
2009/08/21 

卓 001 お暑うございます 

 八月下旬  。関東は、梨の直売 たけなわの季節です。 

..................................................................... 

 切り分けていただくもよしですが、輪切りを韓国冷麺にひたして、

キムチと絡めて食べるのもお気に入りです。 

..................................................................... 

 さて、当サイト・プロフィール自己紹介の、 

「嫌いな食べ物，  なし。  」の「なし。」を、 

「梨。」とお読みになった方！ 

  

 申し訳ございません。上記のようなわけで、 

 「無し。」の意味でございます。 

................................................................................... 

 ちなみに一番よくいただく果物は、 

ア○○○です（これは国産ってあるのかな。種を水につけておいたら、芽が健やかに

伸びてます。）。 

................................................................................... 

 取手聖徳中高・社会科（おもに地理）、水越卓治 と申します。どうぞお手柔らかに、

宜しくお願い申し上げます。 
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2009/08/28 

卓 002 きょうも講習日和 

↓ この夏 遠出 しなかった水越の記事になります（2009/8/24）。  

  

 講習日和 （こうしゅう びより） 

 「やってきたのは，井の頭線・『駒場東大前』。 さて，どっちへ行こうかなー 。  

  

 きょうの講習の会場は，淡島通りに面した漢字１３文字の某学校。 

３０時間ある講習の，ラスト６時間の会場でありますなー。 

  

 なになに，安倍政権のときに成立した教員免許状更新制。 

 本格施行したのが今年２００９年というわけですか。 

 これ以後,その年の３４歳，４４歳，５４歳の先生方が計３０時間  

の講習に励むわけなんですな。 なるほどー。  

  

  



 私事ですがこの学校，１９８８年にみっちりと３週間, 

教育実習をさせていただいた，教員生活源流の地。 

 ううむ…。 

 おやおや，当時お世話になった地理の BON 先生。 

 なになに，今は定年退職後，Ｔ大学の先生。 

 ううむ。２１年経ってしまったんですねえ。   

  

当時は「インテリジェントビル」としてまだ真新しかった 

７号館も，まだまだ輝きを保ってますなあ 。 

明日を担う若者たちも，とてもいきいきとしています。 

  

 １０年経ったらまた更新！？ 輪廻のような更新制度は， 

賛否両論きこえてくるけれど，十分に楽しく受けられたなあ。  

 …今日も，講習日和！  」  

 （※ 日テレ・木曜夜のミニ番組との関係はございません。） 
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拝見いたしました。10 年に一度とはいえ、実務を担当されている身での 30 時

間を作り出すのは大変なことでしょう。でも、初心などが振り返れる事はあえて

時間を作らないと出来ないものかもしれませんね。 

by: むらかみ＠てつ, on 2009/09/27  

 2 



 むらかみさん ありがとうございます。  

 たしかに，時間を費やした分，収益と解釈していますが，受講該当年の先生

に，裁判員の指名とかまで来ちゃったら，生徒にも影響してメチャクチャ悩みま

すよね。また，今後の政局で，この制度が改廃されうることも非常に気になる

ところで，ちょっと複雑です。 

by: 水越卓治, on 2009/09/28  

 

2009/09/04 

卓 003 取手のﾈｰﾑﾊﾞﾘｭｰ 

  

「お電話一本，本格□□をお届けいたします。」 

 食べ物の大手宅配チェーン。メニューのチラシが我が家に。 

 空腹時とかに見ちゃったらもう大変 。どうやら先月新たにお店ができたようで。 

 店舗数がということで，「ＮＯ．１ 宅配□□」という書き添え。「ナンバーワン！」というフレー

ズは，やはり目にとまります(写ってませんが)。 

  

 店名は「○○○○ 守谷店」。ああついに，取手市への宅配は，

隣の市のお店から来るようになっちゃったのね・・・と思ってたら，そうじ

ゃなかったんですね。お店の所在地表記は，なんと取手市内。あと

300ｍで守谷市といった場所。 

  

 ついに，出ましたね。 

 ネームバリュー（名前の価値や効果）で，「 取手 ＜ 守谷 」と

直接宣言している事例が。 



 守谷市に２００５年のＴＸ（首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線）開通以後，相対的に

「 取手 ＜ 守谷 」ととれる様相は，両市における商店の増減を及ぼしました。 

 ですが，ここまではっきりとネームバリューの違いが明記されたのは，もしかしたら初めてかも。 

  

 以前はこれとは逆に，「取手△△△△」と，「取手」を冠した事業所さんが守谷市内（取手

市境近く）に見られました（健在です）。こちらは，「 取手 ＞ 守谷 」の時代の表われ。 

  

 「とって」じゃなくて「とりで」と初めからよんでもらえるだけの知名度はあり，常磐線や千代田

線のホームでもかなり見かける地名，「取手」（実は小田急線でも見かけます）。 

 来春に校名変更を控えた「取手聖徳女子中高」(←新校名！)も，市内の各校さんととも

に，取手にある名門校群として誇り合える学校の一として，「文教都市・取手」，「学術文化

都市・取手」としてのネームバリューを高めてゆく使命が・・・・・・・・・・・，あると思います！ 

  

 （追伸） 9/4 から長野県佐久市春日温泉にて，４日間の宿泊学習「望月校外学習」に

滞在しているみなさん，どうぞ，よい日程でありますように！ 
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2009/09/11 

卓 004 脱 命令・脱 禁止 

▼ 「卓 001」でお話ししたア○○○の芽です（8/22 撮）。  

  

  本題。 



 親や教師が子になにかを言い聞かせるとき，指示するときに使ってしまいがちな表

現といえば，「命令」や「禁止」。「～しなさい。」，「 ～しちゃだめ。」など，もう定番。 

  

 でも，こうした角の立つ言い方を，少しでも柔らかなものに替えてみるなら，どんな言

い方がいいものなのか…。我が家でちょっと前に，やや真剣にいろいろと考えてみま

した。あれこれ言いながら，ゆきついた言い方はこれです。 

  

  

  

 「 ～しちゃったり なんかして。」  

   

  

それは，本校でも団塊の世代の某先生もたまに使っている，よくもわるくもその場を和

ませる，好感もてる言い回し。 

  

  

  用例その１ 肯定文 

  

◆ 「○○ちゃん。早くテーブルの上，かたしちゃったりなんかして！」 

◆ 「早く整列しちゃったりなんかして。」  

  

 「かたしなさい。」，「整列しなさい。」に比べ，耳ざわりがややソフト。 

 ちなみに，「かたす」は「かたづける」の意味（東京近辺限定？）。  



  

  

 この，「 ～しちゃったり なんかして。」構文の解釈です。 

 本来，「 ～してしまったりなどしていたら，おかしなことだ。」という意味で，冗談など

でよく使われているものですが，ここでは無理やり， 

「 ～してしまったりなどしていたら，最善であるにちがいない。」 

という意味にかえて読んじゃったりなんかして。 

  

  

  用例その２ 否定文 

  

◆ 「○○ちゃん。はだしのまま，外へ出ちゃ，だめだったりなんかして！」 

◆ 「授業に遅れてちゃ，だめだったりなんかして。」 

  

  

 「 ～してちゃ，だめだったりなんかして。」という構文で， 

 「 ～してしまっていては，違反だったりなどするにちがいない。」という意味として使う

ようにします。   

  

ではここで念のため，「～しちゃったり なんかして。」の品詞分解です。 

  

 し・・・・・・動詞「する」の連用形（サ行変格） 



て・・・・・・接続助詞 

しまっ・・・動詞「しまう」の連用形（ワ行五段）「しまい」の促音便 

たり・・・・接続助詞 

なんか・・副助詞，「など」と同意 

し・・・・・・動詞「する」の連用形（サ行変格） 

て・・・・・・接続助詞 

  

  

 「 ～しちゃったり なんかして。」 

 「 ～してちゃ，だめだったりなんかして。」 

  

  

  

  それぞれ「仮定法現在完了的 命令」，「仮定法現在完了的 禁止」などと名づけちゃ

ったりなんかして。  

  

  

 言語系教科の先生，おかしかったらご指摘，ご叱責，ひどかったらご成敗のほど，

宜しくお願いします。   

  

（追伸） 2009/9/4(金)，2007 年度に 5 年 D 組だった卒業生 4 名が来校。 在学中運動部だった

人たちは見違えるほど大変身（大和撫子!?）。薬学部に進んだ H さん，本場のぬれせん，ありが



とね。「みどりぐみ」だったみなさん，遠慮なく学校に，らっしゃ～い。新しい学校ロゴ「取手

聖徳」も緑色なのダ。 
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2009/09/18 

卓 005 持ち物には名前を 

 中学１・２年生の提出物を見ています。 

  

 ４月や５月は指導の甲斐なく記名の無いものに出くわしま

す。 

  

 「皆が同じ形のものを持つなら，自分のものとわかるようくふ

うを必ずするもの。」 

とうったえても，です。 

  

 要は， 

「持ち物には，名前を書きませう。」 

  

 名前を書いてない子には，今度から氏名欄に 

  

 「 七 篠  陽 奈 」 

  

 と書いてお返しするようにします。読み方は， 



  

 「 ななしの ような 」・・・です。 

 （はがして正せるように，透明粘着テープに書いて貼って返します） 

  

  このほかに，私の生活の中にある 「持ち物には名前を・・・」 を，あと，二，三，ご紹

介しましょう。  

  

 まず，電卓です。 

  

  

 「水越電卓治」と名づけて愛用しています。 

  

 在職以来，５代目の電卓ゆえ， 

「水越電卓治Ⅴ世」 が正式な名前。 

  

 Ⅰ～Ⅳ世がカシオ朝で，Ⅴ世はシャープ朝。 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 次に，二穴（にけつ）パンチャー。 

  

 クラスでよく，持ってる子が持ってない子から， 

「貸して！」と，たかられてしまう文具の 

上位のひとつ（ホチキスもそうですね）。 

  

 Ａ４とかＢ５など紙のサイズを合わせる定規が引き伸ばせる

という，ちょっとだけいい種類。 

  

 でも，ここはそんな自身を謙遜（けんそん）して， 

「自分はね，どこにでもあるごく普通で，平凡な二穴パンチャーと同じだよ！」（ややい

やみが・・・） 

という姿勢を込めて付けた名前は， 

  

 「平凡パンチ」 



  

  

  なんだか 20 年ほど前まで見かけた本の名前と同じ？  

 そう思われた方は，気のせいか，おそらく何かの偶然です。 

  

 その本まで当時，持ってない子から 

「貸して」と，たかられたものだったかどうかは，謎です。 

  

  

◆ 

 最後に，電子レンジ。マイクロウェイブ。 

  

 「チーン。」という音とともに解凍を知らせる電子レンジの姿と， 

 「チーン。」という音とともに解答を知らせる「一休さん」の姿を見て， 

日本人は，いにしえより続く，振り払うことのできない道徳観の存在から，この両者の存

在を重ね合わせてきました。 

 ことに昭和 50 年代には， 

  

  

   好き好き好き好き 好き好き 一休さん 

  



とまで八・四・六で歌われていただけの威厳を，この電子レンジにも与えるべく，名づけ

て， 

  

 「 一 休 廉 師 （いっきゅう・れんじ） 」  

  

  

  

 一休廉師は， 

すでに鎌倉仏教の末法思想にもあった「欣求浄土（ゴング・じょうど）」の世界観を， 

  

「格闘技のラウンドの終わりに鳴るゴングの音こそが，次のラウンドには浄土へと救済さ

れることを希（こいねが）う経過点である。」 

  

と解釈し， 

「加熱解凍」 の極致に達した電子レンジがチーンと音を発することとは， 

とんちんかんちん一休さんが熟考思索の末に 

チーンと音を発していた姿勢に根拠があったものと 

雄弁に説いているのです。 

  

  同じ鐘の音でも，かの『平家物語』冒頭にある 「祇園精舎の鐘の声。諸行無常の響

きあり。」 に漂う無常観とはかなり対照的といえます。 

  



  

 現代社会においても，仏壇で鳴らすリン，タイプライター，トライアングルなどから，鼻

をかむ音に至るまで，日常耳にする「チーン」という響きに，抗（あらが）うことのできな

い強い力の存在を，今日も日本人は思い知らされるのです。 

■ 

  

 で，私がお話ししたかった「持ち物には名前を・・・」とは， 

「持ち物には，名前を書きませう。」 などよりもむしろ， 

  

「持ち物には，名前をつけませう・・。」 なんですねえ。 

  

 わりと大切に持ち物を使うことができますよ。ペットと同じような見方。 

  

 （生徒の皆さんへ。 ◆～■間には冗談がかなり含まれておりますので，真に受けな

いようにしましょう。 これからも，ばりばりと勉強して，福を呼ぼう！） 

  

  

コメント：   じつにくだらん！！！    by 磯 野 波 平 
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勝手に書いていいんですか？  

書かれた人いますか？  



by: ＩＬＯＶＥ 松潤, on 2009/10/25  

 2 

 Ｉ ＬＯＶＥ 松潤 さん，コメントありがとう。  

 ２つ，問い合わせてくださいましたね。  

 ２つとも，その答えが，１行目から１１行目までの間に記されてありますの

で・・・，もっぺん，読んでみてくださいね。それでも，？，でしたら，直接どうぞ

おいでください。待ってま～す。ちなみに我が家は二宮君が好きです（トークの

みならず俳優としても伸び率№１です）。 

by: 水越卓治, on 2009/10/25  

 

2009/09/25 

卓 006 とってもｵｲｼｲﾃﾞｽ 

 秋分を過ぎても，家で金鳥蚊取線香やキンカンが手放せない水越です。 

  

 きょうは，会食（全校生徒のお昼ごはん）のことをお話しします。旬だの季節だの，何

のちなみも津波もない ごくごくふつうの献立を，２日分だけレポートします。 

   

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆ 

  

  9 月 25 日・金曜の会食。体育祭の練習で、アイスレモンティーが飲み足んなかったかも。 

   

 ピラフ。 

 ミートボールのトマト煮。 

 シーザーサラダ。 

 紅茶。 

 717 ｷﾛｶﾛﾘｰ。 

    

シーザーサラダですかぁ。 

この名の由来が 

「会食のしおり（月間献立表）」にも載っておりますなあ。 

  



  

  

 

   

なになに，アメリカで禁酒法がしかれていた時代に，人々は，メキシコのティファナ

まで越境して食事や宴会をしていた。1924 年のある日，名の由来となった（メキシコに

住む）イタリア人，シーザー・カーディーニ氏のレストランで食材が切れたときに，即興

でふるまわれた，クルトンやチーズで彩られたレタスサラダと，ドレッシングの味が，こ

れまた大好評を博した・・・。 

  

   

このサラダ，日本にやってきたのは，戦後ＧＨＱ支配下の 1949 年。以前

は漬物や煮物ばかりで野菜を食していた日本への，生野菜・サラダ普及

の始まりともなった。生産農家では下肥の使用をやめ，衛生的な生野菜を

栽培し始めるきっかけにもなったらしい。 

   

同じく人名がルーツとなったサラダが，コブサラダ。1930 年代に，常連の客のため

に，これもまたありあわせの具材で即興でつくったものが始まりだとか。今では，オレ

ンジ色のドレッシングといっしょに，どこの食品売場でも見かけるようになってきた。お

や，会食ではまだ出会ったことはありませんなあ。 

   

サラダの歴史に人の歴史ありですなあ。 

きょうも，会食日和！(かいしょく びより！） 

  

  

（詳しいことは，「キユーピー株式会社」のＨＰなどをご覧ください。） 

   

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ 

  



  前日。24 日・木曜の会食。連休（ “SILVER WEEK” ）明け。 

 正面には。実写版一休さん・Ｋ倉先生の有難いお姿が・・・。電子レンジのみならず，自転車通勤でも，「チーン」であり

ます（失礼しました）。 

  さつま芋ご飯。 

 なめこ汁。 

 鯖のカレー風味揚げ。 

 マカロニサラダ。 

 781 ｷﾛｶﾛﾘｰ。 

  

 サラダの連続だったんですね。 

  

こんどは，「シルシルミシル」で活躍する，新卒 AD の堀くん風にコメント。 

  

  

  

  その，お味は？ 

  

 「サバの上にのってるカレーの辛さがとても淡白で 

 サバと同時に味わえて， 

 ボリューム感いっぱいのさつま芋ご飯にもとてもよく合ってて， 

 汁の中にしずみきったなめこも とてもぷりぷりしてて， 

 マカロニサラダとの相性も抜群で， 

  



 とってもｵｲｼｲﾃﾞｽ。」 

  

   

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

   

（追伸）  取手聖徳生で，食事中，ときどき，マイナス評価の単語をうっかりと発しち

ゃってるそこのあなた！ 

 そんな言葉，普通に使っているうちに，将来，知らず知らず人を傷つけたりするおそ

れがあるから，次の言葉に替えちゃったりなんかして！ 

  

 「口に合わない。」，「ちょっと わたしの口に合わなかった。」，「いつかおいしいって

思えるかも。」等，がいいような・・・。 

◆ 
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2009/10/02 

卓 007 QPv.s.ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ 

 インドネシア・スマトラ島沖地震。被災の方々にご冥福・お見舞い…。 

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

（ｷｭｰﾋﾟｰ  ｳﾞｧｰｻｽ  ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ） 

  

 最近はこれにちょっとはまっておりまして。     

  

 さかなと，薬味と，みその味が 

 どれも風味を引き出しあっていて， 



 同時に味わえて， 

  

 とってもｵｲｼｲﾃﾞｽ。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

   さて，先週の土曜日，つくば市の大規模ショッピングモールである「イーアスつ

くば」※ の「イーアスホール」にて開催された企画，「茨城県南私立学校 進学相談会」

に足を運んでまいりました。頭上の照明が眩しいばかりですなぁ。  

 ※ 「イーアスつくば」： TX 線「研究学園」駅前 

  

 取手聖徳女子のブースにてお客様からのご相談を受けるためでございます。 

  

１３の私立中高のブースと，各校のご案内を貼った白板十数基が立ち並びます。 

  

１時から４時までの開催でしたが，場内は常に十人以上のお客様がどこかにいらっ

しゃる状態。 

  



取手聖徳のブースには１０世帯ものお客様がいらっしゃいました。親子・ご夫婦・お

子さんだけのグループなど，さまざま。 

  

そしてついには，白板に掲示したご案内を，やや中腰気味に，熱心に写メに収めら

れる方まで出現。 

 

気になって近づいてみましたら…，長野校長先生でした。それは，『闘う校長日記』

の 2009/09/26 付ブログ， 「取手聖徳への アクセスマップ」 が始まる瞬間でもありま

した。 

  

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

『闘う校長日記』といえば，つい先ほど，2009/10/02 付の， 

  

  

⇒   「進路室前のキャッチコピー   ～ なるほど！ ～ 」  

  

  

を読みました。 

http://www.gakuenblog.com/nagano/14492
http://www.gakuenblog.com/nagano/14525


  

  

 でも私は，疲れているのか，老眼が始まっているのでしょうか（元ﾁｪｯｶｰｽﾞの藤井フ

ミヤ氏すら，自らを「RAWGUNS（老眼ｽﾞ）」と名乗ってますよね），こう読みました。  

  

⇒ 「進路室前のキューピー   ～ なるほど！ ～ 」 

   

で，載ってる写真（もちろん長野校長先生撮，と思います）の，どこにキューピーが

写っているのか，ちょっとの間，ものすごく一生懸命に探してしまいました。本校では，

「取手聖徳キューピー」ストラップを大量に見かけることも珍しくはありません。 

  

またまた進路のＭ田先生が，相当凝った小細工でもなさってるんじゃぁないだろか

～，などとも思って，写真の中にキューピーたちの勇姿を追い続けました。 

  

でも，見つかりません。 

ちょっとしてからやっと，自分の読み間違いに気付きました。 

  

これじゃぁ，かなり低レベルな「日常の気づき」でして，ブログにあげるよーな代物じ

ゃぁありませんよねぇ（Ｋ田先生の「日常の気づき」は Great！）。 

  

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

  さて，今度の日曜（2009/10/04）は，学校では「入試 対策 説明会」が，牛久では前

日に「音楽科 音楽ｺｰｽ 定期演奏会」。 ごめん！ 「入試」の方のまとめしてて，今

回は「定演」観にいけないや！ 今度ね！ 最高の舞台になりますように！  

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

  最後に，中間考査（10/13-15）のあとに10/17に英検を控えている生徒諸君も多

いと思います。息抜きに次のレッスンをとりあえずしておきましょうか。  

http://www.gakuenblog.com/nagano/14525


  

問 次の会話は，飲食店で注文を伝える場面のものです。 

   和文を英訳して答えなさい。 

  

  

  タンメン一丁と，ワンタンメン一丁！ 

 ざるそば十丁と、天ざる十丁！ 

  

  

答 

 One tan-men and one wan-tan-men, please! 

 Ten zaru-soba and ten ten-zaru-soba, please! 

  

  

なお，初級のみなさんは，次のように発音してください。 

  

  

  「ワン タンメン  エンド  ワンワンタンメン，  プリーズ！」  

「テン ザルソバ エンド  テンテンザルソバ， プリーズ！」 

  

プリーズ！んところはちゃんと上げて発音してくださいね。  

  

■ 

   

2 コメント  

コメント一覧 



 1 

お忙しい中、定期的（毎週金曜日）なブログ更新、お見事です。  

今回は私のブログまでご紹介していただきまして、ありがとうございます。 

水越先生のお人柄がわかる、ついつい笑顔になってしまうブログを楽しみにし

ています。 

by: K 田, on 2009/10/03  

 2 

 Ｋ田先生，いつも本当にありがとうございます！  

 金曜更新も、ＦＯＣＵＳ＆ＦＲＩＤＡＹの精神。  

 ですが，ご覧いただくのは結局土曜の朝だったりするのではないかと…。  

 で，笑いの質（なかみ）も十人十色。  

 同じ周波数で，自然と笑えることって，やはりハッピーなことですよね。  

by: 水越 卓治, on 2009/10/04  

 

2009/10/09 

卓 008 Soub (soul) train 

 毎回，「最近投稿した教師」欄から消えそうになった頃に現われてくる水越です。  

中間テスト６種の作問を前にし，ブログもパスかなと，先週思っておりました。 

  

  

  中間考査が接近中。生徒の皆さん，がん

ばっていますか？  

 そして，台風 18 号の接近，そして通過。 

  



 休校の 10 月 8 日木曜日，先生たちは午前中，学校でいろいろと頑張っていたんで

すよ（H 田先生風）。 

  

  夕方テレビを見たら，卒業生が竜巻で怪我してて，取材を受けている。 

 ・・・怖かったことでしょう。お見舞い申し上げます。 

  

 10/8 の午前 3 時以降の観測データが途絶えている所もあり、心配です

（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/10min_a1.php?prec_no=40&prec_ch

=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=2009&

month=10&day=8&elm=minutes&view=）。  

 ※ 竜巻発生地「龍ケ崎」の 3:00 以降の観測データが載り始めましたが，竜巻の時

間であった 5:00 がなんと，「南東，21.3 ｍ/s」と記録されていました。 11:40 も 「26.6 

m/s」。 

 また，１０分ごとの風向が，北東からだんだんに時計回りに，東，南東，南，南西と

移って，最後に西になっていることも台風の通過らしい記録となっています。  

  

 中間テスト直前。きょうは，自分が中高生時代のテスト期間の思い出を振り返りま

す。  

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

  

 行きの電車は，席を途中でゲットして，テスト勉強。  

乗っていたのは，総武線（そうぶせん），「黄色い電車」。 

 本八幡（もとやわた）から飯田橋までの 20 数分。 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/10min_a1.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=2009&month=10&day=8&elm=minutes&view
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/10min_a1.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=2009&month=10&day=8&elm=minutes&view
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/10min_a1.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=2009&month=10&day=8&elm=minutes&view


  

  テスト期間以外は，座れたら「爆睡」（この語は広辞苑に載

る？）。 

 でも，寝過ごすことも多く，市ヶ谷，四ッ谷，信濃町の各駅はもう顔なじみ。 

  

 四ッ谷を出て，トンネルの轟音で起きること，たびたび・・・。 

 戻るときに，どの駅もホームが島式で感謝・・・。 

  

  早めの登校をしていたので （あれ，今，出勤は？），遅刻することはありませんで

した （でも高２のときに一度だけ遅刻・・・。その話はまたいつか・・・。）。 

  

  テスト勉強。「一夜漬け」は愚か，「電車漬け」でのぞんだ科目もあったような，なか

ったような （当然お勧めできません！ 一浪の水越より）。 

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

  

 でも，ある朝（10 月頃だったかな）。 中３か高１くらいだったか。 

 この日も総武線で，席ゲットして，座って集中してテスト勉強する私に，50 代後半の

立ち客の紳士が，声をかけてきました。 

 混雑も少しやわらぐ，Ａ駅とＯ駅の間。 

  

  「感心ですね。いつもこうして勉強してるのですか，あなたは。」  



  

 とても上品な声かけ。 

 今にして思うと，この方の職業・生き方，私にかけた言葉の意味あいなどが，さまざ

まに想像できます。 励ましの言葉だったのだと，純粋にとらえています。 

  

何と返答したか，お話をしたか，覚えていません。 

  でも，そんなふうに声をかけてもらえた事実と，そのときの車窓の景観の両方を，す

がすがしい感じで覚えています。 

  

 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

  

 でも，いい記憶ばかりではないんですね。  

  

 高１くらいまで，電車で座ると寝相の悪かった私は，よく隣の人に上半身がなびいて

しまい，堪りかねた方から，ひじてつを食らってしまうこともしばしば。  

  

 あまりにもひどかったのでしょうか，ある朝（これも 10月頃だったような），この日も熟

睡してゆらゆらしていた私に，これまた 50 代後半の隣席の紳士が，声をかけてきまし

た。 

 混雑もやわらぎきった，Ｏ駅とＳ駅間の切り通し（窓の下には，Ｋ田川）。   

  

  

「きみねぇ。 そんなに落ち着いて座ってられないんだったらねぇ， 



 座らないで立ってなさいよ。  

  いつもそんなふうに，隣の人に寄っかかってんですか。」   

  

この方も上品そうな方で・・・，今にして思うと，この方の職業・生き方・・・，私に

かけた言葉の意味あいなどが・・・，さまざまに想像できるのですが・・・， 

  

 ・・・でも間違いなくこれはお叱りだった・・・。 

 飯田橋まででしたが，言われたとおりにつり革につかまりました。   

  

30 年くらい前の話。 

どちらの場合にせよ，私に声をかけてくださった方々は， 

 今，どうしてらっしゃるのかな・・・などと，ふと思います。 

  

  そして， 「徳とは何か」 と思うとき，それはやはり， 

 優しく 厳しく 善い行いが基本にあってこそ  

などとと思うときに， 

 上述のことを思い出したりもします。 

  

 そして自分もまた，家庭と学校のみならず，  

地域社会によって有難く育てられていたんだよな・・・ 

  などとも思います。 

  



 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

  最後に，下校時の総武線，寝過ごしのお話を。 

  混んでるとき，つり革に両手でつかまって眠りました。 

  ときどき平井とか，小岩とかで気が付いては，まだ座れないときもありました。 

  

でも，一度だけ恥ずかしかったのは， 

 本八幡（おりる駅）をだいぶ過ぎてから，目を覚ましたとき。  

  

 あたりの席はもう，１両に４，５人程度に空いていて， 

 つり革につかまっているのは，学ラン姿の自分だけ。 

  

  両手でつり革に必死にしがみつき，ひとり立ったまま， 

 揺れるたんびに，変な形でくねりまくっていたようでして。  

  

 これは，寝よだれなんかよりも想像したくない光景。 

  

  やはり総武線は，思い出がいっぱいしみついた路線です。  

（まだ話は尽きないのですが・・・。 

 とんでもない経験を話したクラスもありますよね。）  

  



 生徒のみなさんも，登下校時の青春の時間・空間は，  

学 ・ 話 ・ 読 ・ 眠 ともに， 

 バランスよく過ごして成長するとしましょうか！ 

  

■ 

2009/10/08 08:10 
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2009/10/16 

卓 009 ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰでｰ 

  

自分の母校って，一生の間に，いくつあるものなんでしょう。 

    人によってさまざまですよね。  

 私の母校は，幼，小，中高，予備校，大の５つでしょうか。 

   



でも，習い事や塾まで数えると，さあ，いくつ。教わったという場所がある限り，

伸ばしていただけたという恩がある限り・・・。習字，水泳，絵画，英語，テニス，学

習塾，進学塾を足して・・・，計１２？ 不出来な私に，熱っぽく教えてくださった先生

方の顔や言葉，懐かしい限り。 

  

 でも忘れちゃいけないのが，今勤めている学校，取手聖徳。 

 生徒のみなさん，保護者のみなさん，教職員のみなさん，礼法の先生，学校をサポ

ートしてくださっているみなさんから，学びに学んで２０年。 

 現在，答えは１３かもしれません。 

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

  

 先週日曜（11日），出身大学が卒業後 20年を集めて，「第 12回ホームカミングデイ」

を開催。 

 2009/10/12 の G 藤先生のブログでご覧の通りでございます。

http://www.torideseitoku-tblog.jp/gotoh/268 

  

  

※ え～，生徒の皆さんから出身大学をたず

ねられると，「チクワ大学のオデン学部で

す。」などとお答えしてまいりましたが，ごめ

んなさい。 

  

 卒業後，実家も，自分も移転したために，この案内が届いていなかったようです。 

http://torideseitoku-tblog.jp/gotoh/268


 先月，職場で G 藤先生からこの会のことを教えてもらい，（「ただでご飯がいただけ

る！」なんて思いは一瞬だけにして，）家族で 4 人の参加を申し込みました。 

  

 そしたら大学から電話で，「卒業生代表の挨拶を・・・」と依頼。 

 ややためらいましたが，断る理由が無いので受けることに。 

  そして当日が。車と学バスを乗り継いで会場へ。 

 大学会館・ﾚｽﾄﾗﾝプラザ。正午。  

  

 「第一学群 自然学類」 （「理学部」と概ね同じです。今は改組されました。）のテー

ブルへ。ご無沙汰の方々に・・・。 

 名札を覗き込んでお互いに， 

  「よ～，おひさしぶり～。」  （純粋な再会です♪） 

  「あらららららら～。」  （容姿や頭髪の変化に驚く場合にも出うる言葉かもしれません♪） 

 ・・・そして，名刺交換。  （仕事にはいってます♪） 

  ふりかえると，うちの娘(10)・息子(8)は， 

 ラップされたままの料理とかを見つめています。 

  

  隣の市の高校に勤める人（Ｔ高Ｎさん，Ｋ高Ｙさん）， 

 大手通信会社に勤め今なお筑波に学ぶ人（Ｎ社のＵさん）， 

 東海の原研で研究する人（Ｋさん）， 

 電鉄で情報システムの仕事をしている人（Ｔ社のＵさん）・・・。 



 自然学類は人数が多かったので， 

 学生当時に交流のなかった人とも話し込んだりしました。 

  

 過日電話をくださった担当の方が現われ，挨拶の打合せ。 

 「卒業生代表の挨拶は，今年は（６つの学群のうち）第一学群と体育専門学群から

です。まず，第一学群卒の水越さんで，そのあとに，体育専門学群卒の方がなさいま

す。」との情報。 

  

 会が始まり，学長先生のご挨拶などが続き，自分の出番が・・・。 

 御礼と，バカな話を，約５分（何を話したかは，末尾に載せました）？  

 当然，「『取手聖徳』で検索！」とアピール。 

   

 そして，次の代表の方が紹介されたんです。 

 な，な，な，な，なんと～，G 藤先生！？ 

 同じ職場からの２名！？  どぎも。   

G 藤先生は，自分は江戸っ子（実は山の手のお譲デス。）なのに，茨城弁がフィ

ットしちゃったりなんかした，などを含め，ありがたいお話。 

   



 

  

  乾杯がそのあとだったので，私共取手聖徳二名の話はばっちり全員に・・・。  

 このあと，先生方，他の学類のお仲間（当時，サークルは漕艇部や絵画愛好会にお

りました）（Ｔ社のＦさん）とも懇談。  

  

 そして，あっという間に２時間半。散会。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 そのあと，文化祭の中日で賑わう学内を家族で歩きました。  

 車で学内の道路を通ることはありますが，ペデ（歩行者・自転車専用の学内の道路

のことです）の方をを歩きとおすのは久しぶりでした。晴天。家族にこの風景を見ても

らったことが嬉しい限りでした。 

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

（あいさつのあらましです） 

 恩師の先生方お元気でしょうか。 



 このような機会をご準備くださいましてありがとうございます。  

 砕けた話をさせていただきます。 

  

  最近，子ども向けの番組で，つくば市内の「ノバホール」付近などでバトルのロケを

しているのを見かけます。 

 学内でもロケができそうな場所が結構ありますが，多分無理です。 

 それは，どの時間帯も，自転車に乗った筑波大生が必ず画面にはいってしまうこと

でしょうから。 

  

  学生の頃，『ジャムジャム』というタウン誌に，「筑波大の留学生の出身国で最多の

国は？」というクイズがありました。 

 その答えは国名ではなく，「２１世紀」。我々の頃の入学式で，当時の学長は，「みな

さんは２１世紀からの留学生。」と必ず語っていたので。 

   

卒業２０年，就職２０年。今の私たちと同じあたりの年齢だった先生方が，６３歳

の定年を迎えられ，大学へ来てもお会いしにくくなってまいりました。 

   

私も教員免許状更新講習をこの８月に，ここ筑波大で受けました。見るもの，聞

くもの，食べるものすべてが懐かしく感じられ，カレー食堂では当時と同じメニュー

の健在に感激しました。 

   

この会の存在は，職場の同僚で体育専門学群出身の後藤さんから伺いました。

職場は「取手聖徳」という学校。どんな学校であるかにつきましては，のちほど HP

をご覧ください。教員がブログを書いて立ち上げております。 

  

   最後に，聞いたら当時が蘇る言葉を （完全にウチワウケですが）。  



① 「一の矢高速，一の矢カーブ」 

  （学内や周辺の道路の俗称。 

           ときおり激突してる車がありました。）。  

② 「重食・喫茶・クラレット」 

  （ボリューム満点過ぎの飲食店。 

           店頭の看板だけが 「軽食・喫茶・クラレット」。）。  

③ 「大学会館の本日の映画は『よごれたひでお』」 

          （『よごれた えいゆう』なのに。夕方の宿舎内の案内放送で）。 

  

    ④ 「早口言葉で，『荒川沖駅行バスガス爆発』」 

      （今と違い，荒川沖駅東口は，筑波の玄関でした。  

       2008 年でしたか，惨殺事件が報じられたときは驚きました。）。 

⑤ 「宮ランチコーヒーホット食前。」 

          （昼の「ステーキ宮」で。これはもう一つの単語でした。価値ある 500 円。）。  

⑥ 「茨城県・新治郡（にいはりぐん）・桜村・天久保（あまくぼ）二丁目１の１」 

          （宿舎の住所，合併・市制前）。 

  

 ■  



 

   

      2009/10/11 10:41。 

      つくば市内，TX 線「研究学園」駅付近の県道１９号線。 

      正面に，筑波山と，同駅前の高層ビル。 

      かつて，この地区は，「日本自動車研究所」の敷地として，数平方ｷﾛﾒｰﾄ 

     ﾙもの土地が，立入禁止でした。 

  

      今，同研究所も移転（茨城県城里町）。 

      住まいも店もまったくなかったこの地区を， 

     つくば市役所を中心とする，新しい中心業務地区に変身させるといいます。 

  

       ４年前の TX 線開通時，「研究学園」駅付近は，空き地だらけでしたが， 

      「イーアスつくば」などの大規模な商業施設も徐々にオープン。 



      １年後の景観は間違いなく，様変わりしていることでしょう。 

  

      1980 年代後半のつくばの激変と同様に， 

      ４年前までまったく手付かずだったこの地区の 

      これからの激変に注目です。 

     ■ 

  

    

6 コメント  

コメント一覧 

 1 

水越さん、ブログ拝見しました。先日のホームカミングデーで、一気に 20 年前

に戻ったような気がします。水越さんのスピーチの至る所に懐かしいキーワー

ドがちりばめられているのと同時に、今の学生さんにそのキーワードがどの程

度わかる人がいるのだろうかと、思ってしまいました。  

当時の大学の先生方が今の私たちの年齢の世代であったことを考えると、今

の私たちが次の世代を育てているという感じがしますね。また 20 年後にお会

いできるとよいですね。 

by: Ｎ社の U です, on 2009/10/20  

 2 

 気象予報士でもある U さん，先日はありがとうございました。  

 たしかに，社会人時代の前編が終わり，「後編につづく～。」の時期であると

思います。健康第一でまた会う日まで頑張ってきましょう。 

by: 水越卓治, on 2009/10/20  



 3 

ブログ拝見しました。  

先日お会いしたのは、大学の卒業式の日以来、２０年ぶりでしたね。  

お互いずいぶん変わってしまって…。 

私は、どちらかと言うと、「恥をさらし」に行ったつもりでしたが、母校っていいで

すね。みなさん暖かく迎えて下さって。  

こんな集いならば、「何でもっと集まらないんだろう。」とも思いました。 

でも、よく考えたら、この集いは、「最初で最後」ですね。「また２０年後？」そん

な機会も、あってもいいと思います。  

今回会えなかった方々とも、会うのを楽しみに…。  

by: Ｔ社のＵ, on 2009/10/22  

 4 

 Ｔ社のＵさん，２０年ぶりでしたね。  

 大学は，青年から大人になる時期を同じくした場所。  

 高校は，少年少女から青年になる時期を・・・。  

 義務教育は，児童から少年少女になる時期を・・・。  

 どれも，当時の仲間との再会する聖地でもあると思います。  

  

by: 水越卓治, on 2009/10/23  

 5 

先日は楽しい時間でした。水越さんのスピーチも素晴らしかったです。  

また、同じ理科ということで、地学分野の質問などさせてもらうかもしれません。

今後とも宜しくお願いします。 

             

by: 吉住昌一, on 2009/10/24  

 6 



 吉住先生，ありがとうございます。野球部監督なさってるとのこと，お休みの

ない生活でしょう。Ｋ高校野球部の躍進をお祈りいたします！ なお私は，中

高社会科（地歴公）の免許しか持ち合わせておりませんことと，自分の大学受

験時の理科も「物理」「化学」で，「地学」「生物」はとっておりませんでしたので，

理科の地学分野のご質問とか，かなりパスかなぁ・・・。また今後も宜しくお願

いします！  

by: 水越卓治, on 2009/10/25  

 

2009/10/23 

卓 010 自分もやってみよｰ 

 今週も学校ではさまざまな活動がありました。  

 水曜日の小貝川・臨地観察。 

 秋空のもと，沿岸を歩きながら暴れ川の歴史や自然について学習。 

 この川との距離を縮めるあまり，川を歩き始めた中１の生徒たち。 

 自分たちも川と一体化。 

 がんばった時間のあとの解放感に浸っています。 

 

  

 木曜日，学校見学会。 

 お越しくださる方の送迎バス添乗（後援会Ｏさん，Ｋさん，Ｉさん，Ｗ田Ｙ正副校長先

生と私の５名で，つくば市往復。写真，ありません 。）。   



 ※ 後援会： 他校でいうＰＴＡのことです。 

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

 きょうは，ひとの行動に刺激されて，「いーねー。」と思ったら，「早いとこ，自分もやっ

てみよー。」と決意し，実行するという行動することについて。 

 模倣と響き合いの典型例を，二，三，見ていくとしましょう。 

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

 食欲の秋です。 

 私は，いまだに 「ロンパールーム効果」 に縛られています。 

  

  ひとが何かをおいしそうに 飲んだり食べたりしているのを見て， 

 自分も同じものを 口にし始めようとする・・・（特に，テレビ）。 

  

 先日も，テレビでカツ丼を見てから，何日とかからず，カツ丼たべてる自分がいまし

た。  

※ その番組は，刑事モノではなく，例の『シルシルミシル』で， 

      この日も堀くんは豪快にたいらげては，必死にコメントをのこしていました。 

  

 この行動を， 



 「ロンパールーム効果 （Romper Room effect） 」 

  と勝手に命名しております。 

  

 由来は，往年の日テレの幼児番組 『ロンパールーム』 。 

 うつみみどりお姉さん（先生）指導下の児童に，おやつの時間にミルクが振舞われる

場面になると，テレビを視聴する子までなんだかミルクが飲みたくなり始めて，そして

ついに自分もミルクをついで飲んじゃってるという・・・。 

  

 「いーねー。」     ⇒ 「早いとこ，自分もやってみよー。」 ⇒ 「実現！」 

（他人の実行の視聴） ⇒       （決意）            ⇒（自分の実行） 

  

 40 代半ばにさしかかった現在も，この種の衝動に劣化はありません。 

 若くて元気な証拠です。  

  

 このほか，「鏡よ鏡よ鏡さん」，「ギャロップ，ギャロップ。」，問題発言で熊のぬいぐる

み事件・・・など，思い出を挙げればきりのない名番組，『ロンパールーム』でありまし

た。   

  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

  次は，３年前の職員室であった事例。  

  

 ひとが何かをおいしそうに 飲んだり食べたりしようとする音を聞いて， 



 自分も同じものを 口にし始めようとする・・・（音です，今度は）。  

  

2006 年 7 月のとても暑い日。午後。 

   

職員室の隣の部屋には，飲料水やカロリーメイトなどが買える自販機がありまして。 

  ※ 当時この部屋，生徒から「カロメ室」と呼ばれてましたっけ。 かわいい地名でした。 

  

 私の隣の某先生がそこの自販機で， 

 よ～く冷えてる大塚の『マッチ』 （「ビタミンすぅ～マッチ♪」ってＣＭがありましたっけ・・・）  

 という黄色い缶の炭酸飲料を１本買ってきて自席に戻り， 

 てっぺんのリングを 「プシュッ！」 と音をたてて，おいしそうに飲み始めました。 

  

 飲んでるさまよりも，「プシュッ！」という鮮烈な音に完全に打ちのめされた私は， 

 １分後にはその部屋からマッチ１本買って自席に戻り，「プシュッ！」と開けて， 

 のどを鳴らして飲み始めました。 

  

 そしたら，少し離れた席に座って仕事してた先生も， 

 「いーねー。自分もちょっと・・・。」と，彼も１本買ってきて，自席で「プシュッ！」。 

 缶の底を天井を向けて飲み始めました。 

  

 今度は，別の用で職員室外から自席に戻ってきたばかりの先生が， 



 たまたまその「プシュッ！」を聞いて， 

 「ああ，自分もマッチ買って飲んじゃおっかなあ。」。 

 １分後，新たに「プシュッ！」。 あちこちでマッチを飲む音がします。 

  

なんだかまるで，１ページ，１ページ，絵本にでも描けそうな状況でしたが， 

10 分ぐらいの間に，７人目ぐらいまで， 

「聞いて買って飲んでしまう。」という状況が連鎖しました。 

  

 「いーねー。」     ⇒ 「早いとこ，自分もやってみよー。」 ⇒ 「実現！」  ⇒ 伝染！ 

（他人の実行の視聴） ⇒       （決意）           ⇒（自分の実行）⇒（連鎖）   

  

この行動の名前ですか？ とりあえず， 

「マッチ-ヴァイタミン効果 （Match-Vitamin effect） 」  

 と勝手に命名しておきましょうか～。  

  

 で，文中にあった「私の隣の某先生」とは？ 

 ・・・それは K 村先生です。 

 日刊ブロガーでお馴染みの K 村先生ではありません。 

  

  

 電話などで相手に，ご自分の名前の漢字を， 

 「『ふ○○き』 は，メソポタミア文明の『文明』 と書きます。」 



 と洒脱に説明するほうの K 村Ｆ明先生（監督）です。 

 なぜ黄河やインダスなどが例示からはじかれてしまってたのかは，謎です。 

  

 10/18 の，Ｎ堀ＡＩ さんとの挙式の様子は， 

 日刊Ｋ村先生ブログでもうご存知ですよね。 

  

 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

 そこでです。 

  

 ひとが幸せになったのを見て， 

 自分も同じように 幸せになろうと決意する・・・（結婚式等に出席して）。 

  

今回のＫ村先生の晴姿を見て，今よりも晴れて幸せになろうと心に決める方が出たとし

たら・・・。 

  

そしてそれは連鎖しちゃったりなんかしたら。 

  

決意するみなさんは，がんばりましょう。 

  

  「いーねー。」  ⇒ 「早いとこ，自分もやってみよー。」 ⇒ 「幸せんなっちゃってる。」 

  （人の幸せ見て）⇒       （決意）           ⇒ （自分の実行）（⇒

（連鎖））  

  

  



 この行動を， 

  

 「メソポタミア効果 （Mesopotamian effect） 」  

  

 と勝手に命名したいと思います。 

  

 ロンパールーム効果より字数短いし・・・。 

  

 木村先生夫妻 おめでとう。 

  

■ 

  

2009/10/23 22:04 

  

左： 「卓 001」や「卓 004」でご紹介したア○○○です。 

  

右： 左の写真にある「癒しのミニ庭園」 

   （10/18 二次会にて木村先生夫妻からパーツのセットを頂戴し ，きょう，娘が作成。） 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



■  

0 コメント  

 


