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栃高生は＂よくばり＂だ！！
二兎を追って二兎をも仕留める
去る８月18日（金）に中学３年生対象の「一日体験学習」が行
われました。新旧生徒会役員が学校生活について説明を行いま
したが、北原前生徒会長の説明の中に「栃高生は”よくばり”
です。『二兎を追う者は一兎をも得ず』という言葉は御存じだ
と思いますが、本校には『二兎を追って二兎をも仕留める』と
いう言葉があります。会場にお越しの中学３年生には栃高に入
学していただき、二兎といわず、三兎でも四兎でも仕留めてほ
しいと思います」という趣旨の言葉があり大変感激しました。
確かに、生徒諸君の多くは、部活動と勉学を両立させた上で、
生徒会活動や委員会活動、栃高スポーツ祭・栃高祭・31km耐
久レースなどに代表される学校行事、加えて様々なSSH事業な
どにも積極的になおかつ熱心に取り組み大きな成果を上げてい
ます。まさに三兎も四兎も五兎も仕留めている状況です。
年度当初から話してきたように、生徒諸君には自分自身も気付
いていない多くの才能が埋もれていて、様々な事にチャレンジ
することでその埋もれた才能が顕在化し大きく花開くものと確
信しています。高校の３年間はボーっとしていると、あっとい
う間に過ぎ去ってしまいます。自分で自分自身に枠をはめてし
まわずに、自分の嫌いなことや苦手なことにもあえてチャレン
ジすることを忘れないでください。また、それらのチャレンジ
をとおして大いに失敗をしてください。失敗し振り返りを行う
ことで人は大きく成長します。だから失敗をおそれる必要はあ
りません。何事にも前向きにチャレンジしましょう。

「栃高祭」御苦労様でした！
８月26日（金）・27日（土）の２日間、「栃高祭」が開催さ
れました。本年は日程の都合上、また、台風の影響もあり準備
時間が十分に確保できない状況の中、どの企画・催し物も工夫
が凝らされた素晴らしいものでした。両日とも、様々な場面で
生徒諸君の笑顔やチャレンジする姿が見られました。特に、２
日目の一般公開の日は一日中小雨が降る中での公開となりまし
たが、2624人のお客さんに御来校いただきました。どの会場
も大変盛況で、お客さんが大変楽しそうにしているのが印象に
残りました。また、雨の中、ウォーターボーイズ、応援団、書
道部がそれぞれに素晴らしいパフォーマンスを披露し、今回の
「勇猛夏漢」というテーマを十分にアピールしました。お客さ
んも栃高の男子校らしさや生徒諸君の持つポテンシャルの高さ
を十分に堪能してくれたようです。来年度も男子校らしい、ま
た、質の高い「栃高祭」を期待しています。

去る８月25日に開催された全国高P連千葉大会の第２分科会「進
路指導とPTA」において、本校PTAが「よりよい信頼関係を目指
して」と題する発表を行いました。大変素晴らしい発表で、多
くの反響をいただきました。大変御苦労様でした。また、同大
会で本校PTAの今までの活動実績が認められ全国高P連会長表彰
（団体）を受賞しました。大変名誉なことであり、PTA会員の皆
様の本校教育活動への御支援・御協力に感謝申し上げます。

＊＊９月17日「誕生花・花言葉」＊＊
◎フウセンカズラ：あなたと飛び立ちたい、多忙、飛翔
◎ミセバヤ：静寂を愛する、平穏無事、つつましさ
◎ヒース：博愛、謙遜、孤独、休息、幸福な愛
◎シュウカイドウ：片思い、未熟、自然を愛す
◎ノブドウ：人間愛、慈悲
◎エリカ：孤独
◎アベリア：強運
◎チューベローズ：危険な快楽 ＜フウセンカズラの種＞
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＊＊９月17日「今日は何の日」＊＊
◎モノレール開業記念日：東京モノレールが制定。1964年の
この日、浜松町～羽田空港の東京モノレールが開業した。日
本初の旅客用モノレールだった。遊覧用のものでは、1957
年に上野動物園に作られたものが最初だった。
◎キュートな日、キュートナーの日：いつまでも若々しい「キ
ュートな」大人を「キュートナー」と呼ぶことを提唱してい
る作曲家の中村泰士が制定。「キュー(９)ト(10)ナー(７)」の
語呂合せ。
◎憲法記念日（アメリカ合衆国）：1787年のこの日、アメリ
カ合衆国憲法の署名が行われた。
◎牧水忌：若山牧水（歌人）の忌日（1928）
◎鬼城忌：村上鬼城（俳人）の忌日（1938）
◎江戸幕府が浜御殿でそれまで薩摩藩の独占だった砂糖の試作
を始める（1759）
◎日本初の洋式燈台が観音崎に着工（1868）
◎枕崎台風が枕崎市に上陸。日本を縦断し死者行方不明3,558
人（1945）
◎ベヨネーズ岩礁で海底噴火。噴火を発見した漁船の名前から
明神礁と命名（1952）
◎阪神の江夏豊がシーズン354奪三振の日本記録を達成。10月
に世界記録達成（1968）
◎NHKが徳島県知事選挙で初のテレビ政見放送を実施(1969)
◎NASAがスペースシャトル試験機「エンタープライズ」を公
開（1978）
◎イギリスのサッチャー首相が来日（1982）
◎第24回ソウルオリンピックが開催。北朝鮮は不参加(1988)
◎野茂英雄が大リーグでノーヒット・ノーランを達成(1996)
◎小泉純一郎首相が北朝鮮を訪問し、金正日総書記と会談。金
正日は日本人拉致を公式に認める（2002）
◎ベルンハルト・リーマン（ドイツの数学者・理論物理学者、
リーマン幾何学の創始者）の誕生日（1826）
◎正岡子規（俳人・歌人、『寒山落木』『竹乃里歌』の著者）
の誕生日（1867）
◎橋爪功（俳優）の誕生日（1941）
◎ちあきなおみ（歌手）の誕生日（1948）
◎蝶野正洋（プロレスラー）の誕生日（1963）
◎なかやまきんに君（お笑い芸人）の誕生日（1978）
◎石川遼（ゴルファー）の誕生日（1991）
◎南波日々人（漫画『宇宙兄弟』登場人物）の誕生日(1996)
◎ルース・ベネディクト（アメリカの文化人類学者、『菊と
刀』の著者）の忌日（1948）
◎エドゥアルト・シュプランガー（ドイツの哲学者・教育学
者）の忌日（1963）
◎ローラ・アシュレイ（イギリスの服飾デザイナー）の忌日
（1985）

「栃高の日」は「とことんチャレンジ」

９月の「栃高の日」は、私は
【
にチャレンジします！
＊【

】

】の中に自分で選んだものを書き入れよう！

チャレンジ満足度[ ５ ・ ４ ・ ３ ・ ２ ・ １ ]
＊一日を振り返って、チャレンジ満足度を５段階で自己評価しよう！

世間は広いようで狭い③
先月の「『栃高の日』新聞 第５号」で取り上げたように、私
の縁のある著名人三人の内の二人目は、大学時代の一学年後輩
で、「ホンマでっか!?TV」などのテレビ番組でもおなじみの脳
科学者の澤口俊之君でしたが、いかがでしたでしょうか。生徒
諸君の中には将来研究者などを目指している方も多いと思いま
す。夢の実現には様々な困難が待ち受けていると思いますが、
常に多くの情報を収集し、節目節目で後々悔いの残らない最善
の方向を選択できるような能力を身に付けましょう。
今回は私の縁のある著名人三人の内の最後の三人目として、私
と同じ鹿沼市出身の元NHK記者でノンフィクション作家、評論
家の柳田邦男氏を紹介します。

柳田邦男氏のこと
今はもうなくなってしまいましたが、子どものころ、鹿沼市の
今宮神社の隣にあった中年の御夫婦が営む「柳田書店」という
古本屋によく通っていました。星新一、小松左京、眉村卓、光
瀬龍、筒井康隆などのジュブナイル小説やSF小説にはまってい
た私は、本屋の新刊本は高くて手が出ませんでしたので、小銭
を握りしめて「柳田書店」に自転車で行って、数年前に出版さ
れた新刊本の古本を購読するのが楽しみでした。また、「柳田
書店」にはなぜか辞書や参考書の古本がふんだんにあり、中学
校や高校で使う辞書や参考書の多くを格安で購入したのを覚え
ています。
時は流れ、私が足尾高校の教員になって３年が過ぎた夏休みの
1985（昭和60）年8月12日に、世界最悪の航空機事故といわ
れた「日本航空123便墜落事故」が発生しました。生徒諸君も
毎年夏休みにその慰霊祭が報道されるのでよくご存じのことと
思いますが、日本航空123便は群馬県多野郡上野町の御巣鷹山
の尾根に墜落しました。単独機の航空事故として死者数世界最
多（死者数520名）で、今でもその凄惨な事故のことは強い衝
撃と共に脳裏に焼き付いています。その夜のNHK報道特別番組
に航空評論家として出演したのが柳田邦男氏でした。柳田邦男
氏のプロフィールの中に「栃木県鹿沼市出身」とのテロップが
あり、父親に確認したところ、先ほど話した「柳田書店」が実
家であることが分かりました。私が子どものころに夢中になっ
て通っていた「柳田書店」は柳田邦男氏のお兄さん夫婦が先代
の跡を継いで経営していた古本屋だったのです。
柳田邦男氏は、1936（昭和11）年に鹿沼市（当時は鹿沼町）
に生まれ、鹿沼高校を卒業し東京大学経済学部に進学します。
1960年に東京大学を卒業後、NHKに入局しました。NHK時
代には、遊軍記者として全日空羽田沖墜落事故、カナダ太平洋
航空機墜落事故、BOAC機空中分解事故を取材し、1971年に
これらの事故を追ったルポルタージュ『マッハの恐怖』を発表
し、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞します。
1974年にNHKを退職した後は、現在までノンフィクション作
家として活躍しています。1979年に設立当初の国立がんセン
ター（現国立がん研究センター）を舞台に、ガンの臨床医・研
究者の活躍を描いた『ガン回廊の朝』で講談社ノンフィクショ
ン賞を受賞しました。また、1995年には、精神を病んだ次男
の自殺と脳死による献腎の決意を描いた『犠牲（サクリファイ
ス） わが息子・脳死の11日』を発表し、文藝春秋読者賞、菊
池寛賞を受賞しました。1997年には『脳治療革命の朝』で、
2013年には『原発事故 私の最終報告書』で文藝春秋読者賞
を受賞しています。

＜略歴＞
1936年６月９日 栃木県鹿沼町（現鹿沼市）に生まれる
1954年３月？ 栃木県立鹿沼高等学校卒業
1960年３月 東京大学経済学部卒業
1960年 NHK入局、広島放送局へ配属
1963年 東京の社会部に配属
1974年 NHK退職
2005年７月 安全アドバイザーリーグループ座長(日本航空)
2005年 水俣病問題に係る座談会委員（環境省）
2008年 「開かれた新聞」委員会委員（毎日新聞社）
2011年５月 政府の東京電力福島原子力発電所における事故
調査・検証委員会メンバー
2016年 司馬遼太郎賞、吉川英治文化賞の選考委員

＜主な受賞歴＞
◎1971年
◎1979年
◎1984年
◎1986年

『マッハの恐怖』で大宅壮一ノンフィクション賞
『ガン回廊の朝』で講談社ノンフィクション賞
ボーン・上田記念国際記者賞
日本放送協会放送文化賞

◎1995年
◎1997年
◎2013年

『犠牲（サクリファイス） わが息子・脳死の11
日』で菊池寛賞、文藝春秋読者賞
『脳治療革命の明日』で文藝春秋読者賞
『原発事故 私の最終報告書』で文藝春秋読者賞

＜主な著書＞
『マッハの恐怖 連続ジェット機事故を追って』（1971）
『続マッハの恐怖 連続ジェット機事故鎮魂の記録』（1973）
『航空事故 その証跡に語らせる』（1975）
『空白の天気図』（1975）
『失速 ロッキード破局の風景』（1976）
『零式戦闘機』（1977）
『新幹線事故』（1977）
『大いなる決断』（1978）
『ガン回廊の朝』（1979）
『マリコ』（1980）
『ガン50人の勇気』（1981）
『明日に刻む闘い ガン回廊からの報告』（1981）
『事実を見る眼』（1982）
『恐怖の２時間18分』（1983）
『零戦燃ゆ 飛翔編』（1984）
『フェイズ３の眼』（1984）
『撃墜 大韓航空機事件』（1984）
『ブラック・ボックス 追跡ー大韓航空機事件』（1985）
『最新医学の現場』（1985）
『死角 巨大事故の現場』（1985）
『「死の医学」への序章』（1986）
『事実の考え方』（1987）
『ガン回廊の炎』（1989）
『事故調査』（1994）
『かけがえのない日々』（1994）
『犠牲（サクリファイス） わが息子・脳死の11日』(1995)
『いのち ８人の医師との対話』（1996）
『20世紀は人間を幸福にしたか』（1998）
『この国の失敗の本質』（1998）
『脳治療革命の朝』（2000）
『言葉の力、生きる力』（2002）
『元気が出る患者学』（2003）
『砂漠でみつけた一冊の絵本』（2004）
『壊れる日本人 ケータイ・ネット依存症への告別』（2005）
『大人が絵本に涙する時』（2006）
『人の痛みを感じる国家』（2007）
『生きなおす力』（2009）
『いつでも心に音楽が流れていた』（2009）
『人生やり直し読本－心の涸れた大人のために－』（2010）
『僕は９歳のときから死と向きあってきた』（2011）
『「想定外」の罠 大震災と原発』（2011）
『言葉が立ち上がる時』（2013）
『生きる力、絵本の力』（2014）
『自分を見つめる もうひとりの自分』（2016）
※このほかに、多くの著書・共編著・翻訳があります。

＜生徒諸君に贈る柳田邦男名言集＞
◎すべての物を失っても耐えられる心。また出直せばいいと思
える強さ。何事にも動じない自分。そうした内面のしなやか
さを持つことが、幸せな人生を歩む上での糧となると私は思
っています。
◎今は不幸だと思っている状況でも、時が経てばそれが幸福だ
と思える。今を一生懸命に生きていれば、必ず不幸は幸福へ
と姿を変える。
◎自分の子どもが死ぬという体験をしたことによって、なんか
ものごとがよく見えるようになったという感じがするんです
ね。人間がよく見えるようになった。
◎学問は興味から、もしくは好奇心からはいったものがもっと
も根強い。
◎学問は結局世のため人のためでなくてはならぬ。
◎想定外は免罪符ではない。
※息子の死だけではなく、多くの事故・病気・天災などで亡く
なった人々やそれと闘ってきた人々を見てきた柳田邦男の言
葉の重みには圧倒されます。
今回お話したノンフィクション作家の柳田邦男は、東北地方の
伝承を記録した『遠野物語』やカタツムリの呼び名の方言を研
究した『蝸牛考』などで有名な民俗学者の柳田國男とは別人！

