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２期目SSH事業の研究指定を獲得しました！
平成24年度に文部科学省の研究指定を獲得し、５年間にわたり
「一人一研究」、「サイエンスラボラトリ」、「マレーシア海
外研修」など本校独自の取組を実践し、県内外から高い評価を
受けていた１期目SSH事業が昨年度をもって終了しました。昨
年度文部科学省に行った２期目の申請も無事通過し、本年度か
ら平成33年度までの５年間の２期目の研究指定を獲得すること
ができました。１期目の成果が認められた結果であり、１期目
の取組をさらに発展させたいと考えています。生徒諸君は、ぜ
ひ楽しみながら積極的に取り組んでください。

＊＊数にまつわる話し②＜社交数＞＊＊
「ある数(A)の自分自身を除いた約数の和が他の数(B)になり、
(B)の自分自身を除いた約数の和が他の数(C)になる。これを続
けていき、元の数(A)に戻るような数の組」のことを「社交数
“sociable numbers”」といいます。
例えば、(12496, 14288, 15472, 14536, 14264) は５
個組の社交数の例です。検証してみましょう。最初の数
12496 の自分自身を除いた約数は 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22,
44, 71, 88, 142, 176, 284, 568, 781, 1136, 1562,
3124, 6248 で、和は 14288 となります。14288 の自分
自身を除いた約数は 1, 2, 4, 8, 16, 19, 38, 47, 76, 94,
152, 188, 304, 376, 752, 893, 1786，3572, 7144
で、和は 15472 となります。15472 の自分自身を除いた約
数は 1, 2, 4, 8, 16, 967, 1934, 3868, 7736 で、和は
14536 となります。14536 の自分自身を除いた約数は 1, 2,
4, 8, 23, 46, 79, 92, 158, 184, 316, 632, 1817, 3634,
7268 で、和は 14264 となります。14264 の自分自身を除
いた約数は 1, 2, 4, 8, 1783, 3566, 7132 で、和は
12496 となり、最初の数 12496 と等しくなります。
少し古い情報ですが、「ウィキペディア」によると、2008年
11月現在、171組の社交数が発見されています。４個組が
161組で、残りは６個組が５組、８個組が２組、５個組・９個
組・28個組が 1組ずつとなっているそうです。
ちなみに、28個組の社交数は (14316, 19116, 31704,
47616, 83328, 177792, 295488, 629072, 589786,
294896, 358336, 418904, 366556, 274924,
275444, 243760, 376736, 381028, 285778,
152990, 122410, 97946, 48976, 45946, 22976,
22744, 19916, 17716)というものです。興味のある生徒諸
君は検証してみてください。
また、３個組・７個組・10個組の社交数は発見されていませ
ん。３個組・７個組・10個組の社交数が存在するのか、何個組
までの社交数が存在するのか、社交数は無数に存在するのか、
などは数学上の未解決問題となっています。
なお、(103340640, 123228768, 124015008) が誤っ
て３個組の社交数の例とされることがありますが、この組は３
つのうちの１つの数の自分自身を除いた約数の和が他の２数の
和となる関係をもつ数の組で、「友愛的三対（amicable
triple）」と呼ばれています。
103340640 の自分自身を除いた約数の和 247243776 =
123228768 + 124015008
123228768 の自分自身を除いた約数の和 227355648 =
124015008 + 103340640
124015008 の自分自身を除いた約数の和 226569408 =
103340640 + 123228768

☺☺☺ 校長室のお宝紹介①

☺☺☺

100円ショップで購入したミニサボテンを100円ショップで購
入した素焼きの小さな植木鉢に植えて、校長室のパソコンラッ
クの上に並べて楽しんでいます。一口にミニサボテンといいま
すが、いろんな形状のものがあることには驚かされます。

大橋芳樹
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＊＊５月生まれの「偉人・著名人の名言」＊＊
＜相田みつを＞
（1924年5月20日～1991年12月17日(67歳)）
1924年、栃木県足利市生まれ。旧制栃木県立足利中学校在学
中に書や短歌、絵に親しんだが、喫煙の濡れ衣をきせられ軍事
教練の教官に嫌われ進学を断念。卒業後は歌人の山下陸奥に師
事。1942年、歌会で生涯の師となる曹洞宗高福寺の武井哲応
と出会い、在家しながら禅を学ぶ。1943年、書家を志して岩
沢渓石に師事し、本格的に書の修行を積んだ。書の最高峰のひ
とつとされる毎日書道展に1954年から7年連続入選するなど、
技巧派の書家として出発。専門家でなければ理解しにくい書の
あり方に疑問を抱き、30歳の頃、独特の書体で、短く平易な自
らの言葉を書く作風を確立する。1974年、教えを受けていた
紀野一義のベストセラー『生きるのが下手な人へ』で紹介さ
れ、さらに1984年、詩集『にんげんだもの』が出版され、広
く知られるようになる。人間としての在り方、生き方、いのち
の尊さを考えさせられる作品を数多く残しており、「書の詩
人」、「いのちの詩人」とも称される。
ぐちをこぼしたっていいがな
弱音を吐いたっていいがな
人間だもの
たまには涙をみせたっていいがな
生きているんだもの
だれにだってあるんだよ
ひとにはいえないくるしみが
だれにだってあるんだよ
ひとにはいえないかなしみが
ただだまっているだけなんだよ
いえばぐちになるから
セトモノとセトモノとぶつかりっこすると
すぐこわれちゃう
どっちかがやわらかければだいじょうぶ
やわらかいこころを持ちましょう
親切と言う名のおせっかい
そっとしておくおもいやり
毎日少しずつ
それがなかなかできねんだなあ
トマトにねぇ
いくら肥料をやったってさ
メロンにはならねんだなあ
花を支える枝
枝を支える幹
幹を支える根
根は見えねんだなあ
その根っこは見えない
その見えないところに大事な点がある
七転八倒
つまづいたり
ころんだりするほうが
自然なんだな
人間だもの
※相田みつをの詩はやさしい言葉で書かれているんだけども、
どの詩を読んでみてもぐっとくるんだよなあ。

「栃高の日」は「とことんチャレンジ」

５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②
「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」の第２弾です。過去９回開
催されています。今回は第５回から第９回までを紹介します。
（第１弾は「『栃高の日』新聞 第12号」に掲載してありま
す。栃高ホームページの「校長室だより」でも見られます。）

＜日本タイトルだけ大賞2012（第５回）＞
◆大賞
『仕事と私どっちが大事なのって言ってくれる彼女も仕事もな
い。 わが妄想のツイッター録』
著者名：処之助 出版社：角川書店
◆選考委員個人賞
＜山田真哉賞＞
『飲み食い世界一の大阪 そして神戸。なのにあなたは京都へゆくの』

著者名：江弘毅 出版社：ミシマ社
＜ヨシナガ賞＞
『魔法使いなら味噌を喰え!』
著者名：澄守彩 出版社：講談社
＜矢島雅弘賞＞
『パンダは25度以上で死ぬ!? 衝撃の1行雑学888』
著者名：日本博識研究所 出版社：宝島社
＜上田渉賞＞
『離婚して、インド』
著者名：とまこ 出版社：雷鳥社
＜運営賞＞
『「人間グーグル」との対話―日本を指南する』
著者名：大川隆法 出版社：幸福実現党
◆残念賞
『もし、ドラッガーを読んでも勝てないと悟っ
た女子マネージャーが肉体を駆使したら…』
著者名：千匹屋某 出版社：オークス

＜第６回日本タイトルだけ大賞（2013）＞
◆大賞
『妻が椎茸だったころ』
著者名：中島京子 出版社：講談社
◆大賞まであと１歩賞
『写真と童話で訪れる北欧(スカンジナビア)と関節リウマチの話』
著者名：吉永泰彦、槇野博史 出版社：メディカルレビュー社
『超高速!参勤交代』
著者名：土橋章宏 出版社：講談社
◆選考委員個人賞
＜山田真哉賞＞
『ブスだけどマカロン作るよ』
著者名：カレー沢薫 出版社：芳文社
＜ヨシナガ賞＞
『カフェでよくかかっているJ-POPの
ボサノヴァカバーを歌う女の一生』
著者名：渋谷直角 出版社：扶桑社
＜上田渉賞＞
『ランドセル俳人の五・七・五 いじめられ行きたし行けぬ春の
雨--11歳、不登校の少年。生きる希望は俳句を詠むこと。』
著者名：小林凜 出版社：ブックマン社
＜矢島雅弘賞＞
『できる男はウンコがデカい』
著者名：藤田紘一郎 出版社：宝島社
◆残念賞
『海江田万里・後悔は海よりも深く』
著者名：大川隆法 出版社：幸福の科学出版

＜第７回日本タイトルだけ大賞（2014）＞
◆大賞
『人間にとってスイカとは何か』
著者名：池谷和信 編集：印東道子、関雄二 出版社：臨川書店
◆選考委員個人賞
＜佐野電磁賞＞
『さわらせて』
著者名：みやまつともみ 出版社：アリス館

＜山田真哉賞＞
『俺流処方 糖尿病・腎・内分泌疾患編』
編集：伊藤裕 出版社：南山堂
＜吉永たつき賞＞
『怒りっぽい人は脚が太い』
著者名： Hanae 出版社：宝島社
＜上田渉賞＞
『星降る夜は社畜を殴れ』
著者名：高橋祐一 出版社：KADOKAWA/角川書店
＜結賞＞
『忍者ダイエット』
著者名：植田美津恵 出版社：サイドランチ
＜電磁マシマシ ツイートディレクター賞＞
『精神世界ゼロからのすごい覚醒元メガバンク
管理職が語るありがたき宇宙の10倍返し』
著者名：畠山晃 出版社：ヒカルランド
◆残念賞
『永遠のエロ』
著者名：睦月影郎 出版社：二見書房

＜第８回日本タイトルだけ大賞（2015）＞
◆大賞
『やさしく象にふまれたい』
著者名：オノツバサ 出版社：七月堂刊
◆選考委員個人賞
＜山田真哉賞＞
『ゲロが止まらない』
著者名：長倉顕太

出版社：Amazon Services International Inc.

＜ヨシナガ賞＞
『スマホ暗証番号を「８３７６」にした時から運命は変わる！ 』
著者名：シウマ 出版社：主婦と生活社
＜上田渉賞・読書メーター賞＞
『【至急】塩を止められて困っています【信玄】 』
著者名：スエヒロ 出版社：飛鳥新社
＜夢眠ねむ賞＞
『既読スルーは死をまねく』
著者名：堀内公太郎 出版社：宝島社
◆残念賞
『偏差値めっちゃ上がる、なう 』
著者名：t.o-ya 出版社：パレード

＜第９回日本タイトルだけ大賞（2016）＞
◆大賞
『パープル式部』
著者：フォビドゥン澁川 出版社：集英社
◆大賞まであと一歩賞
『コップとコッペパンとペン』
著者：福永信 版社：河出書房新社
『10分後にうんこが出ます』
著者：中西敦士 出版社：新潮社
◆選考委員個人賞
＜山田真哉賞＞
『微分、積分、いい気分』
出版社：岩波書店
著者：オスカー・E.フェルナンデス (著) 冨永星 (翻訳)
＜ヨシナガ賞＞
『お尻をもむだけで痛みの９割は消える』
著者：宇田川賢一 出版社：ダイヤモンド社
＜上田渉賞＞
『<変態>二十面相 もうひとつの近代日本精神史』
著者：竹内瑞穂、メタモ研究会 出版社：六花出版
＜夢眠ねむ賞＞
『いいにおいのおならをうるおとこ』
著者：ジル・ビズエルヌ (著) ブルーノ・エッツ (イラスト) ふしみみさを (翻訳)

出版社：ロクリン社
◆読書メーター賞
『きみの言い訳は最高の芸術』
著者：最果タヒ 出版社：河出書房新社
◆残念賞
『前科おじさん』
著者：高野政所 出版社：スモール出版

