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【1 年生】

2 月 28 日（木）に音楽の授業で音楽会がありました。

太鼓や琴、リコーダーなど、練習の成果を発揮しました。

緊張しながらも、じっくりと譜面を見ながらリズムに合

わせて上手に演奏できました。

最後になり寂しい気持ちもありますが、

までの日々を精一杯楽しもうという気持ちでいるようです。

【2 年生】

 来年度の生徒会役員選挙に渡邉葵さんが立候補しました。

クラス一丸となり、葵さんが選挙に当選できるようアイデ

アを出し合って遊説を行いました。また、

頑張りたいことや理想の学校を中学部や高等部の生徒の前で

演説しました。

への一歩となりました。

 愛心さんは、打楽器演奏に興味をもち、大太鼓やシロフォンを使って練習しています。

２８日の音楽の授業で「風になりたい」の曲に合わせ、太鼓を叩きました。

【3 年生】

ないことを

実際の学力検査

相手が変わると

受け答えできるようになりました

 

 

 

 

 

 

 Ａ組担任の米山美季先生が１２日（火）から産休に入ります。

だそうです。

「このたび、赤ちゃんを授かりまして、３月１２日から産休に入らせていただくこと

になりました。今年度残りわずかな日数を残してお休みに入ること、まとめの時期を一緒に過

ごせずとても申し訳なく感じています。やまびこで出会ったみんなのように、元気いっぱいな

赤ちゃんを産めるように、そしてやまびこで出会ったお母さん方のようにパワフルママになれ

るようにがんばります！

代替として佐伯

パウンドケーキなどのお菓子作りが得意だそうです。
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