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新型インフルエンザに関するニュースが気になります。日常生活における予防策は、季節性のイン
フルエンザと同様で、①栄養と休養を十分とる②人混みを避ける③適度な温度・湿度を保つ④外出後
の手洗いとうがいの励行⑤マスクの着用の５つだそうです。新型インフルエンザに対して過剰な反応
は避けたいと思っていますが、本校でも油断をせず、万一に備えた対策を行っています。また、梅雨
期を迎え、ジメジメと蒸し暑くうっとうしくなる季節となります。低気圧の接近などによる体調不良
や風邪、感染症や食中毒にも注意が必要です。健康管理に十分ご注意下さい。

白布祭に
白布祭に、是非お
是非お 出で下さい
今月末に２年に１度の白布祭が行われ
ます。
今回のテーマは

Big Bang
～見てくれ俺等
てくれ 俺等の
俺等の１１０年
１１０年～
になりました。
今回は、真岡高校が創立から１１０年間積み
上げきたものを生徒一人一人が受け継ぎ、私た
ちが個性を全面に出し、それを表現していこう
と思っています。

※注意事項
・白布祭に来られる際には、公共交通機関
をご利用下さい。
・貸出しできるスリッパの数に限りがある
ので、スリッパをご持参下さい。
・校内全域禁煙となっています。
今年の白布祭は真高創立１１０周年に行うこ
とができるため、真高生はまた普段と違った熱
気に溢れて準備を進めています。
白布祭当日は、普段の私たちとは違った姿を
見て欲しいと願っています。
是非、保護者のみなさまも白布祭にお越し下
さい。よろしくお願いします。
白布祭実行委員長より

第 ４７回体育大会
４７回体育大会
～ 総合優勝は
総合優勝は３年 ４組

《一昨年の白布祭より。中庭に作られた特設ステージ》
※白布祭一般公開の日時
６月２７日(土)

１３：００～１５：３０

２８日(日)

９：００～１５：３０

※主な企画
・ミス白布（真高生による女装コンテスト）
・各クラスの様々な企画
（喫茶やゲームなど）
・部活動、委員会の企画
（応援、吹奏楽など）・バンド演奏など

～

５月２７日(水)、体育大会が行われました。
この日に備えてお揃いのＴシャツを作るクラ
スも多く、随所に熱気あふれる競技が展開され
ました。
競技はリレー、綱引き、相撲（団体・個人）、
サッカー、バスケットボール、バレーボール、
テニス、卓球の９種目で競われました。
今年の大会では、体力と経験で勝る３年生が
圧倒的な強さを見せました。
競技の結果、総合成績は次の通りでした。
総合優勝 ３年４組（総合勝ち点 104点）
準 優 勝 ３年３組（総合勝ち点
79点）
第 ３ 位 ３年１組（総合勝ち点
74点）

６ 月の 主な 行事
１日（月）衣替え（上着なし登校許可）
教育実習開始
３日（水）内科検診（２年）
４日（木）学習実態調査（１年）
科目類型選択調査（１・２年）
生徒会立会演説会、耳鼻科検診(全)
５日（金）生徒会役員選挙
６日（土）進研マーク模試（３年）
７日（日）吹奏楽部定期演奏会(真岡市民会館)
９日（火）第２回校内模試（～10日）
１１日（木）火曜日の授業
第２回ＰＴＡ理事会
１２日（金）教育実習生による進学座談会
１４日（日）県民の日
１８日（木）進学資料読書会
２０日（土）サタデーセミナー（１・2年）
２４日（水）白布祭各係打合せ
２５日（木）第２回進路希望調査
服装指導
２６日（金）白布祭準備
２７日（土）白布祭
２８日（日）白布祭
２９日（月）後片付け、
ＰＴＡ支部会（真岡東、真岡）
３０日（火）振替休日
７月１日（水）
７月３日（金）
７月４日（土）

振替休日
期末テスト（～７日）
同窓会総会

・ ＰＴＡ支部会
ＰＴＡ 支部会が
支部会が 下記の
下記 の通 り開催されます
開催 されます。
されます 。
・ 詳細については
詳細 については後日
については 後日ご
後日 ご連絡いたします
連絡いたします。
いたします。
・ 学校からは
学校 からは支部
からは 支部ごとに
支部 ごとに、
ごとに 、 夏休みを
夏休 みを前
みを 前 にしての
学習指導・
学習指導 ・ 進路指導・
進路指導 ・ 生徒指導などの
生徒指導 などの話
などの 話 をさ
せていただきます。
せていただきます。
６ 月２９日
２９ 日（ 月）
真岡東支部（
真岡東支部（ 真岡市公民館 第5
第5.6会議室）
会議室 ）
中村支部（
中村支部 （農村改善センター
農村改善センター）
センター ）
真岡支部(
真岡支部 (真岡市公民館 第3
第 3.4会議室)
会議室 )
７ 月 ２ 日（ 木）
上三川支部（
上三川支部（ マルニ会館
マルニ会館）
会館）
大内支部（
大内支部 （農業構造改善センター
農業構造改善センター）
センター ）
市貝支部（
市貝支部（市貝町中央公民館）
市貝町中央公民館）
７ 月 ３ 日（ 金）
芳賀支部（
芳賀支部 （友遊はが
友遊はが）
はが）
益子支部（
益子支部 （アプローズ益子
アプローズ 益子）
益子 ）
７ 月 ６ 日（ 月）
真岡西支部(
真岡西支部(真岡市公民館西分館）
真岡市公民館西分館 ）
山前支部（
山前支部 （農村環境改善センター
農村環境改善センター）
センター ）
７ 月７ 日 （ 火）
茂木支部（
茂木支部 （茂木町民センター
茂木町民センター）
センター ）
７ 月 ８ 日（ 水）
宇都宮支部（
宇都宮支部（ 清原地区市民センター
清原地区市民 センター）
センター）
久下田・
久下田・ 長沼・
長沼 ・物部・
物部・ 筑西支部
（ 二宮文化会館：
二宮文化会館： 旧二宮町民会館）
旧二宮町民会館 ）
いずれも日程
いずれも日程は
日程は 以下のとおり
以下 のとおり
14:
付
14:00～
00～ 14:
14:30 受
14:
14:30～
30～ 15:
15:00 支部総会
15:
15:00～
00～ 16:
16:00 全体会（
全体会 （学校参加）
学校参加 ）

全校応援に
全校応援 に向けてイザ
けてイザ！！
イザ！！
１年応援練習
５月１４日(木)、伝統の１年応援練習が行わ
れました。
生徒会､応援委員会､吹奏楽部の指導により、
校歌、応援歌、エイトマンメドレー、三・三・
七拍子と約１時間の練習。
この行事が終了すると1年生も真の真高生に一
歩近づいたとの実感があるようです。
今年こそ、この応援練習の成果を生かして、
野球やサッカー等の大会で、全校応援ができる
よう願っています。

関東大会等への
関東大会等への出場
への出場おめでとう
出場おめでとう
県高校総体の総合開会式が5月9日(土)、宇都
宮市の県総合運動公園陸上競技場で行われまし
た。本校からは生徒会役員や応援委員等が参加
しました。
また、関東大会の予選を兼ねた各競技も、そ
れぞれの会場で始まり、各部とも健闘・活躍し
ました。
競技の結果、サッカー部、ソフトテニス部、
卓球部が関東大会への出場権を獲得しました。
また、吹奏楽部員からも東関東選抜吹奏楽祭の
選抜メンバーが選ばれました。
関東大会等へ出場する諸君の活躍を期待して
います。なお、期日・会場は以下の通りです。
◎平成21年度関東高等学校サッカー大会
期 日 ５月２９日(金)～６月１日(月)
会 場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
（埼玉県熊谷市）
◎平成21年度関東高等学校ソフトテニス大会
期 日 ６月５日(金)～６月７日(日)
会 場 小瀬スポーツ公園テニスコート
（山梨県甲府市）
◎平成21年度関東高等学校卓球大会
期 日 ６月６日(土)～６月７日(日)
会 場 緑が丘スポーツ公園体育館
（山梨県甲府市）
◎平成21年度東関東選抜吹奏楽祭
（東関東高等学校選抜バンドメンバーとして）
期 日 ６月１３日(土)～６月１４日(日)
会 場 千葉県文化会館（千葉県千葉市）

