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10月20日(火)午前10時より創立110周年記念式典が挙行されます。関連して、学問の木という別名のある
カイノキの記念植樹や映画監督の小栗康平氏による「映画を学ぶ」と題した記念講演、武蔵野音楽大学管
弦楽団による音楽鑑賞会も行われます。本校は1900年4月、「栃木県第三中学校」として開校、以来「栃木
県立真岡中学校」、
「栃木県真岡高等学校」などの校名変更等を経て、1951年4月、
「栃木県立真岡高等学校」
となりました。この間、地域の皆様のご支援をいただきながら、地域の拠点校として発展することができ
ました。今後も、諸先輩方が築いてくださった伝統・校風を守りながらも、さらなる飛躍を目指して、魅
力と活力のある学校、重厚な人材を育てる学校づくりを推進していきたいと思っています。
引き続き、ご支援・ご協力を下さいますよう、お願い申し上げます。

センター試験
センター試験の
試験の出願が
出願が始まる
～今年の
今年の現役生の
現役生の出願率は
出願率は約96％
96％に増加～
増加～
10月1日（木）から大学入試センター試験の出願
受付が開始されました。本校からは229名(全日制22
8名、定時制1名)が出願予定です。
センター試験関係の主な日程は以下の通りです。
出願

10月１日（木）～10月14日（水）

（※高校生の出願は学校を通しての一括出願となります。）

確認はがきの送付 10月下旬～11月上旬
（登録内容の確認）
受験票等の送付
12月上旬～中旬
（受験票・写真票へ写真貼付）
センター試験
センター試験 平成２２
平成２２年
２２年１月１６日
１６日（土）
１７日
１７日（日）
自己採点
1月18日（月）
平均点等の中間発表
1月20日（水）
得点調整有無の発表
1月22日（金）
平均点等の最終発表
2月 4日（木）
成績開示
4月16日（金）以降

１０２名
１０２名が献血に
献血に協力
９月８日（火）本校で献血が行われました。
今年も、多くの生徒が献血に協力してくれました。
近年、医療技術の進歩や高齢化社会の到来により
血液需要が高まっていますが、まだ十分満たされな
い状況が続いているそうです。
今年も栃木県赤十字血液センターから献血車が来
て、１０２名の生徒・職員が献血をしました。内訳
は200㍉㍑献者血が７０名、400㍉㍑献血者が１７名、
成分献血者が１５名でした。

平成２１
平成２１年度合唱
２１年度合唱コンクール
年度合唱コンクール結果
コンクール結果
順位
クラス
自由曲
１ ３年１組 齋太郎節
２ ３年４組 明日にわたれ
３ ３年５組 信じる
４ ３年２組 空駆ける天馬
５ ２年５組 名づけられた葉
６ ３年６組 ３月９日
指揮者賞 2年5組 元浦 亮太
伴奏者賞 3年4組 石川
希

第３１回校内合唱
３１回校内合唱コンクール
回校内合唱コンクール
～3年1組が優勝～
優勝～
クラスの団結力を高め、全クラスで競い合う、第
31回校内合唱コンクールが９月25日（金）真岡市民
会館大ホールを会場として開催されました。
この日のために、昼休みや放課後等を利用して熱
心に練習した成果があり、レベルの高い戦いになり
ました。特に、３年生は技術力・表現力・声量など、
甲乙つけ難かったようです。接戦の結果、3年1組が
優勝、上位６位までに３年生の５クラスが入賞しま
した。また、当日参加された保護者の方々も、我が
子の演奏に熱心に声援を送っていました。
最後になりましたが、外部審査員にお願いした、
茂木小学校長石塚きよい先生と真岡女子高の川田明
良先生には大変お世話になりました。

１０月行事予定
１日（木）更衣（
更衣（上衣着用）
上衣着用）
２年中間テスト
年中間テスト､
テスト､小論文模試(
小論文模試(３年)
２日（金）２年中間テスト
年中間テスト、
テスト、
修学旅行オリエンテーション
修学旅行オリエンテーション(
オリエンテーション(２年)
４日（日）東関東マーチングコンテスト
東関東マーチングコンテスト
（茨城県ひたちなか
茨城県ひたちなか市
ひたちなか市）
５日（月）修学旅行オリエンテーション
修学旅行オリエンテーション(
オリエンテーション(２年)
６日（火）２年修学旅行
年修学旅行（～
（～９
（～９日）
（広島・
広島・大阪・
大阪・京都方面）
京都方面）
１・３年中間テスト
年中間テスト（～
テスト（～８
（～８日）
８日（木）１年進学講演会､
年進学講演会､PTA大学視察研修旅行
PTA大学視察研修旅行
１０日
１０日（土）中部支部柔道大会(
中部支部柔道大会(県武道館)
県武道館)
１５日
１５日（木）大学教員による
大学教員による説明会
による説明会(
説明会(２年)
ｿﾌﾄﾃﾆｽ全日本総合選手権大会
ｿﾌﾄﾃﾆｽ全日本総合選手権大会(
全日本総合選手権大会(兵庫県)
兵庫県)
１６日
１６日（金）創立110
創立110周年記念式典会場準備
110周年記念式典会場準備
創立110
創立110周年記念植樹式
110周年記念植樹式(
周年記念植樹式(カイノキ)
カイノキ)
野澤一郎育英会理事会・
野澤一郎育英会理事会・評議員会
１７日
１７日（土）３年進研記述模試
１８日
１８ 日 （ 月 ） 創立110
創立 110周年記念式典予行
110 周年記念式典予行、
周年記念式典予行 、 会場準備
映画鑑賞会「
映画鑑賞会「泥の河」(小栗康平監督)
小栗康平監督)
２０日
２０ 日 （ 火 ） 創立110
創立 110周年記念式典
110 周年記念式典、
周年記念式典 、 同記念講演会
２２日
２２日（木）薬物乱用防止講話、ＰＴＡ
薬物乱用防止講話、ＰＴＡ理事会
、ＰＴＡ理事会
２３日
２３日（金）火曜日の
火曜日の授業
２４日
２４日（土）サタデーセミナー、
サタデーセミナー、３年全統記述模試
下野新聞社杯ｿﾌﾄﾃﾆｽ
下野新聞社杯ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会(
大会(栃木市)
栃木市)
２９日
２９日（木）人権教育
３０日
３０日（金）創立110
創立110周年記念芸術鑑賞会
110周年記念芸術鑑賞会
(真岡市民会館大ホール
真岡市民会館大ホール)
ホール)
３１日
３１日（土）全統マーク
全統マーク模試
マーク模試(
模試(３年)
進研学力テスト
進研学力テスト(
テスト(１・2年)

インターハイを
インターハイを振り返って
～サッカー部
サッカー部より～
より～
私たちは栃木県を代表して、８月２日から行われ
たインターハイに出場してきました。
１回戦は山形県代表の羽黒高校と対戦しました。
２点を先に奪われる苦しい展開でしたが、今まで努
力してきた自信を持ち、ピッチに立った選手も、そ
うでない選手も、自分たちの役割をしっかりと果た
し、チーム一丸となって戦うことが来ました。その
結果、後半３点を返し、逆転勝利を収めることがで
きました。
２回戦は佐賀県代表の佐賀東高校と対戦しまし
た。相手は前年度第３位の強豪でしたが、臆するこ
となく立ち向かうことができました。結果は１点差
での敗戦で、悔しさと相手の勝負強さを感じる試合
でしたが、気持ちの面では相手に負けず、最後まで
諦めずに戦うことができたと思います。
多くの方々の支えが私たちの力となり、インター
ハイへ出場することができました。本当に感謝して
います。１０月末から始まる選手権大会へ向けて、
インターハイでの反省を活かし、これから一層の努
力をして、３年間を最高の形で締めくくるために、
そして支えてくださるすべての方々へ感謝の想いを
伝えるために、今年度３度目の県予選優勝を果たし、
全国の舞台へ再び挑みたいと思います。これからも
応援よろしくお願いいたします。

第88回全国高等学校サッカー選手権大会栃木
大会で、本校の予定は以下のとおりです。
２回戦 10月31日(土) 対戦校 小山西高
於：真岡市自然教育センターＡ 10:30ｷｯｸｵﾌ
３回戦 11月3日(火)
対戦校未定
於：那須スポーツパーク 11:00キックオフ
準決勝 11月7日(土)
於：栃木県グリーンスタジアム 11:00ｷｯｸｵﾌ
決勝戦 11月14日（土）
於：栃木県グリーンスタジアム 13:00ｷｯｸｵﾌ

「学校評価」のための
保護者アンケートのお願い
本校ではより良い教育活動を実践するため、保護
者の皆様に「学校評価」のためのアンケートをお願
いしています。
このアンケートは、本校の教育目標や今年度の重
点目標をお知らせし、その目標が達成されているか
否かの評価や、本校教育の取組状況などについての
ご意見を伺うものです。
皆様から頂いたご意見には真摯に対応し、次年度
への改善に役立たさせて頂きます。
保護者の皆様や地域の方々の信頼に応えながら特
色ある教育活動を実践していくためにも、ご協力方
よろしくお願いいたします。
アンケートは１１月に実施する予定です。また、
アンケート結果は本校のホームページ（http://web
2.tochigi-edu.ed.jp/moka/nc2/）に掲載するほか、
新聞等でお知らせする予定です。
さて、本校教育の基本精神は「至誠」
（意義は「人
を欺かず、また己を欺かず、自己の良心を尊び、善
と信ずることは必ず実行する」ということ。）です。
これに基づき、次の５点を教育目標に掲げています。
１．学問を
学問を尊重し
尊重し、真摯な
真摯な態度で
態度で自ら勉学に
勉学に勤しむ
気風を
気風を養う。
２．心身ともに
心身ともに強靱
ともに強靱で
強靱で、明朗高潔な
明朗高潔な人格を
人格を育成する
育成する。
する。
３．秩序と
秩序と責任を
責任を重んじる自主
んじる自主、
自主、自律の
自律の態度を
態度を養う。
４．勤労を
勤労を愛し、根気強く
根気強く着実に
着実に事を処する習慣
する習慣を
習慣を
身につける。
につける。
５．自他を
自他を敬愛し
敬愛し、協力と
協力と奉仕を
奉仕を尊ぶ積極的な
積極的な社会
性 を養 う 。
さらに、今年度は以下の３項目を「本年度の努力
展（重点目標）」として設定しました。
・「文武両道」
文武両道」及び「人材育成」
人材育成」の実践
・進路目標に
進路目標に応じた指導
じた指導の
指導の徹底
・意欲ある
意欲ある学習
ある学習・
学習・生活態度の
生活態度の確立
特に進路については、昨今の厳しい進路環境が続
く中、「生徒の第一志望の実現」、「生徒・保護者が
納得できる進路先の選択」を最重要努力目標として
位置付け取り組む予定です。ご理解ご協力よろしく
お願いいたします。

