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校長のはまりもの③

「はやぶさ２」が「リュウグウ」に到着！
昨年度の栃高創立121周年記念講演会において、JAXA（国立
研究開発機構 宇宙航空研究開発機構）ではやぶさ２ミッショ
ンマネージャーを務める本校81回生の吉川真准教授からお話し
を伺っていたとおり、はやぶさ２が去る６月27日午前９時35
分に、地球から約３億㎞離れた目的地の小惑星リュウグウに無
事到着し、世界的に大きなニュースとなりました。2014年12
月に打ち上げられたはやぶさ２は、３年半の間太陽の周りを回
りながら約32億㎞を飛行し、リュウグウから20㎞の目標の位
置に到着し、８月下旬までに着陸地点を決め、９月から10月に
は岩石等のサンプルの採取に挑む予定となっています。
はやぶさ２のリュウグウ到着時の記者会見で、吉川准教授は、
「リュウグウの鮮明な映像を見たら、これまでの大変な苦労も
全部吹き飛んででしまった」と話しています。リュウグウの形
については、当初はジャガイモのようなやや扁平な丸い形と考
えられていましたが、このときの鮮明な写真を見ると、そろば
んの珠のような形をしていて、赤道のやや上側に大きなクレー
ターがあるのが分かります。まるで、スター・ウォーズに登場
するデス・スターのような印象を受けます。また、その時の記
者会見では、「若い人たちには、夢を持って自分のやりたいこ
とをやってもらいたい」と話していました。ぜひ、生徒諸君
も、大きな夢を持ち、その夢の実現のために様々なことにチャ
レンジをしていってください。
昨年度の講演会の際にも吉川准教授がお話しされていました
が、リュウグウはＣ型小惑星に分類されており、その表面物質
に有機物や水を含んでいることが考えられ、採取したサンプル
を分析することができれば、生命の起源の謎に関するような大
発見にも繋がるかもしれません。前回のはやぶさのミッション
では、サンプルを採取した後に地球へ帰還する途中で大きなト
ラブルに見舞われています。はやぶさ２のミッションでは、２
年後の東京オリンピック終了後の2020年末に地球に帰還する
予定となっています。はやぶさ２が今後も大きなトラブルに見
舞われることなく無事地球に帰還できるように祈りながら、楽
しみに待ちたいと思います。

第29号

校長が様々なジャンルで「はまっているもの」を紹介する「校
長のはまりもの」の第３弾は、『メロンクリームソーダ』で
す。子供の頃に、両親と一緒にバスに乗って宇都宮の上野百貨
店、東武宇都宮百貨店、福田屋百貨店などのデパートに買い物
行ったときに、デパートの最上階にあった食堂でお子様ランチ
を食べ、メロンクリームソーダを飲ませてもらうのが大変楽し
みでした。最初にメロンクリームソーダを飲んだ時には、毒々
しい濃い緑色のシュワシュワしたメロンソーダとトッピングさ
れた真っ白なバニラアイスと真っ赤なシロップ漬けのサクラン
ボの色の対比に驚き、ストローでメロンソーダを口に含んだ際
の炭酸の舌を刺す刺激に戸惑いましたが、バニラアイスがメロ
ンソーダに溶け込むにしたがって炭酸のとげとげしさがなくな
り、これほど美味い飲み物がこの世にあったのかと大感激した
のを今でも鮮明に思い出すことができます。最近は、帰宅途中
にスーパーなどに立ち寄って夕食のおかずなどを買って帰るこ
とがありますが、２年ほど前の夏の大変暑い日に、帰宅途中に
スーパーに立ち寄った際に、ペットボトルのポッカサッポロの
『がぶ飲みメロンクリームソーダ』に出会いました。一瞬にし
て子供の頃の思い出がよみがえり、思わず手にしてしまいまし
た。メロンクリームソーダは、カルピス、サンガリア、チェリ
オなど様々なメーカーから販売されており、自分にとっては、
どれもこれもエメラルドグリーンのシュワシュワの液体が大変
魅惑的です。本年３月、コカ・コーラから無色透明な『い・
ろ・は・す メロンクリームソーダ』が発売されました。

＊＊「日本語って難しい！」⑤＊＊

＜リュウグウ＞

＜デス・スター＞

＊＊「贈る言葉」⑤＊＊
「守破離」
「しゅはり」と読みます。日本での茶道、武道、芸術における
修行の段階を示す言葉です。「守」とは、師や流派の教え、
型、技を忠実に守り、確実に身に付ける段階、「破」とは、他
の師や流派の教えについても考え、よいものを取り入れ、心技
を発展させる段階、「離」とは、一つの流派から離れ、独自の
新しいものを生み出し確立させる段階を示しています。この
「守破離」の考え方は、茶道、武道、芸術だけでなく、スポー
ツ、仕事、勉強、遊び等、おおよそ世の中の全ての技術の習得
においてあてはめることができます。

「卵」と「玉子」
本来は、子孫を残すために使われる生物学的な意味でのタマゴ
を「卵」、食材として使用されるニワトリなどの鳥類のタマゴ
を「玉子」と使い分けをしています。したがって、魚や虫のタ
マゴも「卵」と書きます。また、現在では、料理などに使われ
る鳥類のタマゴについては、厳密な区別ではありませんが、生
の状態のものを「卵」、調理されたものを「玉子」と書くのが
一般的なようです。「なまタマゴ」は「生卵」、「タマゴかけ
ごはん」は「卵かけご飯」、「タマゴやき」は「玉子焼き」、
「タマゴどん」は「玉子丼」などと書くのが一般的です。調理
をしても、「ゆでタマゴ」や「おんせんタマゴ」のようにタマ
ゴの形をとどめている場合は主に「卵」を使うようです。

「栃高の日」は「とことんチャレンジ」

８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５弾＊＊
「世界三大○○」シリーズ第５弾は、「世界三大瀑布」の話し
です。「世界三大瀑布」とは、「イグアスの滝」、「ヴィクト
リアの滝」、「ナイアガラの滝」のことです。「ナイアガラの
滝」については、鹿沼の花火大会の最後に黒川の河川敷で行わ
れる仕掛け花火しか見たことがありません。「世界三大瀑布」
の一つでもいいので実物を見たいものです。
＜イグアスの滝＞南米大陸のアルゼ
ンチンとブラジルの二国にまたがる世
界最大の滝。イグアス とは先住民の
言葉で「大いなる水」という意味。季
節で変化する水量により、150から
300の瀑布が出現。最大の瀑布であ
る「悪魔の喉笛」は高さ82ｍ、幅
150ｍのU字型で、長さ700ｍ。
100年で30㎝ずつ上流へ後退。
＜ヴィクトリアの滝＞アフリカ南部
のジンバブエ共和国とザンビア共和国
の国境にある滝。1989年,世界遺産
登録。ザンベジ川の途中にあり、幅は
1708m、落差は最も高い中央付近で
108m、最も低い西の端でも80m。
水が少ない時期には、滝の淵に、実際
に人が入ることができるDevil's Pool
という名前の天然プールが出現する。
＜ナイアガラの滝＞エリー湖からオ
ンタリオ湖に流れるナイアガラ川にあ
り、カナダのオンタリオ州とアメリカ
のニューヨーク州とを分ける国境に
なっている。ゴート島によって、カナ
ダ側の国境を挟んだカナダ滝とアメリ
カ側のアメリカ滝からなる。アメリカ
側にはさらにルナ島を挟んでブライダ
ルベール滝がある。

名字特集⑥
「第28号」に続く「名字特集」の第６弾です。今回は石偏の漢
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
いし・せき
6,729位 約1,400人
石
いしばし
41,961位
約60人
矼
すな・まさご
15,943位
約340人
砂
とぎ・けん・とぐ
28,688位
約120人
研
いしばし・いしだん・い
26,579位
約140人
磴
しはし・いしわたり
すずり
17,259位
約290人
硯
はざま・さこ
4,953位 約2,200人
硲
いかり・てい
3,285位 約3,900人
碇
うす・きぬた
76,137位
約10人
碓
きぬた
74,235位
約10人
碪
みどり
81,420位
約10人
碧
せき
12,933位
約480人
碩
なめら・なめり
92,211位
約10人
磆
こいし
52,800位
約30人
磊
いわお・ばん
49,525位
約40人
磐
せき
34,585位
約80人
磧
みがき・とぎ・まろ
32,229位
約100人
磨
いそ
1,391位 約12,100人
磯
いしずえ
19,938位
約230人
礎
いそ・いわお・ぎ・さが
6,310位 約1,500人
礒
※「石」が三つで「こいし」さんは初めて知りました。
※「石橋」さんではない「矼」さんや「磴」さんがいるのは驚
きです。
※「硯（すずり）」さんがいるなら、「筆(ふで)」さんや「墨
（すみ）」さんもいると思うのですが、どうでしょうか。「名
字由来net」で検索してみると・・・。思ったとおり、やはり
いました。「筆(ふで)」さんは24,035位・約160人、「墨（す
み）」さんは7,944位・約1,100人でした。

栃中・栃高同窓生特集③
栃中・栃高同窓生特集の第３弾は、平成27年９月18日に栃高
の創立120周年記念の冠を付して開催された「第65回栃高音楽
部演奏会」での声楽・ピアノ・書道のパフォーマンスをきっか
けに活動を開始した荒井雄貴氏、新野見卓也氏、小杉卓氏の若
き芸術家３名の先輩諸氏を紹介します。この３名は、来る９月
24日（月）＜「秋分の日」の振替休日＞に栃木市栃木文化会館
で「『音と言葉の間』～音楽と書の協演～」を開催します。先
輩諸氏のパフォーマンスを見に行こう。
＜芸術分野＞
氏名
荒井雄貴
卒業年・回 2003年・104回
出身大学等 東京音楽大学大学院修士課程（声楽）
＊小山市出身
＊栃高時代は音楽部に所属。管弦楽団ではコン
サートマスター、合唱団ではバリトンを務める
＊2011年よりイタリアに渡り、パルマ国立音楽
主な業績等 院で声楽を学ぶ。卒業演奏において最高得点を得
て終了
＊川上洋次、伊達英二、Ilia Aramayo、Lorenzo
Saccomani、Giuliana Panzaの各氏に師事
＊ドイツのヴィーゼンシュタットにて「コジ・
ファン・トゥッテ」グリエルモ役、イタリアのサ
ルソマッジョーレ・テルメ、テアトロヌオーヴォ
劇場にて「リゴレット」チェプラーノ役、イタリ
アのフォンタネッラート、ロッカにて「ジャン
ニ・スキッキ」ベット役を演じる
＊栃木県オペラ協会「フィガロの結婚」でタイト
ルロール、「蝶々夫人」でボンゾ、ヤマドリの２
役を好演し、創作小山市民オペラ「小山物語」で
田上慎介、二助の２役を演じる
＊小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクト、OMFセ
イジ・オザワ松本フェスティバルに参加
＊オペラの字幕翻訳家としても活動
氏名
新野見卓也 卒業年・回 2007年・108回
出身大学等 一橋大学大学院言語社会研究科修士課程
＊足利市出身
＊栃高時代は音楽部に所属。合唱団の団長、ピア
ノ伴奏、セカンドテノールを務める
主な業績等 ＊ハンガリー政府Stipendium Hungaricum奨学
生として、2014年よりブダペストにあるハンガ
リー国立リスト音楽院に在席
＊ピアノを原恵美子、原愛子、玉置善己、厚地和
之、小和田佳苗、グヤーシュ・イシュトヴァー
ン、レーティ・バラージュの各氏に、室内楽をコ
ヴァーツ・ベーテル、ローナセーキ・タマー
シュ、メズー・ペーテルの各氏に、オルガンを菅
哲也、岩崎真実子の各氏に師事
＊第31回ピティナピアノコンペティションYカテ
ゴリー全国決勝大会第２位、第９回大阪国際音楽
コンクールヴィルトーゾコース第３位、第21回日
本クラシック音楽コンクール全国大会ピアノ部門
一般男子の部第３位
氏名
小杉卓
卒業年・回 2009年・110回
出身大学等 国際基督教大学教養学部
＊鹿沼市（旧粟野町）出身
＊栃高時代は音楽部と書道部に所属。音楽部では
管弦楽団の団長、オーボエを務める
＊小学校入学と同時に祖母の書道教室に通い、中
主な業績等 学校、高校で茅島貫堂氏、鶴見和夫氏に師事
＊大学卒業後、日本マイクロソフト（株）に就職
＊2011年、東日本大震災後のボランティア活動
中に出会った方々のために制作した作品をきっか
けに書家を志す
＊2011年、大学在学中にフランスのパリ、オー
ストリアのウィーンの大学等で書道を披露
＊2016年、ムジカプロムナード13回演奏会で
オーケストラと協奏
＊2017年、イタリアのヴェネツィア大学での講
演・パフォーマンス
＊2018年、リスボンにあるオリエント美術館で
の講演・パフォーマンス
＊東京とパリを拠点に国内外で活動
＊人の想いや自然をテーマにした書を多く制作

