
2017/06/30 

卓 411 冷気を出して 

G７中，もっとも高温かつ多湿な国，ニッポン。 

   

 

（ 2017/6/26  14:22   ４階・地理室から 新取手，柏の葉キャンパス方向 ） 

   

４月は暖房が欲しい日々があったのとは一変， 

稲の青さが深まるほどに，気温も湿度も徐々に 

高まってくる６月。そして夏至が今年は 6/21。 

   

「先生。 冷房，いつくらいから入るんですか～？」 

「もうちょっとかなぁ。だいたい６月下旬あたりから 

 はいるんじゃなかったかな。」 



  

とか答えてた６月２１日（水）・６C 地理 B の授業冒頭， 

あれ，今日ってもう６月下旬だよねぇ，な。 

    

    

そのあと涼しい日も断続的にあったりもしたものですから． 

空調の冷房がスタートしたのは今年は６月２８日（水）。 

このような，冷房リクエスト開始から， 

供用スタートまでのやりとりはこんな感じです。 

     

１．疑似体験満足型 

   

 

（いちばん右のスイッチが赤のとき，空調は ON に押してます） 



   

冷房スタートがまだの日。 

教室に入りますと，空調スイッチが ON。 

   

 



 

（ 卒業生の皆さんには なつかしい風景かも ）  

   

  

でも窓側にある機器から出ている送風は， 

生ぬるい風であり。 で，聞くと， 

「 （機器から）風が出ている音を聞いてるだけで， 

  冷房がかかってるんだなって気分になれます。」 

   

おお。 

   

風鈴，せせらぎ，ししおどしの音などから，涼を感じる， 



梅干を見るだけでも白飯が食べられる， 

などのパターンとはいえ， 

  

与えられた条件下で考えた，独自の工夫を施し， 

不満を全く漏らさない姿勢。 

これは評価すべき （ほめてあげるべき） 状況と。 

     

２．異義満足型 

   

「 先生，どうすれば涼しくなれますか？ 」 

「 ひとつ確実なことは，ある意味で， 

涼しくなる話を聞けばいいんでは？ 」 

「 どういう話ですか？」 

   

「 稲川淳二さんばりの話でもいいですか？」 

「 いいです。」 

「 ある晩ですね～。」 

「 始まってるし。」 

  



 

   

「 いえのテレビの画面にね，普段気にしてないんだけど， 

すみのほうに，なんだか 無機的な形 がうつっていたのを， 

ちらっ， と見かけたんです。」 

「 え・・・？」 

   

「 ぼくも最初は，それはなんだったっけ？， と思ったんだけど， 

  よなかにみんなねしずまってから， もっぺん見てみたら 

  がめんにうつっていたのが，じつは， 

  おんりょうだったということが，わかったんです。」 

   

「      」 

「 がめんのすみのほうに， たてながのかたちをして， 



きそくてきにせいれつしてるんです。」 

「      」 

   

「 そのうえ，リモコンをがめんにむけてそうさしてみたら 

  おんりょうは，ふえたりへったりするんです。」 

「      」 

「 とくに，ふえすぎたばあいは， 

   

おそるべきおんりょう！！  なのでおどろいちゃいました。」 

「      」 

「 でもついに， 

そのおんりょうのしょうたいが，わかりました。」 

    

 



  

 

 

   

「 あなたのいえのテレビにも 

  きっとおんりょうがはっきりとうつっている瞬間を 

  家族のだれかが見ています・・・。 

  

・・・怖い話と，くだらなすぎる洒落を， 

ちゃんぽんで聞けば， 

別の意味で確実に涼しくなれます。 

    

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 



   

    

全校集会。6/29（木）15:20～15:50． 

    

 

（ 15:30 ） 

   

教職員も両端に整列するのですが， 

学園歌斉唱が始まる直前に気付いたのが，私の両隣。 

   

左隣が酒井あゆみ先生， 

右隣が小塚功先生。 

音楽，しかも，声楽がご専攻のお二人に挟まれておりましたため， 

   



 

（ 15:22 ） 

   

この録音を皆様にもお聴かせしたくなる，学園歌斉唱でした。 

  

   

 



（ 15:47 ） 

    

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

6/22 15:11， 来賓玄関・事務室前。 

  

 

 



 

  

教育実習とその節目，の一枚でした。 

  

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

来週の火曜から期末テスト。 

   



 

（ 6/30  17:15  職員室よこ， 寺子屋スペース  ） 

    

成績アップに勇気を出して， 

エアコンからは冷気を出して， 

健康維持して頑張ろう。 

  

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

   

従来のリクエスト献立は， 

献立表には， 

   



 

（ 今年６月のもの ）  

   

明記されませんでしたが， 

めでたくこの７月からは， 

    



 

 

（ 7/1（土）のメニューは 「＊６C 考案＊」  ちなみに熱量は７６１kcal ）  

    

載るようになりました。 



栄えある最初は， 

６C 考案でロコモコほか，になります。 

  

■ 

  

 で，やはり，当日画像。 

  

 

（ 2017/7/1  12:55 ）  

  



 

（ 2017/7/1  12:56 ）  

  

ビビンパチックにいただいています。 

おいしゅうございました。   

     

0 コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/07/07 

卓 412 彩りの共有 

 

学校へ向かう風景にも 

真夏らしさを感じる７月。 

   

 

（ 2017/7/5  7:21 ） 

    

     

7/7（金）は， 

期末考査の最終日でもありました。 

この日のお昼の会食（毎日の全校給食）。 

メニューは…。 

  



 

（ 7/7 12:06 ） 

    

最近，献立の板書は，会食委員の生徒が 

前日の会食終了後などに 

ユーモアたっぷりに書きこむ方式になりました。 

    

一生懸命書いていただいたのに水を注すようですが， 

上掲の写真にあるメニュー名には， 

誤字がありますね～ （答えは巻末で） 。 

     

ちなみに今週は，オムライスやからあげ，すいか，など， 

人気メニューが幾度かありました。 

  



 

（7/3 12:53 ） 

  

 

（ 7/6 12:21 ） 

     

    



7/7 の午前中のことも書きましょう。 

１時間目。 ５年某組の数学の試験監督を。 

   

50 分間，終始懸命に生徒たちは解答しています。 

その様子を見ながら教室内を歩き，さまざまなことを 

思ったり考えたりもします。 

   

このさき仕事の現場で多々あるはずであるのが， 

くふうの加え方と，その継続。 特に， 

幾通りもの場合分けをし，どこまでが最適なのかと， 

優先順位をつけるといった場面。 

   

大人が 「数学なんか習ったってなにも役立たない」 

などと唱えてしまったら，もとも子もない。 

得点なんか高くても高くなくても，   

意味合いが見えてくるまでひたすら 

練習・演習に打ち込む 

中高生時代の貴重な錬成時間。 などなど。 

    

そのあと３時間目。 考査期間，最終科目。 

別のクラスで試験監督。 そして終了。 



終わりの号令も終わりまして， 教室内には解放感。 

   

「 終わった～。」 

「 どっちの 『終わった～』 なの？ 」 

「 ある意味の方です。」 

「 なるほどー。」 

まぁ，会話を楽しむのも挨拶の一つ。 

     

     

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

        

生徒玄関には毎年恒例の 

お願い事共有バンブー。 

   



 

 （ 7/7 12:45 ） 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

（ 7/7 17:21 ）（ 17:23 ）  

   

この玄関頭上の吹抜けのそばで 

前日お客様と撮った写真がこちら。 

   

 



（ 7/6  14:16 ） 

   

照沼先生。 本校，元・社会科の先生です。 

今はご自宅でお店を開いているということでした。 

http://ibanavi.net/shop/9823/ 

卒業生の方で先生に会いたい方は， 

日・月曜なら，会いに行けますね。 

    

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

    

最近の，第２美術室。 

  

http://ibanavi.net/shop/9823/


   

（ 7/7  17:14 ） 

     

7/9（日）開催の次のイベントの際に， 

相談コーナーとして使う教室の様子を確認に。 

ドアを開けた瞬間， あぁ，美術の教室…と思いました。 

   



 

  

 

    

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

    

蒸し暑さが増す夏の午後。 

   



 

（ 7/7  13:27 ） 

   

 

（ 7/3  16:40   寮の前・ミラー設置 ） 

  



 

（ 7/7  19:00  照明は藤代スポーツセンターの野球場 ） 

   

 

（ 7/4  18:42   国道６号・上り ） 

   

あすからも健康に気をつけながら， 



日々の生活を彩っていきましょう。 

  

■ 

     

     

7/7 の会食メニューの 「炒飯（チャーハン）」 ですが， 

「炒飯」 の 「炒める（いためる）」 の字が， 

「炊飯」 の 「炊く（たく）」という字で書かれ， 

「すいはん」になっちゃってましたー， 残念。 

 「炒めもの」 も，あら残念， 「炊めもの」に…。 

でも愉しめました。 

  

1 コメント  

コメント一覧 

 1 

水越先生が講師の頃に教わった卒業生です。中々学校には免許も無いので

行けていませんが年内には一度は行きたいと思っています。 

試験終わったんですね。お疲れ様です。 

by: 篠宮早苗, on 2017/07/08  

コメントを書く 

 

 



2017/07/14 

卓 413 最後の授業 

   

といっても， 

今年度・第１学期の，（最後の授業）です。 

この時季が学年末（９月から新学年度）という国も 

多々あります。 

     

高温多湿な日本（関東地方），ついに今年も 

およそ６週間の 「なつやすみ」 に入ります。 

    

7/7（金）までの期末考査の後， 

授業は，7/8（土），10（月），11（火），12（水）， 

13（木），14（金），15（土），18（火），と続きます。 

   

期末テストの返却，そして，復習。   

夏休みの課題の配布・説明や， 

補講や勉強合宿，そして， 

模擬試験の対策など。 

    

追試以外に終業式までお休みにする学校も 



あったりするこの時季ではありますが， 

   

それでもやはり登下校して，学級や教科にて接し， 

意味のあるやりとりを重ねる日々というのが，やはり， 

もう少し確保されてこそ・・・とも，思う日々であります。 

   

当方の場合，昨日木曜と今日金曜は， 

なつやすみ前の最終授業が相次ぎました。 

   

     

１．木曜（7/13）の１・２校時 

   

６C（高三進学コース文系）・地理 B。 

前日水曜の２・３校時を，やむを得ない出張のために， 

自習にせざるを得ませんでしたが（２校時はテスト復習）， 

   

３校時用に出した自習課題が思いのほか， 

多数の生徒から歓迎を受け， 

木曜はその声を聞くところから始まりました。 

内容は，フランス語で聴くフランスの地理概要。 

   



 

（ 2017/7/13  8:25 ） 

    

数センテンスの文でしたが， 

音声を何遍も再生し，レジュメの文面も 

連絡ボードの余白に書写するほどの熱の入りよう。 

    

２．木曜の３・４校時 

   

５C（高二進学コース）・世界史 B。 

ヨーロッパの古代史の終わりに始まって， 

今学期は中世ヨーロッパ史がひと通り終わり， 

大航海時代，ルネサンス，宗教改革，などの近世史に。 

    



４時間目は大航海時代をスタートしましたが， 

３時間目は，世相を語り合いました。 

    

脱線とはいいますが，自然と発展する話題の矛先は， 

生徒の皆さんの知識量や関心・好奇心の大きさなどがあってこそ。 

５年生が秋に行く修学旅行で， 

九州北西部を巡る意味についても， 

   

他地域と比べた歴史的意味，地理的意味， 

その他諸々の意味などを論じ合い， 

果ては，世界でいちばん安全（平安）なところとは？ 

というクエスチョンにたどりつきました。 

     

宿題一覧表に記すような宿題をその授業では用意していませんでしたが， 

「これ（を夏休み中に考えてくること）を宿題にしない！？」 

と問うたところ，賛同を得て可決。 

    

９月最初の時間は， 

世界でいちばん安全（平安）なところが自分はどこと思うかを， 

個々に言ってもらって，お互いに刺激し合い，自らの肥やしとする。 

   



しかも，「やってください」 といわれるのではなく， 

自治的に策定した宿題。 

６週間もありますが，忘れちゃう子は多分いない， かな？ 

たのしみです。 

   

  

３．金曜の３校時５B 地理，６校時１A 地理 

    

今日は，Quatoroze Juillet  （カトウジュィイェ／七月十四日） といって， 

フランス革命記念日という話から。 

バスティーユ襲撃（1789/7/14）とよばれる暴動がパリで始まった日が， 

この国最高の記念日となっているのは・・・？な話。 

    

中１にはこの話と，多めの宿題の意味を。 

県名など国内の地名や位置をマスターするプリント冊子の 

取り組み方を画面を見ながら 「やるぞー。」 な気分に 

なるような時間でしたが， 

    

派生して，自分の中学時代の夏休みの宿題の 

話などにも発展してしまいました。 

   



漢字や数学などの基本的な宿題や， 

国・社・理などいくつもの教科からも出た読書の課題には， 

今でも内容が思い出せるような意味合いや存在感が 

潜んでいたのを覚えています。 

   

中１のころは作文大っ嫌い少年だった自分が， 

中２以降，あることをきっかけに， 

文を書いたり書き直したりするのが好きになってしまったことなど， 

    

総じて，何事も， 

 「めんどくさい」 という呪縛から解放されることが， 

視野の拡大によって得られる， 

幸せの始まりなのかもしれない…。 

   

といった，あたかも結論らしい文言で結ぶのが 

定番といったところかもしれません。 

   



 

（ 2017/7/11  12:38 ） 

  

■ 

     

     

  

0 コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/07/21 

卓 414 Fresh Fresh Fresh 

学期末。 保護者会（7/15（土））。 

   

 

  

終業式(7/20（木）)。 

  



 

   

7/22（土）はオープンスクール。 

   

 

   

8/5（土），8/20（日）の，計３回の開催です。 

  

http://www.seitoku.jp/toride/2017/07/11131/ 

http://www.seitoku.jp/toride/2017/07/11131/


  

  

■ 

     

0 コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/07/28 

卓 415 新展開 

  

６週間の夏季休業期間。 

８日（約２割）が経ちました。 

    

 

（ 2017/7/22  12:13 ） 

   

お昼の食堂も，７月いっぱいの平日は 

カフェテリア方式，メニューは３択。 

   

7/26（水）。ポークカレーを。 

  



   

 

（ 7/26  12:04 ） 

   

きれいな盛りつけ。 

by シダックスの従業員の方。 

食する前からおいしかった気分。 

   

もちろん，学期期間中に生徒の皆さんが 

盛り付けるカレーやハヤシにも心が和みます。 

生産や調理の過程の気持ちを最後にまとめるのが 

盛りつけ，ということになるのを再認識。 

    

さらには， 心地の良い配置に品々を並べることが 



（つまり，配膳が） 最後にくるわけですが， 

この日はセルフサービス。 

    

本校では，学期期間中， 

毎日 全校生徒と教員が一堂に集まって， 

昼食をとるという時間があるのですが， 

    

教員から見るとこの数十分間の時空は， 

この学園・学校での 

さまざまな種類の指導活動の十字路， 

といったところでしょうか。 

   

生徒の皆さんには，限られた条件下で， 

同胞・自己の生存のために，効率よく切り盛りをこなす， 

時間と空間に毎日過ごす， ・・・少し大げさな表記ではありますが，  

真剣に立ち向かうべき要素に満たされている必要があります。 

       

当然，内面（心）と，その表現（礼）などに， 

あるべき共通の真理や認識のようなものが確立されてくるわけで， 

それをいかに自分が誠の気持ちをもって理解し，行動できるか。 

ここに毎日の食事の時間に接している意味が在ります。 



   

形式や表現（礼）の中に，意味（心）があるところまで， 

言葉や視線や背中で語りかけつづけている時間でもあります。 

   

逆に。 もっとも矛盾し，大損なケースを想定。 世間に， 

食の営みを明確に軽視しているような人間が大人に，もしいるのであるならば． 

その人からは，あるべき生き方をまともに指導しうるポテンシャルを期待すること自体

が， 

はじめから大いなる誤りであったのだと早期に認識するべきところです。 

     

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

        

新展開の連続。 

異常気象が群発します。 

危険外来生物が上陸します。 

政局が変遷します。 

   

囲碁や将棋の世界で，「次の一手」， 

「何手も先を読む」 などのタームを聞きますが， 



新展開に即応でき，何手も先を読む生き方をするには， 

今何をしたらよいのか。 中高生時代，ここにかかっています。 

  

それがたとえ，「打つ手のない…」 という状況であっても， 

意識し思考を続けているのなら，無駄ではありません。 

     

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

        

上野動物園，仔パンダの命名募集（～8/10）。 

どんな名前を考えますか。 

  

条件はカタカナ。 

従来の，重ねるタイプじゃなくてもよいわけです。 

当方も１０ほどひねってみました。 

   

1  ダーパン 

「 ねえ上野動物園のダーパンが見たいのぉっ！」 

「 しょうがないわねえ。 

  あしたこの子，ダーパン見に連れてっていーい？」 



（この場合，あまり親子のほほえましい対話にはなっていません） 

     

2  トンキン 

「 いくら東京の中国語読みだからって， 

トンキンってベトナム・ハノイでしょー？」 

「 なら，ちなんで，フォーって命名するのは？」 

「 アオザイ とか ドイモイ ってのもありかも。」 

（ベトナムから一旦離れた方がいいのかもしれません） 

   

3  マンセイ 

「 動物園から２ｋｍ離れたとこに万世橋があるからの命名？」 

「 牛のイメージが強い（肉の）万世を，パンダに転換する大事業だね。」 

（あくまでも，万世橋にちなんでの会話。群衆で絶叫する光景は考えないことに。） 

    

4  シノバズヤネセン 

「 ちょっと，牛を通り越して， 

JRA の馬名みたいになってきてません？」 

「 いいえ。 不忍池， 谷中， 根津， 千駄木 と， 

 地域密着型の命名案ですが，何か？」 

   

5  ニットーコマセン 



「 これもちょっとそんな感じになってません？」 

「 近くに 「トー」 の大学がありますから，同様です。 

 全国のこの４学の出身者が頑張れば， 

おそらく実現可能でしょう。」 

    

6  ビルトインスタビライザー 

「 字数増えただけ？」 

「 政経で出てくる用語出しただけです。」 

「 見に来た幼稚園児たち，何て呼びかけんの？」 

「 先生の『せいの！』のあとに，『スタビライザー！』って。」 

   

7  スリジャヤワルダナプラコッテ 

「 また増えた？」 

「 スリランカの首都名です。」 

「 見に来た幼稚園児たち，何て呼びかけんの？」 

「 先生の『せいの！』のあとに，『プラコッテー！』って。」 

    

8  タマ 

「 いきなり字数，減りましたね。」 

「 東京都つながりで。 多摩地区からの支持が多そうな。」 

「 長谷川町子美術館からの後援も取り付けられればいいねぇ。」 



「 ご当地じゃ．大熊猫（ﾀﾞｰｼｮﾝﾏｵ）だそうですから，悪い気はしないでしょう。」 

     

9  グングンケイセイ 

「 また馬名っぽいのですか。」 

「 すぐ横を通っている京成線の古い CM ソングのタイトルです。」 

「 見に来た幼稚園児たち，何て呼びかけんの？」 

「 先生の『せいの！』のあとに，『グングーン！』って。」 

「 それだと，後ろ４文字のは，なくても大丈夫なんですね。」 

「 京成線にはすでに，『京成パンダ』 なるユルキャラが 

活躍しているから，全然困らないかも。」 

   

10 ニンゲンバンジサイオウガパンダ 

「 またさらに長くなりましたね。」 

「 やはり中国から学んだ命名もありかと。」 

「 見に来た幼稚園児たち，何て呼びかけんの？」 

「 先生の『せいの！』のあとに，『ニンゲーン！』って。」 

     

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

        



最後に， 

取手駅の西口を利用していた世代の 

卒業生の皆々様に， 

今日撮ってきた取手駅西口の様子をご紹介します。 

   

 

（ 2017/7/28  16:19 ） 



 

 



 

 



 

   

ホームから聞こえる案内放送も， 

「 上野東京ライン・品川行き 」 

などの文言が聴こえるあたりは以前と違うかもしれません。 

   

 



（ 2017/1/19  18:22 ） 

   

時間によっては， 

小田急が乗り入れてきたりもしています。 

   

■ 

  

でもわりと出くわします。 

  

 

（ 2017/7/29  15:43 ） 



  

行先が「箱根湯本｜片瀬江ノ島」だったりしたら 

相当ワクワクするのですが…。 

  

 

  

バラ色です。 

花のバラなのか，豚肉のバラなのかについては 

解釈をお任せします。 

  

  

  

  

4 コメント  



コメント一覧 

 1 

お早う御座います。平成一ケタ卒業の生徒の一人です。  

自動車の運転免許も無いので、なかなか学校に行けていませんが今年こそは

と思っています。 

会食は懐かしいですね。 

by: 篠宮早苗, on 2017/07/29  

 2 

こんにちは。取手駅西口を利用していた時代の４期生の者です。  

確か６年生の秋頃にボックスヒルが出来たと思います。  

取手駅が立派になったと喜んでいたけど、当時は寄り道できずに  

通り過ぎていただけでした。  

昨年用事があり、久々に取手駅に降り立ったときに、  

あまりの変貌ぶりに仰天しました。  

下から 4 番目の写真、ボックスヒルの先の坂道周辺のビルが  

無くなっていたのには、衝撃を受けました。  

坂の途中のビル群で空が見えなかったのを覚えています。  

とうきゅうも無くなって西友になっていて、あの頃のにぎやかさが  

全くないように感じました。 

でも取手駅は、いつまでもふるさと(母校)の駅のままの  

感じですね。  

by: ともちん, on 2017/07/29  

 3 

篠宮さん ありがとうございます。  

毎日の会食も，日々色々とありますが，意味を理解してのぞんでいる生徒が

増えているような感じがしています。  

卒業してから自身に，礼法の授業や毎日の会食の時間から身についているも



のが多々あることに気がつきましたという話をよくうかがいます。最近，卒業生

世帯の出願や入学が漸増し，まだまだ頑張らにゃと思うことしきりです。 

by: 水越卓治, on 2017/07/30  

 4 

ともちんさん ありがとうございます。  

ボックスヒル取手，1988/9/21 開業とありますね。今もなお，音楽鑑賞会に松

戸への移動の際に飲食店に立ち寄る生徒がいやしないかとひやひやします

が，昔も今も生徒の皆さんからすれば，書店や文具雑貨店は帰宅途中に寄り

たいところで（したで）しょうね。  

西口周辺は，少しずつのペースで再開発事業が進められて来ております。年

数の経ったビルや，駅前広場の拡張に重なってしまうビルなどは，移転や取り

壊しという状況です。国道 6 号線までの間にある起伏のある地形をならしなが

ら，新しい区画や道路が造られているので，これが済んだら，元とうきゅう（現

西友）ではない方のビル群（ミスドがあったビルなど）の整理が始まり，景観の

変貌にまたさらに仰天，青い制服来て青いバス乗って通ってたころの取手駅

西口は，いったいどこに〜⁈ な感じかもしれませね。  

第一の故郷（出身地）も第二の故郷（出身校所在地）も，まぁ，どんどん変わっ

ていっちゃうということですね。 

by: 水越卓治, on 2017/07/30  

コメントを書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/08/04 

卓 416 摂取の時代 

 

６週間の夏季休業期間。 

１５日（３５％）が経ちました。 

職員室の一角。 

   

 

（ 2017/8/4  14:19 ） 

     

８月限定バス定期券で通ってくる生徒も。 

勉強をしにくる子もいます。 

相談をしにくる子もいます。 

   

その横で私といえば，自分のお茶を作って自席に戻る， 

ただそれだけなのですが， 通常授業が停止しているこの時期， 



来年，数年後，十数年後，数十年後 の自分の将来像をめぐり， 

さまざまな人間模様を感じ取ります。 

    

考えるということは， 可能性に条件を照らして， 

さまざまな場合分けを自分ですること。 

      

条件に可能性を照らすのは， 

おとな側の視点かもしれませんが， 

     

今を歩む中高生は， 自分の可能性に条件を照らして， 

納得のゆく将来像を数通りに絞り込んでゆくことに， 

時間とエネルギーをつぎ込むのがベターです。 

    

それには， ひとりで何時間考えるもよし， 

身近な人に聞いてもらったり，答えてもらったりするもよし， 

上映されている映画や，ヒット作の本や音楽から学ぶもよし， 

遠い国の人や，はるか昔の人のメッセージを本から摂り入れるもよし。 

   

ああ，ICT 以外にも，没頭できる選択肢がいっぱいある年代って， 

うらやましい・・・。 

十代。 値段がつけられない時間の流れ。 



     

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

     

十代の自分の姿も，卒アルをはじめ， 

色あせながらもさまざま残っておりますが， 

探すと自撮りも出てきたりし・・・，    

 

（ 1981/7/26  ソロで摩周湖（北海道） ） 

（ この時代だと三脚と二眼レフカメラで，フィルムはサクラカラーか富士カラーを DPE。 ） 

   

高一。 

やせてました。 



心も肌も，今とはちがう。 

でも今にして思うと，撮っといてよかった一枚。 

     

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

     

こちらは以前，４年ほど（1998～2002） 住んだ街。 

休みの日， 思いつきでふらっと単独で訪れまして。 

    

 

（ 2017/8/1  15:32 ） 

     

駅前の様子もまた少し変わりました。 



   

 

（ 15:33 昔は軍都ゆえか『軍艦マーチ』が駅前に流れていたそうな。 ） 

    

モンブランがおいしいお店に立ち寄ると， 

   

 

（ 15:34 ） 

   

品切れ？ ではなく，プレミアムなバージョンが 

まだ少しありました。 

   



 

（ 18:38, 18:43 ） 

   

マロンペーストをまとったタイプのモンブランですが， 

後ろ姿から見えるのは鉢巻のようでいて，そうではなく， 

   

 

   

上は大いちょう，下は化粧まわしの 

この街出身の大関・高安関に因んだ 

特製モンブランです。 

     



 

   

通常のモンブランとくらべ， 

価格の方の「高安」はこの際一切気にせず。 

    

じつは２０年前のこの日が， 

今の家内と出会った日でして， 

場所は尾瀬の山荘で，でした。 

交際の開始はその３か月半あとでしたが， 

忘れえぬ，時と場所にちがいはありません。 

    

山にちなむ洋菓子なら， 

新婚当初住んでた街で，モンブランを選ぶしかないでしょっ。 

味も価格も 待った無し。 



    

 

     

ごっつぁんです。 

     

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

        

以前，『筑波土産』 なるタイトルで， 

我が家の愚息が遠足や宿泊学習で 

どんな土産物を買って帰ってくるかを報告した記事が 

ありましたが・・・。 

   

今週は，群馬県のみなかみ町や沼田市に 

２泊してきた模様で（ちなみに今は これまた 高一 です）， 



      

 

 

（ 2017/8/3  19:50 ） 

    



うーん。でもまぁ， 

    

「ラブリーマスコット」（ ⇒ 卓 039 http://torideseitoku-tblog.jp/mizukoshi/1002 ） 

とか買ってきたあの頃に比べたら，滞在先にちなんだもの， 

まったくちなんでいないもの，家族への，自分への，と， 

多角的な選択へと変化してきてはいます。・・・でも， 

   

 

   

逸品・「日本史かるた」 がこれまた大阪府のメーカーさんでありまして， 

「ラブリーマスコット」 のときと同様に，小中高生への 

販売戦略にたけた商才商魂のようなものを品物から 

受け止めざるを得なかったという共通点も，強く実感しました。 

      

http://torideseitoku-tblog.jp/mizukoshi/1002


ちなみに，７年前の 「ラブリーマスコット」 の行方は， 

    

 

（ 2017/7/26  17:51 ） 

    

このイヌのみぞ知る・・・， です。 

  

        

   

■ 

1 コメント  

コメント一覧 

 1 

お早う御座います。  

平成一ケタ卒業生の一人です。  



中学の時に水越先生に習いました。  

当時は今の私より若かったようですね。  

当時は独身、今は妻子ある身という事ですね。  

行けたら今年中に学校に行きますのでそのときは宜しくお願い致します。 

by: 篠宮早苗, on 2017/08/05  

コメントを書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/08/11 

卓 417 夏草の現在 

8 月 9 日は研修。 

  

 

（ 2017/8/9  13:41 ） 

   

AED の使用方法を，メーカーの先生来校にて受講。 

ありがとうございました。 

   

ちなみに，12,3 年ほど前，自治体公的機関の方が 

来校してくださり，受講したときの先生が，最後まで 

「イーエーデー」 と仰っていたこともこれまた忘れられません。 

     



地理 B の受験補講もひとまず 8/10 までで一旦…。 

   

 

（ 7/31  17:17 ） 

      

       

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

     

散歩も兼ねて，近所の店まで。 

こういった感じのものを買いに行くため…。 

    



 

（ 7/27  17:26 ） 

    

歩くのは線路沿いの細道。 

ん？ 前は無かったかもよ， 

   

 

（ 7/30  13:51 ） 

   



と思ったのは， 

線路の下の法面（のりめん）に， 

緑色のシートが敷かれており…。 

   

例年，ひと夏に２度くらいは， 

炎天下で草刈り機を鳴らしながら作業する方々の姿を， 

他区間も含めての大仕事を，ご苦労様ですとの思いでお見かけし。 

       

たしかに，草地をコンクリなどで覆ってしまうと， 

下の土壌への通気性や通水性を失うばかりか， 

太陽光の熱の反射で，地面近くの気温が高くなる。かといって， 

緑とはいえ，視界を遮る雑草群も，保安面で放置はできない。 

    

 

    

検索すると，「防草シート」 というようで，販売サイトに多々の品数。 



１㎡あたり１００円前後から３００円台で。 基本は黒のところ， 

濃い緑もかなり出ており， 耐用年数は５年くらいが多い模様。 

    

この先，雑草対策の作業内容は，草刈り機によるローラー作戦から， 

防草シートの敷設とその維持・管理へと，転換するのか…。 

労働力確保が困難な中，低支出で済むのなら，おそらくこの傾向に。 

    

 

（ 7/30  13:58 ） 

   

思えば５月にこの横の踏切では事故が。 

事故処理的にも，草が茫々と伸びきった線路沿いであるより， 

見透しよく法面にシートが敷かれてある方がおそらく，とも。 

   



などなど， 見てはいろいろ思いを巡らすのは 

散歩の醍醐味， 私は現金（苦笑）。 

      

       

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

    

 

６週間の夏季休業期間。 

２１日が経ちました。ちょうど半分。 

     

7/19 に明けたものの空梅雨と思いきや， 

源流付近に恵みの豪雨も幾日かあったためか， 

利根川水系の水不足の騒ぎこそ起こってはいませんが， 

猛暑の直後に涼しさ到来，北東北にやませの吹く今日この頃です。 

    

妙な段で時候の挨拶を書くのはここまでにしまして， 

    

突然ですが，ここで問題です。 

   

問 次の図１は， 2017 年 7 月 21 日から 8 月 10 日までの 

３週間における，各日の東京の日照時間を表したも 



のである。また，図２は同じ期間における，東京の 

日最高気温を表したものである。「7 月 21 日～7 月 

27 日」を第１週，「7 月 28 日～8 月 3 日」を第２週， 

「8 月 4 日～8 月 10 日」を第３週とした場合，それぞ 

れの週の日最高気温の変化を表した折れ線は，図 

２のア・イ・ウのちのどれになるか。 

  

 



 

 （気象庁ホームページより作成）  

  

（答） 第１週（     ） 

    第２週（     ） 

    第３週（     ）   

    

お答えは数日後，巻末に。 

特にヒネリはありません。 

   

センターだと，組合せ選択方式のところですが， 

ここはベイシックに。 

   

不穏な空模様ですが， 



よい夏を過ごしてまいりましょう。 

   

 

（ 7/28  14:05 ） 

   

■ 

  

（答） 第１週（  ア  ） 

    第２週（  ウ  ） 

    第３週（  イ  ）  

 まず，猛暑から。折れ線イの水曜日の 37℃は，図１の 

日照時間の水曜日では，第３週が 8 時間超で，他週が 

０～１時間の他週（最高気温も 30℃未満）であることか 



ら，第３週は折れ線イ。なお，この日（8/9（水））が猛 

暑なのに日照時間が 7/21 のように 12 時間近くにまで及 

んでいないのは，夕方に，日中の猛暑による蒸発でで 

きた積乱雲による豪雨があったためです。ちなみに 8/9 

の日の出から日の入りまでの時間は 13 時間 43 分でし 

た。 

 第１週と第２週の判別ですが，両週の月曜の日照時 

間の差から推測したいところですが，全週とも同じよう 

な日最高気温で重なってしまっており，別の曜日に注 

目するしかありません。図１で，第１週の水・木曜が日 

照時間なしが連続していることから，曇りか雨が続き， 

太陽熱がほとんど届いていないことが推測され，日最 

高気温は連続して下がっていくものと考えると，図２の 

中では折れ線アがもっとも自然といえるでしょう。した 

がって，第１週はアで，第２週がウとなります。 

本問では，気温の高低の要因を，図１の日照時間からしか推測することができませ

んでした。ほかには，前線を境に大気が温暖であったり寒冷であったりするとか，前

述の猛暑と夕立など，別の要因もいくつかあるため，日照時間と日最高気温の相関

が高いとは一概にはいいきれません。 

  

1 コメント  

コメント一覧 



 1 

お早う御座います。平成一ケタに地理を習った卒業生の一人です。  

いつもブログを読ませていただいています。  

車の免許もなく同期生とも中々都合が合わないので学校に行けていませんが

行けたら逢いに行きますね。 

by: 篠宮早苗, on 2017/08/12  

コメントを書く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017/08/18 

卓 418 気分の持ちよう 

  

8/13（日）。出身地へ日帰り。 

久々の青空でしたが，どこも道は混んでいました。 

我が家のお盆は７月なのですが，独居の実父と合流， 

外食への道すがら，通っていた小学校前で赤信号。 

   

 

（ 2017/8/13  12:57 ） 

  

古代は浅海（潟湖）に面した砂州にあったというこの地には， 

くねって聳える黒松がそこここに残っています。 

昨秋，幹線道路が構内に接して開通したおかげで， 

学び舎を車内から眺めることができるようになったのです。 

    



 

   

小４と小６時代にクラスのあった校舎の姿は 

４０年前とあまり変わっていません。 

月曜日の朝礼，体育，運動会とその練習など， 

グラウンド（運動場）を見ただけでさまざまな思い出が蘇ります。 

    

朝礼のときの景観の記憶。 

   

整列する中，一度だけ，貧血で倒れた際， 

失神こそしなかったものの， 

見えるものがどんどんモノクロ化した記憶。 

    

６月，「歯磨き体操」なる非常に古風な BGM の流れる中， 



前方で巨大な口と歯ブラシの模型の模範演技見ながら， 

各自の指で動きを自分の歯に施していた不思議な記憶。 

幼心にも一体これは何をやってんだろうと思った記憶でもありました。 

    

ほかの学年の男の先生が，その学年の女子２人からインタビュー。 

これが異様に盛り上がっていた記憶。 

S 木先生というお名前以外はよく知ることのなかったその先生が， 

第一印象とは真逆に面白い先生であることを発見。 

   

「好物は何ですか？」 「ううん，・・・いかの， てんぷら…。」 

無表情でとぼけた回答に，多分，全校児童が腹をよじらせたような…。 

「特技は何ですか？」 「（覚えていないけどこれもとぼけた答えで大爆笑）」 

などなどの問答の末，「ええ？ もう終わり～？」 と感じる早さ。 

    

そのあと思いました。 答え方や雰囲気次第で，場は変わる。 

小学生時代の朝礼の記憶の中で，これは最善でした。  

    

ほかの学年の先生との接点は，小学生時代の場合は特に， 

あまり多くはありませんでしたから， 

「怒ったら怖そうな先生だよな」 などとという不安や憶測は付き物でしたが， 

  



いざ，その怖そうな先生と接する機会があったときに， 

最後には何か話のオチをつけて私たちを和ませてくださっていたり。 

「気分の持ちようなんだよな。」 などということも学んだような気がします。 

そのこと次第で，得をしたり損をしたりが決定づけられることも，後で学びました。 

     

自分が学年で直接お世話になった先生とは，その後， 

同窓会や同期会などで幾年ぶりかの再会…というのはよくありますが， 

小学生時代の場合は，ほかの学年の先生については， 

お姿・お話・お人柄を，記憶の奥底に遺してくださったことに感謝です。 

      

 

    

       

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 



  

     

学校の方は， 

8/18（金）から部活や勉強に来る生徒の姿が。 

    

 

（ 2017/8/18  17:19 ） 

    

卒業生も元気な姿を。 

  



 

（ 14:50 ２７期生のＫＮさんが。医療関係の仕事で現在は京都で。 ） 

    

現在・過去・未来を思う職員室です。 

    

       

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

      

     

前回は，３週間分の日最高気温と日照時間のグラフを掲載しましたが， 

   



 

 

   

それから 8/17 までの１週間は，低温と曇天の日ばかりでしたので， 

グラフ（図１・図２）に赤色で線を描き足してみました。 

    



 

 

（気象庁ホームページより作成） 

     

予想外の天候ゆえに，体調管理の見直しも重要ですが， 

コンビニでは，８月中旬にして， 

「おでんと中華まん，いかがですかー。」 の呼び声が。 

各社におけるビジネスの瞬発力を学ぶ機会にもなります。 

と同時に，生産者の皆さんへの災禍が僅少であることを祈るばかり。 



      

      

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

  

     

夏休みの宿題。 

じつは私も現在は６つ，宿題をかかえています。 

  

どれもが，いい加減なもので作り終えるわけにはいかないものです。 

私もがんばりますので，生徒のみなさんも， 

自分にとって力や栄養になるような取り組み方で， 

快調に進んでいってください。 

    

8/17，宿題の１つで調査・確認のため，車で２時間半。 

とある街へ。 

    

まずはご当地のスーパーに （若干の買い物＋おトイレ）。 

スーパーなどの食料品店は，売り場を見て歩くだけでも 

いろいろな情報が読み取れて，結構楽しめます。 

   

たとえば， 魚介売り場に並ぶ 「さざえ」。 



超高級でもなく庶民的でもない，中流階級代表のような 

磯の香ただようこの貝の販路は， 

お店によって多様です。 

  

長崎産（さざえ漁獲量日本一，空輸でしょう）を売る店もあれば， 

千葉産（さざえ漁獲量関東一，千葉系のスーパーに多い）を売る店もあり， 

パック詰めで売る店，活かしたまま桶や水槽に入れて売る店など様々ですが， 

今回訪れたこの街のスーパーでは？  

新潟産で，パック詰めでした。たしかにここは房総（千葉）よりも新潟県が近い。 

     

スーパーは序の口で，そのあといろいろと巡って，遅いお昼ごはんを。 

この県は，人口あたりのそば・うどん店の軒数が 

香川に次いで２位とのことなので， 

珍しいメニューのお店を探してみました。 

     



 

（ 8/17  17:28 ） 

    

「焼きそば丼」 というメニューです。 

お肉も野菜も麺もソースも，この地域で生産されたもの。 

     

 



（ 8/17  16:56  「企業城下町」のこの街の中心部にある大工場の壁面を，国道から。 ） 

  

昭和後期に焼きそばが，工業都市であるこの地の 

名物になったのだとか （ここは静岡県富士宮市ではありません）。 

    

   

 

（ 断面のご紹介 ）  

    

焼きそばと唐揚げ，その下に目玉焼き， 

その下にご飯。 「丼」というよりこれは「重」と呼びたくなります。  

付いてきたスープは， 

最後にかけて混ぜていただきます。 

    



 

（ 焼きそばと目玉焼きのおじやといった感じでした。 ） 

  

見た目以上にボリューミーで満腹。 

やはり，遠くへ行ったなら，その地ならではの 

未体験型のものをいただくのが一番です。 

    

   

■ 

  

関東地方１都６県における， 

さざえの漁獲量。 

１位が千葉県で，２位が神奈川県 



なのだそうです。 

では，３位はどこでしょう。 

答えは例によって近日中に。 

  

↓調査可能 

農林水産省 海面漁業生産統計調査（2015 年）  

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000031515368 

  

で，３位は…。 

  

  

    

  

0 コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000031515368


2017/08/25 

卓 419 遠近不問 

  

  

 

（ 2017/8/25  16:46  20 年間感応式でしたが最近，側方のセンサーが撤去され。 ） 

  



 

（ 8/25  13:02  取手市白山  次の日曜，１８歳以上茨城県民は，投票日です。 ） 

    

今年の夏は「安近短」。受験。 

いちばんの遠出は， 

前号で焼きそば丼をご紹介した街。 

   

でも，近場を移動していても，おもしろい景観は 

結構目に入ってきます。 

最近見たものだと， 

    



 

   

 

（ 8/22  16:39 ） 

   

花丸の住宅。 



なかなかハードルの高そうなネーミングです。 

    

       

人の動きもまた，時季をおもう景観です。 

   

 

（ 8/22  18:05 ） 

   

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

       

街歩き番組もよく見ます。 

特に，「高遠長」の所を。 

地上波も BS も見応えのあるものが。 

SNS で見る，知人の滞在先現場レポも同様。 



    

先日，ベルギーの Gent が紹介されていました。 

   

 

   

ギザギザの階段状屋根（ゲーブル）の建物こそ， 

ベルギーらしさを感じ取る景観。 

番組では終始， この市名を「ゲント」と紹介。 

もちろん誤りではありません。ところが， 

    

中高生用の教科用図書である地図帳の索引には， 

「ゲント」は載っていません。 

ページを開くと，「ゲント」ではなく，「ヘント」と記されています。 

   

じつは，ベルギーの使用言語は，ご存知の方も多いと思いますが， 



北部ではオランダ語（フラマン語）， 

南部ではフランス語（ワロン語）， 

首都では上記の２言語併用， 

少数で東部にドイツ語地域あり， 

という状況（ 「ベルギー語」なる言語は存在しません） 。 

    

で，この都市 Gent の読みは， 

オランダ語では 「ヘント」  （ Gent，オランダ語では G を h のような音で発音）， 

フランス語では 「ガン」 （つづりは少し変わって Gand ）， 

では，「ゲント」 と読むのは？  

英語（つづりは Ghent）や，ドイツ語（Gent）での読み方だということです。 

  

ちなみにお菓子のワッフル（英語読み）は，現地ではオランダ語がワーフェル，フラン

ス語がゴーフル。  

    

こうしたことは，世界史でも人名の読み方が複数ある例と同様です。 

世界周航で有名な マゼラン（ 1480-1521 ）はポルトガル人でした。 

  

ゆえに，ポルトガル語読みの 「マガリャンイス」Magalhães が， 

世界史の教科書にもメインで表記された時期がありました。 

しかし，英語をはじめとする言語では Magellan で表記され， 



日本語もこれにならって マゼラン が定着したようです。 

     

この手の話題はほかにも，中国の地名の英語表記が 

漢字表記に慣れた日本人にとってわかりにくいことや， 

（例）  Tianjin（天津），Chongqing（重慶），Chengdou（成都），Dalian（大連） 

  

インドの地名の読みが，1990 年代に 

欧米語読みから現地読みに改称されたことや， 

（例） カルカッタ → コルカタ， ボンベイ → ムンバイ， マドラス → チェンナイ， 

    シャンデルナゴル（仏） → チャンダンナガル（ﾋﾝﾃﾞｨｰ），チョンドンノゴル（ﾍﾞﾝ

ｶﾞﾙ） 

  

日本人の人名が中国語ではそのまま漢字表記されるものの， 

当然発音はまったく日本語とは異なる読まれ方をすることなど， 

  （例） 松田聖子（まつだせいこ） →  ソンティエンシェンズー [標準語] 

     

挙げるときりがありませんが，話の種には十分なりますね。 

    

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   



       

先日， 京都発祥のラーメン屋さんチェーンにて， 

納豆ラーメンとごはんのセットを注文してみました。 

    

 

（ 8/21  15:04  つくば市  突き刺しているように見えるおはしはちゃんと右手で持っています ） 

   

濃厚こってりスープが売りのこのチェーンは， 

茨城県内は２店舗（つくばと常総（水海道））のみ。 

ちなみに関東各都県の店舗数は， 

東京２８，神奈川６，埼玉４，栃木３，群馬２，茨城２，千葉０。 

  

「納豆ラーメン」なるメニューは都内の店舗にはないようです。 

というか，茨城県内の限定メニューの可能性もあります。 

  



着丼ののち，まずは納豆を分葱（わけぎ）とともに撹拌して， 

迷わずここは，ごはんの上に載せました。    

     

 

   

プレミアムな納豆ごはんと相成りまして，  

ごはんのお茶椀の方と，麺の丼の方とのどちらが 

メインなのかちょっと解りにくい画となりました。 

  



  

    

ちなみに，すする音が，ダブルねばねばにより， 

思ったよりも大音響でしたが，納豆好きにはたまらない， 

また食べてみたくなる風味でした。 

    

    

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

       

もうひとつ外食のお話。 

   

宮崎県といえば，「冷や汁」，「チキン南蛮」 。 

その定食をいただきました。 



   

 

（ 8/25 12:09 ） 

 

  

冷や汁は，ほぐした鯵の干物（いりこだしの場合もあり）に， 

味噌と胡麻をすりこぎですって作ります。 



あつあつごはんにかけて混ぜていただきます。 

    

 

（見れば鯵の干物がさらに一切付いてきています） 

  

胡瓜のスライス，茗荷に大葉，浮かんだ粒氷と，涼味は満点。 

ご飯にかけていただく夏の宮崎の定番家庭料理。 

   



 

  

チキン南蛮は，鶏の唐揚げのタルタルソース添え。 

かける前に混ぜるタルタルには，ゆで卵の香味がほど良く残り， 

鶏あっての親子系メニューでは，丼にも負けない上位の一品。 

     

20 年前。1997 年の 8 月下旬に 

（この年の８月は，卓 416 にも記したような遠出もありました）， 

福岡と宮崎に住む大学時代の友人宅を単身訪れたことが。 

   

アポは前日。宮崎で同職の T 君は突然の訪問にも， 

仕事を休んでくれて高千穂や青島へ案内してくれました。 

    

そのときに，当時まだ関東であまり知られていなかった 



チキン南蛮や，冷や汁，お隣の県の白熊などの， 

南九州ご当地の味とは初対面でした。 

   

冷や汁も，T 君の実家でご馳走になり， 

使われている素材の一つ一つの風味・香味を， 

いろいろと話をおうかがいしながら賞味した記憶が。 

   

あれからもうそんなに経ってしまったのか・・・などと思いながら， 

安近短なお隣Ｍ市にある外食チェーン店 Y にて， 

爽やかに味わった次第です。 

    

 

    

■ 
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2017/09/01 

卓 420 思慕と思考 

    

 

（ 2017/8/31  17:49  国道６号・藤代大橋 気温２０℃ ） 

     

たしかに気温が下がってきましたが， 

９月上旬が猛暑に見舞われたことも 

近年多々ありました（運動会で苦労しちゃうケース）。 

    

でも，ちょっとすればまたすぐ，   



 

（ 2016/11/24  9:31 ） 

 

（ 2017/9/1  8:22 ） 

   

驚くような天候に出くわすのでしょう，今年も。 

身心ともに，構えが肝心です。 



   

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

学校のほうも，９月１日（金）より， 

第２学期の始まり （正確には８月１日始まりではありますが）。 

    

 

（ 9/1  7:26 ） 

    

やや早めに出勤。  

多めとなった，自分の荷物。 

調べごとなどなど， 

仕事の重心がまた， 

学校に戻る時でもあります。 



   

 

（ 9/1  8:04 ） 

   

  

   

 



（ 8:06 ） 

   

 

   

そして，始業式，表彰式，壮行会。 

   

 

（ 8:52 ） 



    

   

 

（ 9:11 ） 

  

 



   

      

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

思慕 (しぼ） と思考の，均衡（バランス）。 

      

「ひさしぶりぃ～！ ぐぇんきだったぁ～？」 

「 ・・・（しばらくぶりに見るけど…，元気そう）…。 」  

距離感はさまざま， 

思慕。    

    

そして，今日（9/1）は 

重要な試験３教科にのぞむ高校生たちと， 

校外学習など大きな行事に直面した中学生たちの， 

思考。 

    

思想形成期に鍛錬をする， 大学等への受験勉強。 

     

夏休み中， 



黙々と独習や思考を続けてきた中で， 

表情がしきしまってきた高校三年生。 

   

日々， 

思慕と思考のいずれもバランスを保ちたいもの。 

その偏りには， 自己チェックを。 

    

    

    

思慕。 自分の場合，休業期間中は， 

出張先や校内で， たまにしかお会いできない方々との， 

コミュニケーションに。 元気まで頂戴します。 

    

思考。 我が家の場合， 

思考の活動の伸びの顕われとして，子から 

当り散らしとは違う，ネガティヴなつぶやきを 

聞くようなケースが出てきたりしてはいるのですが， 

    

でもそれは， 

当人の批判能力が伸長している徴と 

視たり考えたりしているところです。 



もちろん家ではモードは親です。 

   

   

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

部活で毎日頑張ってきた，いや，そうではなかった，を問わず…， 

    

「きょうの （わたしの） 結論！」 

みたいなものを連日積み上げて来ている人は強い。 そして，厚い。 

   

登下校とか街中の移動の最中も， 

いくつかのテーマの在りようを，「あれか」「これか」 と考える。 

他人の言動や行動に起因する考え事も，結構あるかもしれません。 

    

たとえば， 

「 『こたえ』 とは・・・，」 

と思考をつづけて， 

  

「 理由があるのは答え 

理由がないのは応え 」 



   

という，きょうのプチ結論に達したなら， 

それはそれで収穫です。 

   

何々とは何かという，定義づけ系の思考に， 

暇な時間がもしあるならば，費やすべきです。 

   

これを積み上げます。 

忘れそうなら書きとめます。 

    

のちのちそれが， 

人とのコミュニケーションの資源になります。 

そして，縁の確立や，安定した収入にもつながるでしょう。 

   

面接や，小論文・自己推薦文，その他諸々は， 

こうしたアウトプット（出力）を測定する試験なので， 

    

教科の一般受験の場合よりも，  

各人のもつ活力（バイタリティ）や， 

自我の確立の度合いが試されます。 

   



一般・推薦のいずれの選択者も， 

己の表情が引き締まらざるを得ないところに 

来ています。 

   

大学等受験者を念頭にして記しましたが， 

   

高校や中学を受験する年齢の方々にとっても 

ヒントになる部分があるかもしれません。 

      

     

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬ 

   

    

この時季の梨の特産地は， 

街道沿いの左右両側で直売， 

書き入れ時です。 

生産者の皆さん，天候もさまざまで大変ですが，応援してます。 

   



 

（ 8/30 12:34 「大町梨街道」  ） 

   

   

２学期の始まりを控えて， 

    

 

（ 8/30  11:51 松飛台駅のすぐそばです。 ） 



  

景気づけにと， 

ワンタン麺の名店へ。 

   

 

（ 8/30  12:10 塩味は，ホタテや焙煎エビ粉の芳醇な風味。 ） 

   

麺の下の力持ち。 

    

厚みのある左右２枚のチャーシューが， 

白河風のワンタン麺の， 

with B （豚） ，しています。 

  

２学期を完走する気を，得ました。 



     

 

（ 附属女子中高（右）とを結ぶ歩道橋は，両校共同のエネルギーが通じるライフライ

ンでもあります。）  

    

この日は午後に附属小学校に伺う日でした。 

      

 

    

システムの相互乗り入れ的な業務とはいえ， 



あまりあちこちと撮影する間はなかったのですが， 

   

 

    

今度伺った際は， 

構内に多々見かけるすてきな箇所を 

撮らせていただこうと思いました。 

     

また，以前取手校にてお世話になっていた 

先生方にもお会いしました（撮ってませんです）。 

で，「 もしよろしければ，ブログのネタにと…。」 

    



 

（ 美菜先生ありがとうございます ）  

   

ザ・ 鮫。 

品川ナンバーの鮫洲の鮫の字ではありますが， 

フカで名高い，気仙沼（宮城）とあります。 

    

 

                                   （勘違い犬）  



   

はんぺんも， 鮫や山芋などからできていますが， 

その対極をなすような硬派の一品に，    謝々。 

    

       

その数日後， 

30°S，105°W の近くの地の，物産を。 

   

 

   

謎の巨石で広く知られる，太平洋南東部にある孤島の， 

（手元のＮＨＫ『未来への遺産』ＶＨＳが再生できず，テープ自体が「未来への遺産」化～。） 

本来の名称・ラパヌイが記された樹皮ですが，それは， 

   



 

    

鮫のに続いて，うっかり裂いて， 

つまんでしまいそうな質感でもありました。 

でも， 見聞録を， Gracias! です。 

遠方のおみやげの数々に心は和みました。景気づけ万全です。 

    

■ 
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