
 

 

「安全基地」があってこその挑戦 

校 長  荻上 晃司 

早いもので、間もなく 1学期の終業式を迎えます。１学期に予定していました学校行事は、全て実施す

ることができました。保護者の皆様には、本校の取組に多大なお力添えをいただきました。この場をお借

りし心からお礼を申し上げます。２学期も学校行事を推進し、さらに活気に満ちた学校になるよう取り組

んでまいります。 

 

先日、脳科学者の茂木健一郎さんの講演を聞く機会がありました。講演の中で、「様々なことに挑戦する

ためには脳の中に「安全基地」が必要である。」という言葉が印象に残りました。茂木さんは著書でも「安

全基地」ついて、次のように述べています。（要約） 

 

○人間は、安全基地が１０あると、１０の挑戦ができる。自分の中に安全基地が１しかないと１の挑

戦しかできない。 

○子どもがいろいろなことに挑戦できるのは、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、

先生、近所の人などから、安全基地がたくさん与えられているからである。 

○安全基地を作っているものは、人との絆である。 

 

先月は、運動部の３年生にとって集大成となる学校総合体育大会がありました。大会前の壮行会では、

各運動部の部長が一様に、これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを述べていました。多くの生

徒、教職員が見守る中、堂々と感謝の気持ちを述べることに感心するのと同時に、支えてくれた人という

のは、生徒たちにとっての「安全基地」になっている人たちのことではないか。だからこそ、安心して各

部の目標に向かって挑戦ができるのではないかと感じました。 

 

里中生が出場するすべての競技の応援に行かせてもらいましたが、どの部も最後まで全力で試合や競技

に取り組み、里中生のこれまで支えてくださった方々への感謝の気持ちが伝わってくる素晴らしい大会と

なりました。県大会に出場する生徒には、川口市の代表としての誇りをもって思う存分実力を発揮してく

れることを期待しています。また、文化部では、生活科学部が３年生を中心に栽培活動やプロジェクター

台作りに取り組み、６月２４日に活動を終えています。３年生最後のコンクールを目前に控えて、日々音

楽に向き合っている吹奏楽部の生徒、３年生にとって最後の作品に取り組んでいる美術部の生徒にも、活

動を終えるまでの時間をこれまで支えてくださった方々へ感謝する心を大切にして過ごしてほしいと思い

ます。活動を終えた生徒の保護者の皆様におかれましては、これまでのご支援とご協力に心から感謝申し

上げます。県大会に進む部につきましては、引き続きのご声援をお願いいたします。 

 

９月１日に生徒の皆さんが元気に登校することを教職員一同楽しみにしています。熱中症、新型コロナ

ウイルス、交通事故、水難事故、災害等、心配なことは多くあります。「自分の命は自分で守る」「自ら危

険を予測し回避する」ことを意識して、事故なく、充実した夏休みを過ごしてください。 
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生徒一人ひとりを大切にし、グリットを高め 絆を深める里中学校 



 

 閉庁日等、電話受付時間外に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月後半からの予定 

7/15 金 ５時間授業 給食最終日 

7/16 土  

7/17 日  

7/18 月 海の日 

7/19 火 ３時間授業（給食なし） 

7/20 水 終業式（給食なし） 

7/21(木) ～ 8/11（木）夏季休業日 

8/5(金) 川口市立高校見学会（３年生・保護者） 

8/12(金) ～ 8/16(火) 学校閉庁日 

8/17(水) ～ 8/24(水) 夏季休業日 

8/25 木 サマースクール３時間 

8/26 金 サマースクール３時間 

8/27 土  

8/28 日  

8/29 月 サマースクール３時間 

8/30 火 地域環境美化活動（希望者） 

8/31 水 夏季休業最終日 

9/1 木 始業式 全校集会 大掃除 

9/2 金 ３年生校長会テスト 給食開始 

9/3 土  

9/4 日  

9/5 月 教育実習開始 

9/6 火  

9/7 水  

9/8 木  

9/9 金  

9/10 土  

9/11 日  

9/12 月  

9/13 火 生徒集会（壮行会） 

9/14 水  

行事予定 

  

下校時刻１８：１５ 日程等は学年便りをご確認ください。 生徒の活躍 

  
◇川口市学校総合体育大会  

応援ありがとうございました。 

＜新体操＞ ３年 島田幸希 個人総合 第９位 

＜野球＞１回戦 VS芝中 勝利 ２回戦 VS戸塚西 惜敗 

＜サッカー＞１回戦 VS榛松中 勝利 ２回戦 VS芝東中 勝利 

     準々決勝 VS東中 惜敗 市内ベスト８ 

＜ソフトボール＞１回戦VS十二月田中 勝利 ２回戦VS青木中 惜敗 

＜男子ソフトテニス＞ 団体戦 第３位 ＜県大会出場＞ 

 ３年 堤大輝 斉藤直希 矢内優介 高桑賢成  

    大塚広翔 金澤颯哉 鈴木佑 山口柊哉 

 個人戦 第 12位 高桑賢成 大塚広翔ペア＜県大会出場＞ 

 下級生大会 個人 第１位 ２年 畠響氣 荒川 優心 

＜女子ソフトテニス＞ 団体戦 第３位 

３年 舩津莉杏 槙柚月 岩井愛瑠 栗原里恋 

   青木美沙 高橋莉璃 秋葉美璃 光安夢夏 

下級生大会 個人 第３位 三好涼風 戸次望 

＜男子バスケットボール＞ 

１回戦 VS北中 勝利 ２回戦 VS青木中 惜敗 

＜女子バスケットボール＞ 

１回戦 VS南中 勝利 ２回戦 VS十二月田中 惜敗 

＜バレー＞ VS東中 惜敗 １回戦 

＜男子卓球＞ 団体戦 第２位 <県大会出場> 

３年 石井壮希 福地康希 唐沢晟太 山口人輝也 染谷光生 

渡邉聖 小田原悠翔 西出雅幸 原口史祥 ２年 和田舷暉 

  個人戦 第３位 福地康希 <県大会出場> 

 個人戦 第３位 唐沢晟太 小田原悠翔ペア <県大会出場> 

＜女子卓球＞ 団体戦 予選リーグ 惜敗 

＜陸上＞ １～４位まで掲載（入賞者多数） 

 男子総合 第２位 女子総合 第６位 男女総合 第３位 

３年 萩原太晴 男子走高跳 第 1位 ＜県大会出場＞ 

３年 石田倫太郎 男子 110mH 第 1位 ＜県大会出場＞ 

１年 勝島優月 女子走高跳 第１位 ＜県大会出場＞ 

１年 森奏人 1年男子 100m第１位 ＜県大会出場＞ 

３年 石田倫太郎 男子走高跳 第２位 ＜県大会出場＞ 

２年 鈴木優芽 女子砲丸投 第２位 ＜県大会出場＞ 

１年 脇遼太 1年男子 100m 第４位 ＜県大会出場＞ 

３年 弓場龍人 男子 200m 第 4位 

３年 弓場龍人 石田倫太郎 ２年 橋本晄 １年 森奏人  

男子 4×100mR 第４位 

１年 鳩山聖奈 女子走高跳 第４位 

１年 脇遼太 1年男子走幅跳 第４位 

学校より連絡 

  

○夏季休業中の電話受付時間について 

 原則平日８：３０～１７：００といたします。

また、学校閉庁日等、子供の生命や安全に関わ

る緊急事態が発生した場合、警察（110番）、消

防（119 番）等の関係機関への連絡を優先させ

ていただきますようお願いいたします。 

○ご協力ありがとうございました。 

書き損じはがき３６枚、使用済み切手７枚の寄贈に対する礼状を

社会福祉法人日本失明者協会養護老人ホームひとみ園様より頂きま

したので報告させて頂きます。 

 

○GIGA スクール端末を活用した不登校支援について 

川口市立教育研究所の適応指導教室では、GIGAスクール端末を活用

した支援（オンラインわくわく・チャレンジ）を令和４年４月より

順次開始しております。市ＨＰにも詳細が掲載されております。ご

参照ください。「川口市 教育相談」で検索 

○令和４年度 PTA総会（書面決議）開催 

５月１３日（金）図書室にて、集計をして頂きました。配布されたプリント

の通り、過半数をもって承認され、本年度の活動が開始されました。会長の石

井様をはじめとする新役員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

○里中学校生徒会本部よりお願い 

 本年度、生徒会本部は、SDGsに関連した取組の１つとして、ペット

ボトルキャプを回収しております。保護者・地域の皆様もご協力いただ

ける際は、来賓用玄関に回収ボッ 

クスを設置しましたので、ご持参 

ください。ご寄付はワクチンにか 

えて開発途上国の子どもたちへ届 

けられます。 


