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6581. 今朝方の夢    

時刻は午前8時半を迎えようとしている。今朝は珍しく午前7時半まで寝ていた。いつものように昨夜

は午後10時にはすでにベッドの上にいて、すぐさま入眠し、気付いたら午前7時半だった。いつも

以上に睡眠を取っていたのは、きっと身体の中で何か治癒が行われていたからだろうか。あるい

は、昨日も色々とインプットすることが多かったので、それを消化·咀嚼するためにいつも以上の睡

眠を取っていたのかもしれない。午後9時半まで詩作に関するMOOCを視聴していたことも睡眠時

間を長くさせた原因かもしれないと思う。やはり夜はパソコンの画面をできるだけ見ないようにして、

詩集を読むといった過ごし方をしたい。 

ゆっくりと夜が明けていくフローニンゲン。午前8時半を迎えても今なお薄暗く、完全に日が昇るの

はもう少し時間がかかる。だが最近は日没の時間が伸びて、午後5時を迎えてもうっすらと明るさが

残っている。季節もゆっくり進行しているようだ。 

コロナの都合上、できるだけ国外に出ないようにとの通達が政府から出されている。一応3/31まで

それが促されている。4月になったら、是非ともドイツに出かけていきたい。ゲーテ記念館を含め、い

くつか訪れてみたい美術館がある。ドイツのいくつかの都市に滞在し、各都市を列車でゆっくりと

巡っていけたらと思う。 

今朝方は随分と深い睡眠を長時間にわたって取っていた。そうしたことから、夢として覚えているの

はごくわずかしかない。何の夢を見ていたのかを今思い出している。 

夢の中で私は、立派な芝生のサッカーコートの上にいた。どうやら今から練習試合が始まるらしく、

私は準備運動を何人かの選手たちと話しながら行っていた。私の近くに元サッカー日本代表の選

手が2人いた。彼らは共にフォワードのポジションを担っていて、私はその試合では左サイドのミッド

フィールダーを担当することになっていた。普段は右サイドを担当することもあって、左サイドでの動

き方について2人と相談していた。特に、ポジション的に私の前に立っている選手の方とは念入りに

動き方の確認を行った。 

しばらく動きの確認をした後、そこからは談笑をした。2人とも過去に欧州リーグでプレーしていて、1

人の選手はまだ欧州に残っていた。欧州での経験について話を聞き、印象に残っている街などの
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話を聞いた。話で盛り上がっていると、いつの間にか試合の時間がやってきた。私たちは今日の試

合も勝利しようと最後にお互いに声を掛け合ってベンチにいったん引き上げた。そのような夢を見

ていた。 

実際にはこの夢以外にもう1つ比較的印象に残っている夢があったのだが、そちらについてはもう

記憶の彼方にある。これから1日の活動を行う中でその夢について何か思い出すことがあれば、ま

た書き留めておきたいと思う。フローニンゲン：2021/1/23（土）08:38 

6582. ワンダーランドについて/詩に関するMOOC 

時刻は午後8時を迎えようとしている。今日も1日が静けさと充実感と共に過ぎ去っていった。 

先ほど、『不思議の国のアリス（1983）』の続きを視聴していたときに、この作品で描かれているワン

ダーランドというものが非日常世界を示唆しているだけではなく、イギリスの哲学者のロイ·バスカー

がいうところの「実在世界（the real）」を指しているのではないかということを考えていた。 

ワンダーランドとは虚構的性質が内包されていながらも、いやだからこそのリアル性があり、それは1

つの立派な世界を形作っている。もちろん、アリスが実際にその世界に入って活動を始めた途端

に、それは「経験世界（the empirical）」や「現実世界（the actual）」になるのだが、ワンダーランドそ

のものは実在世界に存在しているもの、あるいはその世界そのものなのだと思う。明日で最終話ま

で見ることができそうなので、この作品を見終えたら、また別のアニメ作品を見ていこうと思う。 

昨日、詩作に関する実践的なMOOCを受講し始め、今日の昼にコンテンツを全て見終えた。その

コースは6週間にわたって行われるものなのだが、2日で全ての講義を視聴することができた。随分

と速度が早く学習したように思えるが、実際のところはコンテンツを消化することに何の問題もなく、

詩作に関して多くの観点を得ることができた。実際に、受講しながらいくつか作品を作り、講義内容

が刺激になっていたようだった。 

ここからedXが提供している詩に関するその他のコンテンツも視聴していく予定だ。また、他のプラッ

トホームでもあるCourseraにおいても、いくつか興味深いMOOCがある。今のところ、“Modern & 

Contemporary American Poetry (“ModPo”)”と“Online Games: Literature, New Media, and 
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Narrative”のMOOCを受講することにして、登録を済ませた。前者は10週間ほどのコースだが、そ

れも貪るように積極的に視聴すれば、数日で視聴が終わるだろう。後者は4週間ほどの期間だが、

オンラインゲームに関する関心は詩に対する関心よりも弱いため、より時間がかかるかもしれない。

それでも数日でコースを終える予定だ。 

今夜は時間を作って、前者のMOOCの視聴を始めていく。アメリカの近現代の偉大な詩人が取り

上げられていて、彼らの詩がコースで取り上げられるたびに、手持ちの詩集を参照しようと思う。

コースで取り上げられた詩に対して、色々と書き込みを詩集に対して行っていくことによって、それ

らの詩に対する理解を深めていこう。そしてその理解を自分の詩作につなげていこう。映画作品の

鑑賞と並行して、しばらくの間、1日のうちの幾分かの時間をMOOCの受講に充てていく。フローニ

ンゲン：2021/1/23（土）20:11 

6583. 今朝方の夢 

時刻は午前6時半に向かっている。今、外の気温は0度であり、今日は最高気温が4度まで上がり、

最低気温はマイナス2度とのことだ。それを見ると、今夜は冷えるようだ。 

今日もまた映画鑑賞と創作活動に励んでいく。映画やドキュメンタリーに合わせて、昨日も視聴して

いたように、アメリカの近現代詩に関するMOOCを視聴していく。ちょうど今取り上げられているのが

エミリー·ディキンソンとウォルター·ホイットマンであり、彼らの詩集が手元にあることもあって、詩集を

参照しながらコースの視聴を進めることができている。昨日の視聴からも色々と得るものがあったの

で、今日もそれを期待したい。 

今朝方の夢。いくつか夢の場面が思い出される。 

夢の中で私は、見慣れない土地の寮に住むことになっていた。そこは中学生ぐらいの学生が集まる

学生寮であり、私の体は中学生のそれだった。その日は入寮初日であり、色々と勝手がわからず、

先に入寮していた友人に色々と話を聞いた。 

遼に到着すると、ちょうど食事の時間であり、エプロンのようなものを身に着けることが決まりのよう

だった。そして、食事の前には祈りの儀式をしなければならず、その方法について友人から教えて
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もらった。食事をテーブルに運んでいざ食事を摂ろうと思ったら、大学時代のクラスメートが声をか

けてきて、私に国語の問題を渡してきた。何やらそれは今日の課題のようであり、20:45までに解き

終えて提出しなけれあならないそうだった。食堂の時計を確認すると、締め切り時間まであと15分し

かなかった。 

提出された問題は小学1年生でも分かるようなものだったが、なぜか意識が朦朧としていて、問題

文をうまく読めなかった。気がつくと私は、寮の外にいた。どうやらこれから体育の授業があるらし

く、生徒全員でダンスのコンクールに参加するとのことだった。 

先生はとても気合が入っていて、生徒たちにもそれが伝わったのか、彼らの目もまた真剣であっ

た。私はまだ入寮したてであり、ダンスの練習に参加するのはこれが初めてだったので、彼らの気

持ちについていくことは難しく、まずは様子を見ようと思った。しかしながら、ダンスの大会の日が

迫っているとのことであり、先生は私の取り組み姿勢について注意をした。ダンスの大会に向けて

真剣に練習するか、それとも放棄するかを選べと先生は述べ、私はその場で少し考えた。全員と一

丸になって練習することによって大会に出るのは良い思い出になるだろうと思った一方で、自分の

やりたいことに1人で取り組みたいという思いもあり、その両方の気持ちで揺れていた。 

先生は、誰か1人でも1mm単位でミスをするとそれが大会で致命傷になると述べ、今の自分のダン

スの力ではみんなの動きにそこまで正確に合わせることは難しいと思った。残念ながら私は大会参

加を辞退しようと思い、その代わりに自分の好きなことに思う存分取り組もうと思った。それを先生に

伝えようとしたときに、そう言えばダンス大会に参加しないということは、体育の単位を落とすというを

意味し、それで卒業できるのかどうかが気がかりだった。 

もし仮に大会に出場しないと体育の単位がもらえず、そうしないと卒業要件を満たせないのであれ

ば、ここはもう腹を括ってダンスの練習に打ち込む方が賢明かと思った。自分のやりたいことに目一

杯取り組むのは大会後からにしようと思い、ダンス大会に参加する覚悟を決めたところで夢の場面

が変わった。フローニンゲン：2021/1/24（日）06:38 
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6584. 詩作と統合化/今朝方の夢の続き   

昨日、現在協働中のアントレプレナーファクトリーさんと一昨年、昨年に作った成人発達理論とイン

テグラル理論のコンテンツに関して、受講者の方々からいただいた質問に対して音声ファイルを通

じて答える形のコンテンツを新たに作った。昨日は合計で5つほどの音声ファイルを作り、まだ未回

答の質問がもう少しあるので、今日は午後に残りの質問に対しても音声ファイルを作っていこうと思

う。このように、受講者の方々からの質問に答える形で新たなコンテンツが生まれていくのは喜ばし

いことだ。音声ファイルを作成することは、現在行っている他の創作活動とはまた違った意味で創

造の喜びが感じられる。 

昨夜就寝のためにベッドに横になっていると、詩のアイデアが芽生えた。電気を付けると意識が覚

醒してしまうため、こうしたアイデアが芽生えたときには、真っ暗な中でそれをすぐさま枕元のメモ用

紙にメモするようにしている。今朝の詩作においては、まず真っ先にそのメモを見て1つ詩を作りた

いと思う。今日も1日を通じて、詩の形になろうとする思考や感覚が芽生えたら、それを素早くキャッ

チし、詩の形にしていく。まさにそれは詩を通じたメモのようだ。 

短い詩を作る過程の中で興味深いのは、思考や感覚が凝縮され、それが結晶のように姿を表す点

だ。詩の創作は、思考と感覚を統合化するような働きがありそうだということが見えてくる。この統合

化の働きがあるがゆえに、詩がポエトリー·セラピーや変容実践として活用されているのかもしれない

ということもわかる。 

先ほど夢を振り返っていたが、今朝方の夢にはまだ続きがあった。夢の中で私は、新しい会社に転

職することになっていた。オフィスに到着すると、私は個室に通され、色々と書類上の手続きがある

らしく、それをそこで行うことを求められた。手渡された書類の中に、損益計算書と貸借対照表があ

り、それを記入して欲しいと担当の人から言われた。 

損益計算書にせよ、貸借対照表にせよ、2つの異なるフォーマットがあり、そのどちらか一方を採用

して記入を進めて欲しいと言われた。どういうわけか、その書類は会計士ではなく弁護士から手渡

され、私は自分が記入しやすそうなフォーマットを選んだ。しばらく書類の手続きを進めたところで

一旦休憩を取ろうと思った。飲み物や食べ物などが置かれた休憩室に向かうと、煎れたてのコー
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ヒーがそこにあり、コップを用意して、コーヒーポットをマシーンから外してコップに注いだ。すると、

少しコーヒーが薄いように思えた。 

そのコーヒーを淹れてくれたのは先にこの会社に移ってきた前職時代のアドミニのある若い女性だ

と私は知っていて、いつも美味しいコーヒーを淹れてくれていることに感謝していたのだが、ここ最

近自分が濃い目のコーヒーを飲んでいることもあって、彼女が淹れるコーヒーは少し薄いのではな

いかと思い始めていた。だが私は、せっかく淹れてもらったコーヒーが薄いとは言えず、自分で濃く

するための工夫をしようと思った。だがそれはあまりうまくいかず、コップからコーヒーをこぼしてしま

う事態となり、そのコーヒーを飲むのをやめて、自分でドリップコーヒーバッグを使ってコーヒーを淹

れようと思った。 

午後にコーヒーを淹れてくれる人はいつも濃い目のコーヒーを入れてくれるので、午後のそのコー

ヒーに期待することにした。すると、先ほど書類を渡してくれた弁護士の方が休憩室にやってきて、

今から買い物に出かけるとのことであり、必要なものがあれば買ってきてくれると述べた。私はその

厚意に甘え、オーガニックのコーヒー豆を買ってきて欲しいと伝えようとしたが、ネスプレッソの方が

みんながいろんな味を楽しめるかと思ったので、ネスプレッソのカプセルを購入してきてもらうことに

した。 

しかしよくよく考えてみると、専用の機械がないようだったので、やはりオーガニックのコーヒー豆を

買ってきてもらうことにした。どのような豆がいいかさらに尋ねられたので、私が良さそうな豆の説明

をすると、その弁護士の方は頭にはてなマークが付いているようだった。これは説明しても埒が明か

ないと思ったので、自分も買い物についていくと述べた。そこで夢の場面が変わった。フローニンゲ

ン：2021/1/24（日）07:02 

6585. 太陽神経叢/集中力の秘密  

時刻は午後8時を迎えようとしている。今週も静けさと共に始まり、静けさと共に終わっていく。 

今日は天気に恵まれ、午後は太陽の姿を拝む時間が随分とあった。こうした日は書斎の窓辺で日

光浴をすることが習慣になっていて、今日も存分に太陽の光を浴びた。みぞおちのことを英語で

“solar plexus”と言い、それは専門用語で「太陽神経叢(そう)」とも呼ばれる。晴れの日は服を脱い
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で、この箇所に太陽の光を当てるようにしている。そうすると、身体の内奥から力が漲ってくるかのよ

うな感覚がするのだ。 

太陽の光が貴重なこの時期において、今日のような日には太陽神経叢に光を当てることは大切な

行為であり、それによってエネルギーが充電されるのを実感する。明日も太陽の光が地上に降り注

げば、この箇所を通じてエネルギーの充電をしたいと思う。 

今日もまた作曲実践、絵画の創作、詩作を行き来し、その合間合間に映画の鑑賞やMOOCの視

聴を行っていた。今、それらの実践が良い循環の中で行われている。振り返ってみれば、昨年から

複数の実践を無意識的に行き来するようになっていたように思う。フローニンゲン大学で研究をして

いた頃には、日記の執筆と書籍や論文を読むという2つのことしか行っていなかったように思え、作

曲実践が加わることによって3つの実践の行き来となった。 

ただその時にはまだ作曲実践を本格的に行っていなかったので、実質上は文字に縛られた世界

の中での実践が主であった。そこから作曲実践により力を入れるようになり、さらにそこに絵画の創

作が加わったことによって、実践に調和がもたらされたのを覚えている。今となってはそこに詩作も

加わり、実践がより充実したものになっている。複数の実践を行き来するということを心がけているた

めか、1つ1つの実践に対して集中力を高く発揮できているように思う。 

1つの実践にかける時間は長くても30分であり、30分単位で実践を変えることによって、高い集中力

が保たれている。人間の集中力の限界を考えると、このくらいの頻度で実践を変えていくのは理に

かなっているようだ。兎にも角にも、実践の核は創作活動であり、その中でも作曲と詩作に多くの時

間を充てていく。絵画の創作についてはいつも朝と夜に行うことがメインであり、今後は午後に1枚

ほど何か絵を書くことを習慣にしてもいいかもしれない。明日からその点について少し意識してみよ

うか。それらの創作活動を支えるものとして、あるいは創作活動の刺激と養分として、映画の鑑賞や

読書がある。それらはそのような位置づけである。決してそれらを主にしてはならない。あくまでも主

は自分で作ることなのだ。 

作曲や詩作において誰から学びを得るかについて改めて考えている。音楽においてはバッハから

徹底的に学び、詩においてはルーミーから徹底的に学ぶ。それが現時点での方向性である。2人
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の偉人が到達した境地。そこに少しでも近づけるように、2人から汲み取れることは全て汲み取って

いこう。明日もまた明るい。フローニンゲン：2021/1/24（日）20:07 

6586. 音楽・絵画・詩の通り道としての自己 

時刻は午前5時半を迎えようとしている。辺りはとても静かであり、闇が優しく世界を包んでいる。夜

が明けるまであと3時間ほどある。その3時間でどれだけのことができるだろうか。きっと多くのことが

できるだろう。自分にとって大切な取り組みをその3時間で進めていく。 

今の気温はマイナス2度とのことだが、室内にいれば全く寒くない。ヒーターをつける必要もなく、今

は書斎と寝室の窓を開けてすらいる。寝るときだけではなく、朝起床してからも湯たんぽを使ってい

て、先ほど新しいお湯に取り替えた。それもあって寒さを感じないのかもしれない。腸を温めること

によって、心身がとても元気だ。 

先ほど朝のヨガをしているときに、集中力が額の中心辺り、第三の目の辺りに集まっているのを感じ

た。自分が集中しているときには、確かにそこにエネルギーが凝集されていくのを感じる。その特性

を利用して、集中したいときには第三の目を意識すると良いのではないかと思う。今日もゆったりと

した呼吸をしながら、意識を第三の目に集めて自分のライフワークを前にゆっくりと進めて行こう。 

今朝方にふと、今年の夏から欧米での生活の10年目が始まることを思った。もう10年になるのか。

10年目の始まりは新居で祝うことになるだろうか。今のところの予定としては、暖かくなった春頃に

引っ越しを予定している。オランダでの生活の6年目はぜひ新居で祝いたいと思う。 

兎にも角にも静けさと平穏さのある環境で生活を続けていく。自分の取り組みに集中できる環境を

見つけ、そこで暮らしていくことはとても大事であり、そうした環境がこの地にある。さらに静けさを求

め、自然を求めてフィンランドに行く日もやがて訪れるだろう。 

音楽、絵画、詩が自分を通して世界に現れていく感覚。自分はそれらの通り道なのだという気づき

が昨夜芽生えた。自分がそれらを生み出しているというよりも、世界がそれらを生み出していて、自

分はその通り道なのだ。通り道としての役割。その役割は非常に大きい。その道がなければ通るこ

とができないものがあるからだ。 
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音楽、絵画、詩が自分を通り道としてこの世界に現れていく。自分はそれをただ見守っていく。通り

道としての役割を果たしていく。 

最近受講している詩に関するMOOCは有益である。アメリカの近現代詩に限定した形で詩人を取り

上げ、彼らの作品を鑑賞しながら、詩の意味や形式を紐解いている。こうしたMOOCを利用したり、

自分で色々と調べて様々な詩人の作品を実際に見ていくこと。それを通じて、詩作の形式を学び、

自分の詩作のヒントにしていく。 

今の自分の関心を引く詩人や形式を見つけていくことをこれからも継続していく。詩の内容に関し

ては、今のところ一番はルーミーであり、形式においては、俳句的な簡潔さを持つエミリー·ディキン

ソンの詩も好きである。素晴らしい詩を残した詩人は数知れず、彼らが残した珠玉の作品を通じ

て、詩作の技術と思想を磨いて行こう。彼らの作品は、そうした養分になる。 

日々の感動を大切にすること。映画の鑑賞、読書、旅などは、詩情を涵養する素晴らしい存在だ。

フローニンゲン：2021/1/25（月）05:42 

6587. 今朝方の夢 

時刻は午前6時を迎えた。静けさがさざ波のようにやってくる。それに包まれながら、自分はひたす

らに自らの取り組みを前に進めている。結局それは波のようなものであるから、寄せては返すものな

のだ。自分の取り組みは波であり、自分の存在は大海だ。 

早朝に3つほど詩を作った。最近は散文詩というよりも自由詩のような形式を採用しているように思

う。この一連の日記は日本語による散文詩的な色合いもあり、英語で作っている詩に関しては自然

と自由詩のような形式を求めることになったたのかと思う。詩の形式についてもまだまだ無限の可能

性があることがわかっているので、形式上の実験を今後も続けていく。 

いつか作曲と詩作が融合する日がやってくるだろうか。その兆しはもう見えているかもしれない。先

日注文したシューベルトの全歌曲の楽譜が届くのは間も無くであり、それがその融合に一役買うか

もしれない。 
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今朝方は印象に残る夢を1つ見ていた。夢の中で私は、実際に通っていた中学校のグラウンドにい

た。私は、数人の友人（SI & KM）と部活の先輩2人と一緒にサッカーをしていた。厳密には、2人の

先輩が校舎側に近いゴールを占拠していて、先輩たちに混ぜてもらう形でサッカーをしたかったの

だ。最初その旨を伝えると、先輩たちはそれを断った。どうやら先輩たちは2人で何か練習をした

かったようなのだ。 

だが私は引き下がることをせず、交渉をして、半ば強引ではあったが、先輩たちと一緒にサッカー

をすることになった。交渉の際に、本当はやりたくなかったが、私がキーパー役を務めると先輩に告

げると、先輩は「キーパーは不要」と即座に述べ、頭に来そうになったが、それを我慢し、冷静な状

態で交渉を進めていったのを覚えている。 

そこから私たちはセンタリングをゴール前で合わせる練習を始めた。結局キーパーを置くことをせ

ず、私はセンタリングを上げる役を買って出た。試しに一球蹴ってみたところ、ゴール前にいた友人

（SI）は頭にボールを当てることはできたが、ボールはバーの上を行ってしまった。私は何気なく

やっていたのだが、私がキックするボールは全て無回転であり、無回転球を合わせるのは少し難し

いのかもしれないと思った。 

緩やかにカーブをかけるか、それともバックスピン気味のボールを蹴るか、そのどちらかの方が中の

人は合わせやすいかもしれないと思った。いざもう一回センタリングを上げようとしたときに、3人の

友人が私に声をかけてきた。私はボールを蹴ろうとする動きをそこで止め、どういうわけか彼らに新

刊書の出版日を尋ねた。そう、私たちはみんな何かしらの本を出版していて、お互いに最近どんな

本を出版したかを確認したかったのだ。 

ある友人（HO）は2020年3月に新書を出版し、別の友人（KM）は6月に出版していた。もう1人の友

人にも出版日を尋ねたところ、彼は再びゴール前に行ってしまった。私自身はもう数年ほど書籍を

出版しておらず、今のところ新書を出す予定もないことを友人たちに伝えた。今朝方はそのような夢

を見ていた。実際には、1人の友人（KM）の新刊書をその場でみんなで読み始めたのを覚えてい

る。彼が偶然その書籍を鞄に入れていたのである。 

© YOHEI KATO 2021 12



彼はもうすでに何冊も書籍を出版していて、彼を知っている者からすると信じられないが、随分と立

派な科学書や哲学書を出していた。しかし今回の書籍は、私のある知人の方と共著で書いた栄養

学関係の書籍らしく、書籍の中身を見ると、大衆向けのあまり面白そうではない本だった。その書籍

はまだ新品だったので、書籍の中に入っていたしおりや読者はがき、さらには本来書店側が抜き取

る売り上げスリップも挟まれていて、私がその本を読んだときにそれらを別の箇所に差し込んだらし

く、隣にいた友人が律儀に全てもとあった場所に戻してくれた。そのようなシーンがあったのを思い

出す。フローニンゲン：2021/1/25（月）06:34 

6588. ルーミーとバッハ/サナーイーとアッタール 

時刻は午後8時を迎えようとしている。先ほどから少し小雨が降り始めた。今日の午後はあれほど天

気が良かったのが嘘のようである。今日の午後は天気に恵まれたこともあって、昨日と同様に、書

斎の窓辺で日光浴をしていた。これができる日は、本当に自分の内側から生命力が漲るような感じ

がする。 

曇りの日においては、晴れの日に充電した太陽エネルギーで活動が成り立っているかのようであ

る。それは少し大袈裟かもしれないが、太陽の光を適度に浴びることは心身の健康に少なからず重

要な影響を与えている。 

今日もまた創作活動と映画鑑賞に明け暮れる1日であった。別件で音声ファイルも2つほど作成し

たこともあって、絶えず何かを作るような1日であり、創作の刺激のために映像作品やMOOCを視聴

していた。 

書斎の机の上をふと見ると、もう詩集の置き場がない。これ以上詩集を積み重ねると崩れてしまう危

険がある。詩集を置くところがなくなってきたので、週末にでも本棚を整理し、学術書を本棚からど

かしてそこに詩集を置こうかと思う。今は学術書よりも詩集の方が大切であり、眺める頻度も圧倒的

に詩集の方が上だろう。 

ルーミーとバッハ。詩作においてはルーミーを参考にし、作曲においてはバッハを兎にも角にも参

考にしていく。ペルシア四大詩人の一人で，神秘主義詩の最高詩人とも謳われたルーミーから学

ぶことは本当に多い。汲み取れることは本当に泉のようだ。 
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先日受講した、ルーミーに関するMOOCはもう一度全ての講義資料を読んでおきたい。参考にな

る箇所は、随時詩集に書き込みをしていこう。ルーミーが埋葬されている霊園と記念館があるトルコ

のコンヤにもいつか足を運ぼう。この計画については以前言及した通りであり、コロナが落ち着いた

頃を見計らって旅の計画を詰めていく。 

ルーミーの師にあたるペルシアの最初の本格的神秘主義詩人サナーイー（1080-1131）や、これま

たルーミーの師にあたるイランの神秘主義詩人ファリードゥッディーン·アッタール（1145-1221）の詩

集も購入して読んでみよう。調べてみたところ、2人の詩集を見つけることができたので、それらを購

入リストに追加した。ルーミーは、アッタールとサナーイーについて、「アッタールは我が魂、サナー

イーは我が両目である。私の詩作はこの2人に学ぶところが大きい」と述べている。ルーミーにそれ

ほどまでのことを言わしめた2人の詩に対する関心が高まる。 

本日から、“The Essential Rumi”の写経を毎日少しずつ行うことにした。タイトルと詩の本文の双方

を書き写すことを行っていく。それを通じて、ルーミーの詩的感覚を我がものにしていきたい。そし

て、現代のコンテクストの中でルーミーから汲み取ったことを自分の詩として表現していく。同様のこ

とをバッハに対しても作曲を通じて行っていく。言い換えれば、ルーミーとバッハの魂を自分の創作

行為を通じて現代に蘇らせること。それを自分のミッションとして行っていくことを新たに誓った。フ

ローニンゲン：2021/1/25（月）20:05 

6589. ルーミーの詩集の写経を始めて/詩作の可能性 

今し方、時刻が午前4時を迎えた。今朝は3時半前に起床した。起床して外を眺めてみると、道に雪

が積もっていた。道路や自転車が通る箇所は雪が積もっておらず、うまくそこを避ける形で雪が積

もっていた。 

幸いにも今日は晴れのようであるから、午後にでも街の中央市場に行き、そこでいつものように椎

茸を購入する。その他に必要なものについては、街の中心部のオーガニックスーパーで購入する。 

ここ最近はMOOCを通じてアメリカの近現代詩について学んでいる。少しでも自分の詩作に参考に

なることはないかという姿勢で学んでいる。アウトプット前提で、つまり創作前提でこうした講義を受

講したり本を読んだりするというのは実に学びが多いものであり、吸収も早いものである。 
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現在受講中のMOOCのおかげで、アメリカの近現代詩人の系譜を整理することができ、彼ら1人1

人の作風や作詩語法を学ぶことができている。数人ほど興味深い詩人を見つけたことは幸いで

あったが、一方で、今の自分の心に響かない詩をいくら理解しようと思っても無理であるということに

も改めて気付かされた。また、関心を引く詩人がいたとしても、彼らの作品の全てに心を動かされる

わけではないため、重要なこととして、自分の心を動かしてくれる詩を丁寧に読み、ゆっくりとその詩

的世界を紐解いていくことを意識しておきたい。 

昨日から、ルーミーの詩集を写経することにした。過去、書物や学術論文に対して自分の心を打つ

ものを写経してきた経験があり、今回はルーミーの詩集だった。写経を自らに迫るほど、この詩集は

自分の奥深くに響くものがある。 

昨日早速1つの詩を1行1行音読しながら書き写してみたところ、その精読のおかげか、最初に読ん

だ時には気づけなかったことに気づいたり、汲み取れなかったことを汲み取れたりするという現象が

起こった。まさにルーミーの詩を味読するという形で今日も写経を行っていく。理想で言えば、1日

に3つほどの詩を写経していきたい。数は多くなくてよく、1つ1つの詩を味わいながら、詩を1つ書き

写すごとに、その詩から喚起されたものを1つ自分の詩として形にしていく。 

ここでも単に写経実践をするのではなく、あくまでも自分の創作につなげる形でそれを行う。写経も

また素晴らしいインプットの実践であり、それを通じて必ず創作に刺激がもたらされるのだから、そ

れを通じて詩を作らないわけにはいかない。これから写経を続けていけば、トルコのコンヤを訪れる

際には写経が終わっているだろう。ルーミーの眠る地であるコンヤに行く際には、ルーミーの詩集を

必ず持参する。 

詩作についてもう少し考え事をしていた。外部風景を単に描くことをせず、仮にそれを描くとしても

内面風景がそこに暗示されるような工夫をしていく。内面風景の中でも霊的風景というものを自分

は大切にしたい。そうした風景を描いている詩人がまさにルーミーであり、だからこそ彼の詩に惹か

れるのだ。 

最後に、詩作を通じて小さな物語世界を作ってみることについても考えていた。詩的言語の数知れ

ない可能性を思う。フローニンゲン：2021/1/26（火）04:18 
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6590. 今朝方の夢 

時刻は午前5時を迎えようとしている。先ほど2つほど詩を作り、2つほど絵を描いた。これから作曲

実践をして、その後、ルーミーの詩を1つほど写経しよう。その後に何か1つ映画でも見ようかと思う。 

今日はまだ今朝方の夢について振り返っていなかった。起床してすぐに取ったメモを見ながら、改

めて今朝方の夢を思い出してみる。 

夢の中で私は、1台のワゴン車に乗っていた。その車の中には友人の弟と友人の両親がいて、その

他にも以前塾で働いていた時の教え子がいた。しかし、友人の弟も教え子も、どういうわけか小学1

年生ぐらいの年齢になっていて、体も小さかった。私は2人に少しばかり難しい漢字を教えた。1つ

には、「監視」というものである。どのような文脈でその漢字を教えることになったのかは定かではな

いが、私はその漢字を2人に教えるために、手元にあったメモ用紙を取り出し、そこにその漢字を綴

ろうとした。 

ところが、いざ綴ろうとしてみると、その漢字の出だしからつまづいてしまい、どのような漢字だった

かを忘れてしまっていたのである。普段パソコンを用いて漢字変換をしているため、いざそれを書

いてみると、意外と書けなくなっていることに改めて気付かされた。なんとか記憶を辿り、無事に目

的の漢字を書くことができて少し安堵した。そこから私は、読み方は少し違うが、「官吏」という漢字

も併せて教えた。 

助手席の方を見ると、友人の母が微笑んでいた。私が教えた漢字は、小学1年生にとっては難しい

ものだったが、それでも彼らが好奇心を持って漢字を学ぼうとしている姿が微笑ましかったのだろ

う。運転をしている友人の父はどんな反応をしているだろうかと気になったので見てみると、なんと

居眠りをしていた。こくりこくりとした居眠りではなく、シートに崩れ落ちるような形で爆睡していたの

である。それでも車は走り続けており、自動運転なのかも知れないと思った。ちなみにこの車は左ハ

ンドルであった。 

次の夢の場面では、私は屋外パーティーに出席していた。どこかの豪華な住宅の庭で開催された

そのパーティーは大賑わいであった。その日は晴れであり、昼時の太陽の光は優しかった。料理は

全てセルフで取っていく必要があったので、早速私は料理を取りに行くことにした。どの料理も銀の
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ステンレスに入っていて、見た目はお洒落であり、どれも美味しそうだった。私はヴィーガンだが、

ヴィーガンにも食べられる料理がたくさんあり、困ることは何一つなかった。 

ある料理を取ろうとしたら、偶然そこで母に会った。母もそのパーティーに参加しているようだった。

その場で母と簡単に言葉を交わすと、母は何かを思い出したように向こうの方に行き、そこで突然

料理を作り始めた。建物の中には確かに厨房があるが、庭の一角にも料理ができるスペースがあ

り、母はそこでチーズと野菜の炒め物を作り始めたのである。大きな中華鍋に具材を入れ、それを

手際良く料理していく姿にみんな感心しており、それは一種のパフォーマンスのように見えた。 

母が作った料理の香りに誘われる形で、みんなゾロゾロと母のところに行き、料理を受け取ろうとし

ていた。私は人の列が消えてから母の料理を取りに行こうと思った。そう思った瞬間に、私はその家

の近くのスーパーにいた。どうやらパーティーの食事の買い足しをする必要があるらしく、私は小中

高時代の友人（HO）と一緒に買い物をしていた。 

カートを押しながら野菜売り場を歩いていると、私は自分が手に取る野菜は普段自分が食べている

ものしかないことに気づいた。友人はそれを察していたのか、ここ最近私が食べていない赤いパプ

リカを手に取り、それをカートに入れた。そこから友人が手に取る野菜は、普段私があまり食べない

ようなものばかりだった。そのような夢を今朝方見ていた。 

最後の買い物のシーンについて改めて考えてみたときに、それはここ最近摂取していない類の野

菜を摂った方がいいというメッセージなのだろうかと考えた。あるいは、野菜を実践に見立てると、こ

こ最近取り組んでいないが以前取り組んでいた実践を再び始めてみると良いというサインなのかも

知れないとふと思った。フローニンゲン：2021/1/26（火）05:16 

6591. 瞑想状態と創造を促すルーミーの詩集/興味深い仮眠中のビジョン 

時刻は午後8時を迎えた。今日もまた充実さに満ちた1日だった。日々の取り組みを高い集中力で

没頭的に行えていること。その状態にいられることの有り難さを思う。 

今日は午前中にもルーミーの詩集を写経していた。ルーミーの詩集を写経していると、自然と瞑想

状態に誘われる。そして、詩のアイデアが自ずと湧いてくることが不思議だ。 
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ルーミーの詩集は自分にとって創造の泉である。詩作を通じて、人間や社会についての理解を深

め、死や霊性についての理解を深めていく。文字通り、詩作が思索となり、双方が相互に影響を与

え合って進んでいく。詩の可能性は無限大にあり、例えば明日からは、夢の感覚を詩で表現してみ

ようと思う。 

朝の日記において夢を描写していることもあり、詩でそのようなことはしない。詩で行うのは、夢が喚

起するもの、あるいは象徴しているものを感覚的·イメージ的な形で描写していくことだ。シャドーの

現れとしての夢を詩で解きほぐし、詩で抱擁するというようなイメージでそれを行っていくことによっ

て、夢を通じたシャドーワークがまた違う効果をもたらすだろう。 

今日は午前3時半に起床していたこともあって、午前中に短く仮眠を取った。その際に興味深いビ

ジョンを見ていた。私はどこかの劇場にいて、これからステージ上で幕開けの挨拶をすることになっ

ていた。いざ挨拶をする瞬間を迎えた時に、幕からちょうど出ていく箇所にクッションや本が地面に

置かれていて、それが邪魔であった。私はそれをどかし、サッと中央に出て挨拶をした。 

挨拶は無事に終わり、そこからステージ上での劇が始まった。気がつくと、劇は終わっていて、後片

付けをすることになった。その際に、ステージ上を雑巾掛けする必要があり、私は足で雑巾を動か

しながら床を拭いていた。すると、1人の見知らぬ男性がそれに抵抗感を示し、正しい雑巾掛けの

方法を示してきた。しかし私は、そのやり方は小学校時代に洗脳された旧態依然とした拭き方であ

り、足で拭いた方が効率的だと説明した。するとその男性は足で拭くことを試し、実際にその方法の

方が効率的だと気づいたようだった。 

そこで突然私の横から、小中高時代の親友（HO）が声をかけてきた。話によると、彼は日本の政治

経済に絶望してるようであり、「近いうちに、“political economics（政治経済学）”を学びにアメリカか

ドイツに留学しに行ってくるよ」と私に述べた。政治経済学を学ぶことは大切だと思ったが、アメリカ

とドイツに範を求めるのもまた古い発想だと思い、それについて言及しようと思ったところ、私の口の

中にバナナが入っていることに気づいた。私は手に持っていたバナナを食べていて、皮に残った

筋にこそ食物繊維が豊富に含まれているので、それも残さず食べることの大切さを親友の彼に伝え

た。 
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そこからまた別のビジョンを見た。次のビジョンでは、私は高校生のようであり、模擬試験の結果を

母に伝えた。結果としては悪くなく、母も安心しているようだった。しかし、母の精神状態が少し不安

定なのか、今結果を伝えたところなのにそれをすぐに忘れてしまい、また結果を聞いてきた。そし

て、今から勉強することを仕向けるかのような言葉を述べた。 

私は幼少期から、やれと人から言われたことがいくら良いことでも自分から自発的にやりたいという

思いが先になければ絶対にそれをやらない態度が染みついていて、母に勉強を仕向けられたよう

に少し感じたので、勉強はしないことにした。私はかなり苛立ちながら自分の部屋に戻った。部屋に

戻って音を出さない形で作曲でもしようと思ったところでビジョンが消えた。 

そのようなビジョンを午前中の仮眠の際に見ていて、午後の仮眠の際には、スッポンの生き血を飲

むビジョンが現れた。甲羅ごと生きたスッポンを鍋に入れ、それを茹でてから生き血を飲む場面が

あった。夢とは別にこれらのビジョンが何を示唆しているのか興味深い。フローニンゲン：2021/1/26

（火）20:18 

6592. 引越しに向けて/今朝方の夢  

時刻は午前4時を迎えた。昨日と同様に、今朝の起床は午前3時半だった。この時間帯に起床する

ことができると、午前中は存分に自分の取り組みに時間を充てることができ、1日を通してライフワー

クに打ち込む時間が増えるのでとても喜ばしい。 

天気予報を確認すると、今日は午前中に雪が少し降るようだ。今日と明後日に雪マークが付されて

いる。 

早いもので新年を迎えてから1ヶ月が経とうとしている。もう少ししたら2月となり、そろそろ引っ越し先

の物件を本格的に探していこうと思う。春の引っ越しを見据えて、今から物件を見つけ、不動産屋

にコンタクトを取れば、4月や5月に引越しできそうだ。4月はまだ寒いので5月から新居に移るような

イメージで物件を探していこうか。 

今朝方は1つ印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、どこかの国のフットサルコートにいた。その

コートは屋外にあって、周りの環境は静かで落ち着きがあった。コートの上で私は、大学時代のフッ
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トサルサークルの先輩と一緒にディフェンスのプレスの掛け方について話し合っていた。実際に実

践を模して、2対2を行っていた。 

ある先輩と、良いディフェンダーの特徴について話をしていて、プレッシャーの掛け方とそもそも相

手にプレッシャーを感じさせるオーラのようなものが出ていることを特徴として挙げた。実際にそのよ

うな特徴を持つディフェンダーになりきってみようということで練習を進めた。 

しばらく練習をすると、そこからはミニゲームを行った。こちらのチームには元オランダ代表のエース

ストライカーがいて、相手には元日本代表のミッドフィルダーの選手、そしてスペイン代表の元キャ

プテンでもあるセンターバックがいた。試合は和やかな雰囲気で行われていて、私は最初なぜか

キーパーを務めていた。元日本代表のその選手は歴代で最も技術が高いと言われていて、試合が

始まってすぐに巧みなシュートを放った。私がゴールラインよりも随分と前に出ていたので、それは

見極めて幾分ループシュートのようなシュートを放ってきたのである。 

私はなんとかゴールラインギリギリでシュートを止めたかのように見せた。しかし実際はゴールライン

を割っていたのである。だが相手も味方もそれに気づいておらず、気づいていたのはシュートを

放ったその選手本人と私だけであり、その選手は性格も良かったので、笑顔を浮かべて再び自陣

に戻っていった。 

シュートを防いだ私は、すぐさまカウンターを発動させようとしてチームメイトに呼びかけ、前線にい

た元オランダ代表のストライカーにボールを投げた。すると彼はそれをトラップすることなくそのまま

ダイレクトでボレーシュートを放ち、それが見事にゴールに決まった。こちらは先制点を入れたこと

の喜びに浸った。すると相手はすぐに試合を再開し、負けず嫌いなスペイン代表の元キャプテン

が、本当はディフェンダーなのに前線まで一気にボールを運びシュートを放った。だが私はそれを

がっちりキャッチし、自分がキーパーとしてゴール前にいる限り点は入らないということを示すかのよ

うに、 “ ‘I’ ‘am’ ‘here’!”と一語一語強調しながら叫んだ。私は笑い、そして相手も味方も笑っ

た。フローニンゲン：2021/1/27（水）04:24 

6593. 良い物件との巡り合わせ 

時刻は午後8時を迎えた。今日は午前中から午後にかけて雪が降っていた。 
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雪の降る様は美しく、詩情が刺激され、その時に喚起されたものをもとに詩を1つ作っていた。ま

た、天から舞い落ちる雪を眺めながら音楽も作っていた。 

今朝方、この春に引っ越しをしたいと思っていたところ、先ほどメールを確認すると、登録していた

不動産関係のウェブサイトから良さそうな物件の連絡があった。ここ数ヶ月間も物件をウオッチし続

けていたのだが、引越しタイミングを含めてなかなか良い物件と巡り会うことができず、もうしばらくウ

オッチを続ける必要があるかと思っていたところに、良い物件が舞い込んで来た。それは本当に舞

い込んできたという表現がふさわしい。 

物件そのものの情報を精査するだけではなく、すぐに周りの環境についても調べてみたところ、街

の中心部へもアクセスが良い閑静な住宅街にその物件があることがわかり、早速今夜不動産会社

に連絡し、物件の見学をさせてもらおうと思う。もちろんまだ確定ではないが、話がとんとん拍子に

進んでいけば、5月1日からではなく、4月1日から新居に引っ越すことができればと思う。5月よりも4

月からの方が何か切りが良いように思え、可能であれば4月1日から新居での生活を始めたい。 

引っ越しのタイミングを含めて、少し確認したいことがあるが、それは物件の見学の際に不動産会

社の人に尋ねてみればいいだろう。今の自宅はフローニンゲン駅から見て北側にあるが、その物

件は南側にある。ちょうど以前訪れた楽譜屋が近くにあり、記憶を辿ると、確かに楽譜屋への道のり

の最中に、閑静な住宅街を通っていたことを思い出す。 

その物件は日本の感覚からすると築年数は古いが、古い建物を大切にするオランダの感覚では全

くもって普通のことである。建物のイメージは日本の感覚では説明しづらいが、3階建ての煉瓦造り

のアパートの全室を契約するような形だ。1階にキッチンがあって、2階に寝室と衣装部屋、そしてト

イレと浴室があり、3階に書斎として使えるような屋根裏部屋と屋外テラスがあるような建物だ。気分

転換としてどの階でも仕事ができそうであり、天気の良い日は屋外テラスのテーブルを使って空を

眺めながら仕事をしたいと思わせてくれるような家だ。直感的にここが良さそうなので、早速今から

不動産屋にメールをし、物件の見学を来週のどこかの日の午後に行いたい。フローニンゲン：

2021/1/27（水）20:18 
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6594. 今朝方の夢 

時刻は午前5時半を迎えた。今、雪は降っておらず、辺りは闇に包まれて静かだ。どうやら今日は

正午過ぎから雪が降るらしい。 

いつもは夕方近くに買い物に出かけているが、今日は昼前に近所のスーパーに買い物に出かけよ

うと思う。明日も雪マークが付されていて、明後日からは雪ではなく晴天なのだが、明日から4日間

は最低気温がマイナス4度まで下がるという予報が出ている。ここからの数日間は冬らしさを感じら

れそうだ。 

昨夜、引っ越し先の物件候補として良いものを見つけたので、早速不動産屋に物件見学の連絡を

した。その物件以外にももう1つか2つほど良さそうな物件を見つけているので、それらを比較する形

で検討したいと思う。可能であれば4月から新居での生活をスタートさせ、また心機一転する形でこ

の街での暮らしを始めたい。 

今朝方もまた夢を見ていた。夢の中で私は、オランダのどこかの街を散歩していた。ちょうどそこは

閑静な住宅街であって、午前中の太陽の優しい光が地上に降り注いでいた。気温は寒くもなく暑く

もなく、私は春物か秋物の服を着て散歩を楽しんでいた。すると突然、私の体はその街の学校の教

室にあった。 

先ほど見ていた街の景色が教室の窓から見える。窓の外をぼんやりと眺めていると、教室に先生が

入ってきた。見ると先生は、中学校時代にお世話になっていた女性の数学の先生だった。先生は、

これから数学の試験を行うと述べた。教室を見渡すと、当時のクラスメートたちがたくさんいて、みん

な席について問題が配られるのを待っている。 

問題が配られ、試験開始の合図と共にみんな一斉に問題を解き始めた。だが私は問題に着手する

ことをせず、ぼんやりと考え事をしていた。その試験よりも大切な考え事が自分の中にはあったの

だ。90分の試験のうち、60分が経ったところで私は問題に取り掛かろうと思った。しかし私は、最初

の60分間に考え事をしていただけではなく、そもそも試験問題と解答用紙すらもらっていなかった。 
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60分経ってようやく、私は前に座っている友人から問題と解答用紙をもらった。自分であれば残り30

分の時間で余裕を持って全問解答できると思っていた。ところが1問目を見ると、英文詩作の問題

だった。もちろん要求されている条件から詩をその場で即座に作ることは容易だったが、正解不正

解ではなく、自分が納得のいく作品を作りたいという思いが強くもたげてきた。 

そうこうしていると、その問題に随分と時間を使ってしまったことがわかり、残りの問題を10分程度で

解かなければならなくなった。さすがにそれは厳しいかと思い、今回の試験では高得点を期待しな

いようにしようと思った。残りの問題も全て英語で書かれていたが、それらはどれも取り組みやす

かった。そのような夢を見ていた。 

この夢で出題された詩のお題は、人生と死に関するものであり、そのテーマを通じて随分と考えさ

せられることがあった。夢で取り組んだこの主題に関して、今から少し詩を作ってみるのもいいかも

しれない。フローニンゲン：2021/1/28（木）05:54 

6595. “Franz Schubert: The Complete Songs Three Volumes (2014)”が届いて 

時刻は午後8時を迎えようとしている。静けさが辺りを包んでいて、1日の終わりを祝福している。 

今日は午後に、郵便局としての役割を果たしている近所のスーパーに立ち寄った。午前中に郵便

受けを見たときに、郵便受けに入らない荷物が届けられた旨の葉書が入っていたのである。「おか

しいなぁ」と私は思った。というのも、ここ最近は詩集を大量に注文したこともあり、日中は基本的に

呼び鈴が鳴るように設定していたからである。 

葉書のオランダ語を翻訳しながら意味を紐解いていくと、どうやらイギリスから書籍が届けられ、その

関税を支払う必要があり、昨日は書籍が届けられたのではなくて、この葉書だけが届けられたよう

だった。それで私は合点がいった。 

その葉書と合わせて身分証明書を持ってスーパーに行き、店員の女性にその葉書を渡した。いつ

も小さな書籍であれば、レジの後ろの棚に保管されていて、そこから書籍を受け取ることが多いの

だが、今回はその女性が荷物の大きさからか、スーパーの奥の方の倉庫に向かって行った。女性

が戻ってくると、手に段ボール箱を抱えていた。それは随分と重たそうであり、その大きさを見てピン
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ときた。本来であれば2月の中旬に届くはずのシューベルの全歌曲の解説書が届けられたのだと

思った。重たい段ボールを持って自宅まで戻り、開封のお楽しみをしばらく取っておくことにして、

夜まで未開封でいた。先ほど夕食を食べ終えたので開封してみると、やはり目星の書籍だった。 

この書籍はイェール大学出版から出版されていて、タイトルは“Franz Schubert: The Complete 

Songs Three Volumes (2014)”というものだ。全3巻、1巻1000ページほどのハードカバーであり、合

計で3000ページほどになる大作だ。 

早速先ほど中身をパラパラと眺めてみたところ、新品のハードカバーのなんとも言えない香りが漂っ

てきた。その香りにしばし恍惚感を覚え、肝心の中身を眺めた。端的には、期待していた通りのもの

だった。 

この書籍には、シューベルトの歌曲の歌詞、つまり詩が全て収められていて、その意味や背景が懇

切丁寧に1つ1つ解説されている。この書籍に対して楽譜は期待しておらず、楽譜は曲の冒頭の数

小節だけが掲載されていて、メインは詩である。まさに今毎日詩集を集中的に読み進めていること

の延長でこの書籍を読み進めていきたい。そもそもこの書籍を購入したのは、シューベルトの歌曲

の詩を理解するためだった。 

シューベルトの歌曲に含まれる詩情から汲み取れるものを全て汲み取っていきたい。タイプ論的に

言えば、シューベルトは、ルーミーのように真正面から神秘主義的な詩を書いているわけでは決し

てないが、歌詞の意味をよくよく紐解いていくと、ロマン派的な詩の背後には神秘主義につながるも

のがあることに気づく。先ほど見ていたある曲の歌詞にはそれが見られ、早速そこに印をつけてお

いた。 

全3巻のハードカバーは豪勢な箱に入っており、こうした箱入りのハードカバーを購入するのは、今

から数年前にゴッホの全手紙のハードカバーを購入して以来のことになる。ゴッホの全手紙と合わ

せて、シューベルトのこの書籍もまた子々孫々にわたって受け渡していく資産になるだろう。フロー

ニンゲン：2021/1/28（木）20:11 
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6596. ヘンリー·ディヴィッド·ソローのようなライフスタイル 

時刻は午前5時半を迎えた。今、小雨が降っている。どうやら日の出の時間あたりから雪に変わるよ

うだ。今日は終日雨と雪を繰り返すような天気になるとのことである。 

昨日、早速不動産屋から連絡があった。今、2つの物件の見学をしたいと思っていて、その一方の

物件を管理する不動産屋から連絡があった。 

3階建てのアパートに加えて今良さそうだと思っているのは、フローニンゲン北駅近くにあるレンガと

木で出来た一軒家である。そこはオーナーの方が自分の手で作った小さな家であり、造りと内装と

がお洒落なだけではなく、光熱に関してエコな作りになっていて、「グリーンハウス」という文言に惹

かれた。 

今住んでいるアパートは、4階建てであり、各階に1家族が住んでいる。今の家やその周りも静かな

のだが、もっと静かな場所を求めていた自分にとって、他人が住む生活空間と隣接していないその

一軒家は理想的であった。その家は、他の家と隣接しておらず、他の家と適度な距離を持って土

地に建てられている。不動産屋曰く、同じ土地に何軒か同様の家があり、オーナーはそれらの家も

保有しているようだった。 

他の家の人たちは軒並み60歳代とのことであり、オーナーも静けさを求む40歳代以上の人に入居

してもらうことが理想とのことだった。もちろんそれはオーナーの譲れない条件ではなく、私は不動

産会社に自分の年齢を伝え、家賃の支払いを滞りなく行えることを証明する収入情報の提示と今

の仕事について説明した。 

その家は、内装が木の優しさを感じさせ、いくつかお洒落な形の窓が設けられていて、光が家の中

によく入ってくるような工夫がなされている。光と静けさに包まれた生活は自分にとって大切にして

いることであり、その家はその点においても理想的だ。庭もついているとのことなので、何かガーデ

ニングを始めることだってできる。この家の近くには大きな公園が数か所あり、散歩に出かけるにも

うってつけだ。フローニンゲン中央駅ではなく北駅にも歩いてすぐというのも立地が良く、旅行に出

かける際には北駅を使ってノンストップで中央駅に行き、そこから空港まで列車に乗っていくことが

できる。 
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その家の最初の印象として、まるでヘンリー·ディヴィッド·ソローの家のようだと思った。ソローはマサ

チューセッツ州のウォールデン池畔の森の中に丸太小屋を建て、そこで自給自足の生活を行って

いたことで有名である。 

今から3年前にボストンを訪れたときに、ソローとエマーソンの家を見に行こうと思っていた。その時

は残念ながら他の用事があり、結局2人の家に足を運ぶことができなかったのだが、2人の超越主

義者のように自然を愛し、自然に触れられる場所で生活をすることが自分の理想である。ソローの

家はあまりにも質素であり、今自分が住みたいと思っているその一軒家とは外装·内装共に全く違う

のだが、他人から離れて自然に近い場所で生活をするというライフスタイルがソローのライフスタイ

ルに近いと言ったほうが正確だったかもしれない。 

手元にあるソローの詩集を読み進めていこう。その詩集を静かな新居で読むことができたら格別で

あろう。 

昨夜不動産屋にメールを返信し、その返信を受けて、実際に物件を見学したい。数か所ほど物件

を見学して比較をしようと思っているが、最初に見学することになるであろうその物件があまりにも良

かったら、もうその物件を契約してしまおうと考えている。新居での新しい生活が今から本当に楽し

みだ。フローニンゲン：2021/1/29（金）05:55 

6597. 3つの創作活動の感覚的差異/今朝方の夢 

今日はかなり冷えそうだという予感がする。明日はマイナス6度まで下がるようなので、寒さを覚悟し

ておいた方がいいかもしれない。 

昨夜就寝前に、現在日々行っている創作活動についてぼんやりと考え事をしていた。それらはど

れも違う感覚を刺激し、それらの創作活動によって脳と意識が調和的に日々変化しているのを感じ

る。絵画の創作中はほぼ無心の状態であり、何も考えることなく手が動き、気づけば絵が生まれて

いるという感覚だ。一方で詩作においては、感覚的あるいは直感的に言葉を形にしているという側

面があるが、詩の形に整えていくに際して、言葉を選び直したり、構文を考えたりと、思考が入る余

地がある。それは悪いことではなく、言葉を用いる詩作のある意味必然なことかと思う。降ってきた

言葉を単に並べるだけでは意味を成す文章にならない。そうしたことから、降ってきた言葉を捕まえ
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ることは感覚的に行っていながらも、それをどのように加工·配置させるかという点に意思が介入す

る。絵画との違いはそうした点にある。 

最後に作曲実践であるが、これは絵画の創作と詩作の中間にあるような感覚だ。興味深いのは、音

が降ってきてそれを感覚的に並べていくというのは絵画の創作に近いが、ここでも単に感覚的に並

べるだけでは違和感が生まれる箇所があり、それについては音楽理論的な観点から音を配置する

というように意思が介入するという点において詩作につながる現象が見られる。 

もちろん、音楽理論というのは過去の偉大な作曲家たちの感覚の法則性の集まりのようなものであ

ると見ることができ、音の配置に関しても自分の感覚を信じて音を選んでいると言えなくもない。詩

作と少し異なるのは、何か思考を巡らせるときに、その思考が自然言語ではなく、音楽言語を用い

て生じているという点だろうか。思考の感覚質が全く異なる。そのような印象がある。 

このように、それら3つの創作活動は、どれも違った感覚で営まれていて、脳の異なる部位を刺激し

ていることがわかる。それによって、脳と意識空間が変容と拡張の歩みを日々着実に歩んでいるこ

とを感じている。そのようなことを昨夜就寝に際して考えていた。 

静けさの中で今朝方の夢について思い出している。夢の中で私は、東京駅にいた。東京で何か用

事を済ませたらしく、これから実家に帰るところだった。私の隣には小中高時代の親友（HS）がい

て、彼と話しながら駅構内を歩いていた。券売機を見つけ、そこで東京から実家までの切符を購入

しようと思った。 

今の時刻は午後2時あたりであり、2時半の新幹線であれば余裕を持って乗れると判断した。グリー

ン車に乗るかどうかを考えたが、今回は指定席でも十分のように思えたので、指定席を予約しようと

思った。すると、券売機の前に続々と人が並び始めた。見ると、近くのエスカレーターと券売機が目

と鼻の先にあり、エスカレーターを降りてきた人たちがその券売機に流れていくような見えない導線

があるように感じた。 

私はその券売機を使うことをせず、少し離れた場所にある別の券売機を使うことにした。いざ券売

機の画面にタッチしたところで突然場面が変わった。私は、東京駅と隣接したビルの会議室にい

た。そこで、小中学校時代の友人（KF）に英語を教えていた。彼は英語の授業の単位が危ういらし

© YOHEI KATO 2021 27



く、彼を救うべく英語の勉強方法について教えていたのである。彼にまずやってもらうことにしたの

は、英語の論文を10本見つけ、論文の中で自分が面白いと思った1ページを全て書き写すことであ

る。 

そのページに書かれていることの意味を理解しながら書き写し、音読をするということを10本の論文

に対して行ってもらうことにした。10本の論文に対してそれができたら、同じことを別の10本の論文

に対して行う。10本の論文を1セットとして、2セット目が終了したら、3つ目のセットに移るのではな

く、最初のセットと2番目のセットを復習し、それが終わってから3つ目のセットに移ることを彼に進め

た。 

定着度合いを図るために、確認テストを私の方で作成することにし、それはもちろん読んでもらった

論文をもとに作成することを彼に伝えた。すると私の体は再び駅構内にあり、先ほどの券売機の前

に自分は立っていた。時計を見ると予約した新幹線を乗り過ごしたと思ったが、一度新幹線に乗っ

て実家に帰り、今日はもう別の日だとわかって安心したところで夢から覚めた。フローニンゲン：

2021/1/29（金）06:23 

6598. 『写真家ソール·ライター 急がない⼈⽣で⾒つけた13のこと（2012）』を⾒て/          

不動産屋からの連絡を受けて

時刻は午後8時を迎えた。今日も充実感と共に1日が終わりを迎えようとしている。 

今日は午前中に、『写真家ソール·ライター 急がない人生で見つけた13のこと（2012）』というドキュメ

ンタリーを見た。この作品は、アメリカ人の写真家ソール·ライター（1923-2013）の半生を追ったド

キュメンタリーである。端的には、創作や人生について考えさせてくれる大変素晴らしい作品だっ

た。この作品のように、自分の心を動かしてくれ、何らかの学びをもたらしてくれるような映像作品を

今後も見ていきたい。 

過去の伝統の水脈から伝統に内包されている普遍性を汲み取り、それを受け継ぐ形で創作物を生

み出していこう。現代のコンテクストにおいてそうした姿勢で作品を生み出すと、そこに何らかの新
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しさが出てくるはずだ。このドキュメンタリーの中で、無私無欲で創作に打ち込んでいるライターの

姿に感銘を受けたことを覚えている。自分もそのような在り方で日々の創作をしていく。 

1日映画を8本から10本ほど見る生活を集中的に送ったことにより、映画に関する土地感が養われ、

そのおかげで今は毎日3本から4本見ることに落ち着いている。詩集や哲学書などで読みたいもの

が随分とあることから、映画鑑賞は毎日程々にしていこうと思う。 

作曲、絵画の創作、そして詩作という3つの創作活動を行き来するのと同じく、インプットに関しても

書物と映画を行き来し、インプットとしてのそれらの活動とアウトプットとしての創作活動の間を行き

来するような流れが生まれていることは喜ばしい。それは大河のようであり、この大河の流れに乗っ

て日々を過ごしていく。 

先ほどメールを確認したら、不動産屋から返信があった。幸いにも、来週の木曜日に物件を見学で

きるとのことである。今はコロナの影響で不動産屋が物件を案内することは制限されているらしく、

オーナーが直々に物件を案内してくれるそうだ。例の一軒家はオーナーが自ら建てたものであり、

私はてっきりオーナーは男性だと思っていたのだが、不動産屋のメールからすると、オーナーは女

性とのことであり、少しばかり驚いた。 

オーナーの顔を見れることはこちらとしても有り難く、向こうも借り手の顔が見れることは喜ばしいこと

だろう。その物件は今の自宅から歩いてそれほど遠くなく、ノーダープラントソン公園の近くでもある

から、当日に天気が悪くても心配はいらない。木曜日の夕方にオーナーに会えること、そして物件

を見学できることが今から楽しみだ。 

1月が終わり、2月が迫ってこようとしている。毎月恒例の書籍の一括注文を2月にも行おうと思って

いるが、引越しを考えると、引越し前の最後の注文になるかもしれない。今月は、詩集だけではな

く、哲学書も数冊ほど購入しようと考えている。今後も引き続き自分が関心を持つテーマに関する

哲学書を購入し、その哲学書を読みながら喚起されたものを詩、音楽、そして可能であれば絵にし

ていく。今のところは詩と音楽の創作に哲学書は多大な影響を与えていて、その恩恵を今後も授

かっていく。 
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自分の創作がいかに巨人の肩に乗ることの恩恵を受けていることか。そうしたことを考えれば考える

ほど、自ら生み出した創作物は絶えず公共的なものにし、広く共有していきたいという思いが強ま

る。フローニンゲン：2021/1/29（金）20:28 

6599. 今朝方の夢  

時刻は午前5時を迎えた。今の気温はマイナス1度であり、これから午前9時にかけてマイナス2度ま

で下がる。今日の最低気温はマイナス6度とのことであり、今夜は相当に冷えそうだ。ところが今日

は雪が降らず、晴れとのことなので、午後には書斎で日光浴を楽しみにたいと思う。今日から3日間

は天気が良いようなので何よりだ。 

今朝方の夢を思い出している。夢の中で私は、立派なサッカーグラウンドにいた。ピッチに立ってい

たのではなく、ピッチ脇でその試合を観戦していた。日本代表対ブラジル代表の試合がそこで行わ

れていて、私は選手のサポート役としてチームに帯同していた。相手がブラジルのために、試合開

始前の選手たちは少し不安のようだった。 

ところが、いざ試合が始まってみると、最初こそ緊張があったが、なんと前半を6-1で折り返すことに

なった。次々に点を入れている最中は、選手たちの表情が明るかったが、どういうわけか前半終了

のホイッスルが鳴ってロッカールームに引き下がってくる選手たちの表情は浮かなかった。話を聞

いてみると、後半に相手が本気を出してくることがわかっているので、それに対して恐怖心があると

のことだった。こちらにはオリンピックやワールドカップを戦ったことのある名将が監督としていたの

だが、その監督の戦術は少し古いと選手たちは思っているようであり、監督に従うと相手に負かされ

てしまうのではないかという不安もあるようだった。 

そこで私は、後半どのように戦えばいいのかについて自分の考えをまずキャプテンに伝えた。そし

てそこからは副キャプテンにも声をかけて、まずは私たち3人で戦い方の方向性を定め、そこから他

の選手たちにそれを伝えていった。一応戦術に関して共通理解を全員で持ったものの、まだ不安

そうな表情を浮かべている選手たちもいたので、私の方からリラックスできる方法について教えた。

それはお腹と背中をさすりながら行う実践であり、それによって選手たちの表情が随分と明るくなっ

た。 
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後半が始まると、私はまたピッチサイドで見守ることにした。相手のゴール付近のピッチサイドに

立って、必要であれば色々と声を出そうと思っていた。いざ後半が始まってみると、開始早々に点

を奪われてしまった。ここからブラジルの逆襲が始まると思うと恐ろしかったが、どうやらゴールを決

めた選手が反則を犯したらしく、ゴールは取り消しになった。 

そこからすぐに、こちらのチームで中心的な役割を果たしているミッドフィールドの選手がゴール前

の混戦の中、左足を振り抜いてゴールを決めた。それによってこちらの選手たちは歓喜に酔いし

れ、7-1となったところで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私はホテルに改装された立派な城にいた。雰囲気からすると、西ヨーロッパの

どこかの国だと思う。ある日本人の俳優も宿泊していて、その方はこの地に心の病を治しにやって

来たようだった。日本での過労によって心を病んでしまったらしく、その療養としてこの地を選んだ

そうだった。 

その方がホテルを去る日、私はささやかな記念品を贈ることにした。それは、ある詩集と動物の形を

した小さな石の人形だ。人形に関しては1つではなく、かなり多くの数があった。私は詩集を手に持

ち、人形のうち1つを選んで、残りの人形は詩集の間に挟んだ。だが人形の数が多かったので、詩

集からこぼれ落ちそうになっていた。どの人形にも英単語が1語だけ記載されていて、手に持つこと

を選んだ人形には、“mindfulness”という単語が書かれていた。フローニンゲン：2021/1/30（土）

05:22 

6600. 満月の朝に 

今日は満月だ。真っ白の満月が真っ暗な朝方の空に浮かんでいる。月をぼんやりと眺めながらそ

の美しさにしばらく見惚れていた。 

朝起きてオイルプリングやヨガをしてからは、いつも十分な水を飲む。その際に、コップに入れられ

た水に手をかざし、自分の気を送るようにしている。これは他の飲み物に対してもそうであり、何か

食べ物を食べる際にも同じことをしている。実際に昼食や夕食を食べる前に、料理に手をかざし、

自分の気をそれらに送り届けている。自分の気に反応する形で食べ物たちも喜んでいるようなの

だ。科学的には味が変わったり、分子構造が変わったりするらしい。 
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サトルの次元で変化が起これば、下位の次元であるグロスの次元でそうした変化が起こるのは何ら

不思議ではない。気を送った食べ物や飲み物が自分の心身をより一層健康にしてくれるイメージを

持つことによって、実際にますます健康になっていることを実感する。心身の若さと健康。その秘訣

はこうしたところにもある。 

いつも毎月の頭に書籍の一括注文をしており、それを今週末に行ってしまってもいいかと考えた。

だが2/1の月曜日に特に予定を入れていないので、その日の午後に時間を取って書籍の一括注

文をしようと思う。それが引っ越し前最後の注文となるだろう。今回はそれほど大量に書籍を購入す

ることなく、15冊をめどに厳選した詩集と哲学書を購入したいと思う。 

詩を読んで、詩の世界の中へ入ってみると、そこに霊的景色を眺めることがある。ルーミーの詩はま

さにそれを経験させてくれる。月曜日に購入しようと思っているラマナ·マハリシやタゴールの詩もそ

うした経験をさせてくれるかもしれない。ルーミーは中東の人間、マハリシやタゴールはインドの人

間であり、ヨーロッパ的な何かから関心と感覚が広がり、中東やインドに引かれている自分を見る。 

今すぐにではないが、ルーミーが生涯を閉じたトルコの地、そしていつかインドに足を運んでみた

いと思う。作曲語法の習得も外国語の習得と似ていることについて昨日考えていた。文法書をいく

ら読んでいても外国語を実践的に使用することができないように、作曲においても楽典や音楽理論

書をいくら読んでいても作曲などできない。 

重要なことは、実際にその言語が使われている文脈を通じて、身体的に学習と実践を同時に行っ

ていくことである。音楽言語もその使用例、つまり楽譜を見ながらその言語がどのように用いられて

いるのかを肌感覚で理解していき、掴んだ感覚を通じて曲を実際に生み出していくことが何よりの

実践になる。 

音楽言語を無意識的に自由自在に扱えるようになること。そして自分の作曲語法を確立させていく

こと。それを大切にしたい。 

語法の確立は、絵画の創作や詩作においても同じである。絵画の創作にも詩作にも、そうした語法

があることを見逃してはならない。 
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日本人固有の職人気質が自分の内側にも流れているかもしれない。それを大切にし、それを磨い

ていく。日本ではない異国の地において、他の文化の風に吹かれながら、その風を自分に取り入

れていく。「風土」というのは風と土なのだ。 

異国の地の土地の上に立ち、そこを歩き、そこに吹く風を感じていく。それを大切にしていけば、こ

の国の風土が自分の肥やしとなり、自己の存在と創作がまた深まっていくだろう。フローニンゲン：

2021/1/30（土）05:40 
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