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3201.【ボストン旅行記】ボストン滞在の四日目の朝に 

ボストン滞在四日目の穏やかな朝を迎えた。今日は日曜日であり、昨日よりも辺りは静かである。今

の時刻は午前八時であり、昨日のこの時間帯にはランニングやウォーキングをする人たちを多く見

かけたが、今日はそれほどでもない。 

チャールズ川の上には白いカモメが何羽か浮かんでおり、川の水面に浮かびながら漂っている。そ

の白いカモメに早朝の美しい太陽光が反射してその白さの輝きがより一層増している。 

チャールズ川の向こう岸に生えている木々は少しずつ紅葉を始めている。一層のボートがチャール

ズ川をゆっくりと進んでいった。 

早いもので今日はボストン滞在の折り返しの日となる。今日はもうしばらくホテルの自室でゆっくりと

し、午前十時をめどにホテルを出発して、ボストン美術館に向かう。この美術館を以前訪れたのは、

今からもう五年前のことであり、再訪がとても楽しみだ。今日はボストン美術館だけを訪れる予定で

あるから、気の済むまでそこで芸術鑑賞をしたいと思う。 

美術館を堪能した後は、ホテルに戻り、明日に参加する予定のクラスに向けた準備を進める。明日

は、教育哲学者のキャサリン・エルギン教授のクラスを聴講することになっている。どれだけの学生

が履修しているのかわからないが、仮に小規模であれば、クラスの中で発言する機会を多く得られ

るかもしれない。そうしたこともあり、今日はホテルに戻ってきたら、もう一度課題論文を読み返し、

課題の設問に回答したいと思う。 

このクラスは認識論の観点から、芸術を理解するとは何かを探究していく哲学のクラスであるが、そ

の課題は私の印象としてかなり実践的な内容のように思える。簡単にその課題の内容について書

き留めておくと、ある美術館や博物館に行き、そこで一つの展示物を見る。その展示物を通して、

その美術館や博物館は何をしようと（何を伝えたいと）意図しているのかを考える。そして、その美術

館や博物館がその展示物を通じて何をするべきかを考える。さらには、それがどれほどうまく実現さ

れているかを考える。自分がそのように考えた根拠を、課題論文で取り上げられている観点を参考

にしながら分析していく、という内容である。 
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私は、先月にヘルシンキで訪れたシベリウス博物館について取り上げようと思っている。それか、こ

れから訪問するボストン美術館のどちらかの何かしらの展示物を取り上げる予定である。 

明日のクラス終了後に、エルギン教授が時間を取ってくださり、オフィスで一対一の話をする機会を

いただけたので、教育哲学全般に関する話を中心に、あれこれ質問をしたいと思う。明日の面談に

向けて、どのようなことを質問するかについて考えておき、当日はそれらの質問を中心にし、それ以

外は話の流れで色々と質問をしたいと思う。ボストン：2018/9/30（日）08:44 

3202.【ボストン旅行記】五年振りのボストン美術館  

ボストン滞在の四日目も充実感のうちに終わりに向かっている。時刻は午後の七時に近づきつつあ

り、つい先ほど夕食を食べ終えた。 

今日は午前中から夕方までボストン美術館に滞在していた。五年振りに美術館を訪れると、とても

懐かしい感じがした。興味深いのは、展示されている作品の中で五年前にも見たことを覚えている

ものと、今日初めて出会ったかのような作品が混じっていたことであった。 

館内がこれほどまで広いことをすっかり忘れており、これは一日かけても全ての作品をじっくり見るこ

とはできないとすぐに気づいた。そのため私はいくつかの作品に絞り、そこで多くの時間を費やすこ

とにした。 

一階のフロアにおいて私が注目をしたのは、オディロン・ルドンの作品であった。その作品が遠くか

ら目に入った瞬間に、それがルドンのものであるとすぐにわかった。 

ちょうど二ヶ月前に、オランダのクレラー・ミュラー美術館でルドンの特別展示を見てからというもの、

ルドンからは随分と多くのインスピレーションを受けている。今日再びボストン美術館でルドンの作

品に出会えるとは思ってもみなかったため、嬉しい再会であった。 

ルドンの色使いに惚れ惚れしながら作品を後にすると、二階で再び嬉しい再会があった。あるだだっ

広い部屋に入った瞬間に、遠くの壁に見覚えのある光の色使いをしている作品があった。すぐにそ

れがウィリアム・ターナーの作品であることがわかった。ターナーの作品に関しては、およそ三ヶ月
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前にロンドン・ナショナルギャラリーでいくつかの作品を見ており、ターナーの画集を購入するほど

彼は気になる画家であった。 

ルドンと同様に、ターナーに関しても非常に個性的な色使いをしており、ターナーに関しては幻想

的な光に特徴があると言えるだろう。ターナーの作品が飾られている部屋のすぐ隣には、ボストン美

術館の西洋画がもっとも売りにしているであろうモネの作品だけが飾られた部屋がある。その部屋

に入った瞬間に、私は思わずため息を漏らした。それぐらいに素晴らしい作品が全ての壁に飾られ

ていた。 

モネに関しても、ロンドン・ナショナルギャラリーの特別展示で数多くの作品をこの目で直接見る機

会に恵まれ、それ以降、モネに関しても画集やドキュメンタリーDVDを購入するなどして、モネの生

涯と芸術思想をより深く知ろうとしていた。 

今回ボストン美術館を訪れるに際して、事前にどのような作品があるのかを一切調べていなかった

ため、逆にそれが功を奏して、嬉しい再会の連続であった。その他にも私は、ルノワールの特に四

枚の作品とゴッホの一枚の作品を鑑賞することに多くの時間を使っていた。それ以外には、アジア

の作品が所蔵されているコーナーの中でも、仏像を熱心に眺めていた。特に、ボストン美術館の二

階には「仏像部屋」と呼ばれる場所があり、そこは部屋を意図的に暗くしており、仏像がライトアップ

されている。 

その部屋はどこか結界のようなものが存在しており、他のフロアとは完全に流れているエネルギー

が異なることがわかった。私はその部屋の長椅子に腰掛け、しばらく目を閉じて瞑想をしていた。 

こうした神聖な空間が美術館内に醸成されていることは大きな驚きであった。そして私は、五年前

の自分もこの仏像部屋に大きな感銘を受けていたことを思い出したのである。この仏像部屋を離れ

ることはとても名残惜しく、私は再びこの場所に来ることを静かに誓った。いや、それは誓う必要もな

いほどに必然に起こりうることのように思えた。 

そこでふと、五年前の私もまたここに来るという誓いを立てながらも、そうした誓いを超えて、自分が

必ず再びここに戻ってくるような予感がその時にしていたことを覚えている。確かにその予感は五年
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後の今日実現された。今日の予感がまた実現する日はやってくるだろうか。近い将来またやってく

るかもしれない。ボストン：2018/9/30（日）19:10 

3203.【ボストン旅行記】ボストン美術館で体験した魂の充満  

本日ボストン美術館を訪れている 中に、芸術鑑賞に関して一つ新たな気づきがあった。それは

何かというと、真に自分にとって価値のある芸術作品は、自分の魂を大いに満ち足りたものにしてく

れる、というものだった。 

美術館を訪れたことによって、「お腹いっぱいのような感覚になった」という言葉を発する人がいるが、

それはもしかすると、真に自分にとって意義のある作品とじっくり向き合うことをせずに、膨大な数の

作品を単に消費しようとする姿勢によって生まれた感覚なのではないかと思う。 

観光客の中でもよくありがちなのは、せっかく旅行に来たのだからと、一日に何箇所も慌ただしく観

光名所を回ることである。だがここでもそうした行為は、結局のところ場所を消費していることに他な

らないのではないかと思う。そうした消費型の観光では、結局一つ一つの場所に対する印象が薄

れ、何よりも一つの観光場所から得られる気づきや発見はとても希薄なものになってしまう。これは

以前の日記でも言及していたが、各場所には土着神がいるのである。 

これはいかなる場所においてもそうだと思う。そうした土着神を見つけ、それと触れ合うことをしなけ

れば、その場所から固有に喚起される気づきや感覚は芽生えないのではないかと思う。そして、そ

うした気づきや感覚こそがその人自身を深め、その人の人生を豊かにしていくということを忘れては

ならない。場所を消費しようとする態度は、そっくりそのまま美術館鑑賞にも当てはまるだろう。 

本日、ボストン美術館内の多くの客を観察していると、ほとんどの人が作品を慌ただしく次から次へ

と移動していく姿を目にしていた。おそらく、そうした鑑賞態度を持っている人は、美術館を訪れた

後に食べ過ぎのような感覚に陥るにちがいない。この問題は、学習における知識の詰め込みがも

たらす弊害とも関連しているように思う。単に知識を詰め込もうとすると、脳がパンクするような感覚

に陥ることは誰しも経験があるかもしれない。ここでも一つ一つの知識と深く向き合い、それらを十

分に咀嚼するという態度がないがゆえに、満腹感をもたらすのである。今日美術館を巡っていて興

味深く思ったのは、自分の心の内側に響く作品に絞って鑑賞するようにし、それらの作品に時間を
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十分かけることをしていると、せわしなく単に次から次へと作品を見ていく時に生じる感覚とは別次

元の感覚がもたらされることであった。 

それはまるで魂が充足していく感覚と言ってもいいだろう。私はこの感覚を、ルドン、ターナー、モネ、

ルノワール、ゴッホ、日本の仏像に感じた。一見するとそのリストは長いように思えるかもしれないが、

膨大な数の所蔵品のうち、それらはほんの15点ほどに過ぎない。今日の私はこれらの15点ほどの

作品を丹念に鑑賞することによって、自分の魂が満たされていくような感覚がしたのである。 

自分を育んでくれる真に意義のある作品は、自分の魂を鷲掴みにしてその場で立ち止まらせ、そし

て立ち止まってゆっくりとその作品と向き合うことによって、魂を満ち足りたものにしてくれるのだろう。

そうした発見があったというのは、まさに一つの自己発見でもあり、今回のボストン美術館の訪問は、

インスピレーションと自己発見、そして魂の充足をもたらしてくれる素晴らしいものであった。ボストン：

2018/9/30（日）19:37 

3204.【ボストン旅行記】キャサリン・エルギン教授の授業に向けて 

ボストン滞在の五日目の朝を迎えた。今朝は六時前に起床し、起床してすぐにシャワーを浴びた。 

今日は七時半前にホテルを出発し、ハーバード大学教育大学院（HGSE）に向かう。今日は待ちに

待った、教育哲学者のキャサリン・エルギン教授のクラスがある。今回エルギン教授が聴講を快く承

諾してくださった時に、クラスの開始が午前八時という早い時間帯であることを申し訳ないとおっ

しゃっていたが、普段から早起きをしているため、それくらいの時間であれば全く問題ない。 

少し余裕を持たせるために早めにホテルを出発すれば、クラス開始の15分前にはHGSEに到着す

ることができる。一時間半ほどのクラスを終えたら、その足でエルギン教授のオフィスに移動し、そこ

で一対一の面談を行う。どれくらいの時間をいただけるのかわからないが、あまり長居しすぎないよ

うにしようと思う。先日読んだエルギン教授の書籍の話から会話を始め、その後に私の 大の関心

事項である、芸術教育を取り巻く社会的な論説空間の歴史的変遷に関して、参考文献などを尋ね

たい。そこからは認識論に関する突っ込んだ質問をさせていただこうと思っている。 
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昨日ボストン美術館に訪れた時、様々な芸術理解の方法があることについて改めて考えを巡らせ

ていた。現象学的な理解、知的解釈的理解、間主観的理解などである。その中でも、自分と他者が

ある芸術作品に関する理解をどれほどまで共有できるのか、そして共有できるのであれば、それを

どのように知ることができるのか。また逆に、共有できないのであれば、それをどのように知ることが

できるのか？ということに関心を持った。 

これはまさに認識論に関する問いだということに気づき、エルギン教授との面談で話題として取り上

げたいと昨夜考えていた。その他には、芸術教育の意義について今自分が考えている探究方法に

ついてエルギン教授の意見を伺いたいと思う。エルギン教授ともうすぐ会うことができると思うと、自

然と気分が高揚してくる。 

エルギン教授との面談を終えてもまだ午前中であろうから、HGSEの図書館に行き、今日のクラスの

体験やエルギン教授との面談について日記を書き留めておこうと思う。HGSEに出願する際の志望

動機書に書き込めることがあれば、それについてもメモを残しておく。 

昼食までHGSEの図書館で過ごし、昼食後にはケンブリッジエリアの古書店でまだ訪れていないと

ころに行く。もう二店ほど足を運びたい古書店があり、そこで夕方まで古書を吟味したいと思う。 

気づけば今日から十月を迎えた。新たな月の到来と共に、ここからまた自分の人生が少しずつ前

進し、深化を遂げていくことになるだろう。ボストン：2018/10/1（月）07:02 

No.1331: Darkness of Early Morning 

I got up around 5AM today. It is still dark outside. I’ll begin today’s my academic work. 

Groningen, 07:35, Saturday, 10/20/2018 

3205.【ボストン旅行記】キャサリン・エルギン教授のクラスに参加して 

たった今、キャサリン・エルギン教授のクラスの聴講を終えた。それは、午前八時から午前九時半に

かけて行われた芸術理解に関するクラスだ。あと一時間したらエルギン教授のオフィスに行き、少し

ばかり話をさせていただけることになった。 
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クラス開始の15分前にレクチャールームに到着すると、そこにはすでに一人の男性がいた。彼の名

前はアンドリューといい、彼はハーバード大学教育大学院（HGSE）の博士課程に在籍しており、

ティーチングアシスタントを務めているとのことであった。とても物腰が低く、好感を抱かせる人柄の

アンドリューに、クラス開始前に博士課程について色々と話を聞いてみた。 

私がここ七年以上も着目し続けている教育哲学者のザカリー・スタインは、数年前にHGSEの博士

課程を修了している。数年前からHGSEにおいては、「教育博士号（EdD）」の取得できるプログラム

を提供することをやめ、その代わりに、ハーバード大学学術系大学院の傘下で一般的な意味での

博士号（PhD）を取得できるようなプログラムに変わった。 

今年はHGSEの芸術教育プログラムに関する修士課程に応募しようと考えているが、将来は博士課

程への進学も視野に入れており、アンドリューに博士課程の様子について質問をしてみた。特に私

が気になっていたのは、新しい博士プログラムでは、教育研究に力を入れており、それはどこか科

学的な研究に重きを置いているように感じていたことである。アンドリューに素直にその点について

聞いてみると、博士課程に在籍する一学年およそ25名のうち、教育哲学に関心を持って研究を進

めているのは一人か二人とのことであった。その一人がまさにアンドリューだった。 

博士課程への応募に際して、純粋に哲学的な研究をしたいと主張するのは賢明ではなく、アンド

リュー曰く、新しい理論の構築に向けての研究を行っていくことを主張する形で入学を許可された

そうだ。アンドリューとしばらく話をした後に、数名ほどの生徒が教室に入ってきた。エルギン教授の

クラスが哲学的なものであるためか、受講者の数は多くなく、私が想像していたように小規模のもの

であった。人数としては私を除いて、八名ほどの受講者だった。 

クラスが始まる数分前にエルギン教授が部屋に入ってきたので、私はすぐに挨拶に行き、聴講を許

可してくださったお礼を述べた。エルギン教授はすでに70歳を迎えているのだが、クラスを通じて非

常にエネルギッシュな方だと思った。そして何よりも、長年にわたって哲学的な探究を続けてきたこ

とが体感として実感できるほどに知性的な方だった。生徒が一つ発言をするたびに、その発言に対

して複数の論点を抽出したり、それらを組み合わせたり、はたまたそれらの論点を包摂するような新

たな論点を次々に私たちに投げかけてくる様は圧巻であった。 
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受講者が八名ほどであったため、私も意見を述べやすく、聴講をしに来た身であるにもかかわらず、

いくつか自分の意見を述べさせてもらったり、質問をさせていただいた。クラス内で取り上げられた

事柄については、また後ほど日記にまとめておきたい。もうしばらくしたら今いるHGSEの図書館を

離れ、エルギン教授のオフィスに向かおうと思う。ボストン：2018/10/1（月）10:07 

No.1332: Imaginary Flowers Before Lunch 

It’s almost noon. I perceived imaginary flowers in my mind before lunch. Groningen, 11:54, 

Saturday, 10/20/2018 

3206.【ボストン旅行記】キャサリン・エルギン教授との面談より 

つい先ほどキャサリン・エルギン教授との面談を終えた。時間にしておよそ20分ほどあれこれと話を

伺うことができた。面談を終えて、今は再びハーバード大学教育大学院（HGSE）の図書館に戻って

きてこの日記を書き留めている。今日初めてエルギン教授とお会いしたために、 初に手短に自分

のバックグラウンドを紹介し、そこから今の自分の哲学的な関心事項を共有した。 

エルギン教授が今学期に提供しているもう一つのコースは教育哲学であり、そのコースの中で私の

関心事項を探究していくことが可能であるとわかった。芸術教育の意義と芸術教育を取り巻く社会

的な論説空間の発展とその問題について探究することに関して、そのコースは 適なものであると

わかった。前者に関しては、デューイの教育思想を参照すると良いとエルギン教授から助言をいた

だいた。興味深かったのは、デューイは芸術そのものの価値を強調していたのではなく、芸術を通

じてのコミュニティーや社会の形成に芸術の意義を見出していたようだ。 

まさに私は、確かに芸術作品そのものに何かしらの価値があることは否めないが、芸術の真の価値

は社会への参画と社会の発達を促すことなのではないかとここ 近思うようになっていた。そうした

自分の関心をより深めていくために、エルギン教授から助言をいただいたように、デューイの書籍を

フローニンゲンに帰ったら旺盛に読み進めていこうと思う。 

芸術および芸術教育を社会の発展という文脈において探究していくこと。それが明確になったこと

は大変嬉しかった。 
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もう一つの私の関心である、芸術教育を取り巻く社会的な言説空間の歴史的発展に関しても、エル

ギン教授は大変素晴らしいテーマだとおしゃってくださった。このテーマを探究するに際して参照

するべき哲学者について尋ねたところ、部屋に置かれている無数の書籍から 適なものを選んでく

ださることになった。だがその場ですぐにこのテーマについて直接的に言及している哲学者の仕事

を紹介することは難しいとエルギン教授は述べ、その分そのテーマは新たな観点を含んでいるとおっ

しゃってくださった。それを聞いて、そのテーマに関心を持った私に与えられた役割は、このテーマ

を深く探究し、芸術教育を取り巻く社会的な論説空間の変容および発達に関与していくことなのだ

と改めて思った。 

ちょうど明後日に、芸術教育プログラムのディレクターであるスティーブ・サイデル教授と面談する機

会をいただいたので、サイデル教授にも同様の質問をしてみるべきだとエルギン教授から助言があっ

た。 

後にエルギン教授の 新刊の書籍についての感想を述べた。そして、現在執筆中の書籍がど

のような内容のものなのかを聞いてみた。すると、現在は教育哲学の話題に触れた書籍を執筆して

いる 中であるとのことであった。 

確かにこれまでも、エルギン教授は教育哲学に関する論文を多数執筆しているが、教育哲学だけ

を取り上げた書籍を執筆していない。そのあたりの事情に尋ねてみたところ、笑いながら、「私はま

だ教育哲学についてほとんど何もわかってないの」と述べたことには、驚きと共に、探究者としての

真摯さを感じた。 

エルギン教授はもう70歳を迎えており、長らく教育哲学の探究を世界 高峰の学術機関で行って

いながらも、教育哲学についてはほとんどわからないほどにそれは奥深いものであることを私に教

えてくれたように思った。教育というのは本当に奥深いテーマであり、教育哲学は一生涯をかけて

探究していくに価する領域なのだと思う。20分ほどの時間は本当にあっという間に過ぎた。 

まだHGSEに来れるかどうかも定かではないのだが、来年エルギン教授のもとで自分のテーマを探

究することができたらどれだけ幸せなことかと思った。ボストン：2018/10/1（月）11:16 
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No.1333: Autumn Grass Flowers 

It’s a calm evening, and today is slowly approaching the end. I’ll stop today’s music composition 

and start to edit my previous journals. Groningen, 17:34, Saturday, 10/20/2018

3207.【ボストン旅行記】ハーバード大学教育大学院にて思うこと 

昼食時を迎えるまで、ハーバード大学教育大学院（HGSE）の図書館にいようと思う。今、図書館の

窓を通じて外をぼんやりと眺めている。 

今回のボストン滞在の間に何度もHGSEを訪れ、図書館のカフェで食事をしたり、学習をしたりして

いると、もうどこかこの大学の学生になったかのような感覚がするから不思議である。世界各国に旅

行に出かける際にも、大抵数日後からはその町が自分にとって非常に親しみのあるものに変わる。

そうしたことが、今回HGSEに対しても起こっていることは興味深い。まだ出願をしたわけでもなく、

入学を許可されたわけでもないのだが、HGSEで学んでいる者として今の自分を知覚している点は

不思議に思う。 

改めて今日エルギン教授から、デューイの思想を深く探究することを勧めていただけて有り難かっ

た。フローニンゲンの自宅の本棚には、デューイの二巻にわたる全集があり、昨年か一昨年に一度

全体に目を通していただけなので、今週末にフローニンゲンに戻ってから、デューイの思想を本格

的に探究し始める。 

芸術と芸術教育が持つ、社会的な意義。すなわち、芸術や芸術教育が個人の発達を促進していく

のみならず、社会の発達を育む価値を有するのではないかという観点をもとに探究をしていく。そ

のためにはこれまでのように、個人の発達プロセスやメカニズムに焦点を当てるだけでは不十分で

あり、社会の発達プロセスやメカニズムについても精通していく必要があるだろう。これらの点につ

いては、HGSEで教鞭をとっているホウマン・ハロウニィ博士の批判理論に関するコースが参考にな

るだろう。 

今年はまた自分の探究のテーマが大きく変化したが、新たなテーマを探究していく道が徐々に明

確なものになってきていることは喜ばしい。エルギン教授やハロウニィ教授を含め、様々な学者との
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やり取りの中で、徐々に自分のテーマの探究が進んでいくであろうことを予感する。もうしばらくした

ら、HGSEの図書館を出発し、大学近くのレストランで昼食を摂ろうと思う。昼食を摂り終えたら、ケン

ブリッジエリアにある二つの古書店を訪れ、今の自分に必要な古書がないかを探す。 

昼食後から数時間ほどゆっくり時間をかけて古書を吟味したい。私は何をやるにも進歩が遅く、学

術探究に関してはなお一層のこと進歩が遅いことを実感している。 

自分のテーマを育んでいくことに加え、そのテーマを取り扱う自分自身をより高めていく必要がある。

それは知識の面でもそうであり、知識を活用する知性の面でもそうであり、探究をする自己そのもの

に関してもそうである。それらを焦らずにゆっくりと深め続けられるかどうか。それに全てがかかって

いるように思える。ボストン：2018/10/1（月）11:41 

3208.【ボストン旅行記】ボストン滞在六日目の朝に 

昨夜は十時過ぎに就寝し、今朝は七時半に起床した。今日でボストン滞在の六日目を迎える。この

五日間に様々なことを体験し、心身が充実感で過度に満たされていたためか、昨夜はよく寝た。そ

のおかげもあり、今朝はとても調子が良い。 

今日もまたハーバード大学教育大学院（HGSE）の図書館で普段と変わらなない探究活動を続けて

いこうと思う。昼食は図書館一階のカフェで取り、午後二時まで再び探究を進めていく。 

数日前に、ハーバード大学のリーダーシッププログラムに留学している知人の方とディナーをご一

緒させていただき、今日はその方にお願いをして、ハーバード大学を象徴する図書館であるワイド

ナー図書館を案内していただくことになった。午後からはその方と少し話をして、その後はワイドナー

図書館で夕食まで探究活動を進めていこうと思う。このような生活をボストン滞在中に送っている自

分を見ると、自分があたかもハーバード大学に留学しているかのようである。 

昨日、教育哲学者のキャサリン・エルギン教授のゼミナール形式のクラスに参加した時には、受講

者から客員研究員だと間違われた。世界のどこにいても自分にできる探究活動を継続して行って

いくこと。探究活動は自分の生活の一部となり、人生となった。 
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今朝のボストンは霧が少々立ち込めている。ホテルの自室からチャールズ川を眺めることはできる

が、視界はそれほどクリアではない。 

チャールズ川を白い小型犬と歩いている人の姿が見える。今日はどうやら午後から雨となり、一日

中天気が優れないようだ。 

当初の予定であれば、今日はデイヴィッド・ソローが過ごしたコンコードの森に足を運ぼうと思って

いたのだが、天気が崩れることを事前に知っていたため、今日はやめにした。ボストン 終日である

明日は、HGSEの芸術教育プログラムのディレクターを務めるスティーブ・サイデル教授との面談が

午後にあり、午前中から再びHGSEの図書館に行こうと思っていたため、今回の滞在中にはソロー

の森に訪れる機会はなさそうだ。また近い将来ボストンに足を運んだ際には、エマーソンの邸宅を

含めて、ソローの森を訪れたい。 

昨日は、ケンブリッジ内の二店の古書店に訪れ、合計で12冊ほど書籍を購入した。その中の一冊

に、クリシュナムルティの教育思想に関する書籍があるのだが、購入してホテルに持って帰って中

身を改めて眺めてみると、それはすでにフローニンゲンの自宅の本棚にある書籍と同じであること

に気づいた。そのため今日はまず、可能かわからないが、その書籍を購入した古書店に立ち寄り、

返品のお願いをしようと思う。無事に返品ができたら、そこから地下鉄に乗り、一駅向こうのハーバー

ドスクウェアで降り、HGSEの図書館に向かう。今日の天気は優れないが、今日もまた充実感と幸福

感に満ちた一日になると確信している。ボストン：2018/10/2（火）08:48 

3209.【ボストン旅行記】博士課程進学の検討に関して 

昨日再び博士課程への進学について検討をしていた。今のところ、芸術教育に関する探究を進め

るために、来年の初旬にはハーバード大学教育大学院（HGSE）を含めた米国のいくつかの大学院

の修士課程に出願を考えている。出願は多くて二、三校に留めるか、今回HGSEを訪れて何人か

の教授と話をさせていただくことによって、この場所が非常に素晴らしい探究環境を提供しているこ

とを実感し、HGSEだけに出願するかもしれない。今のところはそのようなことを考えている。 

仮に来年、HGSEまたはどこかの修士課程に所属したとしても、プログラム終了後の一年は今年と

同じように、学術機関に所属しない道を選ぶように思う。プログラムに在籍している時に博士課程へ
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の進学を真剣に検討し、もし進学を決意したら翌年に時間をかけて念入りな準備をしたい。今のと

ころは、博士課程に行って探究を進めたいという思いと、学術機関の外で探究を進めたいという思

いが同じ程度同居している。今の私の関心事項は果たして学術機関に所属しなければ探究できな

いことなのか、あるいは、学術機関に所属して探究を進めた方が望ましいものなのかについてまだ

判断ができないでいる。 

これは今すぐに判断する必要はなく、そのために来年の修士課程の期間がある。おそらく今回の修

士課程が 後になるであろう。もしかしたら今から数年後や10年後ぐらいに再び修士課程で学び

直しをする可能性もなくはないが、とりあえず近い将来においては来年の修士課程を 後とした

い。  

博士課程に行くことへの躊躇を生んでいるのは、私はどうしても時に学術機関の中での学びに窮

屈さを感じてしまうことである。その窮屈さを生んでいるのは、学術機関の中では時に純粋な内発

動機以外の動機で学習を進めていかなければならない場面に遭遇することだ。とにかく私は自分

の内発動機に従って探究を行っていきたい。それはおそらく魂の要求事項であり、それに反するこ

とを行うことは私にはできない。 

学者たちとの意見交換や交流は、自分の探究を前に進める上で不可欠なことであり、学術機関に

所属しない形で学者たちとの関係を継続することができれば 善かもしれない。いずれにせよ、来

年一年は修士課程で新たな探究項目の理解を深めていき、その一年間を使って、博士課程に進

学する意味についても検討したいと思う。 

五年や七年もの時間を学術機関に所属する形で過ごすことにどれだけの意味があるのか。自分の

人生に与えられた役割を果たすためにそれが本当に必要なのかどうか。その辺りの見極めを来年

の一年間、あるいは再来年にかけて検討したいと思う。ボストン：2018/10/2（火）09:28 

3210.【ボストン旅行記】ワイドナー図書館を訪れて 

つい先ほど夕食を摂り終えた。時刻は午後の七時半を迎え、ボストン滞在の六日目が終わりに近

づいている。 
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今日は午前中に、昨日立ち寄った古書店に行き、間違って購入した書籍を返品しに行った。その

書籍は、クリシュナムルティの教育思想に関するものであり、それを古書店で見つけた時は嬉しくなっ

たが、すでにそれはフローニゲンの自宅の本棚にあるものと同じであることをホテルに戻ってきてか

ら気がついた。そのペーパーバックの表紙が異なっており、自分がすでに持っているものと同じだ

とは、古書店にいるときには気づくことができなかった。 

古書店の開店とほぼ同じタイミングに店に到着し、中に入ると、昨日にレジで対応してくれた女性が

今日もいた。「あぁ、昨日に来てくれた方ね」とその女性は笑顔で述べ、挨拶をした後に、書籍の返

品をお願いした。すると快く返品に応じてくれ、10ドルと数セントを受け取った。 

そういえば、今回のボストン旅行では結局一ドルも現金を持っていなかったので、四年振りにドルを

触ったことになる。ホテルをチェックアウトする時に、清掃員の方にチップを渡そうと思っていたのだ

が、ユーロ紙幣しかなく、 悪それをおいて両替は受け取った方にお願いしようと思っていた。 

古書店の店員にお礼を述べ、古書店を出てから少しばかり考え事をしていた。今回間違って書籍

を購入したことは、返金されたドルをチップとして渡すことを導くような意味があったのではないかと

思う。不思議な因果関係をそこに見て取った。 

古書店を後にした私は、ここ数日間と同じように、今日もまたハーバード大学教育大学院の図書館

に行った。まずはカフェでオーガニックコーヒーを購入し、それを持って二階に上がった。ここ数日

間と同じ席に座り、午前中から昼食にかけて、持参した二冊の書籍を読んでいた。昼食は再びカフェ

に降りてそこで食べた。 

昼食後に一時間ほど読書をしてから、ハーバード大学が誇る図書館のワイドナー図書館に行き、

数日前にディナーをご一緒させていただいた知人の方に図書館を案内してもらった。HGSEの図書

館は学生でなくても入ることができるが、ワイドナー図書館は関係者がいなければ部外者は入るこ

とができない。非常に厳かな図書館を見学し、図書館の共有スペースのソファに腰掛けて、知人の

方としばらく話をしていた。その後にせっかくなので、ワイドナー図書館の中に残って持参した書籍

を読み進めることにした。こうした厳かな雰囲気の中で読書をしていると、大いに学習がはかどるも

のである。どのような環境で学習をするかの大切さは、欧州でのこれまでの二年間を通じて常に感
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じていることであり、ハーバードの誇るワイドナー図書館は学習をするにはうってつけの環境を提供

してくれているように思う。 

今日はワイドナー図書館で勉強するという貴重な経験をすることができて嬉しく思う。明日もまた

HGSEに行く用事があり、午後から芸術教育プログラムのディレクターであるスティーブ・サイデル教

授との面談がある。明日も午前中からHGSEに行き、今日と同じように持参した書籍を読み進めたい。

今回のボストン旅行は、これまで欧州で行ってきた旅行とは随分と毛色が異なり、観光はほとんど

せず、何か勉強をしにここに来たかのようだ。ボストン：2018/10/2（火）19:50

3211.【ボストン旅行記】ボストン滞在七日目の朝に 

今朝は六時に起床し、起床直後にシャワーを浴びて一日の活動に向けて心身を整えた。時刻は午

前七時に迫りつつある。この時間帯は少しずつ外が明るくなってきており、チャールズ川沿いの大

きな道路には多数の車が走っている。天気予報を確認すると、どうやら今日は一日中曇りのようだ。 

早いもので、今日がボストンに滞在する実質上 後の日となる。明日は夕方の便でアムステルダム

に戻ることになっており、明日も十分に時間があるが、本日が 終宿泊日であることには変わりな

い。  

今日はボストン滞在の七日目だが、これまでのところ、ほぼ毎日何かしらの夢を見ていた。夢から目

覚めた時にはとても印象深い夢だったといつも思うのだが、その内容については一切思い出せず

にいる。 

ボストンで過ごす毎日が、自分の顕在意識のみならず、無意識にも大きな影響を与えている様子

が見て取れる。今夜はどのような夢を見るだろうか。仮に内容を覚えていれば、明日こそはそれを

書き留めておきたい。 

昨日ふと、ボストンは学術的な探究をする上では世界的に見ても屈指の場所であると思うが、生活

環境としては実はそれほど良いものだとは私には思われない、ということを考えていた。今回ハーバー

ド大学教育大学院（HGSE）を訪れたことにより、今の自分の関心事項を探究する上でこの場所が

適であるということが見えてきた。一方で、日々の生活を静かに過ごしたいと思う私にとって、ハー
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バード大学近辺の環境はお世辞にも静かだとは思えない。少なくとも、欧州でこれまで訪れた土地

にはより落ち着いた環境があり、今住んでいるフローニンゲンは、ボストンよりも品があるというのが

正直な思いである。 

そういえば、ボストンに降り立った初日には、アメリカという国全体に浸透している「米国性」のような

ものが身体感覚を通して知覚されたことを思い出す。それは、私が今から八年前から四年間ほど米

国で生活してきた際に培ってきたものを再活性化してくれたのと同時に、どこか重たく、寂しげな感

覚を引き起こしたことも確かである。ボストン滞在の七日目の今は、もうそうした感覚はないが、初日

には米国を取り巻く集合意識に違和感があったことを認めなければならない。 

今回の旅においては、欧州で行ってきた旅よりも日記を書き留めることが少ないように思う。単純に、

日本語感覚が麻痺しているのか、それとも言語を生み出す感覚そのものが麻痺しているのかわか

らないが、初日からここまでのところ、それほど文章を書き留めていなかったように思う。おそらくオ

ランダに戻ってから、今回のボストン旅行についてはあれこれと振り返ることになるだろう。今回の旅

の経験も私の人生において非常に貴重なものであったことには変わりない。何よりも、HGSEのクラ

スに参加したことや、教授陣たちと直接会って話をすることができたことが、これからの自分の人生

をまた新たな方向に導いてくれるように思う。ボストン：2018/10/3（水）07:06 

3212.【ボストン旅行記】人生とチャールズ川 

今日も午前中からハーバード大学教育大学院（HGSE）の図書館に行き、先日ケンブリッジエリアの

古書店で購入した書籍を二冊ほど持参して探究活動を進めていく。 

今回のボストン滞在中には、四店の古書店を訪れ、気がつけば合計で18冊ほど書籍を購入してい

た。また、ボストン美術館では分厚い公式ガイドブックも購入したため、合計19冊ほどの書籍を手土

産にオランダに戻ることになりそうだ。購入した書籍のうち、すでに三冊ほど読み終えることができて

おり、今日は二冊の書籍を読み進めていきたいと思う。 

自分の無知さと一生涯付き合っていくこと。それを心に決めてから、探究活動のあり方も少しずつ

変わってきているように思う。 
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数日前に、すでに70歳を迎えられておられる教育哲学者のキャサリン・エルギン教授と一対一の面

談をする機会があった。その際にエルギン教授が笑みを浮かべながら、「私はまだ教育哲学につ

いてほとんど何も知らない」と述べていたことを思い出す。HGSEで長らく教育哲学について教えて

いる教授でさえそうなのだ。「人間発達」及び「教育」というのは、本当に一生涯をかけて取り組むテー

マだということを再認識し、その探究に終わりはないことを改めて実感する。 

探究に終わりがないにもかかわらず、探究に乗り出していこうとする自分。これは無限なるもの、ある

いは永遠なるものを求めようとする人間の性なのか。 

今私は、とても大きく、そしてとても大切なテーマを見つけたのだと実感している。人間発達と教育。

その探究を進めていくことは、自分の人生に与えられた大きな役割なのだと思う。その役割を全うす

るための小さな一歩を今日も歩む。 

何艘かのボートがチャールズ川を優雅に下っていく。八人乗りのボートが水面に停止しており、今

それが動き出した。一人乗りのボートが反対側からやってきて、チャールズ川を上っていく。上りと

下り。下りと上り。川は人生を象徴している。 

川の緩やかな流れ、そして川は環境全体と一体化しているという点も人間の人生と似ている。私た

ちの人生は個人の中で閉じられたものでは決してなく、それはこの世界そのものと一体化している

ものなのだ。川は本来明確な始まりも終わりも持たない。人為的な区分として始まりと終わりがある

だけだ。 

人間の一生はどうだろうか？それもまた誕生と死の瞬間があることは確かだが、私たちの人生は誕

生も死も越えうるものなのではないかと 近思う。 

誕生前から自分が誕生していたと考えることはできないだろうか。死の後も肉体は朽ちたとしても、

自らの根源的な存在は存続し続けると考えることはできないだろうか。 

禅の公案に「原初の顔を見つけよ」というものがある。それはおそらく、誕生も死も超えた自己の存

在本質を指し示そうとしているように思えてくる。 
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チャールズ川はどこにつながっているのだろうか。この川は全てと繋がっている。 

川の始点と終点を区切るのは人間であって、自然はそれを区切ってなどいない。この川は海と繋がっ

ている。いや海のみならず、空とも繋がっている。 

空と繋がっていない場所はなく、空と繋がっていない生物はこの世にいない。この世界の全ての場

所と生きとし生ける全てのものがこの川と繋がっている。 

川が人生なら、そして人生が川ならば、私たちの人生は全ての場所と全ての存在と繋がっていると

言えないだろうか。私には、それが人間の人生であるように思えて仕方ないのである。ボストン：

2018/10/3（水）07:53 

3213.【ボストン旅行記】実践的な力について 

明日のホテルのチェックアウトは午前11時とのことであり、フライトは夕方の五時であるから、ホテル

を早めにチェックアウトし、明日もまたハーバード大学教育大学院（HGSE）の図書館に行きたいと

思う。そこでしばらく勉強し、昼食を摂ってから空港に向かう。ボストンからニューヨークに飛び、ニュー

ヨークからアムステルダムに飛ぶというのが明日のフライトだ。 

今日もこれからHGSEの図書館に行き、到着したら一階のカフェでオーガニックコーヒーを購入する。

それを勉強の友にし、持参した本を昼食まで読み進める。 

新たな学期が始まって間もないということもあり、昼食時にはカフェはいつも盛況である。ボストン滞

在中は、ほぼ毎日のようにHGSEの図書館に行き、そこで探究活動を進めている。 

自らの人生が探究そのものと一体化し、探究で得られたものをこの世界に還元していこうという思い

が日増しに強くなる。この世界に関与していくためには、今の自分の学びでは不十分であることは

明らかだ。 

昨日もふと、「力」について考えていた。それは利己的な権力を意味するのではなく、この世界に関

与していくための実践的な力のことを指す。そうした実践的な力の根源には、知識と経験があり、知
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識と経験を大きな叡智に結晶化させていくことが自分に課せられていることのように思えてくる。端

的には、今の私はそうした力が欠如している。これは「欠乏欲求」に基づくようなものではなく、事実

としてこの世界に関与するための力が圧倒的に不足しているということを日々突きつけられていると

いう経験から生まれているものだ。 

来年再び大学院に戻り、新たに探究を進めていこうとしているのも、一つは実践的な力を養ってい

くことが目的にある。その実践的な力とは繰り返しになるが、知識と経験の総体のことを指す。 

人間発達や教育を探究している私にとっての実践的な力とは、人間発達や教育に関する知識と経

験であることは言うまでもない。ここで述べている知識というのは、単なる情報の集積ではなく、自分

の思考と内面を通過した実存的なもののことを指す。言い換えると、それは多分に思想的なものだ

と言っていいかもしれない。知識と思想は本来は異なるものだが、今の私は、真に実践的な知識と

は多分に思想的なものであると考えるようになっている。自らの思想を育んでいくことの意味がここ

にある。 

HGSEには優れた教育思想家が何人かいる。彼らとの交流を通じて自らの思想を育んでいきたいと

いう思いが高まる。日々の探究活動そのものが世界への関与であり、探究で得られた知見を共有し

ていくこともまた世界への大きな関与なのだと思う。 

今日はこれからモーツァルトに範を求めて一曲作り、曲が出来上がり次第ホテルを出発してHGSE

に向かいたい。今日の15:00から行われるスティーブ・サイデル教授との面談が今からとても楽しみ

だ。面談では自分の純粋な関心事項を共有し、サイデル教授がディレクターを務めるプログラムと

自分の関心事項がどれだけ合致しているのかを確かめたい。ボストン：2018/10/3（水）08:11

3214.【ボストン旅⾏記】スティーブ・サイデル教授との⾯談に向けて 

つい先ほどハーバード大学教育大学院（HGSE）のカフェテリアで昼食を摂った。今は再びHGSEの

図書館の中にいる。あと一時間半後に、HGSEの芸術教育プログラムのディレクターであるスティー

ブ・サイデル教授との面談がある。本来であればサイデル教授のオフィスアワーは、HGSEの学生

のためにあるはずだが、今回オフィスアワーの貴重な一枠を部外者である私のために提供してくれ
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たことをとても有り難く思う。時間としては数十分ほどの話になるだろうが、そこでは今の自分にとっ

て重要なことに絞って質問をしたいと思う。おそらく 初に自分のここ数年間の探究活動について

触れ、現在の関心を共有する。 

その後に、自分の現在の関心とサイデル教授のプログラムがどれだけ合致しているのかを確認した

い。随分と前にプログラムのカリキュラムを確認したところ、是非とも履修したいと思うコースが数多く

あり、それは卒業要件の単位を超えてしまうほどであった。すでに自分のカリキュラムはデザインし

たのだが、その他にお勧めのコースや話を聞くべき教授などがいないかどうかを確認する。履修す

る予定のコース数は八つであり、八つのうち七つは教育哲学に関するものだ。七つのうちの二つが

サイデル教授のコースであり、残りの四つのうちの二つは教育哲学者のキャサリン・エルギン教授の

コースであり、残りの二つはホウマン・ハロウニィ博士のコースである。 

とにかく今の私は、芸術教育を取り巻く思想の変遷に関心がある。一つのアプローチとしては、これ

までの自分の専門である発達心理学の観点から芸術教育の思想の変遷を探究するというものがあ

る。もう一つのアプローチは、ミシェル・フーコーや批判理論などを活用するアプローチであり、これ

は今の私にとって新しい探究方法になる。後者のアプローチに関しては、調べてみたところ、ハロウ

ニィ博士が専門としているようなので、彼から教えを請うことを考えている。 

三つ目のアプローチとしては、教育哲学の観点から芸術教育を取り巻く思想について探究しようと

考えている。ここでは芸術や芸術教育について言及している哲学者を丹念に調べ、彼らの思想を

辿っていく。その過程の中で、現代に求められる芸術教育の思想を明らかにしていくという試みをし

たい。この探究を進めていくために、それこそ関連論文や書籍を手に入るだけ全て読みたい気分

である。 

今いるHGSEの図書館内にも、教育哲学や芸術教育に関するいくつかの書籍が置かれている。そ

れらは大変興味深く、サイデル教授の面談の後にタイトルを改めて確認しようと思う。 

ここから自分の探究はどのように進んでいくのだろうか。どのような発見事項があり、どのような思想

を自分の内側の中で育んでいけるのか。それを思うと新たな活力が湧いてくる。ボストン：2018/10/

3（水）13:45 
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3215.【ボストン旅行記】スティーブ・サイデル教授との面談を終えて 

先ほどハーバード大学教育大学院（HGSE）の芸術教育プログラムのディレクターを務めるスティー

ブ・サイデル教授と面談をした。面談後、再びHGSEの図書館に戻って今この日記を書いている。 

時間にして30分弱の面談であったが、今後の自分の探究に関して、サイデル教授から様々な助言

をいただけた。芸術教育に関する哲学研究を進めている学者について尋ねてみたところ、これまで

知らなかった哲学者について紹介いただけた。一人は、元スタンフォード大学教授のエリオット・ア

イスナー（1933-2014）という教育哲学者だ。アイスナーはすでに亡くなっているが、生前はハワード・

ガードナー教授と小説などのフィクションが博士論文たり得るかについて論争をしたことで有名だと

いう話を知った。 

サイデル教授からの勧めもあり、アイスナーについて早速調べてみると、“The Arts and the 

Creation of Mind (2004)” “The Kind of Schools We Need: Personal Essays (1998)” “Reimagining 

Schools (2005)”の三冊を購入しようと思う。また、古典的だが、フリードリヒ・シラーの芸術教育思想

が参考になるかもしれないとサイデル教授に指摘してもらい、随分と以前に書籍の購入リストに入

れていた“On the Aesthetic Education of Man (2004)”を購入しようと思う。 

それともう一人紹介していただいたのは、元コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジ教授のマキシ

ン・グリーン（1917-2014）という教育哲学者だ。グリーンは90歳を超えてもコロンビア大学で教鞭をとっ

ていたそうであり、伝説的な学者であったとのことである。グリーンの教育思想にも多大な関心を持っ

たため、“Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change (2000)” 

“Landscapes of Learning (1978)”の二冊をオランダに戻ってから購入しようと思う。 

サイデル教授から上記の哲学者について教えてもらったことにより、探究の幅がまた広がったように

思う。その後、サイデル教授がディレクターを務めるプログラムについて質問をした。その際に、仮

に自分がそのプログラムに所属するのであればどのようなコースを履修したいと思っているのかを

伝えた。HGSEが提供している全てのコースをオンラインカタログを通じて確認し、自分のカリキュラ

ムをすでにデザインしていた。それをサイデル教授に見せたところ、自分が履修予定のコースはど

れも素晴らしいものであると述べてくださった後に、履修するコースはHGSEのコースに限定する必
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要はないのではないか、と助言をくださった。私の関心が教育哲学と芸術教育に関する社会的な

論説の変遷にあるのであれば、哲学科のコースやケネディー・スクールのコースも調べてみることを

勧めていただいた。 

哲学科のコースについては少し調べていたが、ケネディー・スクールについては一切何も調べてい

なかったので、カリキュラムデザインに関して新しい視点をいただけたと思った。また、HGSEの卒業

要件は 低で32単位取得することだが、クラスに登録しなくても、聴講として様々なコースを履修し

てみるのもお勧めだと教えてくださった。 

正直なところ、ハーバード大学には数多くのプロフェッショナルスクールがあり、同時に哲学科や心

理学科などを要する学術系大学院もあり、関心を引くコースはそれこそ無数にある。そうしたコース

に登録はしなくても、聴講生として参加することができるのであれば、自分の探究がまた深まってい

くという可能性を見出した。 

ちょうど人生のこのタイミングで、発達心理学についてまた学び直したいと思っていたところなので、

発達心理学の長い伝統を持つハーバード大学が提供するコースを聴講してみたいという思いが強

くなる。まだHGSEに来れるかどうかもわからず、自分がここに来る決断をするかどうかもわからない

が、サイデル教授との今日の面談によって、改めてHGSEの教育リソースの充実ぶりを実感すること

になった。サイデル教授は終始親身になって私の話を聞いてくださり、貴重な時間をとってくださっ

たことに感謝したい。ボストン：2018/10/3（水）16:48 

3216.【ボストン旅行記】ボストン出発の朝に 

今朝は六時過ぎに起床した。いよいよ本日、ボストンを離れ、オランダに戻る。 

今回ボストンには七日間ほど滞在したが、その期間に得られたことは非常に多かったように思う。と

りわけ今後の探究活動を左右するような気づきを随分得ることができた。それをもたらしてくれたの

は、ハーバード大学教育大学院（HGSE）の教授たちであった。彼らの授業を聴講させてもらい、二

人の教授と面談させてもらったことには本当に感謝しなければならない。 
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今回のHGSE訪問により、来年この場所で探究活動を続けたいという思いが増したことは疑いようの

ないことである。今のところ、芸術教育プログラムのあるHGSEには必ず出願をしようと思う。今はそ

の他の学校について調べているが、HGSEほどの探究リソースを持つ大学院を見つけるのは難しい。

そもそも芸術教育プログラムを有している教育大学院がほとんど見つからない。 

昨日、スティーブ・サイデル教授と面談をした際に、すでに自分でデザインしたカリキュラム表を見

せると、HGSEだけではなく、哲学科や音楽科のある学術系大学院の授業やケネディスクールなど

の授業も検討してみることを勧められた。仮に履修しなくても、聴講としてそれらの授業に参加して

みるのは非常に有益のように思われる。オランダに戻ってから、もう少し調べてみることにする。 

昨日も日記に書き留めていたように、ハーバード大学の周りも含め、ボストン市内は交通量が多く、

あまり静かな環境だとは言えない。東京やニューヨークなどのさらに大きな都市からやってきた人に

とってみれば、ボストンのこの環境も静かに映るのかもしれないが、オランダを含め、欧州の落ち着

きのある都市を知っている自分にとってみれば、ボストンはお世辞にも静かな場所だとは言えない。

チャールズ川を眺めることは私に落ち着きをもたらすが、川の周りに張り巡らされた大きな通りを走

る車たちが少々気になる。仮にボストンに住むことになったら、できるだけ静かな場所を選ぼうと思

う。　 

オランダに戻ってからは、早速HGSEの出願に向けた志望動機書のドラフトを作成する。結局ボスト

ン滞在中には本格的にそれを執筆することができず、盛り込む項目の列挙に留まっていた。今回

のHGSE訪問の記憶が新しいうちに、今週末にでもゆっくりと時間をとって、ドラフトを完成させたい

と思う。その他にもいくつかやるべきことがあり、オランダに到着した日に、サイデル教授にお礼のメー

ルを差し上げる。また、サイデル教授との面談の中でも出ていた、私が注目をしているホウマン・ハ

ロウニィ博士に連絡を取り、彼が提供する大変興味深い二つのコースのシラバスを送ってもらうこと

をお願いする。各回のクラスの内容と課題図書がどのようなものなのかをこの時点で把握しておき

たいと思う。 

今日は11時前にホテルをチェックアウトし、再びHGSEの図書館に行き、少しばかり読書をし、HGSE

のカフェで遅めの昼食を摂ってから空港に向かう。ニューヨーク行きのフライトの時間は17時である

ため、時間にはゆとりがある。空港での待ち時間やフライトの間は、協働執筆中の書籍のレビューと
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コラムの執筆を行おうと思う。諸々の事柄が緩やかに進行していくのを実感する。ボストン：2018/10/

4（木）06:45 

3217.【ボストン旅行記】秘教的な教えを学ぶこと 

時刻は午前七時に近づきつつある。ホテルの目の前の大きな通りには、この時間でも多くの車が走っ

ている。過ぎ行く無数の車の向こうには、チャールズ川を眺めることができる。まだ七時にならないこ

の時間帯でも、おそらくハーバード大学のボート部のメンバーが漕ぐボートが何艘も目に入る。 

チャールズ川のほとりで太極拳をしている男性の姿が見える。その男性は自分の身体と対話をする

かのように、あるいは自らの身体を超えた何かと対話をするかのようにゆっくりと自身の身体を動か

している。 

滞在中のホテルには自宅と違い、ヨガマットやバランスボールがないため、どうしても身体の調整を

怠りがちであるが、この日記を執筆し終えたら、少しばかり身体の調整を行いたいと思う。兎にも角

にも活動の基盤は身体であり、身体を整えることによって心も整えられていく。どのような身体運動

をするか、何を飲み食いするかという基本的な事柄にこれからも意識を向けていく。 

今日はこれからモーツァルトに範を求めて一曲ほど作りたい。ボストン滞在中はほとんど作曲実践

ができず、昨日の朝に初めて一曲作った。 

今回の旅の 中において、ホテルの自室では日記を執筆することや、街で購入した古書を読むこ

とに多くの時間を充てていた。そのおかげで書籍を読むことは非常にはかどった。今の私は、とに

かく自分の関心事項を深く探究したいという強い思いとそれを後押しする巨大な力を感じている。

ハーバード大学の図書館でも、作曲をする気持ちよりも、書物を読みたいという気持ちの方が遥か

に勝っていたため、昨日も図書館で随分と書籍を読み進めることができた。 

今日もこれからハーバード大学教育大学院（HGSE）の図書館に行き、そこで少しばかり読書を行い

たい。人間発達についてはここでもう一度根幹から学び直し、芸術教育や霊性教育については新

たな事柄を旺盛に学んでいく。教育哲学についても同様に、様々な思想家の考え方を学びながら、
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自分の思想を育んでいく。人間発達を学び直し、とりわけ霊性教育について探究を進めていく際に

は、一般的な学術世界ではこぼれ落ちしてしまう叡智についても学んでいく。 

今回のボストン訪問の際に街の古書店で購入した、シュタイナーやグルジェフはまさにそうした叡

智を獲得していた人物である。学術世界での研究成果のみを参考にするのではなく、彼らが提唱

していた秘教的な教えに関しても学びを深めていく。これは仮に来年大学院に戻ってきたとしても

続けていきたいとことである。つまり、学術機関の中では学術世界で日夜進められている研究につ

いて学び、クラスルームの外では秘教的なことを旺盛に学んでいく。子供と成人の霊性の開発に向

けて、その発達プロセスと阻害要因などを中心に学びを深めていく。 

今のところ私は、HGSEの芸術教育プログラムに出願しようと思っている。仮にHGSEに行くことがで

きなくても、自分の探究を止めることはないだろう。 

学術機関に所属することで進めることができる探究と、学術機関の外にいるからこそ進めることがで

きる探究の二つを知っている。現在の選択肢としては、来年はHGSEに行くか、スイスのドルナッハ

に移住し、その町の精神科学自由大学でシュタイナーの思想を学びたいと思う。そこも確かに大学

なのだが、HGSEのような一般的な大学とは随分と毛色が違う。そこはシュタイナーの秘教的な思想

及び人智学を深く学んでいくことに特化している。 

来年はボストンで生活をするか、ドルナッハで生活をするかのどちらかになるだろう。どちらの道に

進むことになったとしても、自分の人生に与えられた役割を全うしていくだけである。ボストン：2018/

10/4（木）07:07 

No.1334: A Flying Little Bird of Early Morning 

Like it was yesterday, it’s chilly this morning. I can see some little birds flying in the sky. 

Groningen, 10:10, Sunday, 10/21/2018 

3218.【ボストン旅行記】ボストンの紅葉と協働プロジェクトの意義 

この時期のボストンは、朝夕は冷えるが、日中はまだ寒いというほどではない。薄手のジャケットを

羽織るだけで十分快適に過ごせるような気候である。 
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ホテルの自室から見える街路樹や、チャールズ川沿いに植えられている木々が紅葉を始めており、

とても美しい。真っ黄色の街路樹が眼下に見える。紅葉を眺めていると、秋の輝きを感じることがで

きる。明日からはまたフローニンゲンでの生活が始まるが、私がいない間にフローニンゲンも随分と

紅葉が進んでいるのではないかと思う。明日から一週間は天気が良いそうなので、どこかのタイミン

グでランニングに出かけたいと思う。 

今日はこれから作曲実践をし、ホテルのチェックアウトの時間までは読書を行おうと思う。書籍への

書き込みをこれまで以上に増やしていこうという考えが数日前に芽生えた。より能動的な読書を進

めていくために、書き込みをしながら読解を進めていくことは有益であろう。単に書物の字面を眺め

ているだけでは、自らの考えが深まっていくことは一切ない。また、そうした読書では、結局知識の

習得にもつながっていかないのだと思う。今日からの読書はより能動的に進めていきたいと思う。 

今日は空港で過ごす時間も比較的長いため、空港及びフライトの間に、協働執筆中の書籍のレ

ビューを進めていきたい。五章のうち、いよいよ第四章まで到達した。三章と同様に、四章は山場の

箇所であるため、レビューにも熱が入るだろう。レビューをする過程の中で、自分のコラムを入れた

方が良いと思う箇所に適宜コラムを執筆していく。アムステルダムに到着するまでに、レビューとコラ

ムの執筆の双方を終えることができたらと思う。 

昨日もふと考えていたことだが、様々な領域の実務家の方たちと協働プロジェクトを進めている意

義は、現実世界の課題に即した問いを与えてもらうことなのかもしれない。実際にこの現実社会で

問題として立ち現れている課題に直結した問いを投げかけていただき、そのおかげで自分の探究

も進んでいるように思う。これは古典的にはプロジェクト学習と呼ばれるものかもしれないが、実際に

この社会の中で問題になっている事柄に取り組むことは、自分の探究を前に進めていく力になって

いる。課題の解決に向けて協働することの意義を昨日は改めて実感していた。この点は、今後学術

研究にどれだけ従事しようとも忘れてはいけないことだと思う。 

これからもできる限り協働プロジェクトに従事していく姿勢を持ちたい。もし仮に来年に大学院に戻

ることになれば、スケジュール的に厳しくなるかもしれないが、それでも少数のプロジェクトには従事

していく。協働プロジェクトには、課題を通じた深い学びがそこにあり、そこから新たな探究が常に

開いていく。ボストン：2018/10/4（木）07:36 
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No.1335: Irregular Magic Spells of Withered Leaves 

Seeing withered leaves falling down irregularly, I’m feeling that time is passing by. I’ll start 

afternoon reading. Groningen, 15:07, Sunday, 10/21/2018 

3219.【ボストン旅行記】五年間の歩み：治癒と変容をもたらす作曲実践 

今日は一日中曇りの予報だったが、今少しばかり晴れ間が顔を覗かせた。早朝の太陽がチャール

ズ川に反射している。朝日によって、街路樹の紅葉がより一層輝きを増したように思える。ボストン

旅行が終わりに近づき、今回ボストンを五年振りに訪れたことは何かの運命であり、ここからまた自

分の人生が大きく動いていくような予感がする。 

五年前に見たボストンの景色と今の景色は、根本的に何かが異なる。物理的な景色はそれほど大

きな変化はないかもしれない。だが、自分の内側の心象風景が五年前とはまるっきり異なるものとし

て知覚される。ここに、この五年間の自分の歩みを見る。変わらずにそこにある場所は自分の歩み

を確認させてくれる貴重な存在である。私にとってボストンはそうした貴重な場所の一つになった。 

つい先ほど、モーツァルトに範を求めて一曲作り終えた。昨日の早朝と同様に、早朝に一曲作るこ

とによって、その日一日の自分の心の持ちようが随分と異なるように思える。ボストンにやってきてか

ら昨日までは一切曲を作らなかったのだが、それが心身に何かしらの影響を与えていることは確か

であった。端的には、それは無意識の世界にある形を待つ者たちが暴れ始めるような現象であっ

た。　 

作曲をするというのは、内的感覚をデッサンするのと同じように、極めて強力なシャドーワークの一

環であるように思えてくる。毎回曲を作り終えるたびに、言葉の形にならない内的感覚が一つの形

として世界に生まれ、それがある内的感覚を客観視することを促す。自覚的にそれを客観視する必

要はなく、偶然生まれた曲を何気なく聞いていると、自分の無意識の領域にある堆積物の一端に

気づくことができるという程度で十分かもしれない。 

今回持参した楽譜はモーツァルトの曲集であり、過去の偉大な作曲家と楽譜を通じて毎日対話す

ることの意義を大きく感じている。それは本当に治癒と変容を私にもたらしてくれている。 
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確かに自分独自の作曲語法が確立され、過去の偉大な作曲家の楽譜を一切参照することなしに

曲が自由自在に作れれば理想であるが、その段階に至らなくても、こうして毎日作曲家と対話をす

ることは、今の私にとって大きな支えになっている。明日から再びオランダでの生活が始まるが、過

去の偉大な作曲家と日々対話をし、彼らの内面世界を理解するように努める。その過程で絶えず

常に治癒と変容が自分にもたらされていく。 

今日はこれから、昨日読み進めていた書籍を読み、十時を過ぎたらシャワーを浴びて、チェックア

ウトに向けた準備をしていきたい。ハーバード大学教育大学院の図書館に足を運んでからも、引き

続き読書を行っていく。ゆっくりとだが着実に、自分がどこかに向かっているのを実感する。チャー

ルズ川の流れのようにゆっくりと、そして絶え間なく、向かうべき場所に進んでいこうと思う。ボストン：

2018/10/4（木）09:24 

3220.【ボストン旅行記】ボストン国際空港にて 

時刻は午後四時を迎え、もう少しでボストンからニューヨークに向かうフライトに乗る。国内線のター

ミナルのため、今回はプライオリティーパスを利用できるラウンジがなく、今はゲートの前の椅子に

腰掛けてこの日記を書いている。 

もう三十分ほどでフライトの搭乗が始まる。今日は午前中にハーバード大学教育大学院（HGSE）の

図書館に行き、そこで協働執筆中の書籍のレビューを始めた。時間にして一時間半ほどであった

がレビューは順調に進み、図書館をあとにして近くのレストランで昼食を摂った。ボストン国際空港

は市内からのアクセスが良く、何不自由なく空港に到着した。 

セキュリティーを早々にくぐり抜け、ゲートの前の椅子に腰掛けてレビューの続きを行った。一時間

半ほどレビューを行い、それに合わせて二つほどコラムを執筆した。五章建ての本書において、第

三章と今日レビューした第四章は山場であり、レビューにも熱が入った。協働者の方が執筆してく

ださったストーリーを食い入るように読み進め、同時にレビューアーとしての視点を保ちながらコメン

トを挿入していった。現在執筆している書籍は、成人発達理論の観点から考えてみても、非常に意

義のある内容だと思う。二つほど執筆したコラムに関しては、本文のストーリーの中で出てくる象徴

的な事柄や場面を取り上げ、それを成人発達理論の観点から解説していくことを目的にしている。 
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今ちょうど二つのコラムを書き終え、執筆した文章を少しばかり寝かせてから協働者の方にそれを

送りたいと思う。ニューヨークに向かうフライトの前にレビューとコラムの執筆を終えることができ、ここ

からは過去の日記の編集を行ったり、手荷物鞄に入っている二冊の書籍を読み進めていこうと思う。

一冊は、ハワード・ガードナー教授のアドバイザーを務めていた発達心理学者のジェローム・ブルー

ナーの書籍である。これは発達心理学の観点と教育哲学の観点が盛り込まれている良書だと思う。 

もう一冊は、発達心理学と音楽について取り上げたものである。どちらの書籍も先日ケンブリッジエ

リアの古書店で購入したものである。ニューヨークからアムステルダムまでは七時間のフライトである

から、過去の日記の編集と読書に時間を充てたいと思う。ただし、アムステルダムに向かうフライトは

ニューヨークを夜に出発する便であり、アムステルダムに到着する時間帯は明日の朝であることを

考えると、フライトの途中で数時間ほどは睡眠を取っておきたいと思う。 

明日からは再びフローニンゲンでの生活が始まる。ここからしばらくは旅行に出かける予定はない。

フローニンゲンで再び落ち着いた生活を形作り、探究活動と創造活動に明け暮れる日々を送ろうと

思う。そうした日々の中において、日本企業との協働プロジェクトや書籍の執筆を進めていき、さら

には大学院への出願準備を進めていく。 

全てが滞りなく着実に前に進んでいることを実感している。人生はやはり緩やかに進む流れなのだ。

チャールズ川のように緩やかに、それでいて絶えず進行していく流れとして自分の人生がある。ボ

ストン国際空港：2018/10/4（木）16:07
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