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6621. 新居が決定して    

時刻は午前8時半を迎え、辺りは随分と明るくなった。今日もまた曇り空が広がっていて、寒々とし

た雰囲気が世界を包んでいる。 

今、小鳥の鳴き声が聞こえて来た。今夜は雪が降るようなので、小鳥たちにも暖かい場所に避難し

てもらいたいところだ。 

つい先ほど、ルーミーの詩集の音読をしていた。大抵15分ぐらいをめどに音読をしていて、音読に

よって脳が活性化されるのを感じる。それに伴って集中力をも高まり、音読後の仕事も捗る。 

昨夜不動産屋から連絡があり、正式に新しい家に住むことが決まった。不動産屋からいくつかの確

認事項の連絡と契約書を送ってもらった。当初の予定では4/1からの入居にしようと思っていたが、

今の家を3月末に出ていく必要があるので、引越しのタイミングを考えて、入居は3/31からにしても

らおうと思う。 

今回の引っ越しはフローニンゲン内のものであり、今の家から北に2kmほど、歩いて20分ほどの距

離に引っ越す。引越し日が確定したら、フローニンゲンの引越し業者に速やかに連絡し、予約をし

たい。段ボールは自分で購入し、少しずつ段ボールに本や荷物を詰めて行こうと思う。その際に、

どの段ボールにどのような本を入れたのかを忘れないようにするために、エクセルでリスト化してお

こうと思う。 

おそらく発達科学関係の論文や書籍をしばらくは見ないであろうから、それは段ボールのまま新居

のどこかに保管しておくことになるかもしれない。哲学書や詩集、そして画集や楽譜は最も優先度

合いが高いものであり、それらは頻繁に見るであろうから、新居に到着後、それらが入った段ボー

ルを真っ先に開けていく。 

計画としては、3/31の午前中に引越し業者に来てもらって、正午過ぎをめどに新居に荷物の搬入

をしてもらう。そしてその日の午後に今の家の引き渡しをしてもらう。現在契約している不動産会社

曰く、立ち退きに際して立ち合いが必要とのことなので、立ち退きの確認をしてもらう連絡をまた後

日メールしておこう。 
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新居を探し始めてすぐに良い物件を見つけることができ、第一希望の物件を見学して、すぐさまそ

こに住めるようになったことに本当に感謝している。この巡り合わせは一体なんだろうか。いつも思う

が、自分は運に恵まれている。幸運が絶えず自分の人生を見守ってくれているという絶対的な感覚

がある。 

新居に引っ越しをしたら、フローニンゲンの街に拠点を置く英語で詩を読むコミュニティーに参加し

てみるのもいいかもしれないとふと思った。新しい季節となり、人間関係をもう少し広げてもいいよう

に思っていて、共通の趣味を持つ仲間を探してみるのも悪くないように思えて来ている。 

一昨日に、1ヶ月間で一体何人の人と話をしている数を数えてみた。仕事関係の人たちを除き、

スーパーの店員や道端で犬の散歩をしている人とすれ違ったときの挨拶を除くと、1ヶ月間で人と

話をしている件数は、0だった。6週間に伸ばしてみたところ、ヒットした件数は1に変わった。それは

親友かつかかりつけの美容師のメルヴィンだった。 

普段それほどまでに人と話すことのない生活を送っており、だからこそ自分の取り組みが前に進ん

でいくという側面があるのだが、詩を読むことに関しては何か仲間がいてもいいかもしれないと思う

ようになった。もちろん絵画の創作でもいいのだが、そのあたりのコミュニティーをフローニンゲンで

探してみようと思う。数ヶ月後に春を迎え、季節が良くなってきたら、ピクニックがてらフローニンゲン

郊外の自然に出かけていき、そこで詩を読んだり、絵を描いたりする仲間がいるのはいいことのよう

に思う。フローニンゲン：2021/2/6（土）08:41 

6622. 新たな生活に向けて 

時刻は午後7時半を迎えた。今日は少し風が強い。いよいよ明日からは最高気温がマイナスとなる

世界に入る。今夜から随分と冷え込むことになるだろう。実際に、先ほどまで窓を開けて換気してい

たときに、冷たい風が室内に流れ込んでいた。 

詩的に、音楽的に、絵画的に生きることを本日改めて誓う瞬間があった。それらの生き方を誓う必

要がないほどにこれからの日々はそうした生き方が体現されたものになるだろう。4月からの新居で

の生活は、それを具現化させてくれるためにあるのではないかと思える。 
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昨夜不動産屋からメールがあり、今回はいったん2年で契約を結び、それを過ぎてからはまたオー

ナーと相談してさらに契約を延長するかどうかを決めれるようになった。それはとても嬉しい。 

フィンランドでの居住は欧州永住権を取得してからにしようと考えていたこともあり、あと3年か4年は

フローニンゲンで生活をしたいと思っていた。今度の家でその期間を是非とも過ごしたいと思って

いたこともあり、その契約内容は自分にとって大変望ましいものだった。 

今回の新居は大きな道路に面しておらず、周りの環境は本当に静かだ。近くに池のある公園が2、3

あり、そこには散歩道もついている。オーナーのペイトラさんもウォーキングが好きらしく、公園の散

歩道をよく歩いているとのことだった。新居に引っ越してからは気候も少しずつ暖かくなっていくの

で、散歩を楽しむことができるだろう。 

今回の引っ越しは、同じフローニンゲン内の移動に過ぎないのだが、色々な発見や気づきがある。

多くの刺激を得ていることは間違いなく、昨夜は早速オーナーのペイトラさんが夢の中に出てきたり

と、無意識の世界にも影響を与えている。 

近い将来国を変えてオランダからフィンランドに居住することになったら、どれほど大きな刺激にな

るのだろうかと思わず想像してしまう。コロナの影響もあって秋に日本に一時帰国して以来、一度も

旅行に行けておらず、今回の引っ越しは旅行に代わるような刺激になっているのかもしれない。

引っ越しを無事に終えて落ち着いたらドイツに旅行に行こう。 

誰しも理想の家と居住環境というものがあるだろうが、自分は、ノルウェーの作曲家のエドヴァード·

グリーグやフィンランドの作曲家のジャン·シベリウスのような家と居住環境が理想だ。ノルウェーの

ベルゲンに訪れたときにグリーグが住んでいた家を見て、フィンランドのアイノラに訪れたときにシベ

リウスが住んでいた家を見た。彼らは共に自然を愛していて、彼らの家は自然を感じられる素晴らし

いものだったことが印象に残っている。 

今回の新しい家も、ガーデニングや家の内装の木材を含め、自然を感じさせてくれる。オーナーの

2人がどこかシュタイナーの思想につながる発想を持っていて、先日話をしたときにその点について

大変共感した。今回の引っ越しは、本格的にグリーグやシベリウスの家のような場所で生活するた

めの最後の準備段階のような気がしている。フローニンゲン：2021/2/6（土）19:56 
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6623. 無我夢中の状態で/引っ越し先のオーナーのこと 

強風が吹いている。今日は早朝から風がとても強い。朝起きて寝室の窓を開けて換気しようとしたと

ころ、窓が押し戻されてしまうほどに強い風が吹いていた。そして風の強さだけではなく、風はとても

冷たかった。 

今日からはいよいよマイナスの世界になる。最高気温でさえもマイナスになる日が少なくとも7日間

続く。道路を見ると、氷点下の影響で白く凍っている。運転手たちの安全を祈る。 

不思議なことに今日からの7日間は軒並みマイナスの世界なのだが、雪が降るのは今日だけだ。明

日と明後日は曇りであり、それ以降は晴マークが付されている。今日に関して言えば、昼前に嵐の

ような雪が降るらしい。天気予報に付された“snowstrom”という言葉からそのような状態を連想させ

る。 

今日もまた無我夢中の状態で自分の取り組みを進めていこう。ひょっとしたら、夢の我が夢の中の

心地で活動するという点において、「夢我夢中」という言葉が正しいように思えるし、究極的にそうし

た状態の我というのは、「無我無中」という状態であるとも言える。すなわち、我が消え去り、無の中

で取り組みそのものと、そしてこの世界そのものと一体化する形で活動に従事しているのである。

「活動に」というよりも、「活動として」そこにあり続けているという表現の方が正確かもしれない。いず

れにせよ今日の取り組みもまた活動そのものに没頭し、それと一体化する中で進めていこう。無我

夢中の状態を常態化させていこう。 

今夜は不動産会社に契約関係のメールを返信する。昨夜提出資料を全て準備し、それらをメール

のドラフトに添付したところまで済ませている。あとはメールの文章を書くだけであり、何をどのように

書けばいいのかのイメージもできているので、それほど多くの時間がかからないだろう。 

春から今よりもずっと静かな場所で生活を営めることになって本当に嬉しい。これから創作活動に

本腰を入れていくためにはより静かな環境が自分には必要であり、グリーグ的、シベリウス的、ある

いはソロー的な生活環境で日々を生きていく日も近いだろう。もう1人挙げるとれば、ディキンソン的

と言ってもいいかもしれない。ディキンソンもまた不要な人間関係を避け、静かな環境で創作活動

に打ち込んだ偉大な人物である。 
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この間、今度の家のオーナーのフレディさんとペイトラさんと話をしていたときに、映画の話で盛り上

がった。というのも、ペイトラさんの名前の意味は、本来「岩」とのことであり、ヨルダンの遺跡の名前

でもあるのだ。その遺跡を日本語で発音すれば「ペトラ遺跡」となるのだが、この遺跡がかつて『イン

ディ·ジョーンズ』の舞台になっていて、そこから映画の話で盛り上がったのである。 

フレディさんは黒澤明監督の作品が好きなようであり、私もこの間いくつかの作品を見ていたところ

だったので、その話で盛り上がった。新居に移ってから、また2人と映画の話をしたいし、コロナが落

ち着けば3人でフローニンゲンの映画館に足を運び、一緒に映画体験を共有するというのも良いか

もしれない。映画体験を共有するとういうのは、まさに私がジョン·エフ·ケネディ大学に留学していた

ときに、ルームメイトのスコットと行っていたことである。フローニンゲン：2021/2/7（日）07:37 

6624. 今朝方の夢   

時刻は午前8時を迎えた。今、外の世界は霧で覆われている。予報ではもうそろそろしたら雪が降り

始め、昼前には吹雪のような雪に変わるようだ。 

寒空、そして冬の荒涼としたこの雰囲気。それらは共に愛しいものになった。 

心の在り方によって世界の見え方が変わる。この5年間を通じて、フローニンゲンの冬に対する自分

の受け止め方も随分と変わったものである。 

こんな寒さにもかかわらず、どこから共なく小鳥たちの鳴き声が聞こえてくる。彼らの鳴き声に耳を

澄ませながら、今朝方の夢を振り返ってみたいと思う。 

夢の中で私は、立派なサッカースタジアムにいた。どうやら今から日韓戦が行われるようであり、ちょ

うど国歌斉唱のタイミングだった。私は日本代表の関係者のようであり、ベンチに座って試合を観戦

することになっていた。 

国歌斉唱は誰が行うのかと思って着目していると、なんと現在はタレントとして活躍しているある元

日本代表の人だった。その方がどのような歌声で国歌を披露してくれるのか、私を含めて、スタジア

ムの全員が注目をしていた。すると、その方はなんと前半早々に歌詞を間違え、スタジアムは笑い
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に包まれた。国歌の歌詞を間違えるというのはなかなかあり得ないことであり、その間違え方も面白

かったこともあり、むしろそれによってスタジアムに妙な一体感が生まれた。 

笑いに包まれた雰囲気をさらに盛り上げるために、日本代表のレジェンドだったある方がピッチに

入ってきて、国歌斉唱をしたその方と肩を組み、ちょっとしたダンスを披露した。それによってさらに

スタジアムが盛り上がったところで次の夢の場面に移っていった。 

次の夢の場面では、私は見慣れない海洋都市にいた。雰囲気から察するに、そこは日本のようで

ある。私はその都市の一角にある公園兼スポーツ施設にいた。私の横には、小中学校時代最も背

の高かった運動神経抜群の友人がいて、彼とサッカーの話をしていた。 

彼は野球部に所属していたのだが、私は彼にサッカーをすることを勧めていた。厳密に言えば、私

はサッカーの日本代表チームに所属していて、ここのところ身体能力に優れた大きな選手がチーム

に増え、それに相まって強豪国との対戦成績がすこぶる良いことについて説明していたのである。

実際に、この10試合程度は1度も負けていない。友人の彼の身長は190cmを超えていて、一度監督

に彼のプレーを見てもらいたいと思った。ところがどういうわけか日本代表の監督に見てもらう前に、

ある日本の強豪チームのブラジル人監督に彼のプレーをまず見てもらいたいと思った。 

その海洋都市とそのチームは提携していて、練習場が都市の沖に位置する島にある。今からその

島の練習場に行こうと声を掛けようとすると、彼はいつの間にか消えていた。すると私はハッとして、

自分が今日からそのチームの練習生として練習に参加することになっていたことに気づいたのであ

る。時計を見ると、練習開始に間に合いそうになく、遅刻してしまうようだった。 

フェリー乗り場に到着すると、先のフェリーはもう行ってしまっていた。時刻がちょうど満潮の時間で

あり、フェリー乗り場が浸水していて、チケット売り場の窓口まで宙に浮かんでいく必要があった。私

はスッと宙に浮かび、窓口に向かい、開いた窓から中の人に声をかけた。すると、坊主頭をした若

い男性がやって来たので事情を説明した。すると、次のフェリーが出発するのは45分後とのこと

だった。フェリーの周りは何もなく、私は時間を潰すものを何も持って来ていなかったので、今日は

練習に参加するのを諦めて、引き返すことにした。 
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するとその係りの男性が、机の引き出しを開け、何かを手渡してくれた。見るとそれは、色の付いた

小さな藁半紙に一遍の詩が書かれたものだった。その詩が草書体で書かれていることもあり、すぐ

に意味がわからなかったが、私はとりあえずお礼を述べ、それをもらって引き返すことにした。 

そのトップチームがどのような練習をしているのかを直接この目で見たかったこともあり、少し残念な

気持ちだったが、練習に行くことがなくなったことに伴って生まれた時間で何か好きなことをしようと

思った。そこで夢から覚めた。フローニンゲン：2021/2/7（日）08:27 

6625. 久しぶりの雪景色を眺めて  

時刻は午後8時に近づいている。今、風と共に粉雪が降り注いでいる。 

午前中から今の時間帯まで雪が降っていたこともあり、地面は一面雪で覆われている。久しぶりに

雪景色を眺めた気がする。印象的だったのは、午前中に、地面の上の粉雪が風に吹かれて小波

のように道路を移動していた光景である。そして、久しぶりにブリザードのような強い吹雪を見たこと

も印象に残っている。 

先ほどふと、「無明」について考えていた。無明とは、煩悩に囚われて、仏法の根本が理解できない

状態のことを指す。現代人の多くはまさに無明状態にある。煩悩にまみれ、世界の摂理のみなら

ず、リアリティの諸側面が見えなくなってしまっているのだ。 

煩悩の囚われから解放され、少しずつ自己と世界に認識の光を照らしていくこと。少しでも多くの現

代人がそうしたことを行えるような活動に従事していこう。それは直接的ではなくて良く、間接的な形

でも良い。そのようなことを考えていると、新しい家のオーナーとの会話を改めて思い出していた。 

フレディさんとペイトラさんが、フローニンゲン州が唯一持っているリゾートアイランドについて言及し

ていたことを思い出す。この島は、以前私の研究アドバイザーを務めてくださっていたサスキア·クネ

ン教授も言及していたものであり、一度足を運ぶことを強く勧めてくださっていたことが懐かしい。

オーナー夫妻はなんと年に6、7回はその島でリラックスしていたそうだが、コロナの影響もあって、

昨年と今年はほとんど足を運べていないそうだ。コロナが落ち着いたら、私もぜひこの島に滞在し

てみたい。そこにはサイクリングやウォーキングロードがあって、人も少なく、それでいて自然に満ち
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ているとのことなので、とりわけフローニンゲンの人たちが寛ぐ場所としてみなしていることも納得が

いく。島まではフェリーで行けるらしく、移動にも大した時間がかからないそうだ。 

今度の家は、フレディさんが自ら建築し、オランダ政府が認定する最新のエコ認証を受けている。

エコに配慮した作りと機能になっていることは先日の訪問で理解した。この家に関して印象的だっ

たのは、この家には名前が付けられていることである。赤レンガの家の正面の壁に、フレディさんの

母の名前にちなんだ名前が刻まれている。 

フレディさんの母は今はまだ元気とのことだが、フレディさんが近くでお母さんの面倒を見る必要が

出てきた時に、お母さんにそこに住んでもらうために作ったのがこの家だったという話を聞いた。ま

だまだ健在だそうだが、何があるかわからないので、賃貸契約は無期限のものではなく、とりあえず

2年契約にすることになった。今から少しばかり不動産屋に連絡をしておくことがあるので、新居に

ついてはまた何か進展があれば書き留めておこう。引っ越しに関しても滞りなく着実に諸々の手続

きを進めていきたいので、そのあたりについても書き留めておく予定だ。フローニンゲン：2021/2/7

（日）20:05 

6626. マイナスの世界から  

時刻は午前6時を迎えた。書斎の窓から外を眺めると、一面雪景色である。 

昨日の段階ですでに気づいていたが、外がマイナスの世界になると、やはり室内も気温が下がり、

昨夜はさすがに寒さを感じた。今の気温はマイナス4度であり、これから午前10時にかけてマイナス

6度まで下がる。深夜が一番寒いのではないところが面白い。 

ここから1週間はマイナスの世界である。今週の金曜日はなんと最低気温がマイナス12度になると

のことである。とかく雪が降るわけではなく、晴れにもかかわらず最高気温がマイナス4度、最低気

温がマイナス12度というのはあまり体験したことがない。実際のところ、金曜日だけではなく、曇りの

明日を除けば、全て晴れなのだ。雪でも曇りでもなく、晴れの状態でずっとマイナスの気温が続くと

いう体験を今週はすることになる。正直なところかなり室内も冷え込んでいるので、ヒーターや湯た

んぽには随分とお世話になるだろう。 
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今、除雪車が自転車道をゆっくりと走っていった。道路に積もった雪が除雪車によって噴水のよう

に跳ね上げられていく光景を眺めていた。起床してしばらくした時にも除雪車が通っていて、その

時は自動車用の車道を走っていた。そのような早朝から仕事をしている人には頭が下がる思いが

する。この社会は見えない人たちの働きによって成り立っている。 

今朝方はそれほど印象に残る夢を見ていなかった。何かしらの夢を見ていた感覚はあるが、具体

的にはほとんど覚えていない。大半は日本語を話している夢だったが、後半は英語を話していたよ

うに思う。ただし、英語を話している相手は外国人ではなく、日本人だったように記憶している。 

そのような微かな記憶を辿っていると、そう言えば詩に関して誰かと話をしているような夢があった

のを思い出した。確かそれは詩を読むこと、そして作ることに関する効能に関するものだった。 

雪が激しく降り、世界が雪に覆われたのと同じように、無意識の世界も何かに覆われてしまったのだ

ろうか。 

昨夜、不動産屋会社に新居の契約に関するメールをした。話がとんとん拍子で進み、本当に有り

難い。入居日を1日早めてもらえないかに関する連絡をし、契約に必要な書類を昨日メールにて

送った。 

新居の周りの環境の静かさ。それを思うだけで引っ越しへの思いが高まっていく。 

今よりももっと静かな環境で暮らしを営んでいく。今もそうだが、基本的に2つのスーパーを日常利

用しており、立地は違えどそれら2つのスーパーが今度の家からさらに近くにある。しかも、それらの

店に行く際には、ノーダープラントソン公園という緑豊かな比較的大きな公園を通っていくことがで

きる。これまではオーガニックスーパーのEkoplazaに行く際には、街の中心部に出て行かなければ

ならなかったが、その必要がなくなった。人が多い場所に行く必要がなく、公園の自然に癒されな

がら買い物に行けること。それもまた非常に楽しみだ。 

静けさと自然により囲まれる形で、今年はより一層創作活動と探究に打ち込むことができるだろう。

自らの変化に合わせて、住環境というものも変わっていく。今はそもそもフローニンゲンという中規

模の街、オランダ北部最大の街に住んでいるが、将来はそのような街にすら住まなくなるかもしれな
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い。人が少なく、それでいて自然に溢れた場所。将来はそうした場所で生活を営んでいくことになる

のではないかと思う。フローニンゲン：2021/2/8（月）06:33 

6627. 今朝方の夢の続き/学習とクオリア 

時刻は午後7時半を迎えた。今日は週の最初の日であったことを今思い出す。 

月曜日がゆっくりと終わりに近づいている。昨日から本格的にマイナスの世界に突入し、1日の中で

全く0度を上回る瞬間がないという状況にいると、不思議な感覚がする。 

一昨日と昨日にかけて降った雪が道に積もっていて、それは溶ける様子がない。午後に買い物に

出かけた時にも随分と雪が残っていた。もちろん除雪車のおかげもあり、そして近隣の人たちが雪

かきをしてくれていたおかげか、スーパーまでの道のりは雪に足が取られることなく歩くことができ

た。明日は午後に3ヶ月弱ぶりに髪を切りに街の中心部に行く。この様子だと今週1週間はまだ雪が

溶ける様子はないので、明日も足元には気をつけて街の中心部に出かけようと思う。 

この時間帯になってふと今朝方の夢の続きを思い出した。夢の中で私は、1冊の本を読んでいた。

その本は色彩辞典のようだった。それは読み込み過ぎて、本を閉じている糊の部分が取れてしま

い、バラバラになってしまっていた。それでもその本を捨てることなく大切に読み続けていた。そのよ

うな夢の場面があったことを思い出す。 

今使っている色彩辞典は、昨年の秋に日本に一時帰国した際に持って帰ってきたものである。そ

の前に使っていたのは、オランダのズヴォレの美術館で購入したものであり、それは読み込み過ぎ

て確かに糊が取れてしまっていた。現在使っている色彩辞典は今のところ大丈夫だが、作った曲に

対して色を当てているので、それは毎日何度も手に取って眺めている。そうしたこともあり、今の色

彩辞典には本当にお世話になっている。読み込み過ぎて糊が取れて本がバラバラになってしまっ

たとしても、それを捨てることなく取っておきたいと思う。その本にまつわる思い出はバラバラになる

ことはないのだから。 

夕方、学習について考えていた。学習というものは、それが真の学びであればあるほどに、リアリ

ティに対する私たちのクオリア（感覚質）を変えてくれる。学習によって知覚が変わり、知覚領域も変
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わる。それに伴ってリアリティを捉える感覚質までもが変わっていく。そうした特性を真の学習は備

えていて、それは創作活動も同じであることが創作体験を通じてわかってくる。学習も創作活動も、

どちらも共にクオリアを変えてくれるのだ。それに伴って、リアリティから感じられる感覚や汲み取ら

れる意味が豊かになってくる。そのようなことをぼんやりと考えていた。 

今夜はまだ時間があるので、マーカス·ガブリエルの哲学書の続きを読んだり、ルーミーの詩集の音

読をしようと思う。そして寝る前にはいつもと同じように、無心になって絵を描こうと思う。フローニン

ゲン：2021/2/8（月）19:58 

6628. 今朝方の夢 

時刻は午前7時半を迎えた。空がゆっくりと明るくなってきている。それに伴って外の景色の様子が

見えてくる。 

マイナスの世界が継続しており、そのため雪がまだまだたくさん残っている。今日は日中にマイナス

1度まで気温が上がるが、最低気温はマイナス7度である。午後に街の中心部に行く際には暖かい

格好をしていこうと思う。 

今朝方はいくつか印象に残っている夢を見ていたので、忘れずに書き留めておこう。夢の中で私

は、アパートの一室にいた。その部屋の窓辺から何気なく外を眺めていた。すると、3人の小さな子

供たちが戯れ合いながらどこかに向かっていく姿を見つけた。女の子2人、男の子1人の3人に加え

て、彼らは熊と猪を連れていた。2匹の動物たちは大人しく、3人の子供によく懐いていて、言うこと

を聞いているようだった。 

小さな男の子が熊と戦いごっこを始めた。すると、男の子が手に持っていた槍のようなものを間違っ

て思いっきり熊の腕に突き刺してしまった。すると熊は大きな鳴き声を上げてその場に倒れた。する

と、猪が熊に駆け寄って行って、熊に寄り添うようにして熊を励まし始めた。槍を刺してしまった男の

子は悪気はもちろんなく、熊のことをとても心配そうにしており、とても動揺していた。2人の女の子

たちが「早く傷の手当てをしなきゃ」と述べたが、その場にいた誰も応急処置の方法を知らないよう

であり、結局3人と2匹の動物たちはその場に横たわり、静かに眠りに着き始めた。雪が降り始め、彼

らは凍結し、あの世に行ってしまった。 
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そこで夢の場面が変わった。次の夢の場面では、私は実際に通っていた大学にいた。私は科学の

基礎科目を講義室で受講していた。ちょうど新しい学期が始まったばかりであり、大学構内には学

生がたくさんいた。私は大学4年になっていて、今学期は自分の関心に合致した科目を少しばかり

履修することにしていた。クラスが始まってみると、先生の教え方は手抜きであり、プリントを配るだ

けで何ら面白い話をしなかった。それに対して私は不満であり、授業に出るのはもうやめようかと

思った。 

すると時間軸が一気に飛んで、学期末になっていた。どうやら私はその他の履修科目に関してもこ

とごとく授業に出ていないようだった。出席が重要な授業に関してはもう単位取得が見込めず、そう

でない授業に関しても試験の成績がとても悪いようだった。10点や20点はざらであり、だがなんとそ

うした点数でも単位が一応取得できるらしいことに安堵した。 

そこでふと、そう言えば私はもうすでに卒業に必要な単位を取得していることに気づき、なお一層安

堵感に包まれた。その瞬間に、「いや、自分はもう大学を卒業しているぞ」という気づきが芽生え、

単位に関してあれこれと考えていた自分が馬鹿らしく思えて笑った。その笑いが起こったとき、再び

時間軸が巻き戻された。私はシラバスを持っていないらしく、ウェブで授業について調べるだけだっ

たので、その他のクラスの情報や、授業履修に伴う今学期のいろいろなルールについて無知だっ

た。 

それを心配して友人が、冊子になったシラバスを教務課にもらいに行ってくるといいと述べてくれ

た。私もそうした方がいいと思ったので、教室を出て教務課に向かった。ところが、以前まであった

場所に教務課がなかったのである。どうしたものかと思ったところ、私が大学に顔を出さない数ヶ月

の間に大規模な工事が行われていたらしく、教務課は移転したそうだった。 

私は東キャンパスから西キャンパスに向かって歩き始めた。その時に、どうも西キャンパスに向かう

景色も違うことに気づいた。西キャンパスが少し小高い丘の上にあって、坂道を歩いていく必要が

あったのだ。これまでは平坦な道を歩くだけで良かったので、その違いに最初戸惑った。そして、

西キャンパスに向かっている最中に、どうも観光客の人が多いことに気づいた。なぜ観光客らしき

人たちが多く、学生が少ないのか疑問に思いながら西キャンパスに向かった。そこに到着してみる
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と、驚くべき光景に出くわした。大学を象徴する立派な図書館や講堂が一切なくなっていて、そこに

広がっていたのは西部劇のセットのような光景だったのである。 

いや厳密には、アメリカ西部劇のようなセットというよりも、江戸時代の街の風景を再現したような空

間が広がっていたのである。庶民が住んでいた長屋がそこに再現されていたり、城が再現されてい

た。端的には、城下町がそこに再現されていたのである。 

なぜか復元された城下町の中には一般人は入ることができず、柵の外から中を眺めることしかでき

なかった。城下町の中を外から眺めていると、そこに高校時代の友人が2人いて、1人は踊りを踊っ

ており、もう1人は応援団の練習をしていた。2人は私に気づき、踊りを踊っていた友人は私に手を

振り、応援団の練習をしていた友人が私の方に近づいてきた。彼は笑顔で私に話しかけ、私は西

キャンパスがこのような姿になってしまったことにひどく驚いていることを伝えた。 

すると友人は、キャンパスがこのような姿になったのはもう随分と前のことだと教えてくれた。どうやら

私は、それほどまで長く大学に足を運んでいなかったようなのだ。冗談を兼ねて、私は大学のクラス

のメーリングリスト経由で、教務課が移転したことと、西キャンパスが大きく変貌してしまったことを今

知ったという内容のメールを送ろうとした。 

すると友人は、私の使っている携帯を柵内に落とすと大変なことになると述べた。私が使っている旧

式の携帯をその敷地内に落とすと、電磁波の干渉が起こり、携帯が使えなくなってしまうということ

だった。私はこの大学に一体何が起こっているのだろうと思いながら、友人に別れを告げ、来た道

を戻ることにした。再び東キャンパスに戻ると、そこも見慣れない姿になっていた。講義棟が電車の

駅とつながっていたり、講義棟の中に大きな書店や家電量販店が入っていたのである。 

私は家電量販店の入り口に立って、天井に飾られている広告を眺めていた。何か面白そうな新作

ゲームはないかと思って広告を眺めていて、購入する気はないが、新作ゲームがあればそれがど

のようなゲームかを知りたかった。しかし、結局その家電量販店に入ることはせず、講義棟に直結し

ている電車を使って家に帰ろうと思った。そのような夢の場面があった。フローニンゲン：2021/2/9

（火）08:02 
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6629. 今朝方の夢の続き 

時刻は午前8時を迎えた。今、青空が広がっている。 

午前8時を迎える頃にはもう随分と明るくなっていて、今はすっかり明るさを放っている。日の出の時

間も随分と早くなったものだ。あとは今週のマイナスの世界が通り過ぎていけば、徐々に春に向

かって暖かくなっていくのではないかと期待する。もちろん暖かくなる速度は非常に緩やかだという

ことは知っている。5月の半ばまでマフラーと手袋が必要なのがこの土地の特徴であり、その点は忘

れないようにする。 

先ほど今朝方の夢について書き留めていたが、またいくつか夢の断片を思い出した。1つとして、

大学のキャンパス内にある書店を訪れていた場面を思い出した。その書店の品揃えは良く、学術

書が充実しているだけではなく、芸術関係の書籍や洋書も十分に取り扱っていた。私は何か詩集

を購入したいと思って、詩に関するコーナーに行った。そこには明治·大正期の頃に活躍していた

詩人の詩集が、その当時に出版された形で棚に置かれていた。立派な箱に入った書籍は独特の

風格を持っていて、それが私にとってとても魅力的であった。 

棚に置かれた作品をゆっくりと眺めていると、名の知れぬ詩人の作品と出会った。私は思わずその

作品に手が伸び、箱から取り出して詩をパラパラと眺めてみた。すると、何かが自分の背筋に走り、

それが天に向かって駆け上がっていくかのような現象が起こった。私は何が起こったのか一瞬わか

らず、その場に立ちすくんでいたが、我に返った時に、この詩集は自分が持っておくべき大切なも

のだと思った。そうした直感があったので、詩集を箱に大事にしまい、買い物かごにそっと入れた。 

次に私が目をつけたのは、立派な箱に入っている英語の漫画である。それは哲学的な漫画であ

り、セリフと絵から学ぶことがとても多く、何冊かがセットになって箱に収められたそれも購入すること

にした。そのような夢の場面があった。その他にも、大学の式典専用の講堂の中にいた場面を覚え

ている。なぜかそこは観光客が見学に来るようになっていて、私もある意味観光客のような形でその

場にいた。 

ステージ上には誰もおらず、講堂内の見学者もほとんどいなかった。私は一休みを兼ねて、講堂内

の椅子に腰掛けることにした。すると、突然ステージの下から小中高時代の女性友達が数名ほど現
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れ、彼女たちは突然ある映画の主題歌を歌い始めた。彼女たちの歌声は見事であり、そこから

ミュージカルが始まった。 

すると、見学者の中に混じっていた他の女性友達たちもステージに上り、全員でミュージカルを上

演し始めたのである。私は、彼女たちの歌声が見事であることに感心し、観客席から思わず一緒に

歌いたくなってしまうほどであった。そのような夢の場面があった。 

最後にもう1つ覚えている場面としては、ゴッホが晩年に生活をしていた家を模した部屋にいたこと

である。その部屋は実際にゴッホの作品のモチーフにもなっていて、とても見覚えのあるものだっ

た。中に置かれているものを触ってはいけないことになっていたが、私は足元のスイッチを意図せ

ずして押してしまった。すると、背後に新たな部屋が現れた。 

何か忍者屋敷のようだなと思いつつ、私はその部屋の方に向かった。するとそこは無人の駄菓子

屋だった。説明は難しいが、そこは部屋と外の世界がつながっているような空間であって、駄菓子

屋は外にあった。しかも神社の脇にそれはあった。私はせっかくなので久しぶりに何か駄菓子でも

買おうかと思ってお菓子の入った箱を覗いた。そこは無人であったから、自分で箱にお金を入れ

て、その金額に対応するお菓子をもらう必要があった。 

いざ箱に10円玉を入れようとすると、どうにもそれが入らなかった。どうやら中の方でお金が詰まっ

ているようだった。しばらく誰もお金を集金に来ていないことが推測された。私は箱を左右に揺らし

ながら10円玉を箱の中に落としていった。それは何回かうまく行ったのだが、60円分を入れたところ

で完全に詰まってしまったようだった。これはダメだと思ったので、箱を逆さにして、60円を回収する

ことにした。駄菓子を買うことは結局諦め、元いたゴッホの家の方に戻ろうとしたところ、もうそこには

ゴッホが暮らしていた部屋はなく、その代わりに小さなカフェがそこにあった。 

厳密には、そこにはたくさんの土産屋が集まる空間が広がっていて、その一角にそのカフェがあっ

た。他の土産屋は軒並み休みであり、何かあったのだろうかと心配になったが、少し休憩したいと

思っていたので、そのカフェで寛ぐことにした。ブラックコーヒーだけを注文しようとしたところ、ご当

地パンが美味しいとのことだったので、それも合わせていただくことにした。いざ会計をしようとする
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と、合計で9000円とのことであり、ブラックコーヒー1杯とパン1つにしてはやたらと高いことに驚い

た。 

どうやらその地の物価は尋常ではないほどに高騰しているようだった。結局私はコーヒーもパンもも

らわずに店をあとにした。そのような夢の場面があった。フローニンゲン：2021/2/9（火）08:41 

6630. 延長されたロックダウン 

時刻は午後3時を迎えた。つい先ほど街の中心部の買い物から帰ってきた。今日は本当は髪を

切ってもらうはずだったのだが、またしてもメルヴィンの店は休みだった。本来今日からロックダウン

が解除されるはずだったが、それが延長され、3/2までロックダウンになったことを先ほど知った。も

うすでに3ヶ月弱髪を切っていないので、これからさらに1ヶ月弱凌がなければならない。ところが不

思議なことに、髪の煩わしさの閾値を超えたようであり、最近はもう長い髪でもそれほど違和感がな

い。人間の慣れというのは不思議なものである。とりあえずロックダウン明けの3/2に予約をし直すこ

とにした。 

街の中心部までの道のりは雪道であった。雪かきされていない場所に関していえば、随分と雪が積

もっていて、深いところだと足首まで埋まってしまうほどであった。人が通っている箇所に関して言え

ば問題なく歩けたが、やはり滑らないようにすることを意識していたために、普段とは身体の使い方

が違っていたように思う。結局今日は買い物だけをして自宅に戻ってきた。 

その道中に、将来フィンランドで暮らすことについてぼんやりと考えていた。フィンランドはオランダ

よりも雪が積もる。とりわけこの時期はもっと深く雪が積もっているはずであり、その生活について想

像していた。色々と大変なことはあるだろうが、静かな環境の中で雪景色を眺めながら自らの取り組

みをゆっくり前に進めていく生活を送りたいものである。 

ふと、かつてヴィトゲンシュタインがノルウェーのソグネフィヨルドの最奥部の山中に建てた山小屋に

籠もり、孤独と静寂の中で『論理哲学論考』を執筆したことを思い出した。幾分異様さを発する本書

は、社会から距離を置いて初めて得られる静けさと孤独から生まれたことを思う。 
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今日はこれからマーカス·ガブリエルの哲学書の続きを読んでいこうと思う。その後、何人かの作曲

家の楽譜の写譜を行う。 

作曲語法を身につけるのは自然言語の習得と同じく、実際の発話言語、すなわち実際の曲に大量

に触れることが重要になる。写譜の実践は、まさに身体感覚を通じて、脳内に大量の発話データを

格納していくことにつながり、それが身体知となって固有の作曲語法を醸成する。大量に楽譜デー

タに接するだけではなく、今後は詩作においても自らの語法を確立するために、大量の詩集デー

タにも触れていく。自分の感性を刺激する作品と触れること以上に学びになることはない。作曲の

理論書や詩作の理論書を読むよりも、遥かにそちらの方が実践的である。フローニンゲン：2021/2/

9（火）15:29 

6631. マイナスの世界/偶有性を楽しむこと 

時刻は午前6時を迎えた。今の気温はマイナス4度である。ここから午前10時にかけてマイナス5度

まで気温が下がり、そこからゆっくりと気温が上がっていき、午後3時あたりに最高気温のマイナス1

度となる。今夜はマイナス8度まで冷え込むそうであり、明日から3日間は最低気温がマイナス10度

を下回る。本当に突然寒さがやってきた印象だ。幸いにも今週1週間は雪が降らず、ずっと晴れの

日が続く。 

昨夜、夕食を食べ終えて詩集を読んでいると、呼び鈴が鳴った。書籍でも届いたかと思って呼び鈴

に出てみると、上の階のイェルだった。どうしたのかと尋ねてみると、鍵を実家に忘れてしまい、家に

入れなくなってしまったそうだった。外はとても寒かったため、すぐにイェルをアパートの中に入れ

た。 

イェルは笑いながら、ついつい物をどこかに置き忘れてしまうことがあると述べた。彼の手にはアイ

ススケート用のシューズがあり、それについて尋ねてみると、ここ最近の雪のため、明日からアイスス

ケートを楽しむとのことだった。そこから話は、スケート、スキー、スノボなど、ウィンタースポーツの話

題となった。そしてウィンタースポーツを楽しめるオーストリアの山、さらにはイタリアやフランスの山

の話で少し盛り上がった。階段での立ち話となったが、イェルが元気そうで何よりであった。今週、
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来週、そして再来週ぐらいまでは寒さが続きそうなのでお互いに気をつけようということを述べて別

れた。 

今日もゆっくりと自分の取り組みを前に進めていこう。ここ最近は詩集に加えて、新たな哲学書も読

み進めていた。マーカス·ガブリエルの一連の哲学書を読み進めていて、今日は最後の1冊を読み

終えることができそうである。本書を読み終えたら、過去に読んだことのある社会学のテキストを再

読しようかと思っている。哲学や社会学は詩作の源泉となり、詩的アイデアを思わぬ形で刺激してく

れる。 

昨夜、どのような音が生み出されるかわからないという偶有性が曲の創作にあり、どのような色や形

が生み出されるかわからないという偶有性が絵画の創作にあり、どのような言葉が生み出されるか

わからないという偶有性が詩の創作にあることについて考えていた。そうした偶有性を楽しんでいる

自分がいることにも気づき、偶有性を楽しむ姿勢が日々の充実感を生み出しているように思える。

今日の創作においても、何が生み出されるか全くわからない偶有性を楽しもう。 

1つ1つの作品は、今ここというその瞬間にしか生まれないものなのである。その形も色も、全てがそ

の瞬間に奇跡的に立ち現れる一回限りのものである。そのような思いを持って、今日もまた創作活

動に没頭し、充実感の中で1日を過ごしていこう。フローニンゲン：2021/2/10（水）06:18 

6632. 今朝方の夢  

時刻は午前6時半を迎えようとしている。つい今し方、2枚ほど絵を描いた。様々な創作活動と読書

を行き来する生活を営む日々が続いている。脳の特性なのか、短い時間1つの実践に集中し、多

様な実践を行き来することによって脳が疲弊せず、常に新鮮な気持ちで集中力高く1つ1つの取り

組みに従事することができている。 

1つの実践をだらだらと長くやらないこと。長くても30分が目処であり、自分の場合は20分ぐらいが

長さの目処である。人間の集中力が15分程度しか続かないということを考えてみたときに、短い時

間集中して実践を変えていくというのは理にかなっているのだろう。そうした切り替えは自分の中で

自然となされるようになってきており、切り替えるタイミングが生理的に掴めているという感覚だ。今

日もその感覚を大切にしながら、就寝までの時間、様々な実践を行き来していこうと思う。 
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今朝方見ていた夢について思い出している。夢の中で私は、元サッカー日本代表のキャプテンを

務めた方が駆け出しの頃に住んでいた家の扉の前にいた。その時私は、この家に住んでいる人が

その方だとは知らず、この家の外見があまりにもボロかったので、一体誰がこんな家に住んでいる

のだろうかと思っていた。 

家の前でそのようなことを考えながら立っていると、1人の見知らぬ若い女性がやってきた。その女

性は私に挨拶をしてきたので、私も挨拶を返した。何やらその方は、その元サッカー日本代表の方

と付き合っているそうだった。彼女が部屋の扉をノックして少しすると、中からその元サッカー選手が

ボサボサの髪をかき上げながら出てきた。どうやら今まで眠っていたらしかった。 

すると突然、2人は口喧嘩を始め、私は何が起こっているのかすぐに理解できなかったが、2人の喧

嘩の仲裁に入った。元サッカー選手の方が家を飛び出して走り出すと、彼女は彼を追いかけ始

め、私も2人を追いかけようとしたが、2人の走る速度があまりにも早かったので追いかけることをや

めた。す 

ると私は突然睡魔に襲われ、その場で眠りこけた。しばらくして眠りから覚めると、そこはヨガスタジ

オだった。ただしそこでヨガが行われていたわけではなく、何人かの人々が2人1組になってマッ

サージを行っていた。私も誰かとペアになる必要があったが、すでに2人1組のペアは全て完成して

いるようだったので、近くにいた2人の女性のペアに入れてもらうことにした。一応私は遠慮して、ペ

アになったものの、自分からマッサージをするわけでも受けるわけでもなく、2人のマッサージを眺め

ていた。そして、支給されていた香りの良い白いオイルを自分の体に塗り、肌がツルツルになったと

ころで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私はイギリスのプレミアリーグに所属するあるサッカーチームに所属していた。

そのチームは下位リーグから上がってきた年にプレミアリーグを制したことのあるチームだった。これ

から試合があるようであり、チーム一堂はバスに乗って試合会場に移動することになっていた。クラ

ブハウスからバス乗り場に向かう道が空港のようであり、私の隣にはそのチームの往年のスターが

いた。彼は今は選手ではなくコーチとしてこのチームを支えている。彼の体型を見ると、まだまだ現

役でやっていけそうなぐらいに引き締まっていた。 
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彼は片言の日本語を話すことができて、日本に関心を持っているようだった。私はいくつか日本の

観光名所を紹介した。彼は嬉しそうな笑顔を浮かべ、「いつか日本に行ってみるよ」と述べた。する

と、彼の右横にいた若い選手が彼と一緒に突然走り始めた。私は2人が走り去っていく後ろ姿を眺

めながら、引き続きマイペースでバス停に向かった。 

バス停に到着すると、すでにバスが到着していた。ところが、そのバスは屋外バスであり、少しばか

り拍子抜けした。時刻はすでに夜であり、冷えることもあって、屋外バスはあまり好ましくないように

思えた。また、夕方に雨が降っていたこともあり、座席が濡れているのではないかと心配した。 

幸いにも座席は乾いているようだったので、バスに備え付けられていたブランケットを1つ持って、座

席を確保することにした。するとなぜか大学時代の2人の友人がバスに乗り込んできて、彼らもスタ

ジアムに向かうとのことだった。 

座席に座った私は、ふと空を見上げた。すると、美しい星空がそこに広がっていて、思わず見惚れ

てしまった。そこから私はまるで星空と一体となるように、ずっと星空を眺めていた。そして、そのあ

まりの美しさにふと涙が溢れてきた。 

そのような夢を見ていた。最後の星空を眺めていたシーンはとても印象的である。今度の新居にお

いては、浴室の天窓から夜空が見える。晴れの日の夜であれば、満天の星空を眺めることができる

そうであり、それを心待ちにしている自分がいる。新居への引っ越しと今朝方のその夢のシーンは

何かつながっているものがあるのかもしれない。フローニンゲン：2021/2/10（水）07:01 

6633. 今日を振り返って 

時刻は午後7時半を迎えた。今日もまたマイナスの世界だったが、午後には随分と晴れ間が広が

り、書斎の窓辺で日光浴をすることができた。明日明後日は最低気温がマイナス10度を下回るぐら

いに寒くなるが、そこを過ぎればどうやら極寒状態から抜け出ることになるらしい。 

今日も創作活動と読書を進めていく1日であった。現代哲学、現代社会学、そして仏教思想に関す

る書籍は、詩作の源泉になっており、そうした書籍を今後も読みながら、内側に湧き上がるものを詩

の形にしていく。 
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現代社会の種々の問題に対して、何か祈りを捧げるかのように自分の内側から言葉が溢れ出てく

る。絵画の創作にせよ、曲の創作にせよ、そうした状態で内側のものが外側に形になっていく。 

今夜はまだ時間があるので、もう少しばかり読書をしたい。社会学に関する論文を読み、そして

ルーミーの詩集を音読していこう。1日の締め括りはいつもと同じく、無心になって絵を描く。 

そう言えばこのところは映画に関することを日記に書き留めていなかったように思う。引き続き毎日

映画を見ている生活は続いていて、良作に巡り会う幸運を得ている。 

今日は、『アメリカン·ヒストリーＸ（1998）』という良作に巡り会った。この作品で描かれているテーマ

は、アメリカにおけるネオナチの問題、すなわち人種差別に関するものだが、この作品を見て改め

て、人が変わるというのは人を通じてなのだということを思った。 

人間というのは、そもそも「人」の「間」としての生き物であって、人間同士の交流が「間」に何かしら

の変化を生み出す。それが人を変えていくきっかけになるのではないだろうか。そのようなことを思

い至らせてくれたのがこの作品であった。 

明日もまた素晴らしい作品に出会えるような気がしている。映画からも引き続き学びを得ていこう。

フローニンゲン：2021/2/10（水）19:48 

6634. 新居での生活に思いを馳せて 

時刻は午前6時半を迎えた。今の気温はマイナス8度である。しかし、それほど寒さを感じない。 

今、書斎と寝室の窓を開けて換気をしているのだが、それほど寒さを感じないのである。むしろ冷た

い風が心地良く、外界の寒さが気にならない状況である。昨日の気温曲線とは異なり、今日はここ

から少しずつ気温が上がっていき、午後には最高気温としてマイナス1度になる。今週の日曜日ま

ではずっとマイナスの世界だが、晴れであることが嬉しい。特に明日と明後日は雲がほとんどない

快晴になるという予報が出ているので、日光浴をすることが楽しみだ。 

© YOHEI KATO 2021 23



今の家も書斎の窓が大きいため、日光浴には事欠かないが、新居での日光浴はもっと気持ちの良

いものになるだろう。家の外側は赤レンガで出来ていて、内側は木で出来ている。自然の中にいる

ような落ち着きがその家にはあり、太陽の光が入ってくる窓がいくつか取り付けられている。 

すでにヨガマットをどこに置くのか、仕事机をどこに配置するのかなどを想像しており、引っ越して

すぐに配置を変えていく。外の景色を眺めながら仕事をすることがこの5年間続いていて、それが仕

事に与える影響、そして自分の心身に与える影響が途轍もなく大きいことを知った。新居において

も、必ず窓から外を眺められるような場所に仕事机を置きたい。 

昨夜、不動産屋から嬉しい連絡があった。4/1からではなく、3/31から新居に引っ越すことができる

という連絡を受けた。正式な契約書は近日中にメールで送られてくるとのことであり、契約書を待た

ずして、今週末には引っ越し業者に連絡をしておきたい。すでにオランダの引越し業者で良さそう

なところを見つけていて、そこに連絡をする。 

今回はフローニンゲン内の引っ越しであるからとても楽である。3/31の午前中に荷物の搬送を依頼

したい。早ければ正午前に荷物の搬入が終わるのではないかと思う。今の不動産屋に退去に関す

る立ち合いをしてもらう必要があり、それは3/31の午後3時半あたりにしてもらおうと思う。引っ越し

業者への連絡だけではなく、今週末には段ボールの手配をしておこう。 

これまで国を跨いでの引っ越しにおいてはクロネコヤマトさんにお世話になっていた。その際には

サービスの一環として、段ボールやガムテープなどが支給されたが、今回利用する予定の引っ越し

業者にはそうしたサービスが付いていないようなので、自分で段ボールやガムテープを用意する必

要がある。 

段ボールに関しても、大きい段ボールが15個1セットになったものがオンラインから購入できる引っ

越し関係のウェブサイトを見つけているので、段ボールも今週末に注文してしまおう。今のところ15

箱あれば足りると思われる。一旦15箱購入し、3月になったら週末などを利用して少しずつ段ボー

ルに荷物を詰めていき、15箱で足りなさそうであったらまた追加で購入すればいい。 

今の家には約5年ほど住ませてもらった。それだけの時間を過ごしたこの家を去っていくことは、何

かしらの喪失感をもたらすだろうが、それは次に進むために必要なものかと思う。新居が今よりも静
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かで落ち着いた場所にあるということが本当に有り難く、新居での生活が本当に楽しみである。ここ

からの数年間は新しい家と共にあり、ここからの数年間で自分はまた大きく変わっていくだろう。フ

ローニンゲン：2021/2/11（木）07:04 

6635. 今朝方の夢 

時刻は午前7時半を迎えた。今、空が少しずつ明るくなり始めている。これまでは8時半を迎えても

まだ暗かったことを考えると、やはり日の出が早くなっていることがわかる。気温は相変わらず氷点

下であるが、季節は着実に進行している。3/31からの新居暮らしにおいて、家の窓から朝日を拝む

ことがとても楽しみだ。 

新居の窓は位置にも工夫が施されていて、建築してくれたフレディさんの配慮に感謝する。2階に

は3方に窓があり、それらは朝日を拝むことができる窓、日中に光が入ってくる窓、夕日を拝むこと

ができる窓として位置付けることができる。1日のうちに太陽の様々な表情を家の中から見ることが

できるのは楽しみである。 

今朝方の夢についてまだ振り返っていなかった。先ほどすでに絵を2枚ほど描いたので、夢につい

て書き留めたら、作曲実践をして、ルーミーの詩集の音読をする。その後、映画を1作品鑑賞しよう

と思う。そこからは再び作曲実践とルーミーの刺繍の音読に戻ってくる予定だ。 

夢。今朝方の夢の中で私は、見慣れない学校にいた。そこは確かに学校なのだが、進学塾のよう

な役割を果たしていた。私はその学校の教師であり、今、中学3年生の受験生を受け持っていた。

放課後、2人の男の子が教室に残っていて、パソコンの前でコンピュターゲームをしていた。私は彼

らに話かけ、何のゲームをしているのか覗いてみたところ、シムシティのようだった。 

2人はその街づくりのゲームに熱中しているようであり、画面の街の様子から相当にやり込んでいる

ことが伝わってきた。私は、2人に勉強が楽しいかどうかを尋ねたところ、2人は声を合わせて「あまり

楽しくない」と述べた。そこで私は、勉強はゲームのように楽しいものであり、勉強は遊びと変わらな

い楽しさを持っていると述べた。それを言葉だけで伝えても何の意味もないと思ったので、具体的

に勉強がどのように楽しいのかを彼らに体感してもらうような工夫をしようと思った。そうした直接体
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験が彼らにとって重要であり、おそらく勉強が楽しいものであるという体験が彼らにはあまりないの

だと考えた。 

勉強が持つゲーム性を体験してもらえる工夫だけではなく、せっかくなので、セルフコーチングの

手法についてもこれから何回かに分けて教えようかと思ったところで夢の場面が変わった。 

その夢に続く形で挿入されていたのは、私よりも少し若そうな、メガネを掛けた小太りの男性と話を

していた場面である。私はその人と大学入試の話か、大学の期末試験の話をしていた。いずれに

せよ、科目としては数学に関する話をしていたことを覚えている。 

その夢の場面は砂風のようにさっと消えていった。次の夢の場面では、私は砂漠地帯を走ってい

た。そこは北アフリカのどこかの国か、中東のどこかの国のようである。そこは確かに日本ではない

のだが、砂漠地帯の近くには両親のマンションがあった。周りには何もなく、動植物の一切いない

砂漠地帯を私はゆっくり走っていた。 

太陽の日差しがきつく、体感温度としても40度を優に超えていたと思うが、不思議と暑さはそれほど

ではなく、汗も大してかいていなかった。しばらく走っていると、砂漠の真ん中に人影が見えた。見

るとそれは父であり、父はサッカーのインサイドキックの練習をそこでしていた。ゲートボールのよう

な形で、目標物を定めて、そこに向かってボールをキックする練習を父がしていたのである。 

私は父に声を掛けると、父はとても真剣そうにその練習をしていて、父は挨拶を一言返してから再

び練習に戻っていった。私はあまり邪魔をしない方がよさそうだと思ったので、再び走り出すことに

した。 

そろそろ一旦休憩をしようと思った瞬間に、私は両親が住むマンションの玄関にいた。母が私のた

めに水を持ってきてくれ、私はそれを飲んで水分補給した。砂漠でサッカーの練習をしている父の

様子が気になったので、再び砂漠まで走ってくると母に伝えたところ、トレーニングのし過ぎは体に

良くないと言われ、確かにそうかもしれないと思って、砂漠に戻ることをやめた。 

すると私はいつの間にか、昔大阪で住んでいたタワーマンションの1階にあったコンビニと似たよう

なコンビニにいた。そこで私は昼食を購入しようとしていた。普段コンビニを活用することなどなく、
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そもそもオランダにはコンビニという概念や存在がないため、コンビニを利用するのは久しぶりで

あった。そこで置かれている飲食物は、どれも見かけはいいが、中身は劣悪な毒物のように思って

いる自分がいるのを知っていて、そうしたこともあり、とりあえず安全そうな水をまず購入することにし

た。 

パン類やサンドイッチ類は毒物の筆頭であるという認識が芽生え、それらには一切手を出さず、

オーガニックの生野菜が偶然にも売られていたのでそれを購入することにした。すると夢の場面が

変わった。 

もう1つ断片的に覚えている夢としては、私は学校の廊下にいて、授業の終わりと共に、隣の教室か

ら出てきた女性友達と話をしていたものだ。2人の女性友達が教室から出てきたとき、私は彼女たち

の格好に驚いてしまった。随分と露出が激しい格好をしていて、話を聞くと、1人はこれから何かの

テレビ撮影があるらしく、もう1人は部活があるとのことだった。いずれにせよ、露出を激しくする必要

はあまりない活動のように思え、私は2人が廊下を去っていく後ろ姿を眺めていた。そのような夢の

場面があった。フローニンゲン：2021/2/11（木）07:58 

6636. 見事な夕焼け空/レンマ的創作活動 

時刻は午後8時を迎えようとしている。今日の夕方に、息を呑むほどに美しい夕焼け空を見た。書

斎の窓の向こう側に突如として現れたその美しい光景に、思わず仕事の手を止めて、夕焼け空に

しばらく見入っていた。その時、淡いパープルとピンクの甘い果実を食べているような感覚があっ

た。 

晴れた日のフローニンゲンの夕焼け空は本当に美しいのだ。それをどのように伝えたらいいだろ

う。日記や詩を通じて言葉でなんとかそれを表現しようとすることにも意味があるだろうが、言葉にな

らないものを言葉以外の手段で、自分の場合であればぜひそれを絵や曲の形にしていこうと改め

て思った。 

今日もまた一日中マイナスの世界だったが、太陽が照っていたおかげもあり、ヒーターをつける必

要がなかったことは喜ばしい。今も外はマイナスの気温なのだが、ヒーターをつけていない。ただ

し、今確認したら、明日はマイナス14度まで気温が下がるという異常な事態だ。今の気温であるマイ
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ナス2度から明日の朝にかけてどんどんと気温が下がっていくようなので、寝る前に書斎のヒーター

をつけて明日に備える必要がありそうだ。 

今日の創作活動を振り返ってみたときに、レンマ的なものを最近強く意識している自分がいることに

気づく。レンマとはロゴスと対比される概念であり、直観によって事物全体を把握することを意味す

る。このレンマは自分の全ての創作活動の中に生きている。自分の心に映るマンダラ模様をレンマ

的に把握し、それをレンマ的に描く実践、自分の内側に生じる音楽をレンマ的に把握し、それをレ

ンマ的に作曲する実践、そして詩作においても同様のことを行っている自分がいる。ここからしばら

くはレンマ的な創作実践を意識してみよう。フローニンゲン：2021/2/11（木）20:02 

6637. ヨーグルト生活を再開して 

時刻は午前5時半を迎えた。辺りは静けさと闇、そして雪景色に包まれている。雪景色と言っても雪

が降っているわけではなく、数日前に降った雪が依然として残っているというだけだ。 

ここ数日間は天気がとても良く、今日も快晴の予報が出ている。だが今の気温がマイナス7度である

ように、今日もマイナスの世界から抜け出ることはない。日中の最高気温はマイナス3度であり、最

低気温はマイナス14度だ。不思議なことに、寒さがほとんど感じられないのはなぜだろう。もうマイナ

スの世界に順応したのだろうか。 

外がどれだけ寒くなろうが、家の中が暖かいのはとても有り難い。オランダの家の構造上の工夫に

感謝しなければならないだろう。 

今日は一番気温が上がる午後の時間帯に近所のスーパーに買い物に出かけようと思う。それは

ちょうどいい気分転換になるだろうし、程よい日光浴にもなるだろう。 

一昨日からヨーグルトを食べ始めた。オランダに来た最初の年から翌年にかけて、オーガニックの

ヨーグルトを毎朝少し食べていた。数日前にふと、腸内環境をさらに良い方向に変える意味で、ここ

数年摂取していなかったヨーグルトを食べ始めることにした、ここ最近はヴィーガン食を徹底してい

て、乳製品ですら摂取していなかった。しかし自分の身体の様子を観察したときに、とりわけ肌の調
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子を観察してみたときに、ヨーグルトやチーズなどの栄養豊富な乳製品を摂取することが望ましい

かもしれないと判断した。 

街の中心部のオーガニックスーパーには、有機農法よりも認定が厳しいバイオダイナミクス農法で

作られたヨーグルトやチーズが売られており、何種類かあるうちの1つのヨーグルトを摂取し始めるこ

とにした。するとこの数日間ですぐさま肌に変化が現れた。やはり身体がヨーグルトが持つ栄養を欲

していたようなのだ。 

これまでヨーグルトを食べていた時は、朝にヨーグルトを摂取することにしていたが、調べてみると、

夜に摂取した方がいいことがわかった。朝に摂取すると、日中において抗菌の力を発揮してくれる

らしいが、肌の機能回復を目的とする場合には夜に摂取した方がいいとのことだった。早速試して

みたところ、それは本当のようだった。身体が休息モードかつ修復モードに入る寝る1時間前にヨー

グルトを少々摂取したところ、そのような効果が出た。 

先日街の中心部のスーパーで、ヨーグルトに入れるジャムを購入した。それは何種類かのベリーで

作られたオーガニックのジャムであり、それをヨーグルトに入れるととても美味だった。ベリー系はビ

タミンなども豊富であるから、ヨーグルトに合わせて色々な栄養を摂取することができたのだと思う。

今日からもヨーグルト生活を続けていき、夕食にチーズを摂取することもまた始めてみようかと思う。

フローニンゲン：2021/2/12（金）05:54 

6638. 今朝⽅の夢

時刻は午前6時を迎えた。つい先ほど、早朝の習慣として2枚ほど絵を描いた。ここ数日間は実験

的に、下地も自分で描いている。その際には油絵具を使っていて、これまでのように背景の下地を

既存のものから選ぶのとは全く違う感覚刺激が得られているのを実感する。 

そもそも下地を作る際の色をレンマ的、すなわち直観的に選ぶこと、そして選んだ色を用いてどの

ような風に下地を塗っていくのかをレンマ的に決めていく決めていくことが感覚を大いに刺激してい

る。また、そもそも塗り絵に精神安定効果があるように、下地を塗るという行為の中に精神安定作用
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があることも見えてくる。今後も下地を自ら作っていくということを続けてみよう。そこに固有の楽しさ

や喜びがある。 

また、下地を作る際の偶有性も魅力的であり、下地もオリジナルなものにしていこう。ここでふと日々

の作曲実践に考えが及んだ。作曲実践においては、過去の偉大な作曲家の曲をもとにした原型モ

デルを下地としており、完全にオリジナルな下地ではない。もちろん、どのような曲を選ぶのかに自

分の感性が発揮されるため、その点においてオリジナリティーはあるだろうが、曲に関していえば、

まだ無から有を生み出すことはできていない。 

絵画の創作と関連づけて考えてみれば、ハーモニーが曲の背景に当たるのだと思われる。作曲に

おける下地の生成については引き続き考えていこうと思う。絵画の創作体験がそれに役立つはず

だ。そして、詩作とも関連づけてみるということ、すなわち3つの創作活動を常に関連·連動させて実

践することによって、それぞれの実践がより豊かに、より輝きを増すに違いないという確信がある。事

実、それらは日々豊かに、輝きを増しているのだ。 

今朝方起床したときに、起床直前の夢をあまり覚えていないと思っていたところ、早朝の習慣である

ヨガの実践をしている最中にいくつか夢の場面を思い出した。身体と記憶が紐付いており、身体を

ヨガによってほぐすことによって夢が思い出されることはよくある。 

今朝方の夢。夢の中で私は、今住んでいるオランダのアパートにいた。私は書斎の中にいて、机に

向かって歩いているところだった。すると、書斎の窓際に1階の住人がいた。私はいつの間に彼が

自分の部屋に入ってきたのか驚いた。 

彼はシャイな性格であり、いつも仏頂面をしている。そんな彼が私に何か連絡を伝えに来たようだっ

た。彼は「メールを確認して」と述べただけでその場を去っていった。彼が述べたことに従う形でメー

ルを確認してみたところ、1階、2階、4階の住人、そして3階の私がメールの宛先に加えられた形で1

通のメールが届いていた。 

すでにそれに対して各階の住人たちが返信しているようであり、返信をしていないのは私だけだっ

た。メールを開けてみると、私宛にオランダ語で書かれた手紙が届いていて、手紙に記載の事柄を

本来私に依頼しているのだが、私からメールの返信がないので、誰か他の住人がその対応をして
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ほしいという内容のものだった。私は実はすでにその対応をしていて、単にメールで返信をしてい

ないだけだった。そうしたこともあり、私はその場ですぐにメールの返信をすることにした。私以外の

3人は全員オランダ人だが、メールは英語だったので返信は容易であった。そのような夢の場面が

あった。 

次の夢の場面では、私はオランダのある街の郊外に住んでいた。散歩がてら街を散策していると、

私は何かに導かれるようにしてある平屋の建物の中に入った。すると、そこは何かの公共施設らし

かったが、行きつけのオーガニックスーパーの制服を着た人たちが多数いた。その中の1人の女性

が私にオランダ語で遠くから挨拶をしてきた。私は挨拶を返したが、彼女の手招きには応じず、そ

の建物から外に出た。 

すると、気がつけば私はある予備校の寮に向かっていた。時計を見ると夕食の時間はもう始まって

いて、食堂で先に夕食を食べるか、それとも先に風呂に入るかを決める必要があった。汗もかいた

ことだし、風呂に先に入ることにして、寮に戻ってすぐに浴室に向かった。入浴を手早く済ませて食

堂に向かうと、今日の献立には肉と魚が使われていたので、肉料理を食べられないことを食堂の人

に伝え、肉と魚を外してもらった。そこで夢から覚めた。フローニンゲン：2021/2/12（金）06:39 

6639. 本日の映画鑑賞より/「限界芸術」としての創作活動  

時刻は午後7時半を迎えた。振り返ってみれば今日もまた、創作活動、読書、映画鑑賞に明け暮れ

た1日であった。映画に関して言えば、『ふたつの名前を持つ少年（2013）』という傑作を見た。この

作品において、最近見ているアニメ『曇天に笑う（2014）』という作品とも繋がってくるテーマが垣間

見える。 

共通しているテーマは、どちらの作品の主人公も、この世界が投げかけてくる不条理を争うことなく

受け入れ、絶えず今を生きていく姿勢を持っていることだ。前者の作品においては、ユダヤ人の少

年が不条理極まりない体験を次々としていくのだが、この少年は、不条理に屈することなく、一方で

それと格闘するのでもなく、それを受け入れながらにして逞しく生きていく。後者のアニメにおける

主人公の天火もまた同様の姿勢、いやより超越的に世界の不条理というものを引き受けているよう

に思える。 
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ここ最近は映像作品を見る数を減らしている分、厳選した作品を視聴していることもあり、良作に出

会う。先ほどまで見ていたのは日本のテレビドラマである『震える牛（2013）』という作品であり、これ

は日本の食品産業の闇を見事に描いている。この作品の原作となった相場英雄氏のその他の小

説がいくつかドラマ化されており、経済·経営関係において言えば『不発弾 ～ブラックマネーを操る

男～（2018）』を見て、警察·保安関係の内情について言えば『血の轍（2014）』を見ていこうと思う。 

『震える牛（2013）』に話を戻すと、食品偽装というのは消費者からは本当に見えづらく、それでいて

食というのは私たちの健康や命に関わることだけに見過ごすことのできない問題かと思う。食品産

業を取り巻く倫理観の腐敗に関して、もはや意識を変えていくことが難しいのであれば、ブロック

チェーンを活用したトレイサビリティ技術による解決策しか道がないのだろうか。この問題において

も意識の変革を断念し、技術による変革の道しか残されていないのかと思ってしまうと、ひどく暗澹

たる気持ちになる。 

現代社会も現代人も、もう落ちるところまで落ちてしまっている。意識の変革を断念し、技術による

強行的な変革を実現させようとするのは抗えない社会の流れなのかもしれない。 

制度を導入したところでそれは往々にして失敗に終わるが、テクノロジーを目には見えないところで

浸透させていくことによって、現代人の行動特性も社会のあり方も静かに水面下で変化している姿

を見ると、この流れが当分止むことないだろうし、それは加速されていくように思えてくる。それが良

い悪いではなく、事実として進行している姿を鳥瞰的に眺めることができる。 

今日は午前中にふと、自分の日々の創作活動は、哲学者の鶴見俊輔氏の言葉言えば、「限界芸

術」的なものなのかもしれないと思った。自分のように正当な芸術教育を受けていない人間が従事

する創作活動というのは、純粋芸術として位置付けられる可能性は薄く、むしろ自分としても、芸術

と生活の境界に位置する非専門的芸術家によって生み出された創作物が大衆に享受される限界

芸術的なものだとみなされる方が望ましいように思う。 

自分は限界芸術の実践者として位置付けてもいいのかもしれない。だが、果たして大衆に享受され

るかどうかは不明である点を考えると、限界芸術ですらないようにも思えてくる。このあたり、また日
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本に帰った時にでも、鶴見氏の限界芸術論に関する書籍を読みたいと思う。フローニンゲン：

2021/2/12（金）20:00 

6640. 限界芸術に関する補足/今朝方の夢 

時刻は午前8時を迎えようとしている。今、鮮やかな朝焼けが見える。遠くの空はライトパープルに

輝いていて、手前の空はライトブルーに染められている。 

今朝は雲ひとつない晴天であり、それは一日中続くようだ。今の気温はマイナス10度だが、それほ

ど寒さを感じない。実際に、書斎の窓と寝室の窓を開けて換気をしている。 

天気予報を確認すると、今日の最高気温はマイナス3度、最低気温はマイナス13度となるが、来週

の月曜日からはマイナスの世界を抜け出す。月曜日はみぞれが降るようだが、火曜日からは一気

に暖かくなる。暖かくなると言っても最高気温が6度、最低気温は3度ほとであるが。 

季節の着実な進行を感じる。自分自身も3月末に新居へ引っ越しをすることもあり、人生の進展を

感じる。 

今日は時間を取って、引っ越し業社に荷物の搬送の依頼をしておきたい。それに合わせて、段

ボールの注文も他の業者に依頼しておく。その依頼させ済ませておけば、まずは一安心である。 

段ボールが届き、3月に入ったら少しずつ書籍を段ボールに詰めていこう。段ボールにナンバリン

グをし、エクセルを用いてどの番号の段ボールにどんな種類の本が入っているかを記録しておく。

部屋中が段ボールで一杯になってしまうと生活しづらいので、部屋の外にある荷物置き場に段

ボールを保管させてもらおう。そこは一応上の階のイェルと共有で使っているものなので、イェルに

確認の連絡をしておこう。 

昨夜、限界芸術の実践者としての自己について書き留めていたように思う。少しばかり補足として、

限界芸術の定義の中に、創作物が大衆に享受されるという特徴があるが、大衆に享受されることを

目的にするのではなく、結果として多くの人に創作物が享受されることが望ましいと考えている自分

がいた。 
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大衆に享受されることを目的に何かを作ろうとすると、創作行為そのものがつまらなくなってしまい、

創作物もつまらないものになってしまうことが見えている。そうしたことから、それを目的にするので

はなく、結果として創作物が多くの人の治癒や変容に何らかの形でわずかばかり寄与すれば有り

難いという思いを持っている。今日もそうした思いを持って創作活動に励んでいこう。 

今朝方は夢の世界が落ち着いていた。覚えていることはわずかしかない。 

夢の中で私は、ポルトガルのある街のカフェにいた。そのカフェはとても落ち着いていて、2階建て

になっていた。2階席に向かっていると、そこにサッカーポルトガル代表の英雄がいた。彼は今でも

現役を続けており、ポルトガルではもう生きる伝説になっているような選手だ。 

彼は私に気づき、私を手招きした。どういうわけか、周りの人たちは彼のことを気づいていないようで

あり、それが不思議だった。彼に近づいていくと、その理由がわかった。彼はホログラムだったので

ある。 

実際の彼がそこにいるのではなく、ホログラムがそこにいてコーヒーを飲んでいたのである。私は彼

に近づいて挨拶をし、席に座ることなく、立ったまま彼と少しばかり話をした。そのような夢を見てい

た。その他にも夢を見ていたような気がするが、今はもう記憶の彼方にある。 

小鳥たちが優しい鳴き声を上げている。さぁ今日も自分のライフワークを前に進めていこう。フロー

ニンゲン：2021/2/13（土）08:05 
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