
 

 

 

 

  

 

 ５月２３

ラシックコンサートがありました。この催し物

は、大分県教職員互助会が主催する巡回公演で、

東京アーティスツ

のお姉さんによる楽しいコンサートという

式で行われました。

 貸し切りバスに乗って、他校に出かけるという

だけでも子どもたちにはわくわく感があります

が、歌のお姉さんの巧みなリード

盛り上がりました。

レミの歌」では、

方のちょっとお茶目な一面を覗けて？大喜びの

ようでした。

勿論、一部で聴いたプロの生演奏は迫力満点

で、きれいな音色に耳を傾けたり、お気に入りの

楽器に見入ったりしていました。
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今日は、クラシックコンサートがありました。
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ったら、２ｍもあってびっくりしました。
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信があるという自尊感情
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大切に思

るものです。

「いつも笑顔で遊んでくれてありがとう。」

「サッカーがうまいね。」

「いつも漢字ノートがきれいだね。」

「わたしは、友だちと仲良く遊んでいます。」

「放送を間違えないように、いつも練習してか

「友だちが泣いたりしたら、いつも慰めている

６年生が１年生に教えながら自分のいいとこ

ろを葉っぱに書いている様子も微笑ましいで

す

いいです。
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文責 御手洗

Tel  72-0414 
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