、自分が日々少しずつ写経の歩みを進めていたことがわかる。全てをこのように前に

進めていくこと。ゆっくりな歩みとゆっくりな進歩。歩みと進歩の緩やかさと着実さに思わず驚いてし

まう。 

それでいいのだ。ゆっくりと着実に進んでいくこと。いつか自分が途轍もないところまで歩いて来た

ことに気づくだろう。そしていつか自分が途轍もない構築物を残していたことに気づくだろう。その

最後の気づきを得ながらにして人生を閉じること。最後の瞬間まで絶えず緩やかに着実に歩いて

いこう。今日も明日も何があってもだ。 

昨夜そのようなことを考えていた。小さく積み重ねていくこと。継続。自分にできることはそれしかな

い。逆に言えば、自分には唯一それができる。 

兎にも角にも継続すること。当人は継続しようなどと意気込んでおらず、継続が自分を継続に向か

わせる。そうなのだ。自分は継続なのだ。継続は自分となり、自分は継続となっている。継続として

の自分は、自分ですらも気づかない形で日々の取り組みを継続していて、いつか想像もしていな

かったようなところに辿り着いている。 

継続と一体となった自己の取り組み。自己が継続と一体になるというのは、まさに呼吸と自己が一

体化している感覚に近いだろうか。 

日々創作活動や学習を進めているのだが、それらを行っているという感覚が一切ないのだ。ゆっく

りと深い呼吸を自然と行うことが常態化していて、それと同じなのだ。 
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実践と学習は呼吸のようなものなのだ。ゆっくり呼吸するのと同じように、実践と学習もゆっくりと進

めていけばいい。自分にとって実践や学習は呼吸なのだ。己のライフワークは呼吸の如しものなの

だ。 

今日もまた創作活動、映画鑑賞、読書をゆっくりと進めていく。そこに自分が果たすべき社会的役

割がある。それはもう明確なものである。フローニンゲン：2021/1/31（日）04:57 

6603. 自己の活動の根源を示唆する今朝方の夢 

時刻は午前5時を迎えた。静けさが世界を包んでいる。こうした静けさと共に日々の自分の取り組み

を小さく前に進めることができていること。ただただそれに感謝をする。 

昨日に引き続き、今日も満月が見える。ちょうど今、自分の視線の先に満月が浮かんでいる。 

ここから日の出にかけて徐々に満月が動いていく。昨日は、辺りが明るくなった午前9時頃にもまだ

満月が見えていて、明るくなった朝の世界と満月が生み出す景色は美しかった。今日もそれが見

れるだろう。その光景を目に焼き付けておきたい。きっとそれは自分の存在の奥底に沁み込んでい

くであろうから。 

今朝方は少しばかり滑稽な夢と攻撃的な夢の双方を見ていた。いつものように今朝方の夢を書き

留めておこう。 

夢の中で私は、どこか見覚えのある学校の教室にいた。そこはおそらく実際に通っていた中学校の

教室だ。私の左横に小中高時代の友人（AF）がいて、彼が授業の開始前に社会か何かの資料集

の表紙を見せて来た。そしてクイズを出題して来た。何やら、表紙の中におかしなところが2つあると

のことであり、それを見つけるクイズだった。私は表紙を上から眺めていき、まず1つ目のおかしな点

に気づいた。 

「鎧」という漢字の振り仮名が「トイレ」になっていた。それは思わず笑ってしまうような間違いであり、

とても面白かった。もう1つのおかしなところを見つけるのが難しく、友人曰く、写真の中におかしな

ところがあるらしい。表紙に掲載されているいくつかの写真を丁寧に見て行った時、武士を模した
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土偶の男性器の部分が剣で隠されていることがおかしな点かと思ったが、それは違うかもしれない

と思った。 

するといつの間にか授業開始の時間がやって来た。今から数学の授業が行われることになってい

た。今日は新学期最初の授業であり、自分のニーズに合わせて数学の分野ごとにコース選択がで

きるようだった。最初私は、自分は関数が好きなので関数のコースを選ぼうと思ったが、私の志望校

では毎年難しい整数問題が出題されるので、整数問題ばかりを扱うコースを選択しようと思った。 

すると右隣にいた女子が、「キツネの問題ばかりを扱うコースやお菓子を作るコースもあるらしいよ」

と笑いながら述べた。私も笑いながら、「キツネの問題ばかりを扱うコース？」と首を傾げた。すると

彼女は、「主人公のキツネが次々と様々な問題を乗り越えていく物語を模したコースだよ」と述べ

た。私はその説明を聞いて、何かわかるようなわからないような感覚になった。 

もう一方のお菓子を作るコースというのは興味深く、それを選択しようと思ったが、入試に向けた準

備の都合上、それを選択するのはあまり好ましくないと思ってしまった。すると、高身長の中年の数

学教師が教室に入って来た。その先生は実際に高校時代にお世話になっていた数学の先生のう

ちの1人だ。先生は頭が禿げていて、生徒はそれを陰でからかっていた。 

授業が始まると、先生が解説する問題の箇所が教科書のどこにあるのか全くわからなかった。周り

の生徒たちは違和感なく先生の説明を聞いているようであり、それが不思議だった。どうやら自分

だけ全く違うページを見ていたようだった。私は独学で随分と先の方まで学習を進めていて、授業

がまさかそんな最初の方の事柄を扱うとは思ってもみなかったのである。 

教科書のページを間違えていた私に対して先生は何か小言を言って来たので、私はそれに対して

冷静さの中で、先生の頭が禿げていることをからかうようなことを述べた。それは直接的ではなく、

間接的かつ比喩的に行った。 

するといつの間にかその先生は消えていた。そして、若く綺麗な女性の国語の先生が教室に入っ

て来た。その先生は容姿端麗だが、とても高圧的で有名だ。私はどんな教師に対しても反抗的で

あり、教師を見下す傾向があって、その先生に対してもそうだった。 
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いつもの乱暴な口調で先生は授業を始めた。もうその時点で「こいつはやっぱりクソだな」と思っ

た。先生は教科書を開くことを私たちに威圧的に要求した。そして、宿題だった問題の答え合わせ

を始めた。 

私の右斜め前に、同じ性を名乗る別の加藤がいて、彼が最初に指名された。彼はその問題に対し

て答えることができず、先生は彼を罵った。それがまた自分の癇に障り、「このアホは一度地獄に叩

き落としてやろうか」と思った。権威が上下関係を活用して高圧的な態度を弱者に対して取ることを

私はいつも許せなく、この日は最初から何かこの先生にしてやろうと密かに思っていた。 

そのようなことを考えていると、どういうわけか、右斜め前に座っている友人から横に回答者が移る

のではなく、先生は私を指名して来た。その時に、「次、加藤Jr、答えろ」と言われた。その呼び方が

また無性に気に障ったので、「特に付け加えることはありません」と素っ気なく回答した。すると先生

は、「その場で自分の頭で考えて何か付け加えようとするもんだろうが」と述べ、それがまた気に

障った。 

そして私は、「そういえばこのバカは、自分のことを源頼朝とか抜かしてやがったな。自分は源頼朝

だから喧嘩が強えんだとか言ってたな。ちょっと試してみるか」と心の中で思った。私は挙手をし、

丁寧な言葉で先生に話しかけた。 

私：「喧嘩に男も女も関係ありませんよね。僕は売られた喧嘩はいつも買うんですよ。強圧的でバカ

な教師は世の中まだたくさんいるものですねぇ」 

そのようなことを述べながら先生のところに近づくと、先生はどういうわけか無表情で黙ったままだっ

た。いや、私が近づいてくることを幾分恐れているようだった。しかし先生は再び黒板の方を向き、

板書を続けようとした。「先生」と私は優しい声で先生を呼び、肩に触れた。 

先生が振り向くのと同時に、「渡る世間は馬鹿ばかり！」と叫びながら先生の腹を思いっきり殴り、す

かさず蹴りも腹に入れた。すると先生は地面に倒れ込んだ。そこからも暴行を加え続けようと思った

が、もうその2発だけで先生は完全に地面にひれ伏していた。私が先生を殴った音が聞こえたの

か、隣の教室から中年の男性教師が駆けつけて来た。 
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その先生は心配そうな表情をして、地面にうずくまる先生を見ている。そして私に「ど、どうしたん

だ？」と尋ねて来た。それに対して私は、「今、先生が何者かに殴られたんです。そいつは教室の

外に出ていきました。僕が追いかけて来ます」と述べた。 

すると駆けつけて来た先生は、「わかった。早く行って来なさい」と述べた。地面に倒れ込んだ教師

しかり、駆けつけて来た教師しかり、教師は本当に無能だと思いながら、私は満面の笑みを浮かべ

て教室を去り、嬉々とした気持ちで廊下を歩いていた。果てしない解放感がそこにあった。 

そこで目が覚めた。夢の中で得た解放感がベッドの上の自分にも強く残っていた。そして私は、ま

たしても権威に反抗し、攻撃的な振る舞いをする夢を見たと思い、静かにその根源を探っていこうと

思った。だがいつもその試みはうまくいかないことも知っていた。そして、権威に反抗し、権威を打

ち倒そうとするこの攻撃的な自己の根源こそが自分の日々の活動を根底から支えてくれる大切なも

のなのだと改めて思った。フローニンゲン：2021/1/31（日）05:45 

6604. 息を呑む白銀世界の美しさ/静寂という聖なる音   

先ほどコーヒーミルでオーガニックのコーヒー豆を挽き、今、一杯のコーヒーをフレンチプレスから

カップに注ぎ、それを味わっている。 

小鳥たちが清澄な鳴き声を上げている。彼らが休んでいる場所、それは粉雪で出来た金細工のよ

うな小枝である。この景色を多くの人に共有したいという思い。空はクリスタルクリアーであり、今もま

だ満月が空に浮かんでいる。それは白く輝きながら、地上の全ての存在を見守っている。 

白銀の世界が目の前に広がっている。雪が積もっているという感じではなく、粉雪がそっと地上を

覆っている感じ。 

赤レンガの家々も白化粧をして喜んでいる。街路樹たちもそうだ。彼らは白い衣装を着て喜びの踊

りを踊っている。 

静けさの中にいる自己。世界はそうした静けさに反して、往々にして騒々しい。雑然とした音の世界

にいたら、静寂という聖なる音が聞こえない。聖なる音、それは無限の音である。 
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そこから真の平穏が生まれる。そこから真の充実感が生まれる。静寂は悟りや涅槃の根源なのだ。 

静寂。それは音のない音の溢れた音である。それを今この瞬間に味わっている。 

今朝方4時前に起床してから今に至るまで、作曲、絵画の創作、そして詩作に従事し、ドキュメンタ

リーも1つ見ていた。そして、ルーミーの詩集を写経もしていた。ここからまた作曲と写経をした後

に、今度は楽譜を写譜していく実践を行う。写譜をするという行為、及び写譜を基にして作られた曲

の原型モデルを用いて作曲をすることは、過去の偉大な作曲家たちとの対話である。 

現代というコンテクストの中での対話を毎日彼らと行っている。それがどれほど自己を癒し、自己を

育んでくれることか。それ以上に重要なことは、どれほど今というこの瞬間に自分をいさせてくれるこ

とか！ 

今という礫。今というビーズ。 

人生はいついかなる時も今というビーズが数珠つなぎになった今なのだ。フローニンゲン：2021/1/

31（日）08:59 

6605. 形/創作的啓示体験  

時刻は午後8時を迎えようとしている。今週もまた静かに終わりを迎えようとしている。明日からは2月

になる。2021年が始まって早くも1ヶ月が経った。 

2月もまた充実感と共にあっという間に過ぎ去っていくのだろうか。過ぎ去っていく日々にあって、着

実に何かを形に残していこう。それは形への囚われなのだろうか。形を通じてこの世界に関わること

しかできない自分にとって、それは大切な行為なのだ。 

ここで述べている形とは決して目に見える具体的なもののことを指すのではない。それは等しく風

化する。だが目には見えない形は時の風化に耐えることがある。それが普遍性にまで昇華されてい

れば、必ずや時の重みに耐えていく。そして、時の重みに耐えた形は永遠性を身に纏う。 
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今日は午前中に、ラルフ·ワルド·エマーソンに関するドキュメンタリーを見ていた。エマーソンもまた

霊的体験を得ていたことがわかる。晩年においてエマーソンは、バガヴァッドギータやヴェーダンタ

哲学の探究にも乗り出していた。ちょうど昨日購入した詩集の中には、バガヴァッドギータやヴェー

ダンタ哲学に影響を受けた詩人のものもある。 

創作的霊的体験。あるいは、創作的啓示体験。何かが突如として降って来て、それが自発的に形

になる体験をすることがよくある。というよりも、毎日がそれの連続であるようにすら思える。 

今このようにして書き留めている日記においても、書き始める段階で考えていることでは決してない

のだ。筆が筆を呼び、文字が文字を読んでいくという連鎖的な現象がそこにある。これは絵画の創

作においても作曲においてもそうである。そして詩作においてもそうだ。 

自分の内側から言葉·音·絵が溢れてくるのである。厳密にはそれは内側から溢れてくる前にどこか

から降ってくる。降って来たものが自分を通して外側に出てこようとしているのだ。 

これからも引き続き、降って来たものを捕まえ、それをしかるべき手段で形にしていく。降って来たも

のをじっくり形にしていくのではなく、出て来たいようにすぐさま形にし、その後に形を整えてあげれ

ばいいのである。出生と同じで、創作物も自然に任せるがままに外に出し、子を育てるのと同じく、

下界に姿を現してからそれを育んでいけばいい。 

明日もまた啓示された瞬間、自分を通じて何かが開示された瞬間を逃さないようにする。その瞬間

は夢の記憶と同じで、捕まえておかないとすぐにどこかに行ってしまうのだから。 

今の気温はマイナス1度。これからますます気温が下がり、今夜はマイナス3度まで気温が下がる。

明日は昼前までマイナス2度だ。今夜も暖かくして寝よう。フローニンゲン：2021/1/31（日）20:06 

6606. 今朝方の夢  

時刻は午前8時を迎えようとしている。辺りが少しずつ明るくなり始め、真っ暗な空がダークブルー

に変わっている。今の気温はマイナス3度であり、今日は日中もマイナスの世界となる。明日の午後

には雪が降るようなので、今日はマイナスの気温ではあるが雪は降らないので、午後にでも街の中
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心部のオーガニックスーパーに買い物に出かけようと思う。月曜日である今日は中央市場に店が

出ていないので、椎茸はそのスーパーで購入することにする。 

昨日の就寝前に思わず笑ってしまうことがあった。それは充実感と幸福感に満たされていることを

示す笑いだった。端的には、自分はその日にそれ以上善くは生きれないという納得感を持って1日

を締めくくっていることに気づいたのである。寝る前に暗い部屋の中でバランスボールに乗って背

中をほぐしている時に、「今日はこれ以上善くは生きれなかったなぁ」と心の中でつぶやきが生ま

れ、それがその日を最善に生きていることの証だと思った。今日もまたそうした形で1日を終えること

ができるだろう。その日を最善に生きることを促してくれているものとして、創作活動を挙げないわけ

にはいかない。 

最近は詩作が加わった。日中に浮かぶ取り留めもない思考や感覚を詩の形にすることによって、新

たな変化が自分の内側で芽生えているのを感じる。 

少しずつ明るくなり始めている世界を眺めながら、今朝方の夢について振り返っている。夢の中で

私は、現代と戦国時代が混じった世界の中にいた。ちょうど今、ある2つの大国が覇権をかけて争っ

ていて、私は片方の国に仕える者だった。私の役割は、敵国の中枢人物を暗殺することである。し

かも行動は絶えず単独で行うことが要求され、そのためのエリート教育を叩き込まれていた。 

暗殺技術を含めた武術の訓練、何が起こっても1人で対処できるだけの知的鍛錬、そして時に何ら

かの交渉をする際に有利にそれを進めるための交渉術の鍛錬、そうした諸々の鍛錬を徹底的に積

んでいた。今回の任務に当たって一切の不安はなく、速やかに暗殺を遂行しようと思った。任務に

向かう前の私の表情は晴れやかであり、これから旅行に出掛けるかのような感覚があった。暗殺の

任務は旅行中の単なるゲームに過ぎないという認識さえあった。 

自国と敵国はそれぞれ巨大な島を持っていて、お互いの島は海を隔てて1000kmほどあった。私は

飛行術を使うこともできて、空を飛んでいけば敵国の島までそれほど時間がかからないと見込んで

いた。実際に空を飛んで行くと、あっという間に敵国の島が近づいて来た。1000kmの距離がすぐに

感じられるほどの速さで飛んでいる最中、風を切る感覚が気持ち良く、波しぶきを上げる沖合の海

の様子もまた美しかった。 
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敵国の島に到着してみると、海岸沿いがリゾート地になっていて、綺麗な松林と共に宿泊施設やお

しゃれな店がいくつもあった。私はその宿泊施設の1つに敵国の重要人物たちが宿泊していると事

前情報を得ていた。そこからは空を慎重に跳びながら、身を隠すようにしてまずは松林に入った。

見ると、松林の中にある宿泊施設でキャンプをしている集団がいて、彼らは護衛隊だとわかった。 

今回の任務では、護衛隊の隊長たちも暗殺する必要があり、その後に最重要人物の暗殺を行うこ

とが求められていた。護衛隊の隊長もそれなりの猛者であり、最重要人物となると彼もまた非常に高

度な武術の訓練を受けているので、ここからは気を引き締めて行動する必要があると思った。 

護衛隊はちょうど休憩中のようであり、昼間から酒を飲み、ほろ酔い加減の中でフットサルをしてい

る者たちもいた。松林の中にあるフットサルコートを覗いてみると、そこに結構な数がいて、すぐ近く

のキャンプ場には誰も護衛隊の人間がいないのではないかと思った。私はフットサルコートを見渡

して、そこに暗殺予定の人間がいなかったので、いったんキャンプ場の方に戻ることにした。すると

そこはもぬけの殻であり、タープの中を覗こうとしたら、そこに1人の人間がいることに気づいた。 

タープの上から見たシルエットから察するに、その人間は戦闘部隊の人間ではなく、テクノロジー担

当の人間だと分かった。その人間が独りぼっちで残って何か作業をしているようだった。タープの影

から中を覗くと、その人間は元々仲間だった若いスペイン人だった。私はまさかこんな所で再会す

ると思っておらず、嬉しくなってしまい、彼に声をかけた。彼は驚いた表情を浮かべながらも、彼も

再会をとても喜んでいた。彼は私が敵国に仕えている人間だとは知らないようだったので、私は今

は以前とは違うある別の国に仕えているとごまかしながら話をした。 

彼は私との再会によって生まれた喜びの感情を依然として強く持っていて、私を一切疑っていな

かった。積もる話を彼としたいと思ったが、そろそろ護衛隊がここに戻ってくるような気配があったの

で、彼に別れを告げてその場を離れた。すると、直感通りに護衛隊が戻って来て、危うくその場で

彼らと対峙する所だった。戻って来た部隊を確認した所、その中に暗殺予定の人間が数名ほどい

た。まず私は彼らをどのように暗殺するかをその場で決めることにした。事前に想定していた暗殺シ

ナリオのうちのどれか1つを選んだとしても、リアルタイムで変化するその場の状況に応じてシナリオ

を微修正しなければならないのは必然であった。そのための知的鍛錬も嫌というほどに受けていた
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のだ。そこから私はある暗殺方法が最適だと思い、それを今夜相手が寝静まった時に実行に移そう

と思った。フローニンゲン：2021/2/1（月）08:18 

6607. 今朝方の夢の続き 

時刻は午前8時半を迎えた。ようやく完全に日が登ったと言えるだろうか。いや、まだ少し薄暗さが

残っている。 

昨日は粉雪の雪化粧が本当に美しかった。朝日と満月が出ていたこともあり、その景色は格別で

あった。今日は一転して雲が空を覆っているので、少し寒々とした景色が広がっている。先ほど今

朝方の夢について振り返っていたが、夢にはまだ続きがあったことを思い出す。 

現代と戦国時代が混じり合った世界の中で、敵国の重要人物を暗殺する任務についていたことを

書き留めていたように思う。その続きとして、夢の中で私は、敵国の最重要人物が宿泊しているホテ

ルに潜入することにした。 

今回の任務は全て単独行動が要求されていて、暗殺するべき人間の数も多かったので、難易度が

高いミッションであった。標的の人物たちも相当に高度な武術の鍛錬を受けているので、対峙した

時にこちらが殺されてしまう可能性もあった。しかし私は少しばかり過信をしていて、この世界に自

分よりも武術に長けた人間はいないと思っていた。そのような過信が芽生えるほどの鍛錬を幼少期

から受けていたし、実際にこれまで一度も戦いで敗れたことがなかった。そうした過信が自分の中に

あるということを理解しながら、今回の任務も1つのゲームとして暗殺を楽しもうと思った。というより

も、私の中ではいつも暗殺のミッションは楽しいゲームだった。 

今回のミッションは珍しく、緊張感のようなものが自分の中にあり、決して簡単ではない暗殺をどの

ように進めたらいいのかを考えることそのものに独特の知的興奮があった。そして、強い人間たちと

仮に対峙せざるを得なくなったときの戦いの場面を想像するだけで、私の体は絵も言わぬ興奮に

包まれた。 

敵国の最重要人物が宿泊しているホテルとデパートの複合施設に潜入し、私はターゲットを探し

た。途中でトイレに身を隠す必要に迫られ、そこで自分の顔が割れてしまう危険性もあったが、なん
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とか気づかれずに済んだ。そして暗殺ターゲットがいざ自分の近くにいると分かった時に、私は直

感的にこの場で暗殺を遂行しない方がいいと判断した。なぜそのように判断したのかの理由はわか

らない。ただ、直感的に今この場所ではないということだけが分かったのである。 

気がつくと私は空を飛んでいて、相手の護衛隊に後を追われていたが、無事に彼らを振り切って、

自国の島にいったん戻ることにした。大海原の上空を高速で飛び、いざ自国の島に到着してみる

と、島の海岸線にある巨大な仏教建築が目に止まった。そこは自国のはずだったが、初めてこの島

にやって来た感覚が自分の中にあった。 

私はその建築物の中を覗いてみることにした。そこは中国人によってビジネス化されていて、中に

入るには本来入場料を支払う必要があった。しかし私はそれを払わずに中に入って行った。という

のも、私はこの国に仕えている特権を付された人間であり、こうした施設の見学に際しての入場料

は免除されるのが常だったからだ。 

いざ中に入ってみると、小中高時代の友人（HY）が私が入場料を支払っていないことに気づき、そ

れを大きな声で指摘し始めた。すると、それを聞きつけた中国人の警備員たちが私を捕まえようとし

始めた。そこから私はまた空を飛び、その建築物は高さもあったので、空を飛びながら各部屋を逃

げていき、天窓から無事に外に脱出できた。そのような夢の場面があったことを覚えている。フロー

ニンゲン：2021/2/1（月）08:56 

6608. 「善く」忘れること/何もない場所で/今朝方の夢の続き 

時刻は午前11時半を迎えた。この時間帯に日記を執筆するのは久しぶりだ。今日はなぜかちょっと

日記を綴ってから昼時を迎えようと思った。 

つい先ほど、上の階に住んでいるイェル（イェルマー）とテキストメッセージを通じて2、3会話をして

いた。携帯のテキストメッセージを普段全く使っておらず、携帯に登録しているのはイェルと親友で

もあるかかりつけの美容師のメルヴィンぐらいしかない。SNSにせよ、携帯のテキストメッセージにせ

よ、自分の時間を奪うものからできる限り距離を取る形で生活が形作られている。 
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イェルと連絡をしていたのは些細なことだが、ちょっとしたコミュニケーションがあるのとないのとでは

お互いの理解に関して大きな差を生むことを改めて実感する。イェルとは良好な隣人関係を築けて

いて、仮に再来月に引っ越しをした際に、住所を変更してもひょっとしたらしばらく郵便物が今の住

所宛に届くかもしれず、イェルにはその際に連絡をしてもらうようにお願いしようと思っている。 

人は覚えておくことを大切にする習性がある。良き人生を送るために何かを覚えておこうと人はする

ものだ。しかし、何かを必死に覚えておこうとするのではなく、「善く」忘れることの大切さについて考

えていた。頻繁に何かを忘れるのではなく、うまく忘れること。それができるのとできないのとでは、

人生の質が変わってくるように思うのだ。 

人は無意味なことを覚えようとし、大切なことを覚えようとしない。また人は否定的な記憶を留めがち

であり、それを抑圧することなく解放していく形でうまく忘れる術を知らない。人間というのは本当に

矛盾を抱えた生き物だ。そうした矛盾に気づかないこと。気づけないこと。気づかなくさせられてい

ること。それらの中に生きづらさの要因を見出す。 

何もないところに行くこと。そしてそこに留まることを恐れてはならない。そこに全てがあるのだから。 

そのような気づきが芽生えた。ここでも人はよく、何もないところに行くことを恐れる。そしてそこに留

まってその場所を味わうことをすぐに拒絶しようとする。そういう人たちは、何もないからこそそこに全

てがあることを忘れてしまっているのだろう。 

もう少しで昼時だ。正午を迎えようとしている今の気温はマイナス2度である。買い物に出かける時

間帯が一番気温が高くなるが、それでも0度だ。こうした寒さの中、心はとても暖かく、晴れ渡ってい

る。落ち着きがあって、のびやかな心がここにある。 

ふと今朝方の夢の続きをまた思い出した。随分と夢を書き留めておいたように思うのだが、まだ書き

切れていなかったようなのだ。 

夢の中で私は、囚人施設の見学をしていた。そこは日本人の囚人だけが収容されていて、私は何

かの研究目的でそこに足を運んだ。看守の一人が私の案内をしてくれており、24時間体制で監視

されている室内プールをまず案内してくれた。プールを見た瞬間に、私はそこでくつろぎたいと思っ
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た。看守にお願いをしてプールの空間に入れてもらい、本を持ってプールサイドに向かった。そこ

で本でも読もうと思ってページをめくったところ、すぐさま私は泳ぎたいという衝動に駆られた。 

私は手に持っていた本をプールサイドの椅子に置いて、すぐさま飛び込み台の方に向かって行っ

た。そこからプールの中の様子を見ると、かなり多くの囚人たちが泳ぐことを楽しんでいた。泳ぐこと

は彼らにとっていい運動であり、精神衛生上も好ましいのだろう。 

どのレーンも人が多く、比較してもしょうがないと思ったので、目の前のレーンで泳ぐことにした。す

でに何人もの人たちが1列になって泳いでいたこともあって、私は列を乱さないように、うまく彼らの

泳ぐ列の中に入って行こうと思った。列の中の前から3番前の箇所に私はうまく入り込み、そこから

は流れに沿って泳ごうと思った。ところが先頭の囚人の泳ぎがあまりにも遅かったので、列が渋滞し

ていた。 

私は自分のペースでもう少し早く泳ぎたいと思ったので、レーンを変えようと思った。反対側の壁に

タッチした時に隣のレーンを見ると、そこには誰もいなかった。他のレーンも同様に、先ほどまであ

れだけ人が多かったのに、どこも人がいなくなっていた。 

私はターンをして右隣のレーンに行き、そこからは1人で自分のペースで泳ぎ始めた。8割程度の力

でクロールをしていると、先ほどまでいたレーンで、誰かが自分と同じペースで泳いでいることに気

づいた。私は同時にゴールをするのが嫌だったが、気にせずに最後まで泳ぎ切ってみると、その人

と同時に壁にタッチした。水面から顔を出してその人の方を見ると、彼は今も付き合いのある私の親

友（HS）だった。 

私は彼に話しかけ、次は全力で泳ぐぞと宣言し、もう一度別々のレーンで泳ごうと述べた。そのよう

な夢があったのを思い出す。時刻はちょうど正午になった。フローニンゲン：2021/2/1（月）12:00 

6609. 思い出と循環 

時刻は午後7時半を迎えた。静けさに包まれた夜。今夜は星空が見えないが、心の中の星はいつ

も輝いている。 
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今日は午後にランニングをしながら街の中心部のオーガニックスーパーに出かけた。このようにラン

ニングをして体を動かしていると、精神に張りが生まれる。肉体を持った人間として体を動かすこと。

そこに喜びがあり、そこにまた肉体を持って地上を生きることの喜びがある。 

スーパーに向かう途中、少し残念な光景を見かけた。それは、通りかかる都度中の絵画を眺めてい

たギャラリーが閉店するらしいことだった。いつもそのギャラリーの前を通ってスーパーに行ってい

て、そのたびに店内の作品を窓から眺めていた。大抵いつも同じ作品が飾られているのだが、時々

作品が売れて作品が無くなっていたり、新しい作品が入っていたりする。 

フローニンゲンの風景を描いた作品や、自分の好きな感じの抽象画があったりして、振り返ってみ

れば、このギャラリーの前を通るたびに目には見えない形で癒しや励ましを得ていたように思う。そ

んなギャラリーが閉店に追い込まれてしまったのは残念だ。それは間違いなくコロナの影響だろう。 

その他にも、画集の販売店がいち早く閉店に追い込まれていたのは昨年の夏頃のことだっただろう

か。前からそこが画集屋だということは知っていたのだが、中に入ることはこの5年間1度もなかっ

た。だがあの夏のあの日、私はその店にふらりと立ち寄った。何かに引き寄せられるようにして。 

そこで1冊の画集と出会った。それはレンブラントの画集だった。 

レンブラント。あぁ、今から6年前の真冬にフローニンゲン大学を下見に来た時に、滞在していたア

ムステルダムにあるレンブラント美術館に行き、レンブラントの作品から何かを感じ取っていたことが

懐かしい。その画集を手に取った時、そのような思い出が蘇ってきたのである。 

物。物質。目に見えるもの。 

昨日私は、目には見えないものの大切さについて考えいた。だが改めて目に見えるものが目に見

えないものを呼び覚ましてくれることがあるという点において、物にも大切さがあるということを改め

て感じる。そのレンブラントの画集は大切な思い出の品である。その画集を売っていた店は今はもう

ない。だが私はこの画集を手に取るたびに、あの画集屋のことを思い出すだろう。何よりも、そこで1

度だけ話をした店長のことをいつまでも覚えているだろう。中年のその店長はとても優しく気さくで

あった。 
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店がコロナの影響で潰れるというのに、とても明るかった。「店を畳んでも、またやり直せばいい。人

生はそうやって進んでいくんだ」そのように言わんばかりの表情があった。 

レンブラントの画集を持って店長が作業しているカウンターに向かった時に、少しばかり立ち話をし

た。そこで店長は厳しい経営状況に置かれていながらも、それを気にしていないかのように笑って

冗談を述べていたことを思い出す。 

あの店長は今どうしているだろうか。そのようなことを考えさせてくれること。全くの他人の人生に思

いを巡らせること。それもまた人間として生きていくことの素晴らしさの1つなのではないかと思う。 

スーパーから自宅に戻っている最中、近所の池が凍っていた。凍った池を見て、数日前にそこを優

雅に泳いでいたカモの親子について思った。 

また私は自分以外の存在について思った。思ったのである。 

彼らは一体どこに行ったのだろうか。この寒さで凍えていないだろうか。 

そんなことを考えながら池の前で少し立ち尽くしていた。そこで池から離れようとした時に、小さな小

鳥が地面に横たわって死んでいた。何か他の動物に襲われてしまったのか、それとも凍死をしてし

まったのか。死んだ小鳥。その小鳥は死んでしまった。 

その小鳥は間も無くそこから消えていく。誰かが片付けるのか、それとも小さな虫たちが死骸を食す

のか。いずれにせよ、その小鳥は何らかの形で土に還る。この地球に何らかの形で還るのである。 

愛しい雲を見つけ、その雲を眺めていると、その雲はいつかどこかに去ってしまう。だがそれは空に

還り、また新しい雲として自分の目の前にやってくる。 

そう全ては循環している。愛しき存在。愛しき記憶。全て。 

全ては還り、全てはまた新しくやって来る。何もかも。何もかもだ。フローニンゲン：2021/2/1（月）

20:08 
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6610. 今朝方の夢 

時刻は午前6時半を迎えた。今の気温はマイナス1度であり、これから午前10時にかけてもう1度ほ

ど気温が下がる。昨日上の階のイェルとテキストメッセージを送っている時に、この数日間は寒くな

るからお互いに暖かくするようにしようと話し合っていた。オランダの家の構造上、室内は本当に暖

かく、寒さで困ることは一切ない。 

予報では今日は午後から雪が降る。そして今週は来週の頭にかけて雪の日が多い。 

今朝方、パソコンのソフトウェアのアップデートの都合上、いつもの活動の順番を入れ替えることに

した。アップデートを待っている最中にパソコンが使えなかったこともあり、先ほど2つの絵を描き、そ

の後、ルーミーの詩集を写経していた。そして今に至る。ここから詩を作って、作曲実践に移行して

いこう。 

今朝方は少しばかり印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、見慣れないサッカーグラウンドにい

た。グラウンドは整った芝で出来ていて、プロが練習で用いるような場所だった。どうやら先ほどまで

紅白戦をしていたらしく、私もそれに参加していたようだった。 

少し記憶を遡ってみると、確かに私は紅白戦に参加していた。右のミッドフィルダーのポジションを

務めていて、一度前線までかなり上がり、フォワードのような動きをしていたのを覚えている。その紅

白戦において得点を決めた記憶はない。そんな記憶を辿っていると、ふと幼少期に所属していた

サッカークラブでの試合について思い出された。 

後に野球クラブに移ってしまった当時のチームのエースからパスを受け、その試合で1得点を決

め、次の試合でも1得点を決めた。だが3試合目には得点を決めることができず、その大会における

連続得点記録は2試合でストップした。 

その大会では結局準決勝で敗退してしまった。その記憶は少しばかり事実と違うようだが、自分が

その大会に出場して得点を決めているイメージがぼんやりと思い出されていた。 
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ハッと我に返ると、目の前に元日本代表の選手がいた。その選手は性格がとても良いことで有名で

あり、技術も抜きん出たものを持っている。その選手と遊びでヘディングリフティングの対決をした。

それは交互にお互いにヘディングでパスをして、落とさないようにするゲームである。 

いざその選手とそのゲームを始めようとした時に、小中高時代の友人（TK）が現れ、まずは彼とその

ゲームをすることになった。どういうわけか、私たちは互いに髪型をセットする必要があると感じた。

すると突然、私たちはホテルに瞬間移動した。ホテルの一室が美容室になっていて、そこに私たち

はいたのである。 

まずは友人の方が髪を切り、お洒落な髪型にした。その髪型はおしゃれでありながら、ヘディングを

する際にも髪の毛が邪魔にならないものだった。一方の私は髪の毛を切るのではなく、ムースかポ

マードか何かで髪の毛をガチガチに固められ、その髪型で友人とヘディングゲームの対決をするこ

とになった。どうやら私の髪の毛の量が多く、今から切っていると時間がかかってしまうと美容師が

判断したようだった。 

いざゲームを始めると、友人はそのゲームに慣れているのか、相手をどのように攻略していけばい

いのか知っているようだった。最初のゲームにおいて私はすぐにボールを落としてしまったが、それ

はまだ準備運動だと言って私は負けを認めなかった。すると友人もそばにいた元日本代表のその

選手も笑っていた。フローニンゲン：2021/2/2（火）06:49 

6611. 届けられた書籍たち/アテネの記憶 

時刻は午後7時半を迎えた。今日も静けさの中で1日が終わっていく。今日もまた充実感と共に時

間が過ぎていった。気がつけばもうこんな時間だ。 

充実さの連続的な流れの中にいること。これが満足ということなのだろうか。 

満たされている感じ。そう、そうした感覚がある。 

そのようなことを考えていた矢先に、呼び鈴がなった。配達が予定されていた書籍が到着した。配

送をしてくれた男性と挨拶を交わし、お礼を述べ、今部屋に戻ってきた。届けられたのは800ページ
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ほどのチベットを代表する仏教修行者かつ詩人のミラレパの詩集だ。もう1つの箱を開けてみると、

ラマナ·マハリシの詩集、シャンカラの詩と詩に対する解説が収められた書籍、マーカス·ガブリエル

の2冊の哲学書、西脇順三郎の詩と詩に関する思想が収められた書籍、そしてシュタイナーが天体

の運動に合わせて1年間52週のそれぞれの週のために詠んだ詩が収めらた書籍が届けられた。 

いずれの書籍もゆっくりと読み進めていこう。フローニンゲンの冬はまだまだ長く、これらの書物と一

緒であれば、どれだけ冬が長くても問題ない。 

この日記を書き終えたら、いつものように書籍が届けられた日を書籍の中に書き留めておこう。それ

もまた大切な記録であり、大切な思い出となる。 

思い出。そういえば、今日は午後に昨年の夏に訪れたアテネでの体験について思い出していた。

具体的な体験というよりも、目にした光景を思い出していたと言った方が正確だろう。どういうわけ

か、アテネの夏の朝のあの輝く街の姿が思い出されたのである。 

アテネは確かに気温が高かったが、湿気が少ない分過ごしやすかったことを記憶している。とりわ

け朝は格別な爽快さがあり、ホテルの屋上のテラス席でパルテノン神殿を眺めながら朝食を摂って

いたことが今改めて思い出された。 

記憶。時に記憶がふと蘇ってくることがある。その瞬間になぜその記憶が蘇ってきたのかわからな

いのだが、それがどこか大切な記憶であることがよくある。今日のアテネに関する記憶もそうだ。記

憶から喚起されるもの。それを大切にして、それも創作の対象にしよう。記憶によって喚起されたも

の、そして記憶そのものを曲、絵、そして詩にしていこう。 

1つの記憶が別の記憶を呼び起こすという連続的な現象は、どこか創作と似ている。1つの創作物

が次の創作物を導いていくこと。それはどこか生命の連鎖のようである。 

命の受け渡し。それがそこに起こっているのかもしれない。 

なるほど、創作とは命の受け渡しだったのだ。1つの生命が他の生命になること。それが創作だった

のだ。 
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静けさ。相変わらずの静けさがある。 

今日もまたなんと素晴らしい1日だっただろうか。明日も今日と同様に、いや今日以上に充実した1

日になるだろう。日々は充実の発達プロセスを歩んでいる。フローニンゲン：2021/2/2（火）19:54 

6612. 日々の取り組み姿勢を象徴する夢  

時刻は午前5時半を迎えた。辺りがとても静かだ。 

今日の午前中はずっと曇りであり、午後からは小雨が降り始め、それは明日の朝まで止むことがな

いようだ。気温に関して今日は暖かく、最高気温がなんと8度まで上がる。最低気温は2度だが、明

日と明後日も最高気温が7度とのことなのでとても暖かい。一方で、明々後日からは再び寒さが戻っ

てくる。そこからは最高気温でさえもマイナス3度までしか上がらないようであり、最低気温はマイナ

ス7度前後になるらしい。オランダでの生活も今年の夏で6年目を迎えるが、オランダは1月末から2

月初旬にかけてが一番寒いことを忘れていた。 

先ほど早速詩を1つ作った。それを詩と呼んでいいか迷うようなものだが、散文詩としてであればそ

れを詩と見なすことができるだろう。詩作と思索が交流するかのように互いが影響を与え合ってい

て、先ほどの詩は意識と脳に関するもの、そして経験としての意識に関するものだった。書物を読

んでいるときや映画を見ている最中によく詩のアイデアが思い浮かぶ。今日もそれらの活動に従事

している時に浮かび上がったアイデアを詩の形にしておきたいと思う。 

今朝方は少しばかり印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、和風のホテルに宿泊していた。ホテ

ルの中の宴会場、いや会議室のような場所で、私は見知らぬ人たちと一緒に難解な因数分解の問

題を解いていた。部屋のホワイトボードに1問だけ問題が書かれていて、私たちはそれを解くことを

求められていた。 

私は因数分解が得意だったので、その問題も簡単に解くことができるだろうと思っていた。しかし実

際に解き始めていると、いつもであれば通じる方法が通じない。因数分解の問題にアプローチする

時にはいくつかの切り口があるが、それらがことごとく通用しないのである。周りにいる人たちも一様
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に頭を抱えていて、八方塞がりのようだった。そこで私は問題の全体を遠くから眺めた後、より部分

にフォーカスしていくことにした。 

すると不思議なことに、分けて集中するということが功を奏して、少しずつ問題が攻略されていき、

無事に問題が解けた。周りの人たちは、私が問題が解けたことに対して驚きと称賛の声を上げた。 

この夢が示唆することについて少しばかり考えていた。日々の自分の諸々の活動は、いつも小さな

ところから始まり、短い時間で最大限の集中力を発揮する形で遂行されていく。そのように、集中力

が切れる前に実践を変え、いくつもの実践を横断していく形で日々の取り組みが進んでいく。この

夢は、いつもの自分の取り組み姿勢を表しているだけではなく、今後もそうしたあり方を貫いていく

ことが功を奏することを示唆しているように思えた。今日もまた小さな取り組みの1つ1つに対して高

い集中力を持って取り組んでいこう。 

その他に見ていた夢としては、同じ和風のホテルでの出来事がある。畳部屋の中で私は、布団の

上に布を立てていく現代アートのようなオブジェを作っている友人の手伝いをしていた。しかし、布

団の上に布をうまく立てていくことは難しく、コツがいるようであり、最初私は手伝いをしておきながら

も友人がせっかく立てた布を崩してしまうことがあった。そこから少しずつコツを習得していき、なん

とか手伝いの役割を果たすことができた。 

この夢に関しても、自分が少しずつ技術を高めていく様子は毎日の実践の様子そのものである。創

作活動上の技術にせよ、学習上の知識にせよ、それらを少しずつ積み重ねていく様子がこの夢に

も現れている。フローニンゲン：2021/2/3（水）05:56 

6613. 詩集を音読する楽しみ 

時刻は午後7時半を迎えた。幸いにも今日は天気予報と異なり、午後に小雨が降ることはなかっ

た。どうやら明日は晴れではないが、雨が降らないようなので、夕方に引越し候補先の家を見にい

くときに煩わしさがなくていい。明日家を見学しに行くことが楽しみであり、どのような家なのか、そし

てオーナーの方がどのような人なのか、そのあたりを確かめにいく。 
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先ほど、タゴールの詩集とシュタイナーの詩集の2冊が届いた。それらはいずれも到着を楽しみにし

ていたものである。現在ルーミーの詩集を改めて読み返していて、その再読が終わり次第、あるい

は並行させる形で2人の詩集を読み始めよう。このところはルーミーの詩集を写経していたのだが、

今日から少し方向性を変えて、写経ではなく音読をすることにした。 

確かに写経によって得られるものは多いが、それだとやはりこれだけ分量のある詩集を全て書き写

していくのに時間がかかってしまう。かと言って1つ1つの詩を黙読するだけでは味気ないこともあ

り、今日からは写経に代えて音読をすることにした。写経にも固有の楽しみがあったが、音読にも固

有の楽しみがある。文字を書き起こす習慣はそう言えば幼少期の頃からあり、それと同じく音読する

習慣も幼少期の頃からあったことをふと思い出す。明日からは詩集の音読を毎日の楽しみとし、15

分ぐらいを1セットにして1日に何度も音読をしていこう。 

本日ルーミーの詩集を読み進めていると、詩の中に性愛術やファスティングを題材にしているもの

があることに改めて驚いた。2年半前に初読をしていたときにはどうやらそれらの詩を読み飛ばして

いたようなのだ。それらの秘術は神秘主義の伝統において大切にされていたものであることがわか

る。そうした実践ではないにせよ、タゴールの詩やシュタイナーの詩にも神秘主義的なものを汲み

取れるであろう。昨日届いたラマナ·マハリシ、ミラレパ、シャンカラの詩からもそうしたものが汲み取

れることを期待する。 

今夜はまだ時間があるので、昨日届けられたマーカス·ガブリエルの哲学書の続きを読み進めてい

こう。今日はすでに芸術に関する彼の哲学書を1冊読み終え、随分と得るものがあった。そこから汲

み取れたものをもとに詩もいくつか作っていた。哲学書は思索のみならず、詩作において非常に重

要な役割を果たしている。フローニンゲン：2021/2/3（水）19:50 

6614. 寒さが厳しくなってきたフローニンゲン/今朝方の夢 

時刻は午前5時半を迎えた。闇と静けさに包まれた朝の世界が目の前に広がっている。 

今日は1日を通して雨が降らず、午後から引越し先候補の家の見学があるのでそれはとても有り難

い。現在の自宅からそこまでは歩いて20分ほどだ。散歩がてら家の見学に行くことが今から楽しみ

である。 
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今日の最高気温は3度であるからそれほど寒くないのだが、来週はなんと最高気温がマイナス4

度、最低気温がマイナス11度の日がある。その日意外にも最高気温がマイナスの日が続く。今年は

暖冬だと思っていたが、急激に寒くなった印象だ。今週の日曜日から来週末にかけては今のところ

最高気温が全てマイナス4度前後、最低気温はマイナス7度以下である。くれぐれも暖かくして過ご

そう。 

昨日から詩集を写経するのではなく、音読することを意識的に行い始めた。詩集を音読する楽しみ

を見出し、1セット15分を目処にして、1日に何回も詩集を音読していこう。音読によって脳が刺激さ

れる効果は幼少期の頃から体験的に実感しており、大人になった今でもその効果を感じる。詩集を

読むことによる癒しや変容効果だけではなく、脳に刺激を与えて集中力が高まることなどにもつな

がっていく。 

今のところルーミーの詩集を全て音読することを優先し、その後、昨日届けられたシュタイナーの詩

集を音読し、そこからタゴールの詩集を音読するという流れを今のところ考えている。 

いつものように今朝方の夢を書き留めてから今日の創作活動を始めていこう。夢の中で私は、レス

トランにいた。友人たちと一緒に昼食ビュッフェを摂ろうと約束をしており、そのレストランに入ってみ

たところ、大賑わいであった。席を確保し、いざ食べ物を取りに行こうと思ったら、食材が軒並み無く

なっていることに気づいた。 

確かにどれも美味しそうな食べ物であり、人気がありそうなのはわかっていたが、それにしても綺麗

さっぱりに食べ物が無くなっているというのはあり得ないことであった。私はスイーツとコーヒーだけ

をもらおうとしていて、スイーツも無くなっていたのは残念だった。店員たちは厨房で料理を作ること

に集中しているようであり、客に提供する食べ物の残り具合を確認していないようだった。私は店員

に食べ物がないことを教えてあげようと思った。するとそこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、学校のサッカーグラウンドの脇の部室にいた。ちょうど今から部活が始まるよう

であり、その前に監督と選手一同が会するミーティングがあった。私の近くには、元サッカー日本代

表の有名な選手がいて、見るとその方の容姿や体は私と同じく中学生1年生のそれだった。いざ

ミーティングが始まると、その選手は普段はとても大人しいのだが、入部したその日の練習で猛烈

© YOHEI KATO 2021 26



なアピールをしたことにより、先輩たちを出し抜いて1年生からメンバーの15人に入った。その選手

はそれをとても喜んでおり、笑顔が印象的だった。 

ミーティングが終わると、部室の一角に本の山があり、それが今にも崩れそうだった。私はそれが崩

れないように本を積み直した方がいいと思って積み直し始めると、それが仇となって本の山が崩れ

てしまった。全て崩れたわけではなく、上の方の書籍が崩れ落ちてしまった。 

本の山を再度作り直そうとしていると、私の横を通った先生が、私の本を一番上に置くようにと述べ

て去っていった。私は本を何冊か出版していたようであり、そのうちの1冊を最後に書籍の山の上に

置こうとした。1人の友人（HY）がそばにやってきて、私に話しかけてきたところで夢から覚めた。今

朝方はその他にも夢を見ていた。だが、それらについてはもう覚えていない。 

最後の夢の場面の中で書籍の山を見たことが印象に残っている。今の書斎の机の上には詩集が

山積みになっていて、それを彷彿とさせる。夢の中で私は自分の本を一番上に置くようにと先生に

言われたが、その意味は一体何なのだろうか。フローニンゲン：2021/2/4（木）06:03 

6615. 物件見学を終えて 

時刻は午後7時半を迎えた。つい今し方夕食を摂り終え、少しくつろいでいる。 

今日は夕方に、引越し先候補の物件の見学に行ってきた。端的に述べると、そこが大変気に入り、

そこに引越しをすることにした。オーナー夫妻（フレディさんとペイトラさん）は大変気さくな方であ

り、物件見学後はお隣にある夫妻の家のリビングで随分と話をした。少しばかり記憶を遡ってみた

い。 

自宅からその物件までは歩いて20分の距離であり、少し早めに自宅を出発し、途中から初めて歩く

道を通った。今日はまだマイナスの世界ではなく暖かいと思っていたが、手袋をしていても手先が

冷えるほどだった。見学予定の午後4時半よりも少し早く到着したので、近くを散歩することにした。

地図で確認した通り、近くには公園があり、小さな小川もあって平穏そうな雰囲気が漂っていた。 
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散歩から引き返して家に向かい、家の前で呼び鈴を押すと、中から奥さんのペイトラさんと私の前

に物件を見学していたカップルが姿を見せた。ちょうどそのカップルと入れ替わる形で今度は私が

家を見学させてもらうことになった。 

オーナ夫妻の家は赤レンガの伝統的なオランダ風の家であり、外見からも雰囲気が良かった。この

土地は元々オーナーのフレディさんの両親が農場として持っていたものらしく、そこから家を自分で

建てていき今のような姿になったのだと言う。 

賃貸に出されている家を見る前に、共同のガーデニングスペースを見せてもらった。そこには小さ

な畑があり、温室のビニールハウスもあった。今は季節の都合上、キャベツぐらいしか栽培していな

いそうだが、そこは共有スペースなので、オーナーや他の家の居住者と話し合って好きなものを植

えていいとのことである。 

私は、日本にいる父が野菜や果物、そしてハーブなどを育てていることを伝え、自分も何か育てて

みたいと思っていたことを夫妻に明かした。すると2人はニッコリと微笑み、「どうぞ自由に使ってくだ

さい」と述べた。ガーデニングスペースを見せてもらった後に、メインとなる貸し出し物件を見学させ

てもらった。そこには香港人のチーという男性が住んでいて、本来であれば彼のパートナーの女性

もそこに住んでいるらしいが、その時間帯は働きに出かけているようだった。 

チーもまたとても気さくであり、話を聞くと、両親がオランダに25年前にやってきて以来、もう25年間

もオランダに住んでいるそうだ。歳は私と同じぐらいだったので、幼少期の頃に香港からオランダに

やってきたのだろう。元々はアムステルダムに住んでいたらしいが、少しばかり気分を変えるため

に、2年前にアムステルダムからフローニンゲンに引っ越して来たことを教えてくれた。 

そのような話をチーから聞いていると、チーが飼っている2匹の可愛らしい猫が私の足元にやってき

た。2匹の猫は私に懐いてきてくれ、私は彼らの背中を撫でて少し話しかけた。彼らもこの家が気に

入っているようだった。 

チーはまず1階から説明をしてくれた。ベッドルームは十分なスペースがあり、日光も入ってくるよう

に窓がある。クローゼットも十分なスペースがあって、他の押し入れと合わせると、収納スペースは

十分にありそうだった。チー曰く、特に1人であれば本当に十分なスペースとのことだった。今の自
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宅でもそうだが、荷物らしい荷物は書籍ぐらいしかなく、衣類はそれほど多くない。ただし、書籍の

量が相当あるため、そこだけが心配だったが、その家にどのように書籍群を置くかをイメージしてみ

ると、そのイメージが可能だったので、書籍の置き場は問題なさそうだった。 

その後、チーが案内してくれたのは浴室である。この浴室が素晴らしかった。バスタブがとても綺麗

であり、この家が2019年に建築されたばかりでもあるため、シャワーヘッドも新しく、モダンなバスタ

ブだった。そして何よりも、バスタブの天井が長方形の窓ガラスになっていて、そこから星空が見え

ることが一番の良さだとチーは述べた。晴れの日のフローニンゲンの夜空は素晴らしく、いつも数

多くの星が見える。それを想像すると、お風呂に入りながら星空を眺めることができるというのはな

んと贅沢かつ素敵なことだろうかと思った。チーも星空が見える浴室がこの家を賃貸しようと思った

決め手だったと述べた。 

そこからは2階を案内してもらった。2階にキッチンやリビングルームがあり、いずれも快適そうな造り

だった。この家はオーナーのフレディさんのこだわりが詰まっていて、エコフレンドリーとモダンさが

融合している。トイレやバスタブの外見はモダンだが、トイレの水は雨水のリサイクルによって生み

出されているらしい。また電気に関しても、ソーラーパネルを利用していて、その点にもこだわりを感

じる。 

後ほど夫妻の家で雑談をさせてもらった時に、どのようなきっかけでエコフレンドリーな生活を始め

たのかを聞いてみたところ、エコな考え方は両親譲りとのことであるが、ガスを一切使わなくなった

のは、8年前にフローニンゲンを襲った地震からとのことだった。地震といっても日本のように大型な

ものではなかったらしいが、小さな地震でもオランダではニュースになり、その地震によって天然ガ

スの採掘が被害を受け、ガスが希少な資源となってしまったらしい。 

またそもそもガスを使用することに関する環境への影響も考慮して、ガスを使わない家を建築するこ

とにしたそうだった。実際に、賃貸に出されているその家はガスではなく、キッチンも全てソーラーパ

ネルによって生み出された電気で動く仕組みになっていた。その他にもこの家に惹かれる点がいく

つもあり、とても暮らしやしそうだと判断した。 
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私の前に訪れたカップルは車を数台保有しているらしく、車の駐車スペースに関して少し折り合い

がつかなかったようだった。オーナー夫妻は私の意向を聞いてくれ、私はこの家が気に入り、すぐ

にでも契約をしたいと思ったので、その旨を伝え、今日か明日中に不動産屋に奥さんのペイトラさ

んから契約を進めてもらうように連絡してもらうことになった。 

まずは第一希望の家から見学を始めていき、できれば物件見学を何軒もしたくないと思っていたの

で、第一希望の物件に住めることになりそうであり、とても嬉しく思う。今日の物件見学についてはま

だ書き足りないことが多々あるので、明日以降も色々と書き留めておきたいと思う。フローニンゲン：

2021/2/4（木）20:13 

6616. マイナスの世界の扉/今朝方の夢 

時刻は午前7時を迎えた。今この瞬間は雨が降っていないが、どうやら今日は午前中から夜にかけ

て小雨が降るらしい。今日の最高気温は4度、最低気温はマイナス2度と比較的暖かい方だが、明

日からは最高気温でさえも0度を下回ってくる。明日からの1週間はずっとマイナスの世界だ。 

興味深い現象として、今年はコロナの影響もあって世界全体で人の移動が減り、二酸化炭素の排

出量が相当に減ったそうだ。今年だけを切り取ってみれば、地球温暖化の拍車にストップがかか

り、何かその影響で今年の寒さがやって来たと見れなくもない。確かに毎年最高気温がマイナスに

なることはあったが、マイナス5度が最高気温になるような日はなかったし、マイナスの日が1週間も

続くこともなかったように思う。 

ようやく来週の火曜日に髪を切りに行くことができるのだが、その日の最高気温はマイナス4度で、

最低気温はマイナス9度だ。見ると、髪を切り位に行く午後2時の段階の気温がマイナス6度とのこと

なので、相当に冷えることが予想される。室内にいるとあまり寒さがわからないので、外に出て実際

にマイナスの世界を久しぶりに味わってみたい。 

昨日、引越し先の物件の見学に行ったことが刺激になったのか、今朝方の夢は随分と情報量の多

い夢だった。あまりにも情報量と情報密度が高く、うまく書き切れないかもしれない。実際に見てい

た夢の断片でさえも強い印象として残っている。とりあえず書き留めることができそうなものだけを、

輪郭だけでもいいので書き留めておこう。夢の中の舞台は、フローニンゲンの街と中学校時代に過
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ごした場所が混じり合っていた。フローニンゲンの街の一角に、実際に通っていた中学校があった

のである。 

私は学校の職員室かどこかで住所登録をしていた。その時に、現在検討中の引越し先の家のオー

ナーであるペイトラさんもその場にいて、住所登録に関してアドバイスを私にしてくれていた。その

住所登録は、起業家ビザに関するものだった。それは移民局に提出するものではなく、街の商工

会議所に提出するものだった。 

ペイトラさん曰く、住所を限定して申請をしてしまうと、そこからビジネスを広げていくことは難しいと

のことだった。私はビジネスを拡大させるつもりは一切なかったので、何の問題もないと思っていた

が、ペイトラさんがせっかく助言をしてくれたので、それを反映させる形で申請書を作成した。 

申請書が完成すると、いったん私は部屋を出て、外の空気を吸おうと思った。体育館の方にふらり

と歩みを進めてみると、そこでこれからバスケ部の部活が始まるようだった。私はバスケ部のキャプ

テンであり、本来は私が練習を仕切る必要があった。その日はその他にしたいことがあり、自分は練

習に参加できないため、副キャプテンに練習を仕切ってもらいたいと思った。ところが、どうやら練

習を仕切っているのは、パワーフォワードを務めていた大きな友人（SN）だった。私は彼でも十分に

練習を引っ張っていってもらえると思ったので、彼に任せれば一安心かと思った。 

体育館下の小窓を通じて中の様子を覗くきながら、ゆっくりと体育館を後にしようとすると、突然その

彼が体育館の扉を開け、私に向かって叫び始めた。それは、「どうして練習に来ないんだ？」という

ものから始まり、そこからは少し私を責めるような言葉が続いた。 

私は少し笑みを浮かべ、事情を話すことなくその場を去っていった。すると、グラウンドを挟んで向

こう側にあるテニスコートからピアノの音色が聞こえて来た。耳を済ませてみると、それは母の演奏

であることがわかった。私はその音色に引かれるようにしてグラウンドを横断していき、音色の聞こえ

る付近までやって来た。その演奏はまさしく母のものであり、母に声を掛けようと思ったが、私はそ

れをすることをせず、テニスコートの近くに建てられた古屋の中でピアノを演奏する母の姿を想像し

ながら、しばらくそこでピアノの音色に耳を傾けていた。 
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しばらく経ってから、ふと我に返った。そして校舎の方を眺め、校舎に取り付けられている時計を見

ると、授業の時間がもうやって来ていた。私は急いで教室に戻る必要があったが、授業に参加する

のがなんだかバカバカしくなってしまい、このまま自由に自分の思うままに時間を過ごしたいと思っ

た。母のピアノ演奏をその場でもっと聞くことや、グラウンドで1人で遊ぶこと、学校の脇の山に1人で

入っていくこと、校舎の日の当たる穴場で本を読むこと、色々とやりたいことがあった。 

やりたいことに思いを巡らせながらも、とりあえず校舎の方に向かってみることにした。すると、先ほ

ど母のピアノ演奏を聴いていた際に意識が飛んでいたようであり、その間に少し雨が降っていたよう

だった。グラウンドが水でぬかるんでいて、足を取られないように注意する必要があった。グラウンド

の真ん中までやって来ると、校舎から生徒や先生たちが誰かグラウンドにいることを確認したようで

あり、私はそれが自分であることを伏せるために、グラウンドの真ん中を突っ切ることをせず、端っこ

に移動して校舎の方に向かっていくことにした。そのような夢の場面がまずあったのを覚えている。

フローニンゲン：2021/2/5（金）07:45 

6617. 新たな始まりの胎動/今朝方の夢の続き 

時刻は午前8時を迎えた。辺りはまだ薄暗い状態だが、先ほど空を観察してみたところ、空がダーク

ブルーになり始めるのは午前7時半ぐらいからになっていることに気づいた。日の出の時間も少し早

くなっていることを実感する。フローニンゲンは明日からマイナスの世界にしばらく入るが、季節その

ものは春に向かっているようだ。 

昨日の日記でも言及したように、今年の4月からは新居で生活をスタートさせることができそうだ。 

新しいことが始まる予感。引っ越しによって何かがまた始まる予感がある。その萌芽もう自分の中に

あって、昨日物件見学から家に帰って来た自分の心は喜びで動いていた。もちろん、今の家には5

年間も住んでいたこともあり、愛着があるのだが、愛着が執着に変貌する前に今の家から出て行く

ことは賢明な選択のように思える。もう何かが自分の中で動き出しているのだ。 

さらなる静けさを求めた今回の引越しは、それそのものは動的なものであり、自分を動かす。引越し

の準備に少しばかり時間が取られるのは確かだが、それは否定的なことではなく、引っ越しに時間

を取られるというよりも、諸々の事柄を整理するために時間を活用するという表現の方が正しいだろ
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う。最初から物は多くないが、不要な物は処分したり、一番重要なこととしては、書籍の整理を行うこ

とができる。新居に移動した際に、仕事をする近辺にどのような本を置くのか、しばらくあまり読まな

いであろう本はどういったものがあるのか、そのあたりを吟味しながら書籍の整理をしていく。 

今回の引っ越しにおいては、書籍·論文共に処分することは一切せず、今所有しているものをとりあ

えず新居に全て持って行こうと思う。大量の書籍群をどこにどのように置くのか、それは新居に移動

してから考えたい。家の空間を見て、そうしたことを考えることもまた脳に対する刺激になるだろう。

家の中をデザインすること。それもまた創造的な活動である。 

今回の引っ越しに伴って、人生がまた動き出しそうな感覚が自分の深い部分の中にある。慣れ親し

んできた環境から離れ、新たな生活を始めること。そこにまた新しい自己と新しい人生を見出すこと

ができるだろう。 

そのようなことを考えていると、今朝方の夢の続きについて思い出した。断片的ではあるが、覚えて

いることを書き留めておく。夢の中で私は、全く見慣れないピラミッド構造の近未来都市にいた。街

そのものがピラミッド型をしているだけではなく、建物も全てピラミッド型であり、驚くべきことは、街と

建物が全て同一のフラクタル構造を成してつながっていることだった。その姿を言葉で説明すること

は難しい。 

私は屋外の広場のような場所にいて、今から始まるイベントに参加することになっていた。それはク

イズ大会である。参加者の数はおぞましいほどであり、広場には所狭しと人がいた。人が多い場所

があまり好きではない私は、どこか人が少ない場所はないかと辺りを見渡した。 

すると、ピラミッド構造をしたこの広場の横にあるこれまたピラミッド構造をした地続きの円形闘技場

のような場所を見つけたので、そこに避難することにした。そこからでもクイズの問題を聞き取ること

ができたので、そこがいいと思ったのである。すると、大学時代の第二外国語のクラスメートと偶然

に遭遇した。彼は大学を卒業後、大手の商社に勤め、彼と最後に話をしたのがいつだったか覚え

ていないほどだった。 

私は彼を最初「さん付け」で呼んだのだが、それに違和感があり、「君付け」で呼んだ。だが振り

返ってみると、彼は私のことをあだ名で呼んでくれていたが、私は彼のことを呼び捨てにしていたよ
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うに思えたのである。そのような記憶が蘇ってきたのだが、そこからは私は彼を君付けで呼んだ。彼

に商社での仕事の様子について尋ねてみた時に、私は彼が勤めている商社を間違えてしまってい

たようだった。 

夢の中の私は、そこが夢の世界であるということを薄々感じていて、現実世界の彼は確かに夢の中

の私が確信している商社に勤めているのだが、夢の中の彼は別の大手の商社に勤めていると述べ

た。そこから彼の話を少し聞いたとこで、クイズの最初の問題が出題された。それは日本の地理と原

発に関する問題だった。 

私たちには地図が与えられ、それを用いてその問題を取り組むことが求められていた。最初私はま

ず彼の意見を聞こうと思い、彼に質問してみた。この時、私は彼があまり自らの意見を述べない人

物だと思っていたのだが、実際はそうではなく、彼は自分の意見を明確に述べ始め、そして私の意

見を求めるという対話の姿勢も持ち合わせていることに気づいたのである。 

自らの意見を述べること、そして対話をする能力は今の仕事で鍛えられたのだろうか。そのようなこ

とを考えながら、彼と一緒に問題に取り組むことになった。そのような夢の場面があった。それにし

てもこの夢の場面で現れたピラミッド型のフラクタル構造の建物の数々と街はとても印象的だった。 

現実世界において、目を閉じて瞑想の意識状態にあると、美しい幾何学模様が知覚されることがよ

くあるのだが、それが巨大な建築物となって具現化したようなものが夢の中のあの景色だったのだ

ろうか。フローニンゲン：2021/2/5（金）08:27 

6618. 還ること・⼀体となること/⼈⽣について

時刻は午前9時に近づきつつある。寒空が広がる外の景色を眺めながら、ぼんやりと考え事をして

いた。 

数年間の準備。それを終えて、ようやく本格的に創作活動に入っていく自分の姿が想像された。こ

れまでの数年間は、創作上の準備の期間だったのだ。科学者として研究していたフローニンゲン

大学時代を含め、そこから今に至るまでの全てが、創作上の準備期間だったのだと知る。 
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自分の創作活動はこれから始まる。もっと多くの時間とエネルギーを創作に充てていくような、いや

全てが創作と化すような人生が始まろうとしている。そのような産声がどこからともなく聞こえて来るよ

うだった。 

枯れ木が微風に揺られている。フローニンゲンの街を吹き抜ける木枯らし。彼らはどこからやって来

て、どこに向かうのか。それは全く不明である。 

どこからやって来て、どこに向かうのかが全くわからないということ。それは人間においても同じでは

ないだろうか。自分の人生がどこからやって来て、どこに向かうのか。それは誰にもわからないはず

である。また、そもそも風がどこからかやって来て、どこかに向かうものだと思っていることすらも滑稽

に思える。 

風と世界をなぜ切り分けるのか。本来それらは一体のもののはずである。風と世界は1つなのだ。 

自分の人生を世界と切り分けた瞬間に、諸々の悩みや苦しみが生まれる。人間にとって、悩みや

苦しみを生み出すのは分離なのだ。 

この世界との分離。悩みや苦しみから解放されるのは、世界との分離をやめてしまえばいいのだ。

それは言うに易し行うに難しだろうか。現代を生きる人間は、人間中心主義的な発想を持ってい

て、自然や他の生命よりも自己を優位にみなす傾向がある。 

風を見てみよう。人間中心主義的な考え方を持つ人たちにとってみれば、風は自己の存在よりも劣

後しているはずだ。 

ところがどうだろう。風は世界と分離などしていないのである！！ 

風と世界を分離させるのは、悩み大き私たち人間なのである。 

世界そのものに還り、世界と一体となって生きること。そうした人生が本格的に始まる予感がする。 

街路樹の小枝の揺れはとどまることを知らない。まだ微風に揺れている。 
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不規則に揺れている。不規則さ。それもまた私たちの人生を語る上で外せないものだ。 

人生というものが、まさに生命を持つ人間が生きていく全過程を表すものであるから、すなわち人生

もまた生命現象であることから、不規則さというのは人生においては所与なのだ。基本的に人生は

不規則さと予測不可能性に満ち満ちていて、刹那として規則性が目の前に立ち現れているだけに

過ぎないのではないかと思えて来る。 

そして興味深いのは、今自分の中で、不規則性や規則性を超越した人生観のようなものが芽生え

ていることである。それが日々の生活に染み渡っていき、不規則性や規則性の束の外側の世界に

足を踏み入れていることを感じる。 

ここからの人生。それは不規則に規則的に揺れる波のように寄せては返すを繰り返していき、大海

そのものに還っていく。そしてその大海は、もっとずっと大きなものに還っていく。このプロセスに終

わりはなく、それは永遠に続く。 

遥か彼方の無限に向かって永遠という時間をかけて還っていくもの。それが人生なのだ。フローニ

ンゲン：2021/2/5（金）09:09 

6619. ある家に選ばれて  

時刻は午後3時半を迎えようとしている。つい今し方、ドイツの書店から、カリル·ギブランの詩集

“Collected Works of Kahlil Gibran (2020)”が届けられた。このハードカバーの装丁は非常に美し

く、黒のカバーに金色の花模様と文字が刻まれている。各ページの角も全て金粉で装飾されてい

て、まさに輝きを放つ書物である。 

この詩集もまた他の詩集と同様に、現在ルーミーの詩集に対して行っているのと同じく音読をして

いこうと思う。詩的言語には内在的に呪術的な作用があり、それは声に出すことによってさらに活性

化される。素晴らしい詩を音読すればするほどに、呪術的な力が内側から湧き上がって来るように

感じられるのはそのためなのだ。 
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午前中には、イギリスの書店からポール·クローデルが詩について解説した“Poetic Art (1948)”と、

ドイツの哲学者マーカス·ガブリエルの“The Meaning of Thought (2018)”という哲学書が届けられ

た。ちょうど今日はガブリエルの他の哲学書を読み終えたので、明日からはこの2冊に取り掛かりた

い。 

今日はその他に、昼前に朗報が届いた。昨日見学した第一希望の居住物件のオーナーであるペ

イトラさんから、私を借主に選んでくれたというテキストメッセージが届いたのである。昨日物件を見

学した段階で、私がその物件を大変気に入り、お互いに良い関係が築けそうだということがわかっ

たので、大体の合意形成をしていた。 

今日は改めて、無事にその家を借りることができるという連絡を受けたのである。もちろん、不動産

屋を介して正式な契約を締結する必要があるが、これにて一安心である。物件との出会いも巡り合

わせであり、巡り会う時には巡り合うし、そうでないときには巡り合わない。オーナーに借主に選んで

もらったというだけではなく、その家にも自分は選んでもらったのだと思う。 

その家は、フローニンゲン中央駅ではなく、こじんまりとした北駅から歩いてすぐのところにあり、環

境は抜群である。閑静な住宅街の一角にそのオーナーの土地があり、その敷地内にその一軒家が

ある。今の家の周りの環境も非常に静かなのだが、やはり4世帯が1つのアパートの1区画に入って

いることもあり、上下階の生活音がどうしても聞こえてしまうことがある。また、車の交通量は多くない

が、このアパートは通りに面していることもあり、日中に車が走る音が小さく聞こえて来る。一方で今

度の家は通りに面しておらず、通りからも隔離された敷地内に一軒家があるので、騒音とも無縁の

生活が送れそうである。 

昨日、とにかく静かな環境を望んでいるということをオーナーにも話し、今住んでいる香港人の男性

にも伝えた。オーナーも現在の借主も、私と同じく静かな環境を愛しているがゆえにそこに住んで

いるということを述べ、確かに周りの環境の様子から察すると、非常に静かな場所だということがわ

かった。快適さと静けさを求めた結果、そこが第一希望の物件であり、その物件に住むことができる

ことになって本当に嬉しく思う。 
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その家は、オーナーのフレディさんが2019年に建築したばかりの新しい家である。昨日物件見学を

した際に、最初の借主である香港人のチーが綺麗に使ってくれていることがわかり、有り難く思っ

た。自分もこの家を大切にしながら住みたいと思う。とりあえず2年の契約を結ぶことになり、そのあと

はどこに住むかは決めていない。 

引き続きこの家に住まわせてもらうかもしれないし、フローニンゲンのもっと郊外に引っ越すかもしれ

ない。はたまたオランダの他の地域に引っ越すかもしれず、フィンランドに居住するかもしれない。

いずれにせよ、居住空間というものもまた住む人たちの歴史が刻まれ、引き継がれていくものなの

だということ改めて感じる。フローニンゲン：2021/2/5（金）15:48 

6620. 今朝方の夢 

時刻は午前6時半を迎えようとしている。今日から週末が始まる。 

今の気温は1度だが、ここから昼にかけて気温が下がっていき、マイナス1度になるようだ。今日は

雪は降らないが、明日からは最高気温でさえもマイナスとなり、雪が降る。来週はなんとの全ての日

の最高気温がマイナスとなっている。そして平均最低気温はマイナス7度である。 

気温について書き留めている時は大抵、その気温を好んでいる自分がいて、マイナスの世界につ

いて記述するということは、それを楽しみにしている気持ちが背後にあるように思う。そう、来週のマ

イナスの世界はとても楽しみなのだ。身体の髄だけではなく、精神の髄、さらには存在の髄が引き

締まるあのマイナスの世界が早くやって来て欲しいと思う。そうした寒さは、自分の中で弛緩してい

たものを鍛錬してくれる。そのようなことを思う。 

今朝方は少しばかり夢を見ていた。夢の中で私は、小中高時代の女性友達（NI）と偶然再会し、そ

こで立ち話をしていた。彼女のお腹を見ると、2人目の子供を宿しているようだった。彼女に赤ちゃ

んの性別を尋ねたところ、女の子とのことだった。彼女と最後に話をしたのはもう随分と前のことだっ

たので、お互いに最近どのようなことをしているのかを共有し、別れ際に私は彼女のお腹を触らせ

てもらい、赤ちゃんに声を掛けた。そこで夢の場面が変わった。 
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次の夢の場面では、私は見慣れないコンピュータールームにいた。そこは確かに見慣れない初め

ての場所だったが、雰囲気としてはよく知っているものだった。そこはTOEFLの試験会場だったの

である。何やらTOEFLの新しいバージョンがローンチされたとのことであり、私はそのトライアルを受

けることになっていた。正直なところ、もうこうした試験の類を受けることはやめにしたいと前々から

思っていて、試験に向けた勉強をする時間や試験を受験する時間がとても惜しいように感じられて

いた。 

いざ着席し、コンピューター画面を睨めっこしながら試験を始めた。リーディングセクションに関して

は従来のバージョンと難易度も形式も変わらず、とても簡単に思えた。続くリスニングとスピーキング

で若干試験時間が短くなったようだったが、形式自体は従来のものとほとんど変わりなかった。その

ようにしてスピーキングのセクションまで終えたところで、私は試験会場を後にすることにした。最後

のライティングのセクションを受けることが馬鹿馬鹿しく思えてしまったのである。 

試験時間を使って机の上で仮眠を取り、そこからライティングの試験を受けようかと思ったが、その

時間ももったいないように思えたので、私はライティングのセクションを終えることなくその場を後に

した。すると、スピーキングまでの点数がその場で知らされ、点数としてまずまずのものだった。 

そのような夢を見ていた。そう言えば、リーディングセクションの途中に、ちょうど隣で試験を受けて

いたのが大学時代の友人であり、彼は熟睡していた。口を開けながら気持ち良さそうに寝ている彼

を眺めていると、自分の目の前に奇妙な植物が現れた。その植物の大きな葉っぱを見ると、その葉

の上に囚われているアリの大群を発見し、彼らの蠢く様子を眺めていたのを覚えている。フローニン

ゲン：2021/2/6（土）06:42 
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