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いよいよ卒業式に向けて動き始めました。６年生と

運営委員会が考えた今年の卒業式のテーマは、
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るぞ」という気持ちをもって卒業したい、

みんなにも笑顔で送り出してほしい、そんな卒業式

にしたいという６年生の思いが込められています。

３９人みんなが笑顔になれたとき、６年生はかがや

く大空へ飛び立つことができると
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て、これから様々な取り組みを行っていきます。

 

までの音楽で「在校生合唱」の練習をしました。『大

切なもの』という曲

とつ取り上げながら、卒業式のテーマにぴったり

この歌を綺麗に歌あげることが６年生の気持ちに

こたえ

して下さいました。

うとする子どもたちもいて、みんなこの曲がすぐに

気に入ったようでした。教頭先生のピアノに合わせ

て正しい音を覚えた後、全員で歌いましたが、

渡る

めいがんばる子どもたちの姿に、
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