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年生の教室をのぞくと、ちょうど学級話し方大会を

しているところでした。『３びきのやぎのがらがら

どん』をみんなの前で一人ずつお話していました。

う。それぞれに味

のあるお話しぶりでした。１２日の校内話し方大会

聞こえてきます。 

』を練習して

どんどん声が大きく

とっても素

敵です。運動会のダンスの再来？！を思わせる歌声

披露するので楽しみ

年生の教室からは運動会の応援が何

まだ熱が冷めない

３年生の応援

ね。


