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６月15日(金)は「県民の日」です！

春季県高校野球大会１回戦観戦記

栃木県の「県民の日」は昭和60(1985)年９月30日公布、同日
施行の「栃木県県民の日条例」により定められました。「県民
の日」は、①明治４(1871)年11月14日の「廃藩置県でできた
多くの県が栃木県と宇都宮県に整理統合され、栃木県という県
名が初めて使われた日」、②明治６(1873)年６月15日の「栃
木県と宇都宮県が合併し、おおむね現在と同じ県域の栃木県が
成立した日」、③明治９(1876)年８月21日の「ほぼ栃木県の
県域が確定した日」の三つの候補の中から、県内各界・各層の
代表者と学識経験者からなる「栃木県県民の日制定委員会」で
慎重に審議され、②にちなんだ「６月15日」に決定されまし
た。「県民の日」は47都道府県全てで制定されているわけでは
なく、半数以下の22都道県で制定されているにすぎません。ち
なみに、そのうち「県民の日」が休日となり、学校が休みに
なっているのは、千葉県・東京都・群馬県・茨城県・埼玉県・
山梨県の６都県のみだそうです。
「県民の日」にちなみ、栃木県の成り立ちを調べてみました。
明治４(1871)年８月29日（旧暦７月14日） 廃藩置県
同年12月25日（旧暦11月14日） 下野国北部に宇都宮県が、下
野国南部に上野国南東部を加えて栃木県が設置された
○宇都宮県（県庁所在地：河内郡宇都宮）
下野国のうち： 河内郡、塩谷郡、那須郡、芳賀郡
○栃木県（県庁所在地：都賀郡栃木）
下野国のうち： 都賀郡、寒川郡、安蘇郡、足利郡、梁田郡
上野国のうち： 山田郡、新田郡、邑楽郡
明治６(1873)年６月15日 宇都宮県と栃木県が合併して今日の
栃木県が成立した（県庁は栃木）<「県民の日」の由来>
明治９(1876)年８月21日 上野国内３郡が群馬県の一部となり、
ほぼ現在と同じ県域となる
明治17(1884)年10月22日 県庁が宇都宮に移された

去る４月21日（土）に、栃木市総合運動公園野球場で行われた
春季県高校野球大会の１回戦対石橋高校戦を観戦しました。
本校野球部は、４月８日（日）に行われた南部地区予選対栃木
農業高校戦を３－７で勝ち上がり、県大会出場を決めていまし
たが、組み合わせ抽選の結果、１回戦の相手は一昨年度の秋季
大会で準優勝し、昨年度の春の甲子園大会の21世紀枠推薦校と
なり、昨年の夏季大会でベスト８になっている石橋高校に決ま
りました。勝ち上がれば、今年の春の甲子園大会で２勝をあげ
た國學院栃木高校と対戦できるということで、応援にも力が入
りました。
４月にもかかわらず、気温が30℃近くまで上昇する中、両校と
も持ち味を十分に発揮し、素晴らしい熱戦となりました。先攻
の石橋高校が５回まで４－１とリードし、後攻の栃木高校が６
回に２点、８回に１点を返し同点に追いつき、その後も９回に
サヨナラ勝ちのチャンスがあったものの、４－４の同点のまま
延長戦に入りました。延長に入った後も、何度か栃木高校のサ
ヨナラ勝ちのチャンスがありましたが、チャンスをものにする
ことができず、本大会から導入されたタイブレーク制（ノーア
ウト、ランナー１・２塁からプレーを開始する）が13回表から
適用されました。13回表、先攻の石橋高校は犠牲フライで１点
を取ったのに対して、13回裏、後攻の栃木高校は点を取ること
ができず、５－４となり、３時間に及ぶ熱戦の幕を閉じまし
た。栃木高校は、栃木県の公式戦においてタイブレーク制で敗
れた最初の高校となりました。
最後までチャレンジし続けた野球部の選手諸君、さらには、最
後まで熱い応援をし続けた応援団の団員諸君、保護者の皆様、
本当にお疲れ様でした。野球部の選手諸君は、この悔しさをバ
ネに、夏季大会では「栃高旋風」を巻き起こしてください。大
いに期待しています。

現在、「とちぎ」の“とち”には「栃」の字が使われています
が、古くは、主に「杤」の字が、まれに「橡」や「栃」の字が
使われていたそうです。「杤」の字ですが、読み方“とち”の
“と”が数字の“十”、“ち”が数字の“千”で、10×1000
が「万」になることから、「木偏」に「万」を組み合わせて作
られた国字といわれています。明治12(1879)年、県名文字を
統一するため、「栃」の使用を県が正式決定し、その後数年を
経て実際の使用表記も「栃」に統一されていきました。

栃・橡・杤
＊＊「贈る言葉」②＊＊
「みんなちがって、みんないい」
大正末期から昭和初期にかけて活躍した童謡詩人である金子み
すゞの代表作「私と小鳥と鈴と」という詩の最後の一節です。
夫との娘の親権争いが原因で26歳で服毒自殺をしました。自然
とともに生き、小さないのちを慈しむ思い、いのちなきものへ
の優しいまなざしが、金子みすゞの詩の原点といわれていま
す。「みんなちがって、みんないい」という言葉に込められた
みすゞの思いに触れるたび、自分の心も癒されます。容姿、身
長、体重、家庭環境、得意科目、好きな食べ物・・・、どれを
とっても全く同じ人なんていません。その他人と違うところこ
そ、その人の持つ個性なのです。他人と違うところが尊いので
す。「みんなちがって、みんないい」んです。

中間テスト明けの５月30日(水)に「県民の日
記念栃高スポーツ祭」が開催されます！
本年度も、栃木市の総合運動公園を一日借り切って行います。
例年通り、ソフトボール、バレーボール、バスケットボール、
テニス、サッカー、栃高リレーの６種目でクラス対抗戦が行わ
れ、それぞれの種目の獲得ポイントで総合優勝のクラスが決ま
ります。昨年度は、ソフトボールで２年５組、バレーボールで
３年６組、バスケットボール３年３組、テニスで３年５組、
サッカーで３年６組、栃高リレーで３年５組が優勝し、大方の
予想を裏切る形で２年５組が見事に総合優勝に輝きました。優
勝した種目はソフトボールだけでしたが、栃高リレーで準優
勝、テニスで３位、その他の種目でも着実にポイントを重ねま
した。正にクラスのチャレンジ精神が導いた総合優勝でした。
２年生の総合優勝は久しぶりでした。新クラスになってクラス
の結束力を高めるまたとないチャンスです。１、２年の各クラ
スも得意種目で上位に食い込めるように意地を見せてくださ
い。スポーツマンシップに則り、ケガのないように正々堂々と
戦いましょう。また、例年になく暑い日が多くなっています。
熱中症予防のため、こまめな水分補給を心がけましょう。

「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！

＊＊「世界三大○○」シリーズ第２弾＊＊
「世界三大○○」シリーズ第２弾は、「世界三大珍獣」の話し
です。「世界三大珍獣」とは、「ジャイアントパンダ」、「オ
カピ」、「コビトカバ」のことです。「ジャイアントパンダ」
と「コビトカバ」は恩賜上野動物園で、「オカピ」はよこはま
動物園ズーラシアで観ました。全ての国の動物園で「世界三大
珍獣」が観られる訳ではありません。日本は恵まれています。
＜ジャイアントパンダ＞食肉目クマ
科ジャイアントパンダ属に分類される
食肉類。竹食などの草食傾向が比較的
高い雑食性。現在、日本国内で飼育さ
れているジャイアントパンダはすべて
中華人民共和国から借り入れている。
日本国内で誕生したパンダについて
は、性成熟に達する４歳になった時点
で中国に譲渡しなければならない。
＜オカピ＞偶蹄目キリン科オカピ属に
分類される偶蹄類。コンゴ民主共和国
の森林に生息。脚の縞模様が美しく、
「森の貴婦人」などと呼ばれる。体型
や毛皮の模様などからシマウマの仲間
だと思われがちだが、キリンと同じ偶
蹄目の動物の特徴として、２つに分か
れた蹄（ひづめ）を持っている。頭に
は毛皮に覆われた２本の角がある。
＜コビトカバ＞カバ科コビトカバ属に
分類される偶蹄類。西アフリカの低地
にある森林や沼などに生息。大きさは
カバの３分の１、重さは10分の１程
度。「ミニカバ」とも呼ぶ。基本的に
夜行性で、夕方から深夜にかけて活発
に活動する。体は灰黒色で、頭部はカ
バに比べると小型で丸みを帯び、眼は
突出せず、鼻孔は前方を向いている。

名字特集③
「第24号」に続く「名字特集」の第３弾です。今回は魚偏と虫
偏の漢字一文字の難読名字を集めてみました。いくつ読めるで
しょうか。名字の読み方、全国順位、全国人数は「名字由来
net」から引用させていただきました。
読み方
名字
全国順位
全国人数
ほう・ぼお・あわび・く
25,220位
約150人
鮑
さりゅう
いわし
71,999位
約10人
鰯
うなぎ・むなぎ・まん
60,879位
約20人
鰻
かつお
67,712位
約20人
鰹
くじら・くりら
14,110位
約420人
鯨
さば
82,014位
約10人
鯖
さめ
81,916位
約10人
鮫
さわら
58,384位
約30人
鰆
すずき・すすき
11,854位
約560人
鱸
たい
17,437位
約290人
鯛
なまず
43,191位
約50人
鯰
ぼら
71,998位
約10人
鰡
ます・いしずき・もたい 26,727位
約140人
鱒
うろこ
54,997位
約30人
鱗
にじ
83,525位
約10人
虹
はち
64,068位
約20人
蜂
えみ
83,526位
約10人
蝦
ちょう
34,739位
約80人
蝶
ほらがい・ほうがい
55,907位
約30人
螺
せみ
33,242位
約90人
蝉
たこ
46,775位
約40人
蛸
はまぐり・こう
53,137位
約30人
蛤
えびす・ひ
65,753位
約20人
蛭
しじみ
84,815位
約10人
蜆
けら
35,972位
約80人
螻
かに
83,527位
約10人
蠏

※「鈴木」さんではない「鱸」さんがいるとは驚きです。

栃中・栃高同窓生特集①
本校は、1896年（明治29年）に栃木県尋常中学校栃木分校と
して創立され、1901年（明治34年）には栃木県立栃木中学
校、1948年（昭和23年） には栃木高等学校、1951年（昭和
26年）には現校名の栃木県立栃木高等学校と改称され、本年
度、創立122周年を迎える「発展する伝統進学校」です。120
年余の歴史の中で、２8,000名を超える有為な人材を世の中に
送り出し、同窓生は国内のみならず、海外においても様々な分
野・領域でリーダーとして活躍してきました。ぜひ、生徒諸君
も先輩たちに続いてほしいと思います。そんな同窓生の方々を
分野・領域別に紹介いたします。今回は、「国政分野」です。
＜国政分野＞
氏名
小平久雄
卒業年・回 1927年・27回
出身大学等 東京商科大学（現 一橋大学）
主な業績等

＊初の公選栃木県知事を務めた小平重吉の長男
＊大学卒業後、三井鉱山勤務を経て、1939年、
家業である小平産業の常務取締役に就任
＊1947年、第23回衆議院議員総選挙に民主党か
ら立候補し初当選（当選同期に、後に内閣総理大
臣を務めた田中角栄・鈴木善幸・中曽根康弘らが
いる）、当選11回
＊総理府総務長官、労働大臣、衆議院副議長を歴
任
＊1980年、勲一等旭日大綬章受章
＊1982年、栃木県小山市名誉市民

氏名
野口昌吾
卒業年・回 1956年・57回
出身大学等 東京大学経済学部
＊1962年、通商産業省入省
＊資源エネルギー庁総務課海洋開発室、通商産業
省産業政策局消費経済課長、通商産業省機械情報
産業局電気機器課長、衆議院商工委員会政府委
主な業績等 員、通商産業省大臣官房審議官を歴任
＊1989年、退官後、古河電気工業専務取締役・
軽金属カンパニー長に就任
＊2000年、ユニファスアルミニウム代表取締役
に就任
氏名
塚原朋一
卒業年・回 1964年・65回
出身大学等 一橋大学経済学部
主な業績等

＊1968年、司法修習生に採用され、最高裁判所
司法研修所入所
＊1980年、判事任官
＊最高裁判所調査官、知的財産高等裁判所長を歴
任
＊2010年、裁判官を定年退官し、弁護士登録
（東京弁護士会）
＊早稲田大学大学院法務研究科教授、TMI総合法律
事務所顧問、創英国際特許法律事務所共同代表
パートナー会長を歴任
＊2015年、瑞宝重光章受章

＊＊「日本語って難しい！」②＊＊
「気が置けない」
この言葉は、語感から、どうしても「気が許せない」とか「油
断できない」いうような悪い意味に解釈されがちですが、本来
の意味は「気にする必要がない」とか「気楽に接することがで
きる」というようなよい意味を表す言葉です。実際に、文化庁
が行った平成24年度「国語に関する世論調査」においても、本
来の意味とされる「相手に対して気配りや遠慮をしなくてよ
い」と回答した割合が42.7％に対して、本来の意味ではない
「相手に対して気配りや遠慮をしなくてはならない」と回答し
た割合が47.6％となっており、悪い意味を表す言葉だと思って
いる人の方が多いようです。「あなたは気が置けない人ね」と
彼女からいわれたら、喜ぶべきか、悲しむべきか、微妙なとこ
ろです。

