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｢栃高の日｣新聞
発行者：校長
＊＊３月17日「今日は何の日」＊＊
◎漫画週刊誌の日：1959年のこの日、日本初の少年向け週刊誌
『少年マガジン』『少年サンデー』が発刊された。当時は読み
物が中心で、漫画は少ししか載っていなかった。
◎聖パトリックの祝日(緑の日)：アイルランドの守護聖人である
聖パトリックの聖名祝日。アイルランドの国花である三つ葉の
クローバーがシンボルとされているため、この日にシンボルカ
ラーの緑色のものを身に付けていると幸せになれるといわれて
いる。
◎月斗忌：青木月斗（俳人）の忌日（1949）
◎薔薇忌：塩月赳（小説家・評論家）の忌日（1948）。太宰
治の『佳日』のモデルで、塩月の死の三ヶ月後に太宰が入水
自殺した。評論集『薔薇の世紀』から薔薇忌と呼ばれる。
◎チンギス・ハンのモンゴル軍が、東西貿易の要地サマルカンド
を占領（1220）
◎徳川家康が太政大臣に任ぜられる（1616）
◎フランスの帝政移行に伴い、イタリア共和国で大統領ナポレオ
ンがイタリア王として即位し、イタリア王国に移行
◎ショパンがワルシャワで独奏会を開き、ピアニストとしてデ
ビュー（1830）
◎米軍が硫黄島全島を占領。日本軍2万3千人のうち捕虜になっ
た210人を除く全員が戦死（1945）
◎英・仏・べネルクス3国が「西欧連合条約」（ブリュッセル条
約）を締結。翌年北大西洋条約機構(NATO)に発展（1948）
◎インドのネルー首相が、米ソどちらの陣営にも属さない「非同
盟外交」を声明（1950）
◎カリフォルニア大学バークレー校のシーボーグらが、98番元
素(カリホルニウム)の合成に成功したと発表（1950）
◎ダライ・ラマ14世がチベットからインドへ亡命（1959）
◎囲碁の棋聖戦で趙治勲名人が藤沢秀行棋聖を破り、初の四冠
(名人・本因坊・十段・棋聖)を達成（1983）
◎茨城県の筑波研究学園都市で国際科学技術博覧会(つくば科学
万博)が開幕。閉幕までに2033万人入場（1985）
◎アサヒビールが「スーパードライ」を発売（1987）
◎日本初の全天候型ドーム・東京ドームで落成式。翌日から公式
戦で使用開始（1988）
◎千代の富士が19年4か月で通算1000勝を達成（1990）
◎安室奈美恵（歌手）の実母が義弟により殺害（1999）
◎コソボ中部のチャグラヴィツァでアルバニア人住民がセルビア
人集落を襲撃。暴動がコソボ各地に飛び火（2004）
◎東京－出雲市間の寝台特急「出雲」がこの日発の運行限りで廃
止（2006）
◎豊臣秀吉（戦国武将）の誕生日（1537）
◎船越英二(俳優、船越栄一郎の父)の誕生日（1923）
◎マギー司郎 (マジック漫談師)の誕生日（1946）
◎藤森慎吾(お笑い芸人:オリエンタルラジオ)の誕生日（1983）
◎マルクス・アウレリウス・アントニヌス (ローマ皇帝、五賢帝
の一人) の忌日（180）
◎桓武天皇(第50代天皇)の忌日（806）
◎クリスチャン・ドップラー (オーストリアの物理学者『ドップ
ラー効果』)の忌日（1853）
◎イレーヌ・ジョリオ=キュリー (フランスの物理学者(原子物理)
マリ・キュリーの子)の忌日（1956）
◎船越英二(俳優、船越栄一郎の父)の忌日（2007）

＊＊３月17日「誕生花・花言葉」＊＊
◎アンスリューム：情熱、熱心、強烈な印象、愛の芽生え
◎エンドウ：いつまでも続く楽しみ、必ず来る幸福
◎デージー：乙女の無邪気、純粋、純潔、あなたと同じ気持ち
◎イキシア：団結して当たろう、誇り高い
◎サンシュユ：持続、耐久、気丈な愛
◎ネメシア：包容力、正直
◎ルピナス：貪欲
◎レンギョウ：希望
＜ルピナス＞
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１年生諸君！２年生諸君！
学年の階段を上がる準備はできましたか！
去る３月10日（金）には、本年度の高校入試の合格発表が行わ
れ栃高の合格者240名が決まりました。また、３月14日（火）
には、「新入生オリエンテーション」が行われ、緊張の面持ち
の栃高合格者が初めて一堂に会しました。１年生諸君は昨年の
ことを、２年生諸君は一昨年のことを思い出してください。栃
高での高校生活に対する期待と不安が交錯していたことと思い
ます。あれから１年または２年の月日が経ちました。今の自分
はあの時の自分と比べてどれぐらい成長できたでしょうか。
また、３月１日に本校を巣立っていった卒業生諸君も大学入試
では大変頑張りました。前期試験までの結果ですが、東大３
名、東工大２名、一橋大３名、東北大10名、北大２名、阪大１
名、名大１名、九大１名などとなっています。１年生諸君は２
年後に、２年生諸君は１年後に大学入試という”戦場”に赴
き、その年の日本全国の高校３年生及び浪人生と戦うことにな
ります。覚悟のほどはいがでしょうか。
そんな１年生諸君、２年生諸君にメッセージを送りたいと思い
ます。

☺☺☺☺☺１年生諸君へ☺☺☺☺☺
４月からは２年生となります。２年生というのは、２学期から
は、部活動においても、学校行事においても、生徒会において
も、その中核的役割を果たすことになります。１学期のうちに
３年生から多くのことを吸収し、各分野で中核的役割が果たせ
るよう頑張ってください。また、大学入試のことを考えると、
２年のうちに英語、数学、国語の基礎力を十分に養成すること
が大切です。生活実態調査の結果などを見ると、部活動などの
忙しさが原因かと思いますが、２年生になると家庭学習の時間
が減ってしまう傾向があります。朝早めに登校したり、部活動
後に居残り学習をしたり、土日に学習時間をまとめ取りするな
どの工夫をし、毎日１時間でも２時間でも多く学習時間を確保
しましょう。学習時間を毎日１時間多く確保できれば年間で
350時間、毎日２時間多く確保できれば年間で700時間の差が
出ます。日本国中の高校２年生がほぼ同じ状況に置かれている
はずです。自分の未来をつかみ取るための学習です。自ら前向
きに楽しみながらチャレンンジしましょう。

☺☺☺☺☺２年生諸君へ☺☺☺☺☺
４月からはいよいよ最上級生である３年生となります。１学期
のうちは最上級生として、部活動においても、学校行事におい
ても、生徒会においても、その中核的役割を果たしてもらうこ
ととなります。部活動、学校行事、生徒会それぞれにおいて栃
高のよき伝統があると思います。それを１学期のうちに下級生
に引き継ぐことが、最上級生としての使命です。２学年の先生
方からは、「修学旅行が終わってから、大学入試に向けて生徒
の目つきが変わってきた」という話しを聞いています。全国の
高校３年生にとって大学入試までに与えられる期間は同じで
す。その中で、いかにして学習時間を確保し、効率よく学習す
るかがポイントとなります。本校では、進路指導、クラス担
任、教科担任それぞれの立場から、目指す大学のレベルごと
に、この時期にはこのような学習をすべきという、きめ細かな
指導がなされます。それを確実にこなしていけば目標の大学の
レベルに到達できるはずです。学力というのは階段式に伸びる
ものです。また、現役生の学力は最後の最後まで伸びるもので
す。あせることなく、チャレンジし続けましょう。

「栃高の日」は「とことんチャレンジ」

３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！

「日本タイトルだけ大賞」特集①
日本を代表する解剖学者の養老孟司氏が書いた 『バカの壁』
（新潮新書）という本に出合ってから、本のタイトルの付け方
に興味を持つようになりました。ネットで調べてみると、「内
容はまったく評価の対象とせず、タイトルが面白い本」を表彰
する「日本タイトルだけ大賞」という賞があることを知り、特
集を組んでみました。作家の山田真哉さん、ブロガーのヨシナ
ガさん、オーディオブック配信を手がけるオトバンクの上田渉
さんによって立ち上げられたもので、過去９回開催されていま
す。今回は第１回から第４回までを紹介します。

＜日本タイトルだけ大賞2009（第１回）＞
◆大賞
『ヘッテルとフエーテル―本当に残酷なマネー版グリム童話』
著者名：マネー・ヘッタ・チャン 出版社：経済界
◆選考委員個人賞
＜山田真哉賞＞
『31年ぶりにムショを出た―私と過ごした1000人の殺人者たち』

著者名：金原龍一 出版社：宝島社
＜上田渉賞＞
『会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ』
著者名：齊藤正明 出版社：毎日コミュニケーションズ
＜ヨシナガ賞＞
『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』
著者名：明川哲也 出版社：晶文社
＜土井英司賞＞
『「1秒！」で財務諸表を読む方法』
著者名：小宮一慶 出版社：東洋経済新報社
＜斎藤広達賞＞
『女装する女』
著者名：湯山玲子 出版社：新潮社
＜小飼弾賞＞
『ババア・ウォーズ 新たなる美貌』
著者名：中村うさぎ 出版社：文藝春秋
◆残念賞
『できる男は乳首で決まる』
著者名：松屋壮 出版社：幻冬舎ルネッサンス

＜ヨシナガ賞＞
『放屁という覚醒』
著者名：O・呂陵 出版社：世織書房
◆残念賞
『命とひきかえにゴルフがうまくなる法』
著者名：小暮堅三 出版社：徳間オリオン

＜日本タイトルだけ大賞2011（第３回）＞
◆大賞
『奥ノ細道・オブ・ザ・デッド』
著者名：森晶麿 出版社：PHP研究所
◆選考委員個人賞
＜山田真哉賞＞
『社員みんながやさしくなった』
著者名：渡邉幸義 出版社：かんき出版
＜ヨシナガ賞＞
『なまけものダイエットシリーズ１ 息するだけダイエット』
著者名：古谷暢基 出版社：マガジンハウス
＜上田渉賞＞
『タイムスリップ聖徳太子』
著者名：鯨統一郎 出版社：講談社
◆残念賞
『モンキー・D・ルフィの「D」はドラッカーだった』
著者名：阿部美穂 出版社：経済界

＜日本タイトルだけ大賞2012夏の陣（第４回）＞
◆大賞
『月刊円周率 2月号』
著者名：月刊円周率編集部 出版社：暗黒通信団
◆選考委員個人賞
＜山田真哉賞＞
『神さま、そろそろカープに優勝を！』
著者名：迫勝則 出版社：宝島社
＜ヨシナガ賞＞
『ウルトラマン妹』
著者名：小林雄次 出版社：PHP研究所
＜矢島雅弘賞＞
『ブッダのいる女子会

＜日本タイトルだけ大賞2010（第２回）＞
◆大賞
『スラムダンク孫子』
著者名：遠越段 出版社：総合法令出版
◆選考委員個人賞
＜上田渉賞＞
『Excelでモテるきれいな表とグラフ作成のコツ』
著者名：井上 香緒里 出版社：ソシム

よいのです。人生は悩めるものなのです。』

監修：柾屋光里、編集：Lotus8
出版社：ブルーロータスパブリッシング
◆残念賞
『バレーボールは眞鍋に学べ！―全日本女子眞鍋政義監督初の
テクニカルブック』
著者名：眞鍋政義 出版社：日本文化出版

『エクセルができたくらいで好きになんかならないんだからねっ！』

著者名：学研パブリッシング 出版社：学習研究社
＜小飼弾賞＞
『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメ
ント』を読んだら』
著者名：岩崎夏海 出版社：ダイヤモンド社
＜斎藤広達賞＞
『即答するバカ』
著者名：梶原しげる 出版社：新潮社
＜そらの賞＞
『ふつうの女の子がルンルンお金持ちになる方法』
著者名：佳川奈未 出版社：ダイヤモンド社
＜土井英司賞＞
『これからの「正義」の話をしよう』
著者名：マイケル・サンデル 出版社：早川書房
＜古瀬絵理賞＞
『私の胸は小さすぎる』
著者名：谷川俊太郎 出版社：角川学芸出版
＜山田真哉賞＞
『借金お嬢クリス 42兆円耳を揃えて返してやりますわ』
著者名：筑摩十幸 出版社：キルタイムコミュニケーション
『借金お嬢クリス2 42兆円踏み倒してやりますわ』
著者名：筑摩十幸 出版社：キルタイムコミュニケーション
『借金お嬢クリス3 令嬢はいかにして42兆円を返済したか?』
著者名：筑摩十幸 出版社：キルタイムコミュニケーション

第２回小飼弾賞の 『もし高校野球の女子マネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら』は2010年の書籍売り上
げ年間ランキング１位（121万1835部）となり、前田敦子主
演で映画化されるなど社会現象を巻き起こしました。

