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＊＊12月17日「誕生花・花言葉」＊＊
◎カーネーション：あなたを熱愛します、母の愛、感動
◎ツワブキ：困難に傷つけられない、先を見通す能力、謙譲
◎フリージア：愛想のよさ、無邪気、あどけなさ、憧れ
◎カンボタン：高貴、天才
◎サクララン：人生の出発、同感
◎シーマニア：コミュニケーション
◎ミルムス：気の弱さ
＜サクララン＞

創立120周年記念第55回栃高31㎞
耐久レースの結果について
栃高31㎞耐久レースの生徒諸君の頑張りには大変感激しまし
た。総合１位は２年２組の長谷川司君でした。残念ながら途中
棄権をした人も自分の体力と相談しながら最後まで頑張りまし
た。各学年の15傑は下記のとおりです。
＜第３学年15傑＞ ＊敬称略
１位 ４組 四方
優 （２時間07分14秒）
２位 ３組 四方
諒 （２時間11分17秒）
３位 ５組 加地 悠太 （２時間14分12秒）
４位 ５組 阿部
創 （２時間19分40秒）
５位 ６組 石島 滉大 （２時間22分28秒）
６位 ３組 岡田
隼 （２時間23分03秒）
７位 ２組 平野 愁也 （２時間24分52秒）
８位 ２組 廣澤 利朗 （２時間24分56秒）
９位 ４組 忠木 宏樹 （２時間28分59秒）
10位 １組 大塚 智也 （２時間29分05秒）
11位 ３組 宮田 涼平 （２時間30分29秒）
12位 １組 中里 雄次 （２時間33分56秒）
13位 ３組 大橋 宥仁 （２時間34分15秒）
14位 ２組 大出
匠 （２時間34分46秒）
15位 ５組 速水辰一郎 （２時間35分01秒）
＜第２学年15傑＞ ＊敬称略
１位 ２組 長谷川 司 （２時間00分39秒）
２位 １組 味村 大地 （２時間05分42秒）
３位 ３組 横井 元晴 （２時間05分46秒）
４位 ２組 伏木 智彬 （２時間06分49秒）
５位 ４組 齊藤
智 （２時間09分42秒）
６位 ５組 長谷川 樹 （２時間13分03秒）
７位 ３組 藤田 侑希 （２時間13分11秒）
８位 ５組 竹田 峻希 （２時間13分31秒）
９位 ２組 竹政 昂輝 （２時間14分46秒）
10位 ３組 新井 滉平 （２時間14分47秒）
11位 ２組 及川 佳月 （２時間16分48秒）
12位 ３組 若林日南人 （２時間17分00秒）
13位 ３組 田波 賢太 （２時間17分33秒）
14位 ３組 茂木 将成 （２時間18分08秒）
15位 ６組 小林
陸 （２時間19分50秒）
＜第１学年15傑＞ ＊敬称略
１位 ２組 梅沢 龍輝 （２時間05分06秒）
２位 ２組 島田 裕貴 （２時間07分00秒）
３位 １組 野口 柊斗 （２時間10分46秒）
４位 ２組 阿部
創 （２時間12分11秒）
５位 ２組 西澤 敬太 （２時間13分35秒）
６位 ２組 伊藤 祐希 （２時間14分17秒）
７位 ２組 小島
昇 （２時間20分03秒）
８位 ６組 ハリデー丈 （２時間21分37秒）
９位 ６組 新井 涼太 （２時間22分01秒）
10位 ２組 石原 悠翔 （２時間22分55秒）
11位 ２組 石井 拓実 （２時間24分24秒）
12位 ４組 田嶋
樹 （２時間24分47秒）
13位 １組 田部井晃汰 （２時間25分33秒）
14位 ５組 須藤 正仁 （２時間26分06秒）
15位 ４組 岡田 蒼空 （２時間26分08秒）

総合 ７位
総合10位
総合16位
総合24位
総合31位
総合33位
総合42位
総合43位

総合 １位
総合 ３位
総合 ４位
総合 ５位
総合 ８位
総合12位
総合13位
総合14位
総合18位
総合19位
総合20位
総合21位
総合22位
総合23位
総合25位
総合 ２位
総合 ６位
総合 ９位
総合11位
総合15位
総合17位
総合26位
総合28位
総合30位
総合32位
総合38位
総合41位
総合45位
総合49位
総合50位
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＊＊12月17日「今日は何の日」＊＊
◎飛行機の日：1903年のこの日、アメリカノースカロライナ
州のキティホークで、ウィルバーとオーヴィルのライト兄弟
が動力飛行機の初飛行に成功した。この日には４回飛行し、
１回目の飛行時間は12秒、４回目は59秒で飛行距離は256
ｍだった。
◎建国記念日（ブータン）：1907年のこの日、ウゲン・ワン
チュクがブータンの初代国王に即位した。
◎江戸幕府が、大名監視のための「大目附」を設置。柳生宗矩
ら４名を任命（1632）
◎フランスがアメリカ合衆国を世界で初めて承認（1777）
◎シューベルトの交響曲第７番（未完成交響曲）がウィーンで
初演（1865）
◎官庁吏員の靴履き登庁を許可（1871）
◎福岡秋山藩士臼井六郎が両親の仇を討ち自首。「仇討ち禁止
令」が出てから７年目で、史上最後の仇討ち（1880）
◎アメリカが大陸間弾道ミサイル（ICBM）「アトラス」の発射
実験に成功（1957）
◎上野動物園内に日本初のモノレールが開業（1957）
◎文部省が「大学紛争白書」を発表（1969）
◎国連統計で東京の物価が世界一に（1972）
◎日本大使公邸人質事件。ペルーの日本大使公邸に過激派組織
MRTAのメンバーが武装して入り込み、仲間の釈放を要求し
立てこもり（1996）
＜ミラ・ジョヴォヴィッチ＞
◎「介護保険法」公布（1997）
◎ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
（ドイツの作曲家）の誕生日（1770）
◎夏目雅子（女優）の誕生日（1957）
◎假屋崎省吾（華道家）の誕生日（1958）
◎TARAKO（歌手、声優、タレント）の誕生日（1960）
◎有森裕子（元マラソン選手）の誕生日（1966）
◎西村知美（歌手、タレント）の誕生日（1970）
◎牧瀬里穂（女優）の誕生日（1971）
◎ニコライ・モロゾフ（ロシアのフィギュアスケート選手）の
誕生日（1975）
◎ミラ・ジョヴォヴィッチ（アメリカの女優）の誕生日
（1975）
◎相田みつを（詩人、書家）の忌日（1991）
◎金正日（北朝鮮労働党総書記、国防委員長）の忌日(2011)

３年生諸君！ラストスパートだ！
１月15日（土）・16日（日）の大学入試センター試験まで残
り１月を切りました。「現役生は最後まで伸びる」といわれて
います。現役の高校３年生にとっては、この先自分をどこまで
追い込めるかが、勝負となります。今まで自分がやってきた努
力を信じ、最後の最後まで、弱気にならず、やり抜くことが大
切です。校長としては３年生諸君を応援し続けることしかでき
ません。11月13日（日）の大安の日には、栃木が生んだ学問
の神様、「寛政の三奇人」の一人蒲生君平先生が祀られた「蒲
生神社」に「栃木高校３年生全員志望校合格」を祈願した絵馬
を奉納してきました。また、裏面には校長手作りの合格絵馬を
印刷しました。空欄に志望校を書き込んで御利用ください！

「栃高の日」は「とことんチャレンジ」

12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！

