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3061.【北欧旅行記】ヘルシンキ滞在の四日目の朝 

今朝は六時半に起床した。旅行中は曜日感覚がいっそう無くなってくるが、今日は土曜日だ。 

ヘルシンキ滞在の四日目の今日は、ホテル近くのシネブリュコフ美術館を訪れようと思う。この美術

館には、14世紀から19世紀初頭までのヨーロッパの芸術品が所蔵されている。 

ヘルシンキ滞在四日目にして、本日初めてヘルシンキ市内を観光する。ヘルシンキ到着の初日は

ホテル近くのスーパーに行くだけでその日が終わり、次の二日間はヘルシンキからバスで二時間ほ

ど西に行ったところにあるトゥルクを訪れたり、ヘルシンキから電車で25分ほど北に行ったところにあ

るアイノラを訪れていたため、ヘルシンキ市内の観光は実質上今日が初めてである。 

本日訪れるシネブリュコフ美術館はホテルからわずか200mのところにあるため、これまで訪れた場

所に比べると本当に近い。ヘルシンキ市内を観光するのは今日が初日だが、街の中で見たいもの

は特にないので、美術館をゆっくりと堪能し、近くのレストランで昼食を摂ったらホテルに戻ってきた

いと思う。 

今日は遅くとも夕方からはホテルでゆっくりと過ごす。出発前にホテルの受付に行き、ホテルにサウ

ナが付いているのかを確認しておきたい。 

フィンランドはサウナが有名であり、空港のラウンジにもサウナが付いているところもある。現在の宿

泊先のホテルの質から言えばサウナが付いていそうであり、今日と明日はサウナに入る時間も十分

にあるだろうから、サウナで一汗流したいと思う。 

昨日までの二日間の夕食は、ローカルのスーパーで購入したビュッフェ形式の持ち帰りで済ませて

いたが、昨日は近くの日本食レストランに立ち寄った。昨日は朝食がバナナ二本に、クロワッサンが

一つ、昼食はチーズケーキだったので夕方にお腹が空いてしまい、夕方の四時に夕食を摂ること

にした。その日本食レストランもビュッフェ形式であり、夕方の四時にもかかわらず多くの人がいた。

見るとほとんどがフィンランド人であり、日本人は私しかいなかった。フィンランドのこの季節はまだ

日が長く、もしかすると夕方の四時というのは昼食の時間に入るのかもしれないと思った。実際にそ

のレストランでは、夕方の五時までは昼食料金で食べることができる。お腹が空いていたこともあり、
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味噌汁に始まって、サラダに移り、その後は随分と多くの寿司を食べた。このレストランは良心的な

値段であるにもかかわらず、味がとても美味しくて幾分感激した。 

カウンター席の私の隣には、フィンランド人のビジネスマンが一人でご飯を食べており、私たちは日

本食について少しばかり話をした。このレストランの寿司の質と箸の使い方などを話した。 

ヘルシンキ市内にはかなりの数の日本食レストランがあるが、このレストランの価格と味には大変満

足したため、明日の夕方にも再び訪れたいと思う。今日はシネブリュコフ美術館を午前中に訪れた

ら、そのレストランとは違う日本食レストランに立ち寄り、昼食を食べたいと思う。ヘルシンキ：2018/9/

1（土）07:26 

No.1281: On the Morning in Boston 

The seventh day to stay in Boston began. I’ll go to the library at HGSE later, bringing two 

books; one is Steiner’s philosophy, and the other one is Gurdjieff’s philosophy. I’ll continue to 

learn regardless of whether I go to the fourth master’s program or not. Boston, 08:22, 

Wednesday, 10/3/2018 

3062.【北欧旅行記】受け継がれる旅  

ヘルシンキ滞在の四日目の今日は曇っていて、一日を通して小雨が降る時間帯が何度かあるよう

だ。明日も似たような天気になるらしい。幸いにも遠出をして、よく歩くような観光は昨日までに済ま

せており、今日と明日はホテルからほど近くにある美術館を訪れるだけに留める予定だ。美術館に

行き、残りの時間はホテルでゆっくり過ごすことにする。 

いつの間にやら今日から九月が始まっていた。欧州での三年目の生活もすでに一ヶ月が過ぎた。 

三年目の生活では積極的に旅に出かけようと思っていたこともあり、六月末のロンドン、七月末のデ・

ホーヘ・フェルウェ国立公園、八月末の北欧旅行と、毎月旅に出かけている。もう数日したらフロー

ニンゲンに帰るが、今月末には五年振りに米国のボストンに一週間ほどの旅行に出かける。年内に

予定している旅は今のところそれぐらいであり、六月から九月にかけて立て続けに旅に出かけたた
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め、それ以降はフローニンゲンでゆっくりしようと考えている。フローニンゲンでゆったりとしながら、

自分の探究活動と創造活動に打ち込むのが賢明だろうと思われる。 

随分と旅に出かけたこともあり、旅から得られたものを十分に咀嚼する時間が必要だろうし、旅から

得られたものを形にしていく必要もある。そうしたことを踏まえると、オランダ国外に出かけて行く旅

は、ボストンに行くことを年内 後のものにしてもいいだろう。 

年明けの一月末か二月には、可能であれば是非ともオーロラ観測の船旅に出かけたい。その時は

ノルウェーに足を運ぶことになる。 

昨年の夏にもノルウェーを訪れたが、やはり北欧諸国は私にとってとても魅力的な国だ。ストックホ

ルムに滞在中は自然を強く感じることはできなかったが、おそらく郊外に行けば数多くの自然と触

れ合うことができただろう。今のところ、実際に自然を直接体験し、大きな感銘を受けたのはノルウェー

とフィンランドだ。この二つの国の郊外で生活を営みたいという思いが湧いてくる。こうした北欧諸国

にオランダを加え、今のところそれら三国のいずれかであれば長く生活をしたいという思いがある。 

それにしても、昨日訪れたアイノラは、今回の北欧旅行の 大のハイライトだったように思う。シベリ

ウス愛好家にとっての聖地アイノラは本当に素晴らしかった。 

シベリウスの邸宅の近くにはトゥースラ湖と呼ばれる湖があり、博物館を訪れた後、私はそこに向かっ

た。その道中、突然私は、今目の前に見られるような景色と立ち込める自然の香りを幼少期に幾度

となく味わう幸運に恵まれていたことを思った。端的には、両親が私を連れて日本各地を旅した幼

少時代の記憶が蘇ってきたのである。トゥースラ湖周辺に流れる空気は、かつて私が日本のどこか

の湖で味わったことのある澄んだ空気であった。 

そこから記憶の糸がどんどんと辿られていき、両親が連れて行ってくれた無数の旅がどれほど現在

の自分の感性を育むことにつながっていたかを思った。私にも子供ができたら、きっと同じことをす

るだろうと思わずにはいられなかった。 

日本各地、そして世界各地を子供と一緒に旅する日がいつかやってくるかもしれない。その時には、

私の両親が自分を連れて行ってくれた旅の思い出を話すことにしよう。旅も次の世代に伝承されう
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るものであり、旅の記録を書き残すことによって、それはもう一人の人間の旅ではなくなる。一人の

人間の旅は万民のための旅になる。ヘルシンキ：2018/9/1（土）07:50 

No.1282: Luster of Boston 

I hardly composed music during my stay in Boston, but I composed a piece of music in the 

morning. Autumnal tints start in Boston, and I can feel the brilliance of fall. Boston, 09:19, 

Wednesday, 10/3/2018 

3063.【北欧旅行記】シネブリュコフ美術館を訪れて  

今日は午前中に、ホテルの目と鼻の先にあるシネブリュコフ美術館に足を運んだ。この美術館は入

場が無料の比較的小さな美術館であり、もともとはその名の通り、シネブリュコフ氏の邸宅だったそ

うだ。現在はその邸宅が美術館として公開され、建物の横にはカフェが併設されている。現在は地

下一階のロッカールームとトイレ、そして二階のギャラリーだけが開いているようであり、一階の展示

室は閉まっていた。 

豪華な食器や家具などを中心に、数多くの肖像画が飾られていたことが印象に残っている。しかし

私が一番興味深く鑑賞していたのは、シネブリュコフ氏が妻に贈ったと言われている幾つかの音楽

であった。これはシネブリュコフ氏が作曲したものではなく、何の楽器なのかわからなかったが、綺

麗な鈴のような音色で奏でられる音楽がとても美しかった。しばらく私はその音楽に耳を傾けてい

た。  

もう一つ印象に残っているのは、ジャン＝バティスト・カミーユ・コローの何点かの風景画と他のバル

ビゾン派の画家の作品である。それらは、ちょうど 後に足を運んだ部屋に飾られていた作品であ

り、その部屋でしばらくぼんやりと作品を眺めていた。 

個人の邸宅を美術館にしていることもあり、やはりそれほど大きくなく、一時間半ほどで全ての作品

を見て回ることができた。美術館を後にした私は、ヘルシンキの街中を少しだけ散歩した。 

ヘルシンキの街中を歩いていると、バルト海の風が頬を伝ってきた。どうやら昨日見たアイノラの自

然を忘れることができないようであり、その余韻がまだ自分の内側に残っていた。 
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まるで自然が一つのゆりかごを形作り、アイノラの土地を抱擁しているかのような情景を思い出すこ

とができる。 

今からちょうど一ヶ月前に、私はオランダ南部にあるオッテロー村を訪れていた。ヘルシンキにいる

今この瞬間に、あの時にオッテロー村で感じていた自然の恵みのような優しさに触れている。 

北欧の自然の雄大さには本当に打たれるものがあり、いつか自然に囲まれた場所で生活をし、自

然から霊感を得ながら日々の探究活動と創造活動に従事する日がやってくることに思いを馳せて

いた。 

今日はホテルに早めに戻ってきたので、今から仮眠を取り、その後は現在協働執筆中の書籍の原

稿をレビューしたい。レビューが完了したら、それを協働執筆者の方に送る。それが終われば過去

の日記の編集をし、ホテルの地下二階にあるサウナにでもゆっくり入ろうと思う。今朝ホテルの受付

で確認したところ、このホテルにはやはりサウナが付いているとのことなので、それを嬉しく思う。明

日はヘルシンキが誇るアテネウム美術館を訪れ、そこで多くの時間を過ごそうと思う。ヘルシンキ：

2018/9/1（土）13:10 

No.1283: From Boston to the Netherlands 

A peaceful day began. Seeing the Charles River, I’m thinking about a new piece of music that I’ll 

compose from now. I’ll leave Boston for the Netherland in the evening. I convince that my new 

life in Europe will be fulfilled. Boston, 08:13, Thursday, 10/4/2018 

3064.【北欧旅行記】突然の睡魔とGRE試験の結果 

今朝は十分な睡眠を取ったはずだったのだが、先ほどは一時間半ほども仮眠を取ることになった。

昼食後にホテルの自室に戻ってきてしばらく経つと、突然睡魔に襲われたため、ベッドの上でいつ

ものように20分ほど仮眠を取ろうと思ったのだが、結局午後三時近くまで寝ることになった。 

仮眠の 中には夢を見ており、同じ大学を卒業した10歳ほど年上の先輩と対談をしているような夢

だった。 初はお互いの顔が見えないように、二つの椅子と椅子の間にカーテンを置き、カーテン

越しに対談を行っていた。その先輩は私たちとの 初の出会いの年ときっかけを少し間違えていた
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ことが印象に残っている。その先輩は青少年のための教育プログラムの開発に力を入れており、対

談の内容はそのプログラムの話が中心になった。 

その先輩が幾分古風な話し方をする癖があり、その癖が出るたびに、対談を聞いている周りの人た

ちが笑みを浮かべていた。そのような夢を見ていた。 

一時間半ほど仮眠を取り、逆に頭が少し朦朧としているように思えたため、ホテルの自室に備えら

れたネスプレッソマシーンでコーヒーを一杯入れた。コーヒーが出来上がるのを待っている間にメー

ルを確認してみると、ちょうど先週に受けたGRE試験の公式スコアが出たという連絡を受けた。 

早速スコアを確認してみると、V：155 (69%)、Q: 167 (91%)、W: 4.5 (82%)という点数だった。このスコ

アは決して悪いものではなく、このスコアであれば、来年の初旬に出願する米国の大学院のうち、

も高いスコアを要求するハーバード大学教育大学院（HGSE）にも十分提出できるものだ。 

実はこのスコアは六年前の 高点とそれほど変わっていない。ただし、当時は 高点がこれくらい

であり、今年の本番の前に受けた模擬試験において、Vervalで160点を越すこともあったため、今

は標準スコアが上記の結果くらいなのだと思う。とりあえず 低限の点数を一回目の受験で取得で

きたため、これでよしとする。GRE試験の勉強ばかりしていると本当に脳が壊れかねないため、二度

目の受験をする必要がないことに対してとても安堵している。 

一方で、今年は少なくとも一度はTOEFLを受験しようと思い、今回の北欧旅行の前に受験の予約

をした。GRE試験を受けたアムステルダムのプロメトリックセンターの雰囲気がとても良かったため、

会場は同じくそこにした。今回もまた近くのホテルに前泊をする予定である。TOEFLについても も

高い得点を要求しているのがHGSEであり、四つのセクションそれぞれで26点以上取ることが求めら

れており、合計点は104点を 低限求めている。正直なところ、26×4=104というように綺麗に得点

を取れないのがTOEFLなのであるから、いっその事、合計点104点を 低点数としてほしいところ

である。というのも、私はまだスピーキングのセクションで26点を超えたことがないからだ。 

先日初めてTOEFL試験の講師の説明を動画で視聴していたところ、私が難解な単語や複雑な構

文を使いがちであること、つまり書き言葉のような英語を話していることが26点を超えられない大き

な理由だと判明した。26点を越えるためには、訛りが抜け、米国英語の発音に近いことが求められ
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ることに合わせて、難しい書き言葉のように話すのではなく、より自然な話し言葉で自信を持って話

すことが大事になるそうだ。これがこれまで私が26点を超えることのできなかった大きな理由のよう

に思えるため、北欧旅行から帰って来たらこの点を矯正していくための訓練をする。 

また、数年前にTOEFLを受験した時の 高得点は、R29、L28、S24、W29の合計110点であった。

今回はスピーキングのセクションで26点を超えられるようにし、リスニングについてもミスをしようない

ようにしたいと思う。そのためには、フローニンゲンに戻ってきてから、毎日スピーキングとリスニング

の対策をしようと思う。TOEFLもGREと同様に、形式慣れが非常に大切であるため、特に二つのセ

クションの対策には充分時間をかけたい。また、ライティングに関しても、GRE試験のような複雑な

構文や難解な単語を使いすぎた形でライティングの回答をすると、むしろ点数が下がってしまうた

め、その点にも気をつけたい。ヘルシンキ：2018/9/1（土）15:25 

No.1284: A Tranquil Destiny 

I can see a patch of blue sky, although the weather forecast said that it would be cloudy all day 

long. My trip to Boston is now approaching the end. I think that it is a destiny for me to visit 

here after five years’ absence. I have a premonition that my life will largely change from today. 

Boston, 09:00, Thursday, 10/4/2018 

3065.【北欧旅行記】サウナの楽しみ 

たった今ホテルのサウナルームから戻ってきた。サウナに入って汗を流すのは本当に爽快である。

年間を通してサウナに入る機会は多くなく、それこそ旅の 中に宿泊するホテルにサウナがあれば

入るぐらいだ。今後はできるだけサウナが付いているホテルに宿泊したいと改めて思う。 

サウナに入って汗を流すのみならず、サウナに入っている 中の瞑想的な意識の状態に着目して

みる必要がある。今日も10分間を計る砂時計を一度倒し、その砂が下に落ちるまでは常に瞑想的

な意識の状態であった。 

10分経つと一度サウナから出て、一休みしてからもう一度サウナに入った。今日は私が一番乗りだっ

たが、後からフィンランド人らしき人が入ってきた。少しばかり物足りない暑さだなと思っていたところ、
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ちょうどその男性がサウナルームの真ん中に置かれた石たちに水をかぶせ、その蒸気で部屋の温

度を上げてくれた。 

昨日アイノラのシベリウス邸宅を訪れた時、サウナ小屋があることに驚いた。シベリウスもサウナが好

きだったのだ。 

小屋の周りは静かな森に囲まれており、そのような環境の中でサウナを楽しむというのはなんと贅沢

だろうかと思った。また、サウナから外に出てみれば、森の声が聞こえ、当時は近くの湖が見えたに

違いない。シベリウスはひょっとすると、自然のみならず、サウナに入って瞑想的な意識の中でくつ

ろぐことを通じて楽想を得ていたのかもしれない、とふと思った。 

先月末にオランダ南部のデ・ホーヘ・フェルウェ国立公園近くのホテルに宿泊した時もサウナがあり、

サウナを楽しんだ。よくよく振り返ってみると、私は社会人一年目の時に、贅沢ながらも家にミストサ

ウナが付いているマンションに住んでいた。仕事を終えて帰宅するたびに、毎日ミストサウナを使っ

ていたように思う。いつかわからないが、仮に自然に囲まれた一軒家で過ごすことになれば、ぜひと

もシベリウスのようにサウナ小屋を作るか、家の中にサウナルームを作りたいと思う。その際はぜひと

も大工の友人にお願いをしたい。 

今日はこれから夕食を摂り、その後に一曲ほど曲を作りたい。昨日アイノラのシベリウス博物館で購

入した楽譜をもとに、シベリウスの曲を参考にしながら一曲作る。実は今朝もシベリウスを参考に一

曲作っているが、今夜もまた、持参したバッハのコラールの楽譜ではなく、昨日購入したこちらの楽

譜を参考にして曲を作る。今日も一日が緩やかに、そして落ち着きと充実さを持って静かに終わり

に近づいていく。ヘルシンキ：2018/9/1（土）18:11 

No.1285: Arrival in Groningen 

I arrived at my apartment in Groningen in the afternoon. I’ll deeply engage in my academic and 

creative work from tomorrow. Boston, 19:01, Friday, 10/5/2018 
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3066.【北欧旅行記】旅の意識 

昨日は一時間半ほどの仮眠を取ったにもかかわらず、昨夜はよく眠ることができた。午後十時過ぎ

には就寝し、起床したのは七時前だった。 

今日は実質上ヘルシンキ滞在の 後の日となる。明日の午前中にヘルシンキのホテルを出発し、

夕方にアムステルダムに到着する予定である。 

ヘルシンキ滞在の五日目の今日は、フィンランド随一の芸術作品の所蔵数を誇るアテネウム美術

館に足を運ぼうと思う。この美術館で特に注目をしたいのは、18世紀中頃から20世紀の半ばにかけ

て活躍したフィンランドの画家の作品である。もちろん、この美術館にはフィンランドの画家の作品

以外にも、ゴッホやセザンヌなどの作品も所蔵しているため、それらもゆっくりと鑑賞したい。 

今日はアテネウム美術館に訪れる以外は何も予定を入れておらず、ゆっくりと美術館を堪能し、時

刻が夕方になっていれば、一昨日訪れた日本食レストランに訪れたい。そこで少し早いが、ビュッフェ

形式の夕食を食べる。 

十日間ほどにわたる今回の旅を振り返ってみると、やはりこの十日間はゆっくりとだがあっという間

に時が過ぎていくという、二つの相矛盾した時間感覚が混在していた。今回の旅においても、いつ

も旅をする際に気をつけているように、一日に見学する箇所を詰め込みすぎないようにしていた。 

とかく多くの人は旅に出かける際に、あれこれと様々な場所を訪れたがるが、それは過食と同じであ

り、結局そうした経験は自分の身になっていかない。そこには名所を消費するという発想しかなく、

一つ一つの名所を味わうという意識が希薄である。 

一つの場所には一つの固有の魂が宿っているがゆえに、その場に固有の魂と対話をすることなし

にはその地を真に理解することはできないだろうし、その地から促しを得ることもできないだろう。 

今回の旅もとにかく一つの場所でゆったりとした時間を過ごしていた。そのような旅の過ごし方をし

ていると、不思議なことに、確かに旅は非日常的な意識を私にもたらしてくれるが、同時に生活のあ

り方が日常と変わらないものであるがゆえに、旅の経験が日常と陸続きになっている感覚がある。あ
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るいは、旅の経験は宙に浮かんでいるのだが、日常と宙が目には見えない階段で繋がっている感

覚がするのである。こうした感覚が得られるのも、非日常的な旅を単に消費するのではなく、普段と

同じような生活リズムの中でそれと向き合っていくことをしているからかもしれない。 

そのおかげで、旅で得られた諸々の刺激や感覚がその場限りのものではなく、自分の身になって

いくのを感じる。そこでは旅の経験の確かな咀嚼があり、それが真に自分を深めることにつながって

いくのを実感する。 

今回の北欧旅行も実質上、今日が 後の滞在日となったが、今日もまたゆったりとした時間の中で

非日常的な旅の一日を過ごしたいと思う。ヘルシンキ：2018/9/2（日）07:37 

No.1286: My Hometown 

I came back to the Netherlands yesterday. By virtue of the peacefulness of Groningen, my body 

and mind are totally relaxing. Groningen, 12:12, Saturday, 10/6/2018

3067.【北欧旅行記】全身の血の流れとエネルギーの流れ 

今日はヘルシンキ中央駅のすぐ近くにあるアテネウム美術館を訪れ、その後に時間を見て、少し早

い夕食を摂ろうと思う。ホテルに戻ってきたら、今日もまた夜にサウナに入りたいと思う。 

昨日のサウナではいい汗をかき、全身の血の巡りが良くなったように思う。日々意識するべきことは

呼吸であり、身体意識であり、同時に全身の血の巡りなのだと思う。 

今朝方、母からメールが届いており、その内容は手荒れと血の巡りに関するものだった。母のメー

ルを読みながら、全身の血の巡りは精神的な次元でのエネルギーの循環とも関係しており、血の巡

りをいかによくするかが重要であることを改めて思った。 

幸いにも、今は随分と手荒れが治り、ほぼ完治している。まだ若干皮膚に硬さが残るが、以前のよう

に、皮膚が切れてしまうようなことはもはやない。だが油断は禁物であり、これから一段と寒く乾燥す

る季節に入ってくるので、手荒れの対策はしっかり行いたい。 
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以前、手荒の要因に関して様々な仮説を書いていたが、一つ抜け落ちていたのは血の巡りだった

と母のメールを読んで思った。確かに旅行中に手荒れが改善する傾向にあったのは、コーヒーの

摂取量が少なくなり、洗剤を使わないということ以外にも、旅の 中はよく歩き、全身の血の巡りが

良くなっていることとも関係しているかもしれないと思った。 

フローニンゲンに戻ってからは、全身の血の巡りを良くするために散歩やヨガの量を増やしてもい

いかもしれない。この点についても自ら検証してみようと思う。とにかく全身の血の巡りについてはこ

れから意識をしていく。 

フィンランドの冬は寒いためか、ホテルの窓が二重になっていることに今気がついた。自室の大き

な窓は開かないようになっているが、その横にある縦長の窓は開くようになっている。早朝の空気の

入れ替えとして、その窓を開けた。すると、冷たい早朝の風が室内に入ってきた。 

時刻はもう午前八時に近づきつつあるが、ヘルシンキの町はまだ静かである。現在宿泊しているの

はヘルシンキの町の中央に位置しているが、とても静かだ。 

この時間帯であれば通勤の人たちの姿が見られてもおかしくはないと思っていたところ、今日が日

曜日であることを今知った。確かに、ヘルシンキの中心にも居住用の家はあるのだろうが、多くの人

は町の中心から離れた場所か、あるいは郊外に生活拠点を置いているのではないかと思う。 

フィンランドの自然を考えれば、それはごく当たり前のことかもしれない。誰が好んで人工的な町の

中心に住むのだろうか。 

上述のように、呼吸や全身の血の巡り、およびエネルギーの流れを考えてみた場合、人工的な町

の中心で生活を営むと、それらが乱れがちになってしまうように思う。自然に近い場所で自然を感じ、

ゆったりとした呼吸と共に全身のエネルギーを整えていくこと。 

フィンランドの多くの人たちは、家族を愛し、自然を愛すると言われている。家族と共に自然を感じ

られる場所で生活を営む叡智の中に、何か人として生きて行く上での大切なことが隠されているよう

に思うのは私だけではないだろう。ヘルシンキ：2018/9/2（日）07:55 
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No.1287: Beloved Country 

I’m very grateful for the tenderness that I can feel in Groningen. I’ll resume my life here, and 

it’ll be content. The Netherlands is the place where I can relax my being. Groningen, 12:14, 

Saturday, 10/6/2018 

3068.【北欧旅行記】GRE試験の結果について 

昨日、ETSからGRE試験の公式な結果に関する連絡を受けたことを昨日の日記に書き留めていた

ように思う。無事に一回で比較的納得のいく結果が得られたことを嬉しく思う。確かに理想は、読解・

語彙セクションで160点を超えることであり、ライティングセクションで5.0を超えることであったが、前

者に関して155点、後者に関して4.5も決して悪い結果ではない。 

今回芸術教育に関して探究を深めるために米国の大学院に出願する際に、出願先候補の中で

も高いスコアを要求しているハーバード大学教育大学院（HGSE）の合格者たちの平均は、読解・語

彙セクションで158点ぐらいであり、ライティングに関してはちょうど4.5である。数学のセクションに関

しては、合格者平均を大幅に上回るが、それは自分が日本人であること、そして理系の修士号を二

つ取得していることと関係しているだろう。数学のセクションで高得点を取れていたとしても特に有

利になるわけではなく、HGSEにせよ、他の大学院にせよ、GREは出願の際の一つの要素に過ぎな

い。要は、足切りの点数を 低限確保しておけば良いのではないかと思う。特に米国人ではなく、

留学生の枠で出願する際には、GREで高得点を取得することをあまり望まない方がいいように思

う。  

今から六年前は、ちょうど私がジョン・エフ・ケネディ大学の修士課程の一年目が終わった頃であり、

その時に博士課程の進学を考えていたために、GRE試験を何度か受けた。その時は本腰を入れて

GRE対策をしていたが、その過程は随分としんどいものであった。 

当時の 高点と今回得られた結果はほとんど変わらないことを昨日の日記に記していたように、当

時は随分と自分を追い込んでGRE対策をしていたように思う。しかし、フローニンゲン大学にやって

きて、学習の本質を見つめ直すことが多くなり、当時のような学習をしていては、頭がおかしくなると
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思うようになった。あのような無茶な学習の仕方をしていては、脳と精神が壊れてしまう。そうしたこと

から、今回は緩やかにGRE対策を進めていた。 

その結果、確かに読解・語彙セクションで160点を超えることができず、ライティングセクションでも5.0

を超えることができなかったが、今回獲得した点数は、今の自分が常に発揮出来る標準的なパフォー

マンスの結果だったと思う。喩えて言うならば、読解・語彙セクションで160点を超え、ライティングセ

クションで5.0を超えるのは、ホームランを打つようなものである。一方、今回の結果はツーベースヒッ

トかシングルヒットのようなものであり、とりあえず目標 低限のスコアは超えていたため、三振では

ない。 

HGSEを含め、他の大学院への出願には今回のスコアを用いたいと思う。GREを速やかに突破した

ため、後は志望動機書を充実したものにしていきたい。ヘルシンキ：2018/9/2（日）08:20 

No.1288: An Autumn Cradle 

Today is a peaceful Saturday as if I were in a cradle. I’ll go for a walk later to purchase cheeses. 

Groningen, 13:46, Saturday, 10/6/2018 

3069.【北欧旅行記】志望動機書の執筆から得られるもの 

静寂さを保つヘルシンキの日曜日の朝。依然として私はまだホテルの自室におり、日記を書いてい

る。 

今日は中央駅の直ぐ近くにあるアテネウム美術館に訪れる予定だが、そこに行くのは昼近くでもい

いように思っている。ホテルでゆっくりし、さらには美術館でゆっくりしてから早めの夕食を摂る。 

一昨日に引き続き、今日もまた日本食レストランに行く。そこは中国人が店を切り盛りしているのだ

が、味付けが日本的なのはとても嬉しい。もしかしたら、多くの中国人の従業員の中に日本人もい

るのかもしれないが、一昨日は気づかなかった。特に、味噌汁を飲んだ時の何とも言えない安堵感

を覚えている。日本を思わせる味噌汁と、日本の寿司と変わらない味を持つ寿司がそこで食べれた

ことは大きな喜びであった。今日も四時ぐらいにそのレストランに行き、十分な夕食を摂る。 
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先ほどの日記の中で、GRE試験を無事に終え、これからは志望動機書の執筆に力を入れていく旨

の話をしていたように思う。振り返ってみると、私はこの数年間において、ほぼ毎年志望動機書に類

するものを書いているように思う。少なくつも直近の三年間において、毎年必ず一つは志望動機書

を書いている。確かに志望動機書を書いていくことは時間を要するが、それは時間をかけるに値す

るほどの価値があるように思える。 

社会人になってから大学院に進学したことのある人であれば経験済みだと思うが、志望動機書を書

く際に一度人生の棚卸しをすることが求められ、同時にこれからの人生について考えることも求めら

れる。私は幸運にも自分の関心領域と合致する世界の大学院と出会う機会に恵まれ、そこへ出願

するたびに、人生の棚卸しとこれからの人生について考えることを求められてきた。 

今回、再び自分の探究領域を少しばかり——人によっては大きく見えるかもしれないが——変え、芸

術教育および霊性教育の探究に乗り出していく。今回米国の二、三の大学院に出願する際には、

改めてこれまでの歩みの振り返りと、これからの人生の展望について文章を書いていくことが求めら

れる。 

多くの人にとって、普段はそうした大きな振り返りや今後の大きな展望を考えることはないであろうか

ら、大学院への進学に向けた志望動機書の執筆は非常に良い機会になるのではないかと思う。今

回提出する志望動機書については、すでに色々と思いついたことを箇条書きにしており、今後はそ

れらの項目をもとに一つの大きなストーリーを作っていこうと思う。 

芸術教育および霊性教育に行き着いた経緯とこれからについて、改めてゆっくりと振り返り、それを

文章の形にまとめていきたいと思う。確かに大学院への出願は労力を要するが、どのような結果で

あったとしても、その労力に見合う学びや気づきというものが必ずあるはずである。 

ここ 近は本当に物事のプロセスを見るようになった。確かに何かに挑戦し、何かに取り組む際に

は望む結果というものがあり、望んだ結果が得られなかった場合には感情が揺らぐのは当然のこと

である。だが、今はもう結果のみに感情が左右されるのではなく、プロセスそのものからの学びがい

かに大切かを知る。今回の出願を通じて、数多くの自己発見と学びがもたらされるだろう。ヘルシン

キ：2018/9/2（日）08:39 
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No.1289:Splendid Autumn Footsteps 

The first day to come back to Groningen from Boston was very tranquil and content. I can hear 

splendid autumn footsteps. Groningen, 18:32, Saturday, 10/6/2018 

3070.【北欧旅行記】アテネウム美術館を訪れて 

今日もまたヘルシンキでゆっくりとした時間を過ごすことができた。今回の旅行ではヘルシンキとストッ

クホルムの双方の町でゆったりとした時間を過ごし、今回の旅を通じて北欧の文化と自然を存分に

満喫することができたように思う。 

明日の午前中にホテルを出発し、午後の便でフローニンゲンに戻るが、今回の旅で思い残したこと

はもはやない。それほどまでに今回の北欧旅行は充実したものだった。こうした充実感がもたらされ

たのも、おそらく一つ一つの場所を時間をかけて巡ったからだろう。 

今日は一日を通じて雲が多かったが、時折晴れ間が顔をのぞかせた。今もまた晴れ間が少し顔を

覗かせており、太陽の光が優しくヘルシンキの町に降り注いでいる。 

今回の北欧旅行は八月末から九月の頭にかけて行われたが、北欧だけあって旅の 中は常に肌

寒く、毎日長袖を着て移動していた。今日も早朝に街中を歩いている 中、ヘルシンキの夏も終わ

りを迎え、秋に向かっていることがわかった。 

今日は随分と長い時間をアテネウム美術館で過ごした。もちろん、パリのルーブル美術館やロンド

ンのナショナルギャラリーほどの規模はなかったが、ヘルシンキで 大の美術館ということもあり、随

分と見所の多い美術館であった。 

フィランドの画家が残した一つの風景画の光の加減が極めて美しく、その絵の前に私はしばらく佇

んでいた。帰り際に現在展示されている作品が収められている画集を購入したが、その画集には

自分が足を止めた絵画が掲載されていなかった。そのため、作品の名前と作者の名前はわからな

いが、とにかくフィンランドの画家が残したものであり、ちょうど私が生誕する百年前に描かれたもの

だということを覚えている。仮に作者と作品の名前がわからなくても、その作品の印象は私の心に残
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り続けるだろう。とても大きな絵であり、夕方の森をモチーフに、夕日が湖に照っているような絵であっ

た。 

その他に私が関心を示したのは、フィンランドの民族叙事詩『カレワラ』に関する展示品である。シ

ベリウスも熱心に『カレワラ』を研究し、その詩の世界をいくつかの曲の中で表現している。 

シベリウスが母国の詩集を参考にした気持ちが今の自分にもなんとなくわかるような気がする。歳を

重ねるごとに、自分の根源的なルーツを知るたくなるというのは発達的欲求と言えるのかもしれない。

そうした欲求が、米国で生活をしていた時以上に強く湧いてきている。いつか日本の詩集や伝記を

読みたいと思う。 

古事記や万葉集をいつか真剣に探究する日がやってくるだろう。しかし今はまだ、それらを読むた

めの準備の段階であって、それらを真に読み解く日は随分と先になることが予想される。おそらく私

が次に日本で生活をするようになる日は、日本古来の伝記や詩集を真剣に読もうと思った時だろう。

それまでは日本に帰ることはできず、日本で生活をすることは許されない。それは本当に許されな

いことなのだ。数年後、あるいは数十年後に日本に戻る日がやってくるか否かは、これからの自分

の日々の生活にかかっている。ヘルシンキ：2018/9/2（日）17:28 

No.1290:A Gentle Flow of Time 

The morning in Groningen has a gentle flow of time. The sunrise casts its light upon the town. I’ll 

slowly start my today’s activities. Groningen, 08:30, Sunday, 10/7/2018 

3071.【北欧旅行記】音色の研究に向けて 

先ほど少し早いが夕食を近くの日本食レストランで摂った。四時あたりから夕食をしっかり摂り、今

はホテルの自室でゆっくりしている。あと一時間半か二時間したらサウナに入りに行こうと思う。明日

のフライトは13:55ということもあり、明日は余裕を持ってホテルを出発することができる。 

ストックホルムの空港で犯した失態をしないように、今回は搭乗便の英数字とゲートをきちんと確認

する。決して思い込みによってゲートに足を運ばないようにすることが肝要だ。明日はホテルを十時
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あたりに出発すれば、空港には11時前に着くだろう。随分と余裕があるため、今回もまた空港のラウ

ンジでゆっくりしながら仕事に取り組もうと思う。 

本日アテネウム美術館を訪れ、ショップで何気なく絵画に関する書籍を眺めていると、改めて色の

学習を本格的にしたいと思った。それは絵画の文脈においてというよりも、音楽の文脈においてで

ある。厳密には、絵画における色彩論を学びながら、それを自分の作曲実践に活かしていくという

ことを考えている。色がもたらす心理的な効果について学び、それを曲中の音色に活かしていく。 

以前、オディロン・ルドンの画集を購入した時——あるいはウィリアム・ターナーの画集だったかもし

れない——、ゲーテの色彩論に関する興味深い記述があった。ゲーテの色彩論はシュタイナーも参

考にしており、以前購入したシュタイナー思想が盛り込まれた音楽理論の書籍の中にも非常に洞

察に溢れる記述が掲載されていたのを覚えている。そうした事柄をこれからゆっくりと時間をかけな

がら探究して行こうと思う。 

美術館に訪れるたびに思うのだが、本当に絵画と音楽は親和性が高い。優れた絵画作品を眺めて

いると、いつも音楽的なものを喚起され、それを曲として表現したいという欲求が生まれる。 

音色の形と色彩、そして心理的効果の鍵を握るのは、やはりハーモニーなのかもしれない。この秋

からはハーモニーの理論書を何度も読み返していこうと思う。ウォルター・ピストンやチャイコフスキー

の解説書を中心にハーモニーの探究を進めていく。 

今日はこれからシベリウスに範を求めて一曲ほど曲を作る。もし時間があれば、バッハの四声のコラー

ルにも範を求めて曲を作りたい。午前中にすでに一曲作っているため、今日もまた二曲か三曲作る

ことになるだろう。毎日執筆する日記と同じ感覚で、自分の内側にある外側に形として誕生しようと

するものを曲として表現していく。 

日記的作曲実践をいついかなる時も行っていく。作曲実践がひと段落すれば、過去の日記の編集

を行いたい。旅に出かけている時は特に過去の日記の編集が進む。今回の北欧旅行は明日で

後となるが、明日もまたフローニンゲンに到着するまでは、とにかく日記の編集に力を入れたいと思

う。明日からのフローニンゲンでの生活がまた楽しみだ。ヘルシンキ：2018/9/2（日）17:47 
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No.1291:Endearing Sparrows 

I can hear twitters of a few sparrows. I saw a sparrow coming to the window a couple of minutes 

ago. It was very endearing. Groningen, 08:42, Sunday, 10/7/2018 

3072.【北欧旅行記】土地との縁・人との縁 

北欧旅行を終える日がやってきた。今日は幸いにも晴天であり、早朝の穏やかな太陽の光がヘル

シンキの町に降り注いでいる。ホテルの目の前の建物にも太陽の光が当たり始めており、これから

一日が本格的に始まることを実感する。 

昨年の夏にデンマークとノルウェーに旅行し、今回はスウェーデンとフィンランドを旅行することがで

きた。北欧の夏は本当に涼しく、一方で北欧の自然は力強い生命感を感じさせてくれた。 

一つの旅が緩やかに終わりに近づいていくのを今は味わっている。ホテルを10時過ぎに出発し、

空港には11時前に到着することができたらと思う。 

ホテルを出発するまでに時間があるので、それまでは作曲実践をしたり、過去の日記を編集したり

する。空港に到着したら、すぐにセキュリティーをくぐり抜け、ラウンジでゆっくりしたい。 

ヘルシンキ空港のラウンジはサービスが充実しており、食べ物の種類も豊富であることが嬉しい。ス

ケジュールを考えると、ラウンジで昼食を取ることがちょうどよく、13:55のフライトまでラウンジでくつ

ろぎながら仕事を進めていこうと思う。 

今朝は七時前に起床した。今朝も十分な深い睡眠が取れたように思う。 

昨夜は一昨日と同様に、ホテルのサウナに入りにいった。ちょうど私と入れ替わる形で一人の男性

がサウナ室を後にし、しばらくは貸切の状態が続いていた。サウナ室に入ってしばらくすると、オー

ストラリア人の恰幅の良い年配男性がサウナ室に入ってきた。ステンレスのロッカーキーをそのまま

サウナ室に持ち込もうとしており、ステンレスがどれほど熱を帯びるのかは不明であったが、自宅の

ステンレス製の鍋が熱くなることを思い出し、その男性にキーは熱を帯びる危険性があることを伝え、

「キーは壁に取り付けられているあの引っ掛けに置くことを勧める」と壁を指しながら伝えた。すると、
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その男性は満面の笑みで感謝の気持ちを私に伝えた。キーを壁にかけ、再びサウナ室に入ってき

たその男性と私は随分と長く話をしていた。 

その方の話によると、現在は奥さんと北欧旅行をしている 中であり、旅の期間は一ヶ月ほどだそう

だ。年齢と旅の期間などを考えると、もう退職をされているのかもしれないと私は思った。 

その方もスウェーデンに訪れたらしく、そこでは船旅を楽しんでいたそうだ。私も以前から船旅に関

心を示しており、その方の話を興味津々で聞いていた。船旅への関心が強いため、あれこれ質問

をしていると、そこで10分間を知らせる砂時計がすでに全部落ちていることに気づいた。もう少しサ

ウナに入っておくことも十分可能だと判断したので、もうしばらくその男性と話をすることにした。 

そこからはフィンラインドの旅の話、そしてその方がバルセロナを訪れた時の話になった。バルセロ

ナの町の景色は極めて美しいとのことであり、同時に観光客を狙うスリの話もしてくれた。その手口

が興味深かったので、その話についても私は質問を交えながら熱心に聞いていた。とはいえ、さす

がにバルセロナの旅の話が終わることには、もう随分と長くサウナの中にいたことになるため、その

話を終えたところで、私はサウナ室を後にすることを告げ、別れの挨拶を述べた。 

お互いの名前を確認し合い、私たちはそこで別れた。その方の名前はロンと言う。 

お互いの旅の話に随分と花が咲いたことから、旅が持つ人と人を結びつける働きについて考えて

いた。旅というのは本当に人との縁やその土地との縁で作られているのだと思う。 

今回私がストックホルムとヘルシンキに訪れたことは、その土地との縁であり、そこで話をした人たち

とはまた別の縁で繋がっている。人生は常に旅としての性質を持っており、同時にそれは様々な縁

によって成り立っているのだと改めて知る。ヘルシンキ：2018/9/3（月）07:36 

No.1292: Shimmer on Sunday 

Seeing the shimmer of the morning sun, I’ll start to write a draft of my statement of purpose to 

apply to a graduate school. Groningen, 09:46, Sunday, 10/7/2018 
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3073.【北欧旅行記】旅の終わりに考えるTOEFLスピーキングセクション 

ホテルの自室の窓を開けると、森の香りがした。ホテルの目の前の街路樹の香りが部屋の中に流れ

込んでくる。 

今日は月曜日ということもあり、昨日とは異なって、七時半を迎えたこの時間帯でも街を行き交う人

たちの姿を見ることができる。ホテルの自室の窓が優れた防音機能を持っているため気づかなかっ

たが、窓を開けてみると、目の前の通りの工事が始まっており、その音が今聞こえる。 

10日間の北欧旅行を終え、今日の夜からはフローニンゲンの自宅でまた探究活動と創造活動に打

ち込む日々が始まる。今回の旅を通じて、私はまた大きな励ましと促しを得たように思う。それらを

元に、今日からの活動にこれまで以上に精進したいと思う。引き続き日本企業との協働プロジェクト

を進めていき、協働執筆中の書籍を完成させ、それと並行して芸術教育と霊性教育の探究、およ

び日記の執筆と作曲実践を行っていく。 

今月にはもう一つ大切なことがある。それはTOEFLを受験することである。 

実はTOEFLを受験するまでにそれほど日はなく、来週の土曜日に受験するため、二週間ほどの準

備時間だ。よくよく考えると、二種間も準備期間があれば十分のように思える。その準備は今夜から

始めたいと思う。 

これまでは完全に独力でTOEFLの対策を進めてきた。予備校に通うことなど一度もせず、対策問

題集を解くということと実際にTOEFLの試験を何度も受けることによってスコアを伸ばしてきた。正

直なところ、数年前に受験した時に、すでにR29、L28、S24、W29の合計110点を取得しており、そ

の合計スコアを今回超えることができるかどうかはわからない。今回の主眼はなんといってもスピー

キングであり、スピーキングのセクションで26点を超えるようにしたい。 

そのための対策を今回はしっかり行うつもりであり、数日前にスピーキングセクションのポイントと対

策に関する動画をいくつか見つけた。米国の予備校講師が解説しているそれらの動画を見たとき

に、私のスピーキングセクションの点数が伸びていない理由が明確なものになっていった。 
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私はすでに英語を話す環境に七年間ほどいるため、日常生活や学術生活におけるスピーキング

はもうほとんど問題ではない。だがそれでもTOEFLのスピーキングセクションの点数が伸びていな

いことには決定的な理由がいくつかあることに気づいた。 

26点を超えるためには、何点かの項目を満たしている必要があることを学んだ。一点目の米国英語

の発音にどれだけ近いかというのは、今の私はもうそれほど問題ではない。数年前に受験した時も

この点はそれほど問題はなかったはずである。ただし、採点官がすぐに理解できるような明瞭な発

音であるかどうかが26点を超える一つ目のポイントであり、本番はどうしてもあれこれと話そうとして

早口になってしまうため、発音に関しても今回の試験では気をつけたいと思う。焦ることなく適度な

速度で話し、明瞭な発音をとにかく心がける。 

次の二点目が私にとって重要なものであった。二つ目は、書き言葉のような難解な単語や言い回し

を用いないということである。 

日本語を話す時もついつい書き言葉のような話し方になってしまうことが 近は多く、英語におい

てもそうした傾向が見られる。そのため、この点は本当に意識して改善する必要がある。ある意味、

TOEFL試験というのも個別的な文脈であるため、TOEFL試験の文脈に合致するスピーキングの術

を身につける必要がある。動画を見ていて、ある講師が一つ面白い助言をしており、「質問の1と2

については馬鹿になれ」というものだった。これはかなり的をついていると改めて思った。 

質問の1と2については自分の経験談を交えながら話をしていくことが求められるが、その時にあまり

難しく考え過ぎてしまうと具体例が出てこない。それらの二つの問いについては、本当に高校生ぐ

らいの精神年齢に戻ったかのように、簡単なエピソードと解りやすい具体例を用いるようにする。変

に難しく考えたり、何か小難しいことを言おうとすると、質問1と2の回答につまづいてしまい、その結

果として二つの問いのスコアが下がってしまうだろう。それら二つの問いについては、とにかく童心

に帰り、解りやすいエピソードと具体例を明瞭な発音を伴った話し言葉で回答していくことが重要

だ。  

後の三点目については、これは自信を持って感情を込めて回答するということである。今から八

年前に初めてTOEFLを受験した時、コンピュター画面に向かってスピーキングをすることに対して
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大きな違和感を持ち、自分の話し方もどこかぎこちなく、感情があまりこもっておらず、抑揚の少な

い英語になっていたように思う。この点についても一点目と同様に、採点官にとってどれだけ理解し

やすいかが26点を超える際の大事な判断項目になっているため、話す内容については自信を持っ

て、抑揚をつけながら感情を込めて話すことが重要だと予備校講師も説明していた。この点につい

ても訓練をし、本番では強く意識したいと思う。 

その時にポイントになるのはボディランゲージであり、スピーキングのセクションの開始と共に姿勢を

正し、質問に回答している時は普段用いているようなボディランゲージを積極的に入れていこうと思

う。ボディランゲージがどれほど言葉に力を込めるかについては言うまでもないだろう。身体の動き

と発せられる言葉には強い関係性があるのだから、この点は特に意識したい。ヘルシンキ：2018/9/

3（月）08:01 

No.1293: An Autumn Underground Rumbling 

When a season became autumn, I came to feel a distinctive type of energy compared to that I had 

before. It is encouraging me to deeply connect with the earth and to go up to the sky. Groningen, 

15:39, Sunday, 10/7/2018 

3074.【北欧旅⾏記】TOEFLリスニングセクションにおけるメモの取り⽅について 

つい先ほどの日記でTOEFLについて書き留めていたが、もう少しTOEFLにつて書いておこうと思う。

先日受験したGREと同様に、今回のTOEFL受験も 後のものにしたい。ただし、GRE試験の結果

は五年間有効であるのに対し、TOEFLはわずか二年しか有効でないため、仮に二年後以降に博

士課程などに進学する場合は、またTOEFLの受験をすることになるかもしれない。いずれにせよ、

今のところ、今回のTOEFL試験が 後のものになればと思う。 

今回の試験対策も、GRE試験対策と同様に、プロセスそのものを楽しもうと思う。GRE試験の対策中

は、特にGREに出題される単語を覚えることに意義と喜びを見出し、学習プロセスそのものに意味

を感じていた。それと同じことをTOEFL対策に対しても行う。 
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今回の対策では、確かにリーディングやライティングに関しても、再度感覚を取り戻すための対策を

行うが、これ以上点数が上がらないような状態になっているため、それら二つのセクションについて

は 小限の対策に留める。ただし、ライティングの二つ目の問いである自由記述型の問題につい

ては、GRE試験のライティングのように小難しい単語や構文を駆使するのではなく、TOEFL用に比

較的やさしい英文を書くようにする。今回特にそのプロセスを楽しみたいと思っているのはリスニン

グとスピーキングのセクションである。 

リスニングに関してはいつも小さなミスをしてしまう。おそらくこれはメモの取り方に問題があるように

思われたため、この点についても関連動画をインターネット上で検索してみると、随分と有益な動画

がいくつもあった。それらの動画を見て、改めてメモの取り方が重要だと思った。そもそもメモを取る

ことそのものにいくつかの大切さがあった。 

リスニングのセクションでは、とにかく話の要点と全体像を抑えることが先決だが、時に細かな点に

ついても尋ねられる。その際に、細かな点についても理解をし、それをメモにしておくことが大切に

なる。また、そもそもメモを取ることの利点は、集中力の持続と関係している。時間にして3分から5分

ほどのパッセージが読み上げられるが、仮にメモを取っていないと、意識が上の空になってしまうこ

とがある。特に私のように、すぐに他のことを考え始めるような思考特性を持っている場合には、メモ

を取りながらリスニングの問題文に集中することは効果的だろう。メモを取るために手を動かすこと

は意識を集中させるにはうってつけだ。 

また、どのようなメモを取るかについても工夫をしたいと思う。振り返ってみると、大学院での講義を

聴きながら取っていたメモは、大抵文章の形であった。しかし、TOEFLのリスニングセクションでそ

れを行うとメモの網羅性が確保されない。もちろん、ここでもポイントがあり、話される全てをメモしよ

うとしてはダメなのだが、大事なポイントは全てメモしておくことが大切だという点に気をつける必要

がある。 初はなかなかこの塩梅が難しいと思うが、様々な問題を解いていくうちに、何をどれほど

メモしたらいいのかという感覚が身についていくるだろう。対策をするというのはそうした感覚を養う

ためにある。 

私の失敗談としては、読まれる英語を聴きながら、できるだけ多くのことを文章の形でメモしようとし

ていたことである。これだと次々に読み上げられていく文章についていくことができない。そのため、
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一つのセンテンスが読まれた後に、何が重要な情報なのかを即座に把握し、それだけをメモしてお

くことが求められる。しかもそのメモは文章で残すのではなく、略式文字や記号を用いて自分だけ

にわかるメモにしておくことが大事だ。 

このメモを見ながら回答するのは問題文が読み上げられてほんの数分後であるため、自分だけが

かろうじてわかるメモの表記で十分なのだ。TOEFLのリスニング対策の一環として、メモの取り方に

ついてここで改めて鍛錬したいと思う。 

むしろこれまでそれに意識を払ってこなかったことが不思議なぐらいだが、ここで一度自分なりの簡

単なメモの取り方が身につけば、今後の英語空間での生活にも有益だろう。文章の形ではなく、単

語レベルで、しかもその単語は母音を省略した子音の形でよく、さらには図などを積極的に活用す

ることを心がけたい。ヘルシンキ：2018/9/3（月）08:23 

No.1294: Thanksgiving Day 

I can see two birds resting on a street tree. Everyday seems to be Thanksgiving Day. Groningen, 

10:16, Monday, 10/8/2018 

3075.【北欧旅行記】ヘルシンキ空港のラウンジで想うこと 

今日のヘルシンキは快晴に恵まれた。いよいよ北欧旅行も終わりとなり、今夜からは再びフローニ

ンゲンでの生活が始まる。 

今回の旅もまた非常に充実したものであり、これからの自分の人生の肥やしになってくれるだろうと

確信している。今私は、ヘルシンキ空港のラウンジの中にいる。 

ホテルの出発から空港までは非常にスムーズであり、セキュリティーも速やかだった。真っ先にアム

ステルダム行きのフライトのゲートを確認し、それが自分が搭乗する飛行機であることを念入りに確

認した。今日は先日のように、閉ざされた搭乗ゲートの前で、自分が乗るべき飛行機が空に羽ばた

いていく瞬間を見なくて済むだろう。搭乗ゲートからすぐ近くにラウンジがあり、どちらのラウンジもプ

ライオリティーパスがあれば無料で利用できる。 
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今日はせっかくなので、他の空港にもあるAspireではなく、その隣にあるフィンランド的なカフェに入っ

た。そこで先ほどランチビュッフェを食べた。 

今座っている席は、ちょうど飛行機の発着場を眺められる非常に開放的な席だ。飛行機がゆっくり

と空に飛び立ったり、空から地上に戻ってくる様子が見える。 

今日は月曜日なのだが、あまり人がいない。むしろ月曜日だから人が少ないのだろうか。もう少しビ

ジネスパーソンがいるかと思ったらそうではなく、空港全体が落ち着いている。 

新鮮なサラダと身体の温まるスープをしっかり食べた。コーヒーを飲みながら一服し、搭乗時間を待

つことにする。 

先ほど改めて、博士課程の進学について考えていた。これまで何度もこのテーマについて言及し

ているが、先ほどはまた、博士課程に進学することによって、人間発達と教育哲学を思想的に探究

することをゆっくり進めていきたいという意欲が高まった。 

四年や五年間ほど時間をかけて、これまでの発達研究の経験をもとに、ここで改めて思想的に人

間発達を探究し、それに合わせて本格的に教育哲学の探究に乗り出していく。博士課程の進学に

ついては今も全く焦っておらず、それは40代になってからでも、50代になってからでもいいと思って

いる。実際に、私が師事していたオットー・ラスキー博士は二つの目の博士号を60歳を超えて取得

しており、成人発達の大家の一人であるスザンヌ・クック=グロイターも60歳を迎えてから博士号を取

得している。 

四年や五年をかけて自分の関心分野をゆっくりと探究できるのはなんとも贅沢なことであり、そうし

た贅沢な時間を存分に活用するためには、明確な主題を持って博士課程に進学することが大切に

なるだろう。また、どの教授をメンターに持つかについても非常に重要な要素である。そうしたことを

踏まえて、これから博士課程に進学して探究するに足るだけの明確なテーマを浮き彫りにし、自分

が師事したいと思う教授をこの世界のどこかに見つける必要がある。もしかしたら、それは見つける

という能動的なものというよりも、人との縁によってそうした人物と出会うようなものなのかもしれない。

これまでの自分の歩みには常にそうした良縁があった。博士課程の進学を決断する際には、まさに

そうした良縁が必要になるだろう。 
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仮に博士課程に進学することになれば、それは自分に与えられた一つの重要な役割なのだと思う。

その役割が与えられたのであれば、それを全身全霊で全うしたいと思う。ヘルシンキ：2018/9/3（月）

12:58 

No.1295: A Serene Song 

A new day began; it looks as if I could hear a serene song. I’ll read and read, write and write, and 

create and create today, too. Groningen, 10:26, Monday, 10/8/2018 

3076.【北欧旅行記】自分の役割 

欧州内の旅行は移動時間が短く、体力をそれほど奪われなくて済むことが有り難い。オランダを拠

点にして、本当にあちこちと欧州各国へ旅行に出かけることができる。 

今日は午前10時にヘルシンキのホテルを出発し、今はもうフローニンゲンにほど近いズヴォレの駅

に到着した。オランダから離れ、様々な国に行き、そこから再びオランダに戻ってくるたびごとに、オ

ランダという国が自分の故郷だという思いが強くなっていく。この国は欧州における自分の大切な故

郷だ。 

今日はフローニンゲンの自宅に到着したら荷物を置き、近所のスーパーに行き、二日分ほどの食

料を購入しておきたい。明日からの探究活動と創造活動をこれまで通りに始めるために、必要な食

料を確保しておく。 

今回ストックホルムで宿泊したホテルも、ヘルシンキのホテルにもバスタブがなく、浴槽にゆっくりと

浸かることができなかった。幸いにもヘルシンキのホテルにはサウナがあり、昨夜もサウナを楽しん

だが、やはり浴槽にゆっくりと浸かってリラックをすることは私にとってとても大切なようだ。今日は自

宅の浴槽にゆっくりと浸かり、旅の疲れを癒したいと思う。 

今夜から再びフローニンゲンでの生活が始まるが、北欧の森をゆっくりと散歩するかのように、ゆっ

たりとした日々を過ごしたいと思う。決して焦らず、着実に自分の人生を深めていくという歩みを継

続させていく。そうした気持ちを持ちながら、自分の取り組みに励んでいく。 
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明日からはTOEFLの対策を行っていこうと思う。昨日の日記にも書き留めていたように、リスニング

とスピーキングのセクションの対策のプロセスを楽しみたいと思う。リスニングにおいてはとりわけメモ

の取り方に習熟し、スピーキングにおいては平易な話し言葉の英語を意図的に話す訓練を積んで

いきたい。今回は何としてもスピーキングのセクションで26点を超えたいと思っており、そのための

対策を念入りに行う。これまでそうした対策をしてこなかったことが驚きだが、今回はかなり意欲的に

その対策を行っていく。 

今から数時間前、私はヘルシンキ空港のラウンジにいた。ラウンジの開放的な窓から飛行機の発着

場を眺めながら、自分の役割が一体何なのかについて改めて考えていた。 

自らの役割にも絶対的なものがあるのと同時に、変化する役割があることを以前の日記の中で書い

ていたように思う。絶対的な役割にしても、変化する役割にしても、それは今の役割を担うことによっ

て徐々に発見されていく。それはまるで、自分の役割を彫刻していくようなイメージである。 

自分の役割を担いながら、自分の役割を掘っていく過程の中で、自分の役割がますます鮮明なも

のになっていく。今年私は、自らの役割が芸術教育と霊性教育の中にあり、シュタイナー教育との

接点の中でそれらを探究していくことが一つの重要な役割だということに気づかされた。また、他の

役割としては、自分が博士課程に進み、そこで人間発達と教育哲学に関して真剣な探究をし、そこ

で得られた知見を様々な形で世の中に共有することも大切な役割であることを知った。 

自分にも与えられた役割があるということ。それを全うしながら生きることの大切さ、充実感、幸福感

が今の自分を包んでいる。フローニンゲンに向かう列車の中：2018/9/3（月）17:33 

No.1296: Oscillating Tinted Autumnal Leaves 

I can see tinted autumnal leaves of street trees oscillating. As well as street trees, we deepen our 

being by oscillating. Groningen, 11:48, Monday, 10/8/2018 

3077. フローニンゲンでの新たな日々の開始 

いよいよ今日からフローニンゲンでの生活が新たに始まった。旅先のホテルがどれほど素晴らしく

ても、自宅というのはやはり も落ち着ける場所だということが改めてわかる。 
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昨夜は十時前に就寝したが、今朝の起床はそれほど早くなく、七時前だった。特にこれから数日間

は旅で得られたものを咀嚼するために十分な睡眠を取ることになるかもしれない。 

今日からフローニンゲンでの生活を再び始めるにあたって、生活のリズムはゆっくりとすることを心

がける。旅の余韻がまだ残っている今において、諸々の事柄を焦って進めてはならない。 

今日はまず、作曲実践から一日の活動を開始しようと思う。昨日は移動の間はずっと過去の日記を

編集しており、結局作曲をすることができなかった。一日ほど作曲実践から離れてしまった格好だ。

作曲もすでに毎日の習慣になっていたため、一日作曲をしないというのは、ある日の日記を書かな

いのと同じぐらいに違和感がある。ここからも、自分にとって作曲実践が生活の不可欠な一部になっ

ていることを知る。 

今日はまず、バッハの四声のコラールに範を求めて一曲作る。一曲作ることができたら、昨日まで

の北欧旅行で購入した書籍や画集、さらには博物館や美術館のパンフレットを眺めることをしたい。

旅の間はそれらを眺めることがあまりできなかったため、旅を終えた今からゆっくりとそれらを眺め、

北欧旅行の振り返りをゆっくりと行う。それらの文献及び資料に目を通したら、再び作曲実践をす

る。  

今度はハイドンに範を求め、午後からはシベリウスに範を求める。シベリウスのピアノ曲を参考にす

るようになったのは、もちろんフィンランドに訪れたおかげであり、二つのシベリウス博物館に足を運

んだおかげである。 

今回の旅は、シベリウスとの出会いをもたらしてくれ、自分の音楽世界を広げることにつながったこ

とを本当に嬉しく思う。シベリウスの生涯及び一連の作品に対しては、ゆっくりと理解を深めていく。 

幸いにもアイノラの博物館でシベリウスに関する書籍を十分購入し、トゥルクの博物館ではドキュメ

ンタリーDVDも購入した。そうした資料を用いながら、徐々にシベリウスの音楽世界の中に入ってい

く。そうしたことを行うことが、自分の音楽世界及び日常を深めてくれることにつながるはずだ。 

もう一つ今日から行うこととして、TOEFL対策がある。これは旅の 中の日記にも書き留めていたよ

うに、学習プロセスをとても楽しみにしている。リスニングにおいてはメモの技術を改めてここで鍛錬
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し直し、スピーキングに関してはTOEFLで求められることに忠実になって学習を進める。TOEFLの

文脈で求められるスピーキングの技術を磨くことは、これまで自分の盲点になっていたスピーキング

の側面を鍛錬してくれるだろう。 

こうした試験は頻繁に受けるものではないため、一つ一つの試験を大切にし、試験対策から得られ

るものを全て身につけていくような心構えを持つようにする。午後からリスニングとスピーキングに関

する対策動画を視聴し、リスニングについては数問ほど実際の問題を解き、スピーキングについて

は 初の二問について対策を行おうと思う。 

明日から来週の土曜日まで毎日対策を行っていく。学習プロセス自体を楽しむことを常に忘れない

ようにする。TOEFL対策が楽しいと思えるのは今回が初めてかもしれない。フローニンゲン：2018/9/

4（火）07:53 

No.1297: Dancing Inner Symbols 

I often perceive a numerous number of symbols to be dancing in my inner world. I just keep a 

journal and compose music to express a part of the symbols. Groningen, 16:38, Monday, 

10/8/2018 

3078. 発達や学習の一般性と個別性 

時刻は午前八時を迎え、書斎の窓の外に広がる懐かしい光景を眺めている。北欧に旅行している

間に九月を迎え、目の前の通りの街路樹が紅葉を始めている。夏のような青々とした色はそこには

なく、街路樹の後ろ側に佇む赤レンガの家々のような赤みを帯び始めている。 

北欧旅行の間に通りの工事が完了するかと思いきや、工事は相変わらず続いている。本当にゆっ

くりと工事が進められている。しかし今朝も作業員の仕事の開始時間は早く、七時半頃からブルドー

ザーの動く音がかすかに聞こえ始めた。 

家の窓ガラスが分厚いおかげか、窓を閉めていれば工事の音は気にならない。ゆっくりと進行して

いく工事のように、今日からまた自分のライフワークにゆっくりと取り組んでいこうと思う。 
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もう一つ私の心を和ませた光景として、道行く人たちの姿がある。通りを自転車で走る人たちの姿を

見ると、フローニンゲンに帰ってきたという思いをいっそう強くする。 

フローニンゲンは何を隠そう自転車の町であり、自転車に乗っている人たちはこの町のシンボルだ

と言っても過言ではないだろう。今日からは、北欧旅行の余韻を味わいながらも、同時にフローニン

ゲンに戻ってきたという感覚を大切にしながら新たな日々を緩やかに進行させていく。 

昨日ふと、発達科学と教育科学の知見を継続的に学んでいきながらも、自分の知性の固有性を自

ら学んでいくことの大切さについて考えていた。多くの人はそのどちらも行わない。 

発達とはいかような特性を持っており、どのようにそれが成し遂げられていくのか。学習はどのような

プロセスで進んでいくのかについて、多くの人は驚くほど無知である。さらには、自分自身の知性が

どのような特性を持っており、その特性に合致した学習方法はどのようなものなのかに関する探究

を行っている人もほとんどいないように思える。結局のところ、発達科学にせよ、教育科学にせよ、

それらは科学領域であるために、そこで開示される知識は一般化されたものである。 

そうした一般化された知識は確かに自分の発達や学習に大きな洞察をもたらすが、実はそれだけ

では不十分である。科学研究の俎上に載らない自分固有の発達特性と学習特性を自ら探究して

いくことが必要になる。なぜなら、私たちの知性は必ず固有な側面を持っており、そうした固有性は

科学研究で扱うことは極めて難しく、また、そうした固有性に着目した実践こそが私たちの発達や学

習を前に進めてくれるからだ。科学的な知を積極的に学んでいくことに合わせて、自分自身の知性

の特性をより深く理解していく姿勢が大切になる。 

後者に関しては、兎にも角にも自己観察をし、観察からもたらさせる仮説を検証し、そこからまた観

察を行うことによって新たな仮説を練っていくというサイクルを回すことが重要になるだろう。発達や

学習をより深めていくためには、とにかく一般性と個別性の双方をないがしろにしてはならない。フ

ローニンゲン：2018/9/4（火）08:16 
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3079. 深い呼吸とヨガがもたらす心象イメージ 

北欧旅行からフローニンゲンに戻ってきての初日はとてもゆっくりと時間が流れているように感じる。

今日は九月 初の火曜日だが、まだ夏季休暇のような雰囲気が辺りを包んでいる。 

先ほど近所のスーパーに買い物に出かけた時、静かに紅葉を始めた街路樹の葉を眺めていた。

夏が終わりに近づき、もう秋が始まりつつあるのだと知る。秋の始まりは人生の新たな章の始まりを

暗に示しているかのようだ。オランダで迎える三度目の秋は、これまで以上に充実したものになる予

感がしている。 

自分の人生が常に少しずつ深まっているということを日々実感する。来月は自分の生まれた月にな

るが、改めて自分が秋の季節に誕生したということをしみじみと感じる。 

昨日北欧旅行からフローニンゲンに戻ってきて、自宅の郵便受けを確認すると、移民局から一通の

文書が届いていた。どうやら無事にもう一年の滞在許可が下りたようだ。提出した書類に不備はなく、

迅速に滞在許可が延長されたことを嬉しく思う。今年の一年間は、オランダで学位を取得した者が

一年間さらに追加でオランダに居住できるという“search year”制度を活用した。 

この名前に現れているように、本来の目的は、オランダで学位を取得した留学生がオランダ国内で

雇用を見つけるための期間であり、インターンとして働いたり、すぐに組織で働くことを許可してもら

える制度である。 

私はこれまでと同様に、フリーランスとしてこの期間を過ごす予定である。現在進行中の日本企業と

行っている幾つかの協働プロジェクトをオランダにいながら進めていく。来年は再び米国の大学院

に戻って探究活動を続けるか、スイスのドルナッハで探究生活を送ろうと考えているため、オランダ

での生活は一旦今年で区切りとなる。今回三年ほどオランダで生活をしてみて、この国で過ごすこ

とが実に快適であり、文化的にも自分に合ったものを感じることができた。そうしたこともあり、今後い

つかまたオランダで生活を営む日が来るだろうと予感している。とりあえずは今年が終われば、一旦

オランダから離れる。次なる生活拠点は米国かスイスになるだろう。 
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昨夜は就寝前に印象的な心象イメージを知覚していたことをふと思い出した。ベッドの上で横にな

り、目を閉じてみると、目まぐるしく変わる色取り取りのイメージが知覚された。昨夜は旅の移動の疲

れもあり、早めに就寝に向けた準備を始め、深い呼吸をしながらいつも以上に念入りにヨガをして

いた。 

しばらく呼吸法とヨガの実践を行い、ベッドの上で横になって目を閉じると、意識がサトルの状態に

なっていたためか、色鮮やかな心象イメージを知覚することができた。こうした心象イメージを時折

知覚するのだが、不思議なことに、深い呼吸とヨガを念入りに行った時はほぼ毎回こうした心象イメー

ジを知覚する。ここからも、呼吸法とヨガは意識を変容させる力があり、サトルの状態ではそうした千

変万化する心象イメージを知覚することが可能なのだということが改めてわかる。呼吸とヨガは意識

を変容させ、サトル意識にいざない、そこで知覚される心象イメージを泉のように湧き上がらせる働

きを持っているようだ。 

今夜から意識的に深い呼吸とヨガの実践を念入りに行うことを習慣にしてみて、心象イメージが現

れるかどうかの観察と、どのようなイメージが生起するかの観察を合わせて行いたい。フローニンゲ

ン：2018/9/4（火）13:13 

3080. 腸の思わぬ特性とTOEFL対策 

フローニンゲンの空に輝く夕日が見える。時刻は七時半を迎えた。 

北欧旅行からフローニンゲンに戻ってきてからの 初の一日が終わりに向かっている。今日は旅か

ら帰ってきた初日にもかかわらず、旅に出かける前と同じような生活を送ることができていた。これは

おそらく、旅の 中においても生活リズムそのものは普段と変わらないものにしていたからだろう。 

今朝方、ちょっとしたきっかけで腸の働きについて調べていた。腸について調べてみると、随分と驚

くことがわかり、いろいろと考えさせられることがあった。 

まず腸は、「第二の脳」と呼ばれており、脳による判断に依存することなく、腸そのものが諸々の判

断を自発的に行っているということを知った。また、英語の世界では“gut feeling”という言葉にあるよ

うに、腸は様々な情報を直感的に受け取ることができるらしい。私たちの脳のみならず、腸も様々な
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外部情報を受け取っているということを知り、少々驚いたのと同時に、上記の英語表現を生み出し

た人物の洞察の深さに感銘を受けた。また、「幸福は腸で感じている」と言われるぐらいに、腸は私

たちの感情や気分を司る。 

腸がどのような状態かによって、それは私たちの脳に影響を与え、そして感情や気分にも影響を与

える。そのような特性を持つ腸の働きをいかに健全なものにしていくかに強い関心を持った。 

世間では腸内環境を整えるための様々な実践や食事などに関する情報が溢れており、そうした情

報は確かに参考になるが、腸内環境を生み出す腸内フローラは、そもそも各人異なるらしい。私た

ち一人一人に異なる腸内フローラがあるというのは、どこか私たちの知性という生態系が各人異な

ることと似ていると思わされた。 

いろいろと調べてみたところ、自分の腸内フローラの特性を良く知るための観察や検査を行い、腸

内環境に良い食事と生活実践を今後はより意識していこうと思う。腸内環境は私たちの身体的な健

康のみならず、精神的な健康にも大きな影響を与える。その点を忘れないようにする。 

早朝の日記で書き留めていたように、今日から少しずつTOEFL対策を始めている。特にスピーキン

グとリスニングセクションの対策に力を入れている。これまで何度もTOEFLテストを受けてきたが、特

にスピーキングセクションに関しては自分が間違った対策をしていたことを知る。あるいは、対策が

不十分であったと知る。 

今日からしばらくは、とりわけスピーキングセクションの設問1と2の対策に力を入れていく。昨年

TOEFLを受験した時、過去数年とは異なる形式の設問が出題され、少々面食らい、その場で対応

するのが難しかったため、今回はしっかりとした対策を行いたい。 

大変参考になる動画を見つけたため、明日からはその動画を繰り返し視聴し、実際に制限時間内

に回答する訓練を何度も行っていく。明日もまた特に設問1と2に力を入れ、時間があれば設問3の

対策を行う。 

明後日以降にも引き続き設問1と2の対策を継続させながら、設問4の対策に移行する。これまでの

経験上、設問3から6は与えられた情報をもとに回答していくため、それほど難しくはない。問題なの
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は、出だしの設問1と2をいかに自信を持って回答できるかであるように思うため、特にそれらの設問

については対策をしっかり行う。両者の設問では、自分の意見を述べた後に、それをサポートする

理由や具体例をしっかりと述べていくことが大切だ。 

これまでの私の回答は、おそらくサポートする理由や具体例が十分でなかったように思う。発話内

容を十分に膨らませることが大切であり、その際に特に難しいことを述べる必要はない。とにかく具

体的な理由、例、エピソードを述べることが重要だ。 

今日はこれからリスニングセクションの対策を行う。言うまでもなく、普段から英語を聞く環境にいる

ため、対策として行うのは形式慣れとメモの取り方である。そしてもう一つ重要なこととして、無菌状

態ではなく、雑菌状態の中でリスニング対策をしていくということだ。これはどういうことかというと、時

に自分がリスニングセクションの問題を解いている 中にスピーキングセクションが始まる受験者も

いる。 

その際に、他の受験者のスピーキングの回答が大きなノイズとなり、なかなかリスニングに集中でき

ないことがあった。そうした状況を見越して、あえてノイズのある環境の中でリスニング対策をしてい

くことが大切になるだろう。例えば、テレビをつけ、CNNなどのニュースを流しながらリスニングの問

題を解いていくということを行うというのは良い方法だろう。そういえば、第二弾の自分の書籍の中

で、「生態学的妥当性」に触れていたことをふと思い出した。まさにTOEFLテストの環境を想定した

対策を普段からいかに行っておくかが本番のパフォーマンスに大きな影響を与えるだろう。フロー

ニンゲン：2018/9/4（火）19:52 

No.1298: A Shining Autumn Night 

Today is approaching the end. The outside is already dark, but I can find a ray of hope. 

Groningen, 21:10, Monday, 10/8/2018 

© YOHEI KATO 2018 !36


