
2017/09/08 

卓 421 再生可能な地層 

冒頭から今日のお昼ご飯， 出現。 

   

 

（ 2017/9/8  12:52 ） 

（ チキンソテー玉葱ソース，じゃこサラダ，フルーツヨーグルト，など ） 

     

最近，会食（給食）の画像をあげておりませんでしたね。 

    



 

( 4/7  13:04 ) 

     

今日 9/8 は，始業式以降，授業も一周しまして， 

午後は６年（高三）生のみ，音楽会の鑑賞です。 

場所はいつも通り， 聖徳大学 川並香順記念講堂。 

     

市内の自宅に車を置いていくための移動途上， 

   

 

（ 9/8  13:48 ） 

   



狐の嫁入り。 

    

 

（ 9/8  13:50 ） 

   

天気雨のことですね。 

すぐ上がりましたが。 

天候も安定せず。 

    

そして松戸へ。 

ＪＲ改札出口の配置に付く前に・・・。空いてる数分間に観光気分。 

  



 

（ 14:41    取手駅のは半年ほど前に捺したんだったような・・・。 ）  

  

そこにハンコがあったから…。 手帳に。 

  



 

    

 

（ 2017/9/8  15:45  最後の移動生徒が 無事入構したあとの風景 ） 

      

音楽会の鑑賞 （通称「音鑑」） は，各学年とも年３回。 

今年の６年生は， 

   

6/5（月）「ウィーン少年合唱団」 

6/21（水）「尺八とマリンバによる世界最小のオーケストラ」 



につづき，最終回。 

    

今日の演目は， 

   

 

（ 2017/9/8  15:54 ） 

   

「伝えたい歌・残したい歌」 

    

画像はご紹介できませんが， 

ピアノと電子オルガンの演奏をバックに， 

ドレスアップした７名の女声声楽アンサンブル， 

「Ｊソロイスツ」 のみなさんによる唱歌，２０数曲を。 

    



 

（ 15:52 ） 

   

附属小学校の児童のみなさんから， 

一般の高齢者のお客様まで， 

二階席まであるホールは， 

歌声とそれに応えるお客様，児童，生徒たち。 

    

 

（ 17:44   閉演数分後  ） 

   

本校６年生も，前向きにノリよくリアクションする子たち，多数。 



以前よく見かけた，つまらなさそうにしている子や， 

眠り呆けている子を，今日は 

見かけなかった気がしました。 

    

今年の６年生たち （半年後は 第３３期卒業生か）の，いいところ。 

    

 

（ 17:46 ） 

   

当方が座っていた席から６年生を見ていると， 

中１から本校に通って６年目の内部生（中入生）の顔も 

ちらほらと（本校は，中入生数＜高入生数）。 

   

この子たちが中１のときの 



音鑑デビューの日を思い出しました。 

羽根田先生と櫻田先生が担任， 

松永先生と当方が副担だった５年前です。 

   

 

（ 2012/4/17  14:55  松戸駅改札出口付近で一旦集合） 

 

   

当ブログにも， 卓 140（ 2012/4/20 ）にその様子が載っていました。 

http://torideseitoku-tblog.jp/mizukoshi/2882 

    

中学３・２年生による， 中１を歓迎する会（校内・視聴覚室）のことも。 

中１生が自己紹介をしたら，視聴覚室中 

 「かわいいぃぃ」 とか反響していた・・・，のも， 

５年５か月前ですか・・・。早いです。 

     

http://torideseitoku-tblog.jp/mizukoshi/2882


高入生も中入生も， 中高時代の音鑑は今日がおしまい。 

  

ちなみに，高入生の中には，中１から在籍していたかのように 

思えてしまう生徒もいたりもします。 厚みを感じる生徒です。 

    

思い出は，良きも悪しきも，頭の中で地層となって堆積。 

     

 

（ 17:48 ） 

    

音鑑で視聴してきた生の演奏や演技の中で， 

自分の頭に，心地よく再生される音声や画像がいくつもあれば， 

大げさな表現ですけど，  

それも自分の財産だと思います。 



    

 

（ 17:50  ロビー。左端に，以前は公衆電話が何台かありました。 ） 

   

仲間でシェアした経験や記憶ならば， 

なおさらの再生財産ですね。 

  

数十年後， 化石や腐植を思わせないほどの， 

再生可能な地層をつくりましょう。 

  

 

    

■ 
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2017/09/15 

卓 422 尖んがっちゃってる 

お昼の会食に，今年も， 

さんまの塩焼き。 木曜に出ました。 

    

 

（ 2017/9/14  12:53 ） 

    

きれいな食べ方をしている生徒，結構いました。 

   

 

（ 12:49 ） 



   

本校の，小笠原流礼法の授業でも習う 

焼き魚のいただき方のまさに実践。 

それで行くなら，懐紙などを使うところですが， 

ごく普通バージョンで当方のパターンを。 

     

 

（ 12:53 ） 

   

側線にお箸を差し入れていきます。 

   

  



 

  

骨から上にある身の部分が 

きれいに取り出せます。 

    

醤油と大根おろしとの相性抜群。 

インターバルでいただくご飯は， 

胃の底から食べる勢いで進みます。 

    



 

   

裏返しはしません。 

     

骨を浮かせれば，下の身が取れます。 

    

 

（12:59） 

    



余りが出ましたので， 

２セット目。 

   

 

（ 13:08 ） 

    

 

    



泣く子も黙る，７９５kcal。 

でも今日は２セット食べたから， 

１．６ Mcal （ﾒｶﾞｶﾛﾘｰ） くらい？。 

    

鮮魚売り場での値段も 

早く１００円を割ってほしいものです。 

御馳走様でした。 

   

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

敬老の日。 

15 年前までは，９月１５日，つまり今日が 

固定で祝日でした。 

      

今日は生徒ともそんな話になり， 

「何歳からが老人なんでしょう。」とか 

「先生はろうじんですか。」とかなどなど， 

掃除の時間に盛り上がっておりました。 

   



出身地の本八幡（市川）では， 葛飾八幡宮の境内にて， 

６日間開かれる歴史的な市の初日が，9/15。 

私にとってはこの日が，子ども時代から染まったお祭りの日です。 

今年も，「やってんのかな （賑わってんのかな） 」 などと想い・・・。 

    

あすから土曜でお役所もお休みであるためか， 

テレビでは，祝・ご長寿！の方々を祝福に行政や報道機関が 

訪れるというニュースが，今夕は流されていました。 

    

民放もよく見ますが，今日の夜９時台は 

某国営放送の 「ニュース・ナイン」 を見ておりました。 

最高齢の 117 歳の女性，112 歳の男性が紹介される中， 

男性の方へのインタビューに。 

     

ああ，またどうせ，超定番の 

「 ご長寿の秘訣は 何ですか？ 」 

なんだろうな・・・。 などともう， 

最初からほぼ決めつけた感じで，予想しておりました。 

     

でも，たずねられる方は， 聞かれる機会もそうそう 

ないでしょうから （いや，取材攻めで結局，あるか？）， 



その問いは，受け甲斐のある言葉であるかもしれません。 

    

しかし，見ている方は， 

定番に定番すぎる 「秘訣はなんですか？」 には， 

くふうの能力に欠けた，発想や吟味を怠った， 

プロの報道人としてそれは，どうなんでしょうねえ？と。 

    

でも，今日の某国営放送は， ちがっていたんですね～。 

   

112 歳・男性ご長寿にたずねたインタビューは， 

    

「 好きな番組は  何ですか？ 」 

    

   

見てて，「よし，やった！」 と思いました （何に？）。 

男性長寿日本一のおじいさんよりも， 

インタビュアーの，マンネリを脱した聞きっぷりの方に， 

感心してしまいました。 

   

そしたら，次の瞬間， 

そのおじいさんの方も， 



満面の笑みをたたえながら， 

    

「 好きな番組？  相撲だよ， 大相撲～。 」  

と。 

    

！！！！！！ 

    

これはおそるべき完成度です。 

よく解っていらっしゃる・・・，な。 

    

つまり，国宝級のマンネリ・クエスチョン 「秘訣は？」 を 

採用オンエアしなかったばかりか， 

     

この局の（あ，局じゃなく会ですね）， 

番組の告知 まで （もちろん 「大相撲秋場所」 に決まってます）， 

おじいさんの力を借りて， 見事に遂げたという鮮やかさ。 

      

もちろん偶然の収録だと思いますが， 

敬老の日を前にした， 日本のご長寿紹介報道で， 

こんなに感心してしまったのは， 生まれて初めてです。 

    



・・・健康維持と，受信料を， 軽んずべからず。 

   

秘訣は何だと当方が聞かれた際は，  

そう答えることにでもしますか。 

でも，居ればの話ですがね・・・。 

200 点満点のテストの平均点ぐらいの齢まで私は 

行かなくてもいいつもりです。 

      

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

ローカル。 

取手市の広報（9/15）の６面下方に， 

学校近くの丁字路交差点，改良工事の報。 

卓 419http://torideseitoku-tblog.jp/mizukoshi/7489 の冒頭でもご紹介した， 

地理教室からよく見える，信号の交差点ですね。 

      

https://www.city.toride.ibaraki.jp/koho/shise/kohokocho/kohoshi/kohotoride/2017backnumber/documents/koho_tori

de_170915_p6.pdf 

   

http://torideseitoku-tblog.jp/mizukoshi/7489
https://www.city.toride.ibaraki.jp/koho/shise/kohokocho/kohoshi/kohotoride/2017backnumber/documents/koho_toride_170915_p6.pdf
https://www.city.toride.ibaraki.jp/koho/shise/kohokocho/kohoshi/kohotoride/2017backnumber/documents/koho_toride_170915_p6.pdf


国道６号下りの桑原や， 

寺原，茨株，岡方面から， 

常福橋の「止まれ」の Y 字路を経て， 

    

本校へ来ることがよくある方は， 

交通規制についてよくお読みを， 

いただいていた方がよいようです。 

    

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

9/15 の朝７時頃。 8/29 に続き２度目の 

北朝鮮のミサイル発射を知らせる 

J-アラート（国民保護に関する情報）。 

登校途上の生徒も多かったはずです。 

   



 

    

我が家では，家内が二人の子（高校生）を車で取手駅まで 

送り届ける際．取手駅東口まであと 200～300ｍ， の 

辺りを走行中に，３人ともスマホにこれを受信し，驚嘆。 

        

道路の歩道を見ると，駅東口へと歩いていた人々が， 

駅を目指して速足か小走りになり始めていた・・・と， 

などなどの様子を，駅から戻ってきた家内から・・・。 

    

やはり， 通勤通学など，点から点への 

リンクの移動途上に遭う非常事態に， 

神経を尖らさざるを得ません。 

      

そういうわけで，きょうは一日中， 

演歌に詳しくない自分の頭の中に， 



森進一さんの唄う，ある岬を題した名曲の， 

唄い出しとサビの部分が，延々ぐるぐると・・・。 

    

「何もない・・・」 なら， いいですねと， 

書くのは簡単ですが・・・。 

     

■ 
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2017/09/22 

卓 423 身近な分水嶺 

目を凝らすと富士山がそれとなく見えた， 晴れの日。 

    

 

（ 2017/9/21  10:44 ） 

   

山影は残念ながら，撮れていません。 

   

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

      



    

ここに降った雨水は， 

太平洋へ流れるのか，日本海へ流れるのか。 

    

そのどちらに向かうかの境目となっている 

山脈や尾根のことを， 

分水嶺（ぶんすいれい） といいます。 

     

 

   

これは，南アメリカ大陸ですね。 

   

川の流れが，どの海洋に流れ出るかの境目，分水嶺を 

赤い線で表してあります。 



太平洋への川と， 大西洋への川の分水嶺の実体は， 

急峻で長大な，アンデス山脈にほかなりません。 

  

  

   

例が遠すぎる場所でしたので， 日本の例を。 

     

本校の中・高どの学年も，長野県の佐久市で宿泊学習がありますね。 

滞在する場所は， 川の流れが信濃川を経て新潟市へ向かい， 

日本海に流れ出ています。 でも，利根川や荒川などの 

関東地方の川は， 太平洋側の海に流れ出ていますよね。 

   

ということは， 

北蓼科へ向かう途中のどこかで， 

太平洋への川と，日本海への川への分水嶺があるはずです。 

どの辺りが分水嶺なのかといいますと， 

    

群馬・長野の両県境です。 標高の高い山脈が分水嶺となっており， 

中山道（なかせんどう）の碓氷峠（うすいとうげ）は，その１地点の例です。 

宿泊学習の帰途でいただく 「峠の釜めし」 も， 

難所であった分水嶺を越える， 鉄道の駅弁として生まれたものでした。 



     

あとから建設された高速道路（上信越道）や北陸新幹線の場合は， 

ここの分水嶺を，少し長いトンネルでくぐりぬけてしまいます。 

     

ここまでは，地形の分水嶺のお話でした。 

   

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

      

  

では今度は，地形ではなく， 

出発地から目的地まで何通りか経路（ルート）がある場合に， 

どの経路を選択するのがいちばんいいのか（合理的か）を， 

分水嶺をヒントに考えてみましょう。 

    



 

   

学校の近くを， 

ＪＲ・取手駅と，ＴＸ（つくばエクスプレス）・守谷駅を結ぶ系統の 

路線バスが通じています。 

途中，つくばみらい市の谷井田（やいた）などを経由し， 

運行する道のりは 18.2 km です。 

    

この路線の沿線から， 

都心へ向かう場合（逆に，都心からこちらへ向かう場合）に， 

ＪＲ取手経由，ＴＸ守谷経由のどちらが合理的なのか。 

取手回りか，守谷回りかの分水嶺は， 

この 18.2km の路線の，どのあたりなのか。 



    

考えてみましょう。 

    

近さとは，m や km で表す ① 距離（道のり） だけとは限りません。 

   

何分かかかるのかという ② 所要時間（時間距離）  

も近さの指標になりますし， 

いくら￥かかるのかという ③ 運賃（費用） 

の安い・高いも，決定要因としては重要です。 

     

そこで，都心から少し離れていますが， 

ＪＲ常磐線，ＴＸの両線とも通じている北千住駅（足立区） 

からの ①道のり，②所要時間，③運賃 のそれぞれについて 

調べてみましたところ， 

   



 

    

①   道のり の分水嶺は， 

北千住駅から 40.3 km の地点で，バス停では， 

「外記新田（げきしんでん）」 と 「すみれ野団地入口」の間に。 

    

②   所要時間 の分水嶺は， 

取手，守谷のどちらから来ても， 

北千住駅から 42 分（最速便）＋（乗換時間） である 

「外記新田」に。 

   

③   運賃 の分水嶺は，どちらから来ても 

北千住駅から 1,100 円 となる 「稲豊橋（いなとよばし）」に。 

   



という結果となりました。 

    

道のり，所要時間では，ほぼ同じ地点が分水嶺となったのに対し， 

ＴＸの方がＪＲよりも若干運賃が割高であることもあり， 

運賃の場合だけ，分水嶺の位置は， 

守谷側へ偏る傾向が現れた格好となりました。 

    

つくばみらい市の谷井田地区にお住まいの方は， 

都心方面への移動に，守谷，取手のどちらに出るか， 

その時々により選べる余裕に恵まれているといえます。 

  

 

（ 外記新田（取手方向） 2017/9/24  16:59 ） 

     



∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

      

    

そんな，取手・守谷間を結ぶ， 

学校の最寄りの路線バスに，刺激的なニュースです。 

9/16（土）からダイヤが改正されまして， 

    

 



 

（ 山王局前 2017/9/22  17:08 ） 

（同日より，交通系 IC カードも全便で使用可能となりました。）  

  

日中は毎時３～４本あった便の本数に， 

かなりの見直しが図られています。 

４割ほど減便。 

車社会ならではのこととも思いましたが， 

       

当方の出身地・市川市の路線バスも， 

もう２０年ほど前に， 車の交通量の激増により， 

バス運行の定時性が保てなくなったという理由で， 

国道 14 号など幹線道路の一部区間のバス路線が 

廃止された例も見てきましたので， 



    

こうした便の削減が，必ずしも， 

自家用車への依存度が高いような地域だけに 

限定される話ではないのだということも確かです。 

     

車の運転がまともに出来ない年齢になったら，自分の生活は 

どのようになってしまうのかとイメージすることもありますが， 

今後は公共交通の利便性もますます先細りになり， 

経路選択の分水嶺を上記のように解明する意味は 

希薄になっていくのかもしれません。 

  

■ 

  

 次の図はお寄せいただいたコメントに合わせた内容になります。 

  



 

1 コメント  

コメント一覧 

 1 

車社会の料金見直し（つまりは高速料金）も進んでおります。  

昔は距離で料金が決まりましたが，最近はどのルートを使っても（外環・圏央

道・北関東のどこを通っても）同じになりました。  

首都圏への車の流入を減らす目的があるようです。 

その結果，不思議なことが起こりました。  

この地域から佐久を目指す場合の ETC 料金を比較します。（ ）内は料金で

す。 

平日は安い順に  

①柏(5270)，②常総(5400)，③谷和原(5530)，④谷田部(5840)です。 

これはほぼ納得です。  

ただ，常総インターができて，ついつい圏央道を利用しがちですが，柏から外

環経由の方が安いという点には注意が必要。 

一方，休日はなんと，  

①常総(3890)，②谷田部(4090)，③谷和原(4360)，④柏(4410)となるのです。 



つまり，外環を利用する場合，最南の柏よりも最北の谷田部インター利用の方

が安い･･･。  

しかも，常総からつくば JCT→谷田部→谷和原→柏  

谷田部を経由して外環を目指すとしても，それが一番安いという･･･！  

常総か柏かで 520 円も差が出ます！ 

高速料金節約に，「1 つでも先のインターを」と 1～2 区間一般道を走ったりする

ことのある私ですが，  

柏トリックには注意が必要。 

休日の高速は，出かける前にハイウェイナビで要確認ですね。  

ご利用は計画的に！  

by: Ｇ藤, on 2017/09/23  

コメントを書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/09/29 

卓 424 秋空模様 

     

月曜日の午後７時半過ぎ，学校。 

帰り際，駐車場まで来てみると， 

  

 

（ 2017/9/25  19:39 ） 

    

筑波山の方向に稲妻が連続。 

   

雨雲の分布を示すサイトを見ると， 

   



 

   

まさに筑波山の一帯で猛烈な降雨。 

これが南へ，取手に向けて移動の予報。 

  

少し経ち，  

   



 

   

雨雲は南方向だったのが， 

途中から常磐道に沿って南西へ進んだようで， 

取手の自宅の方は，多少の雨で済みましたが， 

   

柏に住む卒業生からは SNS にて， 

帰宅途中に雷雨に遭い， 

びしょびしょになってしまっているとの報。 

    

取手をよけて進んだ雨雲に向けて 

若干いだいてしまった安堵や感謝の 



気持ちはさすがに吹き飛びました。 

    

先週土曜に彼岸も過ぎたものの， 

   

 

（ 9/28  17:17 ） 

    

天候はまだ不安定。 

    



 

（ 9/29  13:35 ） 

    

木曜日は， 

新たな代の明和会長（生徒会長）と 

役員の皆さんのあいさつがありました。 

  



 

（ 9/28  15:36 ） 

   

１０月９日の聖徳祭（文化祭）が終わると 

５年生（高二）を頭とする新メンバーに交代。 

    

どの部活動や団体においても， 

現６年生によるリードで何が変わり，何が得られたか， 

まとめと結論が注目・要求される時季がやってきました。 

    

     

■ 
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2017/10/06 

卓 425 ふみ読む月日は百代の 

     

天気も気温も変化に富んだ週でした。 

金曜は１０℃台の朝と，夕方の本降り。 

    

 

（ 2017/10/6  18:01 文化祭も近づくと，帰宅途中にこの分野のお店に寄ることがあります ） 

     

でも，土曜や日曜の陽気は，半そでで十分なくらいでした。 

   



 

（ 9/30  12:43  守谷駅西口 守谷商工まつり開催中 ） 

  

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

     

火曜日。 

２５期の卒業生の YA さんが来校。 

中１時代の地理でご縁がありました。 

   



 

（ 10/3  14:41 ） 

   

理系の大学・大学院ののち，次年度から 

大手化学メーカーに進むことになったことのご報告。 

    

でも，そんなに歳月は経ってもいないのに，YA さんの元担任の 

先生方は，松戸校（秋山校）へ交流研修（異動）となっていたり， 

   

大学受験物理の指導を受けた新井先生や， 

教頭先生となった張替先生，岩崎先生は， 

今週はどなたも募集訪問活動で出張していたりなど， 

    

私学なのに，職員室に来てみたら，特にお世話になった先生方に 

なかなか会えない様子でした。 

   

励んでいた部活は，６月に他界された加藤隆司先生が顧問の 

室内管弦楽部でした。YA さんと加藤先生のお席の方を見ると， 



最近新たに生けられたお花が，お顔を照らすかのような輝きを。 

    

 

（ 10/3  14:47 ） 

   

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

     

６年生（高三；３３期生）。 

推薦入試，合格の報が少しずつ舞い込んでくる中， 

今週初頭，合格者数最多の大学の合格通知が。 

   



 

（ 10/5  15:10 ） 

   

木曜日，合格証書の授与式 ＠視聴覚教室。 

   

学部名とともに呼名を受け，  

「児童学部，・・・・・・・」 

「心理・福祉学部，・・・・・・・」 

「文学部，・・・・・・・」 

「人間栄養学部，・・・・・・・」 

「看護学部，・・・・・・・」 

「音楽学部，・・・・・・・」 

「短期大学部 保育科，・・・・・・・」 

「短期大学部 総合文化学科，・・・・・・・」 



証書と書類を受け取ります。 

    

 

（ 15:15 ） 

   

 

（ 15:17 ）（ 看護学部へ進む S さん 生徒代表のことばを  ） 



    

もちろんこの大学は，聖徳大学です。 

このあとの時期，公募推薦入試，一般入試などで合格者に加わる仲間も。 

     

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

      

     

学校は，文化祭（第３５回聖徳祭）の準備がたけなわです。 

   

こちらは，希望した保護者の方にお渡しをする「撮影許可証」づくりをする 

受付担当の生徒たち。   

    

 



（ 10/3  15:29 ） 

    

本年度，当方は，播磨先生と幾人かの先生方と共に， 

生徒玄関（昇降口）に設置される，受付の担当に付くことになりました。 

   

各団体の演技や会場の設営の様子は， 

ネタ晴らしになってしまうので控えさせていただきますが， 

学校 HP には数日前に一覧がアップされましたので， 

ご覧ください。 以下はリンクです。 

   

展示・企画 一覧 

https://www.seitoku.jp/toride/2017/10/11643/ 

   

10/9 演技・演奏発表 一覧 

https://www.seitoku.jp/toride/2017/10/11624/ 

  

10/9 模擬店（食堂）のメニュー 

https://www.seitoku.jp/toride/2017/10/11639/ 

  

https://www.seitoku.jp/toride/2017/10/11643/
https://www.seitoku.jp/toride/2017/10/11624/
https://www.seitoku.jp/toride/2017/10/11639/


10/9 （入試説明会）入試概要説明と個別相談 

https://www.seitoku.jp/toride/2017/09/11606/ 

 

  

   

毎年大勢の方々にお越しいただいております 

「一般公開日」 が今年は， 10/9（月・祝） の開催です。 

  

その前日，10/8（日）は， 

生徒と保護者世帯の方々限定の 「内部公開日」 となります。 

    

「一般公開日」は，  

チケット（入場券）と，スリッパなどの上履き， 

撮影許可証（希望世帯に過日お渡し済み）をご持参いただきますが， 

     

チケットをお持ちでない方，スリッパ貸し出しをご希望の方， 

撮影許可証を当日ご希望の方に対しましては， 

当日お越しの際に，受付にて手続きをおとりいただくなどの 

対応をさせていただきますので，ご理解・ご協力をお願い致します。 

    

https://www.seitoku.jp/toride/2017/09/11606/


「内部公開日」にお越しいただく在校生保護者世帯の皆さんは， 

スリッパなどの上履き，  

撮影許可証（希望世帯に過日お渡し済み）をご持参いただき， 

  

生徒玄関の受付（係が無人の時間帯があります）にて，  

保護者会のときと同様に，お子様のお名前の所に○印をご記入いただき， 

校舎内にお進みいただくようになります。 

スリッパ貸し出しご希望の方は，セルフサービスでスリッパ入れの箱から 

お持ちいただくようになります。 

   

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

      

     

日曜日，高田馬場。 

母校（中高）の文化祭開催日の夕刻に， 

部活の OB 会が開かれました。 

   



 

（ 10/1  15:52 ） 

   

別学だったため， ALL 野郎の４６名。 ６４歳から２０歳まで。 

先輩後輩の年齢差も，適度な気遣いがあれば十分に交流できる部活です。 

世代が異なれど，お互い解る話で談笑，あっという間の３時間で一次会。 

   

 

（ 10/1  18:56 ） 

  



ちなみに，その部活は，柔道部，剣道部，弓道部，書道部とともに， 

道の字で終わる５つの部の１つで， 

字面を見ると，５部の中では最も硬い印象の漂う部名でありました。 

   

なお，この学校では卒業期を 「回生」 で数えておりまして， 

１２年歳上の先輩（７４回生）が立ち上げて， 

自分は８６回生，最も若い OB が１１９回生， 

その幅，じつに４５年。   

   

でも，もっと歴史の古い部活もありますので，まだまだです。 

    

 

（ 10/1  22:16 ） 

   

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 



      

           

この日曜の昼は， 

我が家の子等の，通学定期券の継続購入のために， 

取手駅へ。 

    

 

（ 10/1  13:26  東口  ） 

   

数年前の１０月上旬，上の子の継続定期券の購入をうっかり忘れてまして。 

   

昔だと，期限切れの定期券をうっかり使おうとすると， 



駅員氏（バスだと乗務員氏）に片腕摑まれ，叱責されるというパターンが。 

   

今では，期限切れをうっかり忘れると， 

スイカ，パスモ（交通系 IC カード）などに予めチャージ（入金）されている 

残額から，乗車区間分の普通運賃が利用の都度， 

自動改札機で差っ引かれ続け， 

    

残額が底を着いて，「ピンポーン、がしゃ！」 とかいって， 

自動改札機に行く手を阻まれた時にはじめて， 

期限切れプラス，全然割安ではない運賃の支出を知らされる 

というあたり，随分とメカニカルなショックに換ったものです。 

     

というわけで，数年前の１０月， 

３日間ほど普通運賃を引かれていた影響で， 

上の子の定期の期限は，１２日。 

      

下の子のは 10/10 始まりで，６か月定期， 

上の子のは 10/13 始まりですが，６か月買う訳には 

いかないので３か月定期。 

しめて５万１千円ほど出ていきました。 

   



 

（ 13:31 ） 

  

 

（ 13:31 ） 



   

というわけで，駅前広場に面する 

アフガニスタンにある世界遺産と同名の 

中華のファミレスチェーン，B でのお昼と。 

   

 

（10/1  12:40 ） 

   

陽射しの強い時間帯でした。 

そのため，広場の見下ろせる窓際の席は多少暑くも 

感じましたが， でもそれは，階下（真下）にあるお店が， 

   



 

（ 10/1  13:04 ） 

   

「熱烈中華食堂」 を名乗るチェーン，Ｈ 

から来る熱さ，に因るものだったかもしれません。 

    

■ 

1 コメント  

コメント一覧 

 1 

先日はありがとうございました！  

長時間お邪魔してしまいすみませんでした。  

在学中、いつでも帰れる場所があるのが私学の良さ  

といったことをおっしゃっていた先生が  

いらっしゃったと記憶しています。  

その良さをやっと感じられるようになったのですが  



お世話になった先生方には会えず…。  

ちょっと寂しかったです。 

急な寒さについていくのがやっとの日々ですが  

先生方、どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。 

by: YA, on 2017/10/20  

コメントを書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/10/13 

卓 426 変化に富む日々 

寒暖の起伏に気を惑わされる週でしたが，  

やはりこの日は好天でした。 

   

 

（ 2017/10/10  15:34 ） 

     

１０月１０日。 

1999 年まではこの日が固定で， 

国民の祝日・「体育の日」でした。 

   



 

（ 10/10  14:29 ） 

    

学校は，聖徳祭（文化祭）の日の代休。 

保健室（細谷先生と佐藤先生）からのプリントには， 

   

 



（ 10/4  7:55 ） 

  

１０月１０日が， 「目の愛護デー」であるとも。 

たしかに，数字を並べ替えると，目と眉毛のように見えます。 

ちなみに以前，「愛護」の部分を言い間違えて，赤面だったっことが。 

・・・どうよんでしまったのかについては，ご想像にお任せを致します。 

    

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

     

週末の１４日からＪＲがダイヤ改正をするというので，取手駅へ。 

定番の定期入れサイズの時刻表を西口にて入手。 

   



 

（ 時として WEB よりも便利な場合があります。） 

    

現行と比較しますと， 

過日の関鉄バスのような本数の激変こそありませんでしたが， 

上り（上野・品川方面）の便の内容が，大きく変わっていました。 

    

特に，今まで朝の 7:18 発まではなかった品川行（上野東京ライン）が， 

５時台，６時台にも土浦方面発の便で走るようになったのは，大きい変化です。 

品川行なら，品川での乗り換え１回（常磐線→京急線）だけで羽田空港へ行けまし

て， 

今度から，朝早くても，この方法で羽田空港に向かえるようになります。 



   

かつて羽田空港へのアクセスといえば， 

「浜松町からモノレールで」の１通りしかないに近い，集中した状況でしたが， 

   

新幹線，上野東京ライン，京急線，将来はリニア新幹線が乗り入れる 

品川駅の利便性も，かなり買われるようになり， 

今や水戸・日立方面の方々も，「品川から京急で羽田へ」のルートを選択。 

極度の集中よりも適度の分散には，安心感があります。 

    

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

     

第３５回・聖徳祭。 

10/9（祝）の一般公開日。 

  



 

（ 10/9  11:49 ） 

   

今年はほとんど生徒玄関の 

一般受付に張り付いておりましたので， 

生徒の皆さんのパワフルな発表現場を例年ほど巡りきれなかった中， 

   



 

（ 10/8  16:47 ） 

   

このポスターで鑑賞させていただいたのが， 

外装と内装の，「装飾デザインコンテスト」。今年から。 

     

褒められるシステムができたことと， 

去年の６年生に，秀逸で燦然とした外装があった影響などもあってか， 

準備日に廊下を歩いてみたら，多くの参加団体の外装づくりに， 

例年になかった雰囲気を感じ取りました。 

   



 

（ 16:46 ） 

   

大多数の団体において， 

慢性，惰性は払拭され， 

創意，熱意にあふれた空間づくりが。 

しかしながら，撮りそびれてしまいました。 

    

受付の話に戻りますが，ここのいいところは 

来校してくださった卒業生や元本校教諭から， 

声をかけやすかった，かけられやすかったこと。 

職員室には，育休中のＦ先生もご家族３名で顔を出してくださいました。 

    



 

（ 12:03  ２４期生 と２６期生）            （ 12:17  １１期生 ） 

  

 

（ 14:49 ９期生 ）                    （ 15:02 ２９期生のご両親と元教諭Ｙ先生 ） 

  

 

（ 14:58 ９期生と日下先生 ） 

      



やはり，おひさしぶりトークが始まると， 

時間の感じ方が日常のものとは激変します。 

校内のそちこちで。 いいものです。  

かけがえのない時間と場所です。 

      

夕方。 お片付けも終わり，体育館では閉会式。 

   

 

（ 17:16  役員の交代で旧会長生徒に花束贈呈 ） 

   

いつもと違い， 外は夕闇。 

終わりの一礼に，皆深々とお辞儀しました。 

非日常の日々から得られた教訓を，一人一人が得ています。 

  



  

 

（ 17:36  私もこの直後に深々と。） 

    

  

数日後， 深まる秋色に染まり始めた前庭にて， 

卒業アルバム用の写真撮影が進んでいます。 

   

 

（ 10/12  8:19 ） 

   

こちらも終わって深々と。 



   

 

   

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

     

政局はどう変化するか。有権者に係っています。 

で，１０月２２日（日）は， 

   



 

（ 10/10  15:53 ＪＲ藤代駅南口にて ） 

    

衆議院解散（9/28）に伴う， 

衆議院議員 総選挙，ですね （最高裁判所裁判官国民審査も同時実施）。 

   

   

8/27（日）の茨城県知事選挙に続き，これが 

人生２度目の投票となる高校三年生も一部にいることになります。 

   

性別，納税額に関係なく，参政権が与えられることを， 

１８歳の段階で実感するのはもちろん， 

各政党や候補者の考えを，自己が比較検討し，投票に臨む責務も， 

同等に実感すべきところです。 



    

■ 

  

（オマケ掲載・準備中） 

     ↑と記しましたが，次週以降に致します。ごめんなさい。  

     なお，ご想像の語が「保養」だった方，ドンピシャです。  

 

0 コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/10/20 

卓 427 面倒克服 

１０月もあっという間に。 

今週は，中間考査ウィークでした。 

作問も一段落した水曜に午後半休。 

パサール守谷へ。 

    

 

（ 2017/10/18  15:38 ） 

  

常磐道の守谷ＳＡ・上り線に， 

一般道で裏口から。 



  

 

（ 15:55 飼い犬くんを構内のドッグランに連れてきまして… ） 

  

ソフトクリームに行列するような季節も終わり， 

     



 

  

   

ハロウィーンムード，全開。   

学校・事務室の前にも…， 

   

 



（ 10/20  19:36  もっと明るい時間帯に撮らないと… ） 

   

TRICK-OR-TREAT， 出現！ 

この場所は，靴下やバスのチケットなどの購買窓口。 

   

 

   

やってきた生徒の皆さんの目の前には， 

２体 （←第２体育室のことではない） の南瓜の内側に， 

満腔のキヤンデエが。 

   

窓口の事務室の先生に向けて， TRICK-OR-TREAT！ 

などと絶叫する光景が，あす以降続出し始めるか否か。 

   



金曜でひとまずテストも終わりました。 

ハッピーハロウィーン。 

   

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

     

１０月にはいって， 

近年おなじみとなった．都道府県の魅力度ランキングが。 

Web で検索していただければわかりますが， 

５年連続で茨城県は， 第４７位が決定しました。 

     

これはなかなかできることではありません。 

     



 

（ 2017/5/2  18:24     これより 茨城   ） 

    

ポジティヴ（前向き）にとらえるのであれば， 

このことを売り （セールスポイント） にしていこうという 

発想や構想も報道されてきたりもしておりますが， 

改善すべき課題と向き合う態勢も非常に重要です。 

    

私も茨城県民ですので， 

少し，考えてみることに， 魅力度最下位 茨城県。 

    

まっさきに思うことは， 「面倒臭さがりやさん」 が， 

世代を問わず，他県等に比べて多そうな気がします。 

      



これを欠かしたら，普通ならトラブルになるであろう 

というステップを，なぜか省略してしまう，など。  

そしてトラブル発生へ。 

    

「お互いに認識できているんだから 

（肝心なステップを省略したって） 大丈夫。」 （≒「まぁいがっぺ。」） 

とした省力や分析不足が， 残念ながら裏目に出てしまい， 

   

売り込むサイドは，セールスポイントが 

追究不足のまま，アピール不足のまま，で前進し， 

    

一方で市民の側は， 自身がどう映っているか未把握なまま， 

（列車内や公道上ほか） 公共の場におけるマナーの欠如や， 

ぞんざいと受け止められかねない，会話コミュニケーションなどが， 

どれくらい驚きの目で見守られているかを認識しているか。 

   

しまいには公的な統計にも， 

交通死亡事故件数， 住宅侵入窃盗件数， 

自動車の盗難被害認知件数の多さ，などの数値結果などに 

事態の深層が及ぼす影響が露呈してしまっていたりなどし…。 

    



魅力度最下位を逆に売りにしていく場合にあっても， 

上述の点の認識が，面倒臭くて省かれたまま 

進められたりしていては本末転倒ですが， 

本県は長いこと，学術研究・科学技術の県ですゆえ， 

おそらく，こうした難点を停滞・放置をさせることはないでしょう。   

   

    

  

中高生時代は， 面倒臭さそうなことを， 

面倒臭いとは感じなくなるようになるまで学び続けるところに， 

過ごす意味があります。 

     

イライラ，クヨクヨ まで激減でき，内なる幸福に接近できるでしょうし， 

たとえそうでなくても， 彩りに満ちた自虐は 場を和ませます。 



   

“ Mendokusai ” が，  

既に誉れ高い “ Mottainai ” と同様の国際語に 

昇格してしまうことがないようにと，努めるべきところでもあります。 

    

自虐的な見解にお付き合いをいただきまして，ありがとうございます。 

    

    

■ 

   

0 コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/10/27 

卓 428 はれのち・・・ 

10/23（月）を臨時休校に至らしめた 

台風２１号の接近。 

    

 

（ 2017/10/22（日） 13:38 ） 

   

雨足が強まる中， 

衆議院議員選挙の投票所も予想以上の人影。 

  



 

（ 10/22  11:18 ） 

    

とはいえ，方々で賑わっていた期日前の投票数は過去最高， 

でいて，全体の投票率は過去２位の低さ。 

    

開票速報の夜と，台風通過の早朝が過ぎ， 

   



 

（ 10/23  11:38 ） 

     

曇天続きでした。 

久々に，秋空の筑波山と， 

   

 



（ 10/23  14:11 ） 

    

同じく，富士山。 

    

 

 

( 10/23  14:38 ) 



    

この日，初冠雪だったようです。 

    

休校の構内に入ると，  

   

 

（ 10/23  14:36 ） 

   

イチョウをはじめ，木々の落し物が多数。 

   



 

（ 10/24  12:26 ） 

    

前庭では警備員さん方が，隣接する寮の敷地では， 

寮監先生・寮母先生が掃き仕事に汗する姿が。 

台風一過のはれのち，くもり。 

    

水曜日。 

   



 

（ 10/25  12:50 ） 

    

鯖のごま味噌煮， ポテサラ， 具だくさん汁， ほか。 

   

 

   



サバの味噌煮は，隠れた人気メニューです。 

食後に，クラスごとの残菜置き場をいくつか見ましたが， 

大方のクラスで，サバのサの字も見当たりませんでした。 

もちろん，健康面で食べられない食材がある旨の届け出が 

年度はじめなどにあった生徒には代替メニューが出ます。 

        

その日の放課後。 自席で 

部活関係のデスクワークをしておりました。 

  

４時半くらいから，右足の人差し指が 

何やら痛み始めてきました。 

どこもぶつけたわけではないので最初， 

原因がわかりませんでした。 

   

７時半くらいまでの間に，痛みの範囲は 

その指の付け根あたりまで広がるのを感じました。 

びっこ引きながら歩かざるを得ませんでした。 

   

帰宅後，過去の古傷（軽い骨折とか，ひびの経験あり）か， 

それともよく言われる，痛風の発症なのか， 

スマホで検索していろいろ見てみましたが…， 



痛風なのかなぁ…とか思いながら，右足の痛み，増加。 

ちなみにお昼にいただいたサバは全然関係ありません。 

  

    

洗面所にクイックルワイパー （あ，商品名でしたね 

今日５Ｂのテスト返却で，無店舗販売の例を答える問題の 

解答で「アマゾン」とか「ジャパネット」などの通販（←正答例）を  

固有名詞だけ単独で答えるのは無効と説明した手前…），もとい， 

   

フロア拭き用掃除棒 （・・・）があったので，それを杖代わりに 

よたついて歩くと，家族中（犬も含む）から二度見の視線が。 

「家ん中きれいになっていいかも。」 などのねぎらいの 

言葉を背中に早々１０時に寝室へ。 

   

右足の先を見ても，皮膚は変色していなかったので， 

腫れているのかどうかもわからぬまま就寝するも， 

結局，痛みが全く引かずに寝床で８時間半経過。 

     

翌朝木曜は，早めに出勤し，１～４校時の授業を終えたら， 

内科受診に早退（午後有休）することを届け出まして。 

右足の痛みは，１ｍ行くのに２秒ほどかかる程。 



   

 

（ 10/26  12:29  ４校時終了数分後  社会科室 ） 

   

歩行困難なその日は，電子黒板の前に机・イスを置き， 

座ったままで授業を進めさせてもらいました。 

「大丈夫ですか？」とか，机・イスをセッティングしてくれたり 

といった場面に，心温まりました（ありがとう）。 

     

午後は内科へ。  

    



 

（ 10/26  15:17 ） 

  

診ていただき， 「痛風です。」  

９月の血液検査で既に，尿酸値の基準突破が 

明らかにされていましたので，原因は明確でした。 

もちろん，尿酸値の高まる食生活に原因があったわけですが。 

  

学校で，昨日・今日と話の流れでこれを話題にして， 

「痛風」 と聞いてうなづいた生徒が２～３割ほど。 

ご家族・ご親族で患った方がいるという人もいるでしょうし， 

将来，医歯薬看護系に進む方もいますよね。 

      



痛風は，プリン体（プリン塩基）とよばれる成分を 

食事などで摂り過ぎると，かかってしまう症状です。 

ちなみにプリン体は，あのデザートのプリンとは， 

語句の由来などの関係はまったくありません。 

     

普通だと，プリン体は体内で分解されて，尿酸となり， 

体外へ排出されますが，その限度を超えてしまうと， 

尿酸は体内に蓄積されてしまいます。 

   

一部の魚介類や，麦芽で醸造された飲料などに 

プリン体は多く含まれており， 

これらの摂取量の過多については， 

たしかに身に覚えが，あります。 

     

たまった尿酸は，とげとげしい結晶に変化し， 

体の底部，足などの組織（特に関節など）に集まると， 

骨折に匹敵する痛みを神経が感じて，ついに発症， 

という からくりと言われております。 

     



 

（ 10/26  15:31 ） 

     

ひとまず，処方してもらったお薬３種のおかげにて， 

痛みも半減し，金曜日はほぼ普通通りに授業が 

できましたが，  

    

木曜夜の入浴後に両足を撮って見ると， 

     



 

（ 10/26  23:10 お見苦しい画像を掲載しましてすみません。 ） 

     

右足の腫れは歴然としていました。 

   

相当痛かった前日夜（次の画像）は， 

まだ血管が少し見えるほど腫れは少しですから， 

腫れはだいぶ拡がってしまっています。 

    

 



（ 10/25  22:57 の右足  湿布付きでお見苦しい画像をすみません。 ） 

     

痛風歴のある，とある管理職の先生からは， 

このたびの痛風デビューを温かく歓迎されました。 

  

腫れてのデビューとなりました。 

    

■ 

   

お読みいただいている皆さんも，どうぞお気をつけください。 

  

2 コメント  
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4 年の保健，生活習慣病の単元で，生徒には「痛風」の説明をしております
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2017/11/03 

卓 429 イノベーションとオペレーション 

先週に続いて接近してきた台風は， 

     

 

（ 2017/10/30  7:42 ） 

   

房総沖を日曜夜に一気に通過し， 

   



 

（ 10/30  7:42 ） 

  

 

（ 10/30  7:49 ） 

    

まだ飽きるほど 眺めていない空の青さが， 



 

 

（ 10/31  7:55 ） 

    

語り合うに足る 澄み渡り具合いの 

今日この頃です。 

   



 

（ 10/30  8:34 ） 

   

定期考査や大きな行事のはざまでもあり， 

   

  

（ 11/1  11:23 ） 



 

   

適度なコンディションが維持できる日々でした。 

    

   

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

     

木曜日（10/2）は， 松戸校との２校で 

隔年で会場を交替して行われる， 

秋季合同研修会。 

    

今年は，松戸校 （聖徳大学附属女子中学校・高等学校） にて。 

    



 

（ 2017/11/2  9:39 ） 

   

高校生の日本史，世界史の参観と， 

途中で１０分ほど， 

    

 

（ 10:17  ６日胚の鶏卵から初期発生を観察 ） 



   

生物も参観。 

    

３年前の入学生から i-pad 使用が導入されてから， 

これを用いて，どのような力を伸ばす指導が可能かを 

検討するのが共通のテーマで，授業が公開されました。 

   

授業で使用する媒体として，古今東西南北， 

ボード（黒板など）の活用が一般的です 

 （南北は，南北問題の南北）。 

    

２０年ほど前に遡ると， 

    

ＶＨＳビデオテープに動画を教材として編集し， 

教室のブラウン管テレビで一斉に注視する 視聴覚教育。 

   

予め問題演習をプログラムしておいて， 

任意の時間に学習可能な ＣＡＩ（コンピュータ支援教育）。 

    

評価以降の部分のデータを校内で一元管理する 

教務システムの導入。 



   

などが，研修の題材にもよくあげられ， 

他のモデル校などで拝見させていただく機会もありました。 

     

2000 年代に入ると，ＷＥＢ（インターネット）や 

プレゼンテーションソフト（商品名 powerpoint など）が普及しますが， 

大人数で１人１台パソコンが使える教室を 

いくつも整備するのもこれまた難題。 

    

2010 年代には電子黒板が登場し，これが１台あれば， 

パソコンが何十台ある教室ではなくても， 

画像の拡大，プレゼン，書き込みなどが 

（Wi-Fi が通じていれば WEB まで），授業で展開可能になりました。 

  

 

（ 10/27  17:59  取手校・地理室の電子黒板。取手校では７室に設置。） 



    

そして同じく 2010 年代， 

i-pad の 1 人 1 台導入が伝播し始めます。 

    

今回は，この媒体の使用が定着した指導現場が舞台といえます。 

   

これは，パソコン教室に集まらなくても， 

授業のワークシートを指導者が生徒に送信， 

自分の答えを生徒が指導者に送信， 

宿題の送受信，宿題提出の送受信，添削結果の送受信など， 

双方向性の徹底度は，ＰＣ教室がハンディ化したと喩えてよいほどです。 

    

実験・実習の経過や，紙ベースのプリントの記録などで 

カメラも使いますし （体育や美術などでの使用が興味深いです）， 

何か文章を書く場合でも，おえかきモードで自筆で書きこんだり， 

キーボード同様の入力で打ちこんだりと，生徒の操作も手慣れています。 

    

「（導入した）最初の年は，さまざまな意見が寄せられて…」 

などのお話を聞いて，早２年が経ちました。 

生徒が帰った後の，社会科での話し合い（１１名）の場でも， 

普段からよく活用しているＭ崎先生が，実演も交えての説明ののち， 



   

「でも，（板書などの在来の手法とのちがいや効果などの）結論が 

 出るのは，３０年後ぐらいだと思うんです。」 

と結んでいました。 

    

たしかに，その日参観した日本史の授業（Ｉ田先生）の５０分間は， 

前半２５分の i-pad 使用， 

後半２５分の在来型（板書・プリント）の 

２つの時間枠の取り組み具合が対照的でした。 

    

２者に，どちらが上というような温度差はさほどありませんでしたが， 

個々に集中して i-pad に向かう状況の前半。 

板面（板書やＫＪ法）や指導者に全員が注視して， 

意見を言い合い盛り上がる後半。 

   

この２者の時間の配合比率に，効果のための鍵があるようです。 

    



 

（ 15:59   帰りに撮影。  きょうはありがうございました！ ） 

    

ただ，ビデオにしても，i-pad にしても， 

グローバルにみると， 先ほど「南北問題」と記したように， 

一部の国々に聞く，教育に飢えている地域や現場では， 

板面と紙面を用いての，識字や計算の指導がありきなのでしょうし， 

   

とはいえ，アフリカ諸国でモバイルフォン（携帯電話）が今や， 

通信ばかりか物の売買のために急速に伝播と普及が 

進んでいる状況などを見ると，先進工業国だけで 

汎用されるツールでしかないとは断言もできず…。 

    

さらには，学習し終わったあとに始末する廃棄物の量は… 



とか（ノートの山 ＶＳ 使用を終えた機材）， きりがありませんね。 

   

論じ合う題材は， イノベーション（技術革新）のたびに， 

受け止めるボールとして投げられてきます。  

現状チェックの意味でも，不可欠なノックです。 

   

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

       

大手コンビニの一つ，ファミリーマート。 

取手市内にあるのは８店舗。  

学校から１ｋｍのところには，「取手山王店」がありますね。 

    

 

（ 2017/11/3  13:25  「取手東四丁目店」 ） 

   



ファミリーマートの店内に入ると鳴る 

ラファドラソド～ ソラソドファ～ 

のメロディが，最近同店のＣＭにも載せてあり， 

「ファミマの入店音」として周知されているようですが， 

    

私にとってこの音は， 

   

 

（ 2017/2/11  14:59  つくば市  以前住んでいた場所周辺 ） 

（ 市制前日の 1987/11/29 までは，センターラインを境に左側が新治郡桜村，右側が筑波郡谷田部

町 ） 

   

２１歳（大学二年）から２７歳（本校勤務４年目）までを 

過ごしたアパートの，ドアホンで鳴ってたメロディです。 

入居した 1986 年，家賃月３万数千円の新築でした。 



    

歌詞的には，「だれかが，あら～，来ています～」 てな聴こえ方でしたので， 

鳴るや否や 「はいー」 とか言って歩きだしそうな条件反射まで覚えがあります。 

     

気になって調べてみると， このメロディを作曲した方は， 

家電メーカーのチャイム音を 1970 年代に担当されていた頃に 

これを手掛けて， 曲が誕生していたことがわかりました。 

（参考 http://portal.nifty.com/kiji/150526193643_1.htm  譜面も掲載されています。 ） 

  

これが，いつしか「ファミマ固有のもの」と思わしめるほどの 

存在に，どのようにして至っていったのか。 

これは，技術開発に因るものではなく，多くの店舗に採用・導入の末， 

「ファミマでよく聴く」 という共通認識が形成され，進展したものなのでしょう。 

     

     

同様に，特定の事業所のもののように馴染んでしまったものに， 

マクドナルドの厨房で，ポテトが揚がった際に鳴るメロディ 

ラソラッ ラソラッ ラソラッ 

（私の世代だとどうしても「みじめ、みじめ」という歌詞が脳裡に…） 

ですが， 

   

http://portal.nifty.com/kiji/150526193643_1.htm


これも本八幡から通勤していた頃（1990 年代）にときどき寄った， 

都営新宿線の出口のあるビル１階の小さな九州ラーメン店で， 

同じアラート音が聴こえていました。 

多分，麺の茹で上がりを知らせるものだったのでしょう。 

  

また，その当時に， 

「これ，マックのと同じ音だよ」 と思った記憶もなく 

（すみません，マクドと略する地域ご出身の皆さん，お付き合いください）， 

だいぶたって，まだうちの子らが小さかった 2000 年代，マックで， 

「あれ，前にあの九州ラーメン屋で聴こえていたのと，同じ音が聴こえる。」 

    

これも調べてみようかと検索してはみましたが， 

すぐには詳細がわかりませんでした。 

でもこの音も，ファミマの入店音の場合と同様に，おそらく， 

    

飲食店用・厨房機器メーカーで製造する， 

茹でたり，揚げたりする機器の技術革新の途上， 

どんな現場でどんなスタッフが手掛けても， 

極力均一な品質を保てるようにと，研究・開発の末，製品化された， 

電装分野の音響アイテムなのでしょう。 

   



 

（ 11/3  13:30 ） 

      

ファミマに入る時の音， マックでポテトが揚がった合図， などなど，  

気づけば，どこにでも，だれにとっても， 

毎度お馴染みとなった商業的・技術的シンボルには， 

あまり話題にはされてこなかった，地味な誕生秘話というものがあるようです。 

      

    

■ 
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（ 2017/11/5  14:40 ） 

    

黄葉も盛りの日曜日。 

  

 



（ 11/5  13:28 ） 

    

日米首脳会談で週が明け。 

    

 

（ 11/8  7:53 ） 

   

乾いた落ち葉をシャリシャリと踏む朝。 

まだ息が白くなるほどの冷え込みではありません。 

    



 

（ 11/9 12:51 ） 

    

お昼も秋らしい献立が続き…。 

   

 

（ 12:52  くりおこわ 鯖の塩焼き 味噌肉じゃが ほか ） 



     

とはいえ，立冬もとうに過ぎ，  

  

冬の接近を感じさせる風物詩の一つが， 

  

今朝，我が家に…。 

  

  

  

   

 

（ 11/10  7:05 ） 

   

届いていました。毎年恒例，やや早め。 



   

 

（ 7:06 ） 

     

 

（ 7:07 ） 

   



十代後半の元ちびっこたちが 

おもむろに開いて見ています。 

「 おもちゃの進化（！） を見ている。 」 

と言っています。 

    

たしかに，見えているものは， 

以前は最新鋭だったものが 

いつの間にかレトロになっていることを 

深く実感する世界なのかもしれません。 

    

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

       

       

５年生（高二）の修学旅行が近づいてきました。 

     

毎年，５年生の地理 A の授業では，出発前の授業で 

「景観観察と読図の演習」 と題した地図帳冊子を配付しますが， 

      



 

 （ 青線は 16 世紀以降のポルトガルやオランダとの交易ルートをイメージした線 ） 

  

今年度は思い切って，数日かけて全面改訂を行いまして， 

今日の授業でお渡ししました。歓んで受け取っていただけたようです。 

  

 



    

国土地理院発行の地形図の複製は， 

授業や実習など，学校教育の場では認められているのですが， 

近年は，紙に印刷された地形図（縮尺５万分の１，２万５千分の１など） 

の発行が，以前ほどの頻度で更新されなくなってきました。 

  

 

      

２万５千分の１以外の縮尺の地形図や地勢図は， 

2009 年を最後に，新版が発行されなくなりました。 

授業の副教材として購入してきた５万分の１地形図も， 

今年度から購入をやめました。 

    



 

    

そのかわり，web サイト「地理院地図」   

  

https://maps.gsi.go.jp/ 

  

は自席の PC で， 

国内のどの地図も，縮尺自在で閲覧でき， 

  

書店や地図店，ネット通販で買う必要もなく…。時代は変わりました。 

更新もまめにされ，最新情報が反映され， 

プリントアウトやデータ保存まで可能です。 

   

https://maps.gsi.go.jp/


 

   

印刷のための版を作り直すことよりも， 

GIS （地理情報システム） でデータ管理することの方が， 

かさばることなく低出費で確実に地理情報が更新できるはずで， 

やっとそれが，（ほぼ）全国各地分を扱える段階になったのです。 

    



 

   

というわけで，５年生に配付するこの冊子は，今度から， 

紙ベースの国土地理院・地形図の使用ではなく， 

web サイト「地理院地図」の図の使用に，進化した… 

だと大げさですよね，バージョンアップをさせていただいた 

というわけです。 

    



 

   

進化の如何はさておいて， 

秋の深まりの中， 

旅先で耳や目にするさまざまな情報を， 

自分の中でどのように解釈するか。 

   

認識の深化に期待を寄せたいと思います。よい旅を。 

   



 

    

■ 
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