ポルトガル語

Sobre a formatura
Escuela primaria USHIODA
Director Katsuyuki Ogata

About 6th grade Graduation
Date

:

March 19th (Thu) at 9:30 AM

Participants :

6th graders and teachers

Location

Ushioda school Sports Gym

:

※ Students must be wearing masks.
※ Please come during normal class time and go to your classroom.
※ At 8:20 the students will take pictures and will do a rehearsal.
※ Please practice the graduation songs. :「旅立ちの日に」「みらいへ」
※ All materials that are at school will be taken home on this day,
please bring a large bag.
※ At 11:10 am , the students will go to the school lawn , parents can pick
them up from the lawn.
※ In case of rain , we will do below the roof area in the Piroti.
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※休みの 間 に「旅立ちの日に」
「みらいへ」の歌の練 習 をしましょう。
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※１１：１０頃に卒 業 生 は芝生に向かいます。芝生へは迎えにきてもいいです。
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※雨の日は、ピロティで解散します。

スペイン語

Sobre ceremonia de graduación
Escuela primaria USHIODA
Director Katsuyuki Ogata
Fecha y la hora：El día 19 de marzo 9:30～
Participantes：Los alumnos de 6to grado y los profesores
Lugar：Gimnacio
※Ponga la mascara por favor.
※Los alumnosvienen a la escuela como siempre y van a su aula.
※Desde 8:20～ Vamos a tomar foto y practicar sobre ceremonia de graduación.
※Vamos a practicar las canciones 「旅立ちの日に」「みらいへ」 hasta el día 18.
※Lleve su bolsa para llevar todas sus cosas en la escuela.
※Los alumnus van a a l jardín con césped a las 11:10. Los padores pueden recoger a sus
hijos.
※Si lluvia, reunimos en Piloti.

ポルトガル語

Sobre a formatura
Escuela primaria USHIODA
Director Katsuyuki Ogata

Sobre a Cerimônia de Formatura
Data

: 19 de marco (qui) as 9:30

Participantes : Formandos e professores
Local

: Ginasio de esportes do Ushioda

※ Os formandos devem estar de mascara.
※ Favor vir no horario normal de aula e ir ate a sua sala de aula.
※ As 8:20 sera tirado a fotografia dos formandos e faremos um ensaio.
※ Favor treinar as cancoes da formatura : 「旅立ちの日に」「みらいへ」
※ Todos os materiais que estao na escola serao levados para casa neste
dia ,favor trazer uma sacola grande.
※ As 11:10 os alunos vao se dirigir ate o gramado da escola ,os pais podem
vir busca-los ate o gramado.
※ Em caso de chuva faremos abaixo da area do telhado no patio : Piroti.

