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」をスタートさせたのは、私たちがいつの間

」を失った人々に
被災者の

の注意を払って送ったカレンダーにつ
む、震

のあたたか
馳せてみませんか。 

をまとめてはいけない。それ
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ある哲学者は言

のないこのような二つの言葉が、実は根底でつながっているこ

近寄り
がたかった「哲学」という学問に触れてみるのも良いかもしれない。 

永遠を欲する！」 
回帰より 


