
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

※※１１１１月月のの引引きき落落ととしし日日はは、、   

１１１１ //７７ ((木木 ))・・１１８８ ((月月 ))でですす。。  

  

  

  

 

日 曜 主な行事予定  

１  金  音楽会 (児童鑑賞日 ) 

２  土  音楽会 (保護者鑑賞日）  土曜授業日  

３  日  文化の日  ミニバスケットボール大会  

４  月  振替休日  

５  火  全校朝会 (放送 ) 柏芋掘遠足 (3) 委員会活動  

６  水  
体育朝会  校内研究のため４時間授業  

陽だまりプール  

７  木  原爆先生 (6) なわとび検定  

８  金  安全指導  縦割り班活動  

９  土   

10 日  ミ ニ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 大 会  

11 月  
全校朝会 (環境栽培委員会発表 ) 

避難訓練  個人面談①  

12 火  センター教室 (4) 個人面談②  一輪車検定  

13 水  
陽だまりプール  音楽朝会  

教育会のため４時間授業  

14 木  個人面談③  

15 金  

個人面談④   

１１０周年記念児童集会  

「 ハ ッ ピ ー バ ー ス デ ー ・ デ ィ ア ・ 月 二 」  

16 土   

17 日  ミニバスケットボール大会  

18 月  
全校朝会 (給食委員会 ) 特別時程  

副籍交流（陽）デジタル復元士 (６ ) 

19 火  個人面談⑤  

20 水  就学時健診（ 1～ 4・陽・６年は午前授業）  

21 木  体育館開放中止始（周年記念式典準備の為）  

22 金  社会科見学 (3) 

23 土  勤労感謝の日  

24 日   

25 月  全校朝会 (表彰 ) 

26 火  クラブ活動  

27 水   

28 木  連合音楽会 (5) 

29 金  周年式典前日準備 (5 時間授業 ) 

30 土  １１０周年記念式典  

 

 

  たよ り 月 二  

 １１月号 

中央区立月島第二小学校 

中央区勝どき 1の 12の 2 

（３５３１）７２６８ 

いちょう・なわとび・時計塔 

生活目標：ねばり強く最後までがんばろう  
保健目標：うす着で皮膚をきたえよう  
給食目標：感謝の気持ちで食事をしよう  

１１月の行事予定  

O N E  T E A M 

校校長長   鈴鈴木木   政政博博   

  ここのの学学校校便便りりががおお手手元元にに届届くく頃頃ににはは、、   

ララググビビーーワワーールルドドカカッッププでで優優勝勝チチーームムがが決決まま

っってていいるるこことととと思思いいまますす。。   

日日本本チチーームムはは 11 次次リリーーググ全全勝勝でで決決勝勝トトーーナナ

メメンントトにに進進みみままししたたがが、、南南アアフフリリカカのの鉄鉄壁壁のの

壁壁をを越越ええらられれずず、、惜惜ししくくもも敗敗れれててししままいいまましし

たた。。ででもも、、涙涙やや笑笑顔顔のの選選手手たたちちがが健健闘闘ををたたたた

ええ合合うう姿姿かかららはは達達成成感感がが伝伝わわっっててききままししたた。。   

ジジョョセセフフヘヘッッドドココーーチチはは、、   

「「誰誰もも勝勝ててるるととはは信信じじてていいなないい。。ででもも俺俺たたちち

ががややっっててききたたここととはは誰誰もも知知ららなないい。。自自分分たたちち

をを信信じじてて戦戦おおうう。。」」   

とと選選手手たたちちにに伝伝ええたたそそううでですす。。選選手手たたちちもも厳厳

ししいい練練習習をを積積みみ重重ねね、、自自分分ででややれれるるだだけけののここ

ととををややっったたかかららここそそ、、そそのの言言葉葉をを信信じじてて挑挑戦戦

すするるここととががででききたたとと思思いいまますす。。   

  ままたた、、野野球球ややササッッカカーーとと違違っっててララググビビーーはは、、

前前ににパパススををすするるここととががででききまませせんん。。   

パパススををすするるととききはは自自分分よよりり後後ろろのの人人にに渡渡ささなな

けけれればばななりりまませせんん。。後後ろろはは見見ええまませせんんかからら、、

ももしし、、誰誰ももつついいててここななかかっったたららパパススががででききまま

せせんん。。「「仲仲間間がが必必ずず後後ろろににいいるる」」とと信信頼頼ししてて

いいるるかかららででききるるススポポーーツツでですす。。   

月月島島第第二二小小学学校校はは、、子子どどももたたちちとと教教職職員員のの

「「ＯＯＮＮＥＥ   ＴＴＥＥＡＡＭＭ」」でですす。。   

1111 月月 3300 日日（（土土））にに開開校校 111100 周周年年記記念念式式典典がが

行行わわれれまますす。。ここれれかかららもも心心にに残残るる記記念念行行事事がが

計計画画さされれてていいまますす。。子子どどももたたちちがが、、諸諸行行事事のの

準準備備やや練練習習、、参参加加すするるここととをを通通ししてて、、思思いい出出

深深くく、、月月二二小小でで学学んんだだここととをを誇誇りりにに思思ええるるよよ

うう、、教教職職員員一一同同努努力力ししててままいいりりまますす。。  



【なわとびコンクール】

 台風で延期に「なったなわとびコンクール」を、１０月１６日（水）

に、無事開催することができました。三重跳び、二重跳び、チャレン

ジコーナー（後ろ跳び、あや跳び、交差跳び）の種目が、それぞれ行

われました。子どもたちは自分が設定した目標に向かって、休み時間

や体育の授業も練習を重ねてきました。本番で自己ベストを出せた児

童もいれば、力を出し切れなかった児童もいましたが、一生懸命頑張

る姿は輝いていました。当日たくさんの声援をくださった保護者の皆

様、地域の皆様、本当にありがとうございました。  

 

★三重跳び部門  
     １位  １８回   ５年２組   宮本  拓実  

２位  １６回   ４年３組   志村  優太郎  
３位  １３回   ６年１組   田村  優太  

★二重跳び部門  
  低学年  １位  １０６回  ２年１組  伊藤  大悟     
      ２位   ５３回  ２年３組  福田  結麻    
      ３位   ４７回  １年１組  倉住  航太朗       
          ４７回  ２年２組  酒井  千織         
  中学年  １位  ２５３回  ４年３組  坂井  遥城              
      ２位  １５１回  ４年２組  竹田  渉悟       
      ３位  １３６回  ４年３組  志村  優太郎       
  高学年  １位  ２５６回  ６年１組  田村  優太  
      ２位  ２４７回  ６年１組  竹田  凌悟   
      ３位  １７３回  ５年１組  尾花  史矢         
           
 ★時間跳び部門  
    低学年（３分間）      中学年（５分間）      高学年（７分間）  

 
１－１  田口  蒼侑  
１－１  倉住  航太朗  
１－３  中村  優  
２－１  朝隈  心優    
２－１  伊藤  大悟    
２－１  堀    芹良   
２－１  宮﨑  圭太    
２－２  久保  陽愛     
２－２  酒井  千織  
２－２  二木  清圭    
２－３  西畠  にこ   
２－３  古橋  奏実     
 

 
３－１  郡谷  大和  
３－１  佐藤  舜  
３－１  辻本  聖人  
３－２  岩崎  美和  
３－３  櫻井  結馨  
３－３  鈴木  智美  
３－３  高梨  心来  
３－３  辻本  勇人  
４－１  藤野  結子  
４－１  矢部  帆乃佳  
４－１  山中  大芽  
４－２  大類  悠斗  
４－２  佐藤  鈴  
４－２  竹田  渉悟  
４－２  貫井  陽希  
４－３  大橋  瑠華  
４－３  勝田  康貴  
４－３  坂井  遥城  
４－３  志村  優太郎  
４－３  中沢  大遂  
４－３  中村  想  

 
５－１  鮎澤  翔琉  
５－１  南   百花  
５－１  山内  琉生  
５－２  尾花  史矢  
５－２  加藤  心菜  
６－１  澤田  優作  
６－１  志村  季咲  
６－１  瀬戸脇雄大  
６－１  竹田  凌悟  
６－１  田中  紗依  
６－１  田村  優太  
６－１  堀口  幸音  
６－１  堀   琴葉  
６－１  矢部  日奈海  
６－２  大林  和湖  
６－２  大類  胡々  
６－２  小野田華凜  
６－２  折原  奈々子  
６－２  佐々  麻優子  
６－２  藤原  梓実  
６－２  古市  桜良  
６－２  光岡  泰志  
６－３  石𣘺  怜央  
６－３  岩﨑  悠太  
６－３  秩父  こなつ  
６－３  中村  慧  

 


