楽しい夏休みもあっという間に終わりを迎
えました。二学期は学習面において最も重要
な時期です。気持ちを引き締めて学習に取り
組みましょう。
夏休み中、たくさんの経験を通して多くの
ことを感じ、そして成長していく皆さんの様
子が日記から伝わり、たくましく思いました。
楽しい夏の思い出を分けてくれてありがと
う！それでは、優秀作品の紹介です。

優秀作品紹介
★ 印象に残った場面を

Ｍちゃんは、小 さなバッタを見 つけ、育
ててみたくなったのでしょうか。バッタの様
子を上手に描写しましたね。お手製のゼ
リーカップの虫かごでバッタが元 気 に飛 び
跳ねる様子が目に浮かぶようです。

花火 をす るには少し風が強かったよう
ですね。花火があっという間になくなって
しまっ
たことで、風の強さを上手に表現し
ています。Ｒちゃんが花火が終わっても外
で遊んだことから、友達と別れる名残惜
しさも感じられます♪

KY

四十秒以内に入りたいです。
「
バッシャーン。」
メドレーは、バタフライ、背 泳 ぎ、平
泳ぎ、クロール。
泳 ぎ終 わり ました。友だちのゆか
ちゃんとタイムを聞きにいきました。
タイムは、一 分 三 十 二 秒 でした。最
後にいい記録が出せて、すっ
ごくよかっ
たです。
（
小五・ さん）

Ｎちゃんの心臓の鼓動が聞こえてきそ
うです。現在形を使い、短い単語を並べた
ことで、テストに臨む緊張感と水泳のスピ
ード感を上手に表現しています。擬態語
「
ドックン」
や擬声語「
バッシャーン」
をとて
も効果的に使っ
ていてお見事でした！

鬼怒川温泉
ぼくは、電車で鬼怒川温泉
へ行きました。部屋割りは、
おじいちゃん、いとこ、ぼく、
でした。ホテルにプールがあっ
たので、
いとことぼくで着がえてプールにむか
いました。ついでに温泉も入りました。
十時に花火があり、いとことぼくで、
ろてん風呂に入りながら見るつもり
でしたが、見られませんでした。すご
小六・ 君）
く楽しかっ
たです。 （

大勢での旅行、男同士の部屋割り、楽し
かっ
たでしょうね。露天風呂から見る花火、
贅沢でとっ
ても良いアイディアだっ
たのに、な
ぜ見られなかっ
たかしら？疲れて寝てしまっ

テスト
たのかな？
「
ドックン、ドックン。」
杏仁豆腐
今 、プールサイドにいます 。そして、
「
桃と杏仁豆腐うまっ
！」
飛 び込 も う としています 。私 は、今
日で最後のプールです。だから、一分 私は、だれよりも早く言いました。

花火の大音量。例えを上手に使いまし
たね。Ｙちゃんの周りにいた人々のセリフ
から大勢の人が花火を楽しんでいたこと
が伝わってきます。セリフ、音 、色など五
感を働かせ生き生きとした文章に仕上が
りました。

YN

キッズみんなの日記

知っ
ているアニメの歌がた
花火大会
くさんあっ
てうれしかっ
た
今 日 、かつしか区 の花 火 大 会 に行
です。妹もアンパンマンの歌 きました。ついたら、花火が始まるま
をじょうずにうたっ
ていま
で、お弁 当 を食 べました。お弁 当 を
した。
食べていたら、いよいよ花火が始まり
はじめは歌うのがはずかしかっ
たけ
ました。
ど、お父さんやお母さんが
最 初 は、大 きい花 火 で「バン。」とい
「
じょうず！じょうず！」
う音が大きかっ
たし、次は、連続の花
といっ
ぱいほめてくれるので気もちが
火だっ
たから、耳がいたくなりそうで
よかっ
たです。
（
小三・ 君） した。
真ん中くらいに、にこちゃんの花火
お父 さんやお母さんの誉 め言 葉をきっ
たら 、周 り の人
かけに「恥じらい」→「気持ちよさ」
と気持 や星 の花 火 が上 がっ
ちが変化したことを上手に表現していま 達が
すね。楽しいカラオケデビューを果たした
「
あ、にこちゃんだ。」
Ｍ君、カラオケ好きになりそうですね！
とか、
「
あ、星だ。」
とか言 ってにぎわっていました。そう
したら、絵の花火は終わってふつうの
花火にもどりました。
最後の方で連続花火が全部ゴール
ドで消える時にキラキラのと、今上が
ったのが合 わさってす ごいきれいで印
象にのこりました。とてもきれいで楽
しい花火でした。（
小四・ さん）

上手に切り取り気持ちを表現★
友達と花火をやっ
た
わたしは、ならいごとの後に、重松
バッタ
おばあちゃんの花にバッタがいました。 美さきちゃんと、重松ゆうきくんと
花火をやりました。
こどもでした。
風が強くて、すぐに火が消えてし
キャベツをあげてもたべませんでし
まいました。そうしたら、いっ
ぱいもっ
た。うんちがほそながかっ
たです。
てきた花火がすぐにおわっ
てしまい、
ゼリーのカップをラップでつつんであ
少し外で、こおりおにとグリコのおま
なをあけました。バッタは、げんきで
した。
（
小二・ さん） けとリレーをしました。
また、みさきちゃんとゆうきくん
とわたしで花火をやりたいです。
（
小三・ さん）

９月号

★ 「五感」を働かせて
生き生きと★★
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カラオケ
ぼくは、はじめてカラオケに行きま
した。マイクで声を出したら、すごく
大きな音にびっ
くりしました。でも、
なれてくると楽しくてたくさん歌い
ました。

OT
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がれば、もう大丈夫です。
変だっ
たのが、羽毛恐竜アンキオル
ニスでした。名の通り、全身を羽毛で
おおわれていました。さらに、世界で
初めて恐竜の色がわかっ
たという、そ
の恐竜こそがアンキオルニスです。と
ころで、この恐竜の学名を和訳すると
…「
ほとんど鳥」
というふうになりま

削を担当していた塾生達の成長ぶりに驚きと
喜びを感じました。
学習に対しての意識改革、努力の末の達成
感、異学年との交流、礼儀、マナー、仲間の
大切さ。近い将来から遠くの未来まで見据え
た目標。多くのことに気づき、考え、熱い気
持ちを作文に残しています。梨ゼミの中学三
年生はたくましい。梨香台ゼミナールが一時
の流行りに流されることなく、信念をもって
完全個別指導ではなく、
「集団指導」にこだわ
り、中学受験ではなく、
「高校受験」を推奨し

ばいと思っ
たし、少しあきらめかけた。そ
の時、近くにいた友達が本気で応援して
くれた。とてもうれしかっ
た。次で絶対
に受かろうと思っ
た。仲間っ
て大切だなっ
て思っ
た。そして、この高原教室に連れて
いっ
てくれた先生方に感謝している。
（ 君）

高

原教室二日目、最後の一教科合格

できていなかっ
た数学をやっ
との思いで合
らだそうです。
す。これはダメだと思います。恐竜な
てきたことの意味を受験生は体で感じ取って
格させ気持ちよくダボスの丘へ出発する
いるようでした。
私は、杏仁豆腐を作り終わっ
てか
のに「
ほとんど鳥」
は変だと思いまし
バスに乗ることができました。普段違う
中学三年生保護者の皆様にはもちろん、小
ら、上に桃をのせたいと思っ
たのでのせ た。
学生保護者の皆様にも、彼等の成長と受験生
年代の子と遊ぶ機会もなかっ
たので、す
ました。とても美味しかっ
たです。
まさか、ティラノサウルスに毛が生
の心境をご覧頂きたくて編集いたしました。
ご
く
楽
し
か
っ
た
です。私は将来の夢が具
※中学三年生全四十二名分ですが、千二百字にも及ぶ長文
（
小六・ さん） えるとは思いませんでした。これから
体的に決まっ
ていません。でも、人と関わ
もあるため、抜粋した文章となります。ご了承ください。
もまた進化 するのかなと思うとワ
ることが出来る仕事がしたいです。この
Ｓちゃんとお母さんの手作り杏仁豆腐
（
小四・ 君） 今 回の高原教室では、課題のテストも
本当に美味しそうですね。杏仁豆腐を作 クワクします。
高
原
教
室
に
参
加
し
た
か
らこそ、よりいっ
ることになっ
たきっ
かけを、上手に説明し
たので、すごく良
Ｋ君のユーモアたっ
ぷりの描写から、ティ すぐに終わり、みんなと楽しく過ごすこ そう、そう心から思っ
ています。桃との相性も良さそう♪
い三日間を過ごすことができました。
とが出来ました。しかし、三年生となっ
ラノサウルスが目の前で獲物を狙っ
ている
姿が容易に想像できますね。今にも動き
（ さん）
★★★ 想像力を働かせて
た最後の高原教室で、何回も怒られて
出しそうです。恐竜の迫力ある大きさ、
しまっ
たので、とても残念な気持ちでいっ 僕 は、高原教室に行く前に、二日目の
形、色、全ての描写が丁寧で読む者を引
ぱいです。これからは、礼儀を大切にし、 ダボスの丘に行く前に三教科全て合格
きつけます。恐竜図鑑顔負けです！
あいさつをだれにでも元気よくし、話し
させるという約束を土屋先生としまし
もしっ
かり聞けるようになりたいです。
た。しかし、約束の午前中には終わらず、
自分が人として当たり前のことができて 約束を破りました。それなのに、土屋先
いなかっ
たことがとてもくやしかっ
たです。
生
に
報
告
せ
ず
、
勝
手
に
し
て
いました。
（ 君） 「
なぜ、恥を知らないんだ」
と自分を責め
全 員が勉強部屋に集合して、先生が
ていました。僕は夕食の時間を学習にし
てもらい、わからないところを教えても
らいました。ようやく合格して、大分遅
れたけれど、土屋先生に反省と結果を
報告しました。課題を終えると、友達
二人が「
頑張っ
たじゃん。おつかれ。」
と言
っ
てくれました。うれしくて一安心しま
した。しかし、油断は禁物です。これか
らも油断せず、努力します。

なぜなら、五時半に鳴る「
よい子のチ
ャイム」
が鳴りおわっ
たあとに、私はお
母さんと一緒に杏仁豆腐を作っ
たか
らです。
私は、初めて杏仁豆腐を作りまし
た。杏仁豆腐を作っ
たきっ
かけは、私
のお母さんが友達の家に行っ
た時に、
その杏仁豆腐がとてもおいしかっ
たか

MG

SS

文章に躍動感を★★★
恐竜博二〇一一
今日は、東京上野の国立科学博物
館に行っ
てきました。お目当ては「
恐
竜博二〇一一」
です。今回は、待ち
伏せ姿のティラノサウルスが初公開さ
れたり、羽毛の生えたティラノサウル
スが見られたりするらしいのです。
会場は、大混雑でした。さて、待ち
伏せティラノザウルスを見てみました。
大きい！特に頭が大きすぎます。伏
せの状態から、起き上がっ
たら、大き
い頭のせいでつんのめりそうだな、と
思いました。しかし、そこは心配ご無
用。頭を下に下げて、足をのばし、こ
しを上げます。勢いをつけて起き上
特別企画

!?
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みんなの高原教室

中３

去る八月一六日～一八日
の三日間、梨ゼミ夏のビッ
グイベント「高原教室」が
開催されました。
残念ながら私は留守番組で、
いわば保護者の皆様と同じ
立場でした。みんな課題テストに合格できる
か、ケガや病気はないかとハラハラし、高原
教室便りを見てはホッと安心したり、スナッ
プ写真を見ては、こどもたちの笑顔に癒され
たりしながら、遠くから応援することしかで
きませんでした。
高原教室から戻った中学三年生の作文が、
どれも心打つもので、小学生の頃、日記の添

TK

「
中三で三教科受験しない人。」
と問いかけた時、誰も手を挙げなかっ
た。
これは、先生との約束だっ
たのもあるが、
みんなが、完璧そうで僕一人だけ残っ
た
らどうしようと思っ
てしまっ
た。テストが
始まる寸前まで手がふるえていて、心拍
数が増えていた。数学の再テストは不合
格だっ
た。昨日の自信はなんだっ
たのだろ
う。次の日、また不合格だっ
た。もうや

（ 君）

AK

TM
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課 題は三教科とも一発合格でした。本 結果とは言えませんでした。このままの れまで、受験は自分との戦いだから友達 験がはじまるから、今回以上にたくさ
ていました。しかし、 ん勉強して、志望校に合格できるよう
自分では受験にむかっ
ていけないと思いま なんて関係ないと思っ
当は高原教室なんて行きたくないと思っ
にしたいと思います。そのためには、毎日
たか
す。暗記の問題では間違いのないように、 友達のひと言で僕は頑張ろうと思っ
ていました。帰省や友人関係のことがあ
らです。もし、受験勉強中辛い、きついと の努力が必要だから、毎日の積み重ねを
計算はスピードを速くしなければなり
っ
たからです。しかし、高原教室に行っ
た
（ 君）
大事にしたいと思います。
思っ
たとき、家族ではなく、友達と支え
ません。これから、気を引き締めて勉強
ことで変われた気がします。ちゃんと班
合っ
ていかなきゃいけないと思っ
たからで
に取り組みたいと思います。
こ の高原教室で学んだ「仲間の大切さ」
長として、時間を守り、みんなに指示も
（ 君） す。
（ 君）
と「
努力を積み重ねる大切さ」
の二つの大
出 せました。一 番 大 きかったのが班のみ
て、国語は合格、英語も 今 回の高原教室を通して、達成感がす
切なことを、受験に役立たせて、自分の
んなと仲良く遊べたことでした。他の班 テ ストが終わっ
ごくあっ
た。テストに受かり自分に自信
た。数学地獄
第一志望の学校にいけるように、これか
の人とも遊んだし、とてもとても楽しか 合格、数学は、不合格だっ
がついた。そして、もう一つ、友達の大切
てしまっ
た。―中略―やっ
と合格
らも梨ゼミで頑張っ
ていきたいです。また、
っ
た。今思えば、なんで行きたくないと思 が始まっ
さを知ることができた。今年は受験があ
高校に入学した後も、梨ゼミで学んだこ
ったのか不思議です。本当に行ってよかっ した。三年の中だけでなく、全体的に見
（ 君） ても最後の方になっ
るので、わからないことがあっ
たら、一人
てしまっ
た。万全な
とを活かしていきたいです。 （ 君）
た。
学 年で十番以内に三教科が全部合格 準備をしないとこのような結果になるの で悩まず、友達や先生達に質問をした 今 回の課題は一夜漬けでは合格できな
いと思う。逆に僕が悩みを聞くときがく
で、入試では絶対にこのようなことにな
いと思い勉強をしました。最初は一時間
し、僕が帰るときに、ぼくはとてもおど
らないよう勉強すると、今思っ
ています。 れば、自分のことのように深く考えてあ
もしないうちにやめていました。そのう
ろきました。なぜなら、まだ合格してい
（ 君）
（ 君） げたい。
ち、二、三時間勉強をすることができる
ない人が皆僕にむかっ
て「
おめでとう」
「
よ
たとき、落ちたとき、み
たー。と思い、もう自由時間だけだ テ ストで受かっ
ようになりました。自分がレベルアップ
かっ
たね」「がんばっ
たね」など声をかけて や っ
している気がして、勉強することが楽し
てい
く れるからです 。僕 は声 をかけてく れ と思っ
たら、めっ
ちゃうれしくなりました。 んながみんなに励ましの言葉を言っ
てうれし
くなっ
てきました。今まで一夜漬けで勉
て、人は励ましの言葉をもらいながら、
た人たちに「ガンバレよ」「終わらせて一 中一、中二の時より早く終わっ
（ 君） 人にささえてられながら何事も乗り越
たです。
強して、合格してもうれしかっ
たのです
緒に遊ぼう」など嬉しい気持ちで言うこ かっ
が、今回のようにコツコツ勉強して合格
えていけるんだなぁと思いました。中三
とができました。この三日間で思っ
たこと 中 三の一位でました。藤田先生の声が
した方が何十倍も何百倍もうれしかっ
全員が全ての課題が終わっ
たと聞いて、
が二つあります。 つは、勉強は地道に
しました。私は、課題が一番に終わりま
努力したものが必ず勝つということです。
たです。コツコツ勉強することは、これか
とても嬉しい気持ちになりました。これ
した。学校の宿題や塾の宿題と課題の勉
もう一つは、人との人間関係もとても重
からの受験、友達と支え合っ
ていきたいで ら受験をする自分にはとても大切なこ
強を両立させるのは、辛かっ
たですが、
（ さん） とだと思います。
（ 君）
要だということです。学んだことを活か
す。
早めに課題をもらえていたのでなんとか
して、受験にむけて地道に勉強し、人間
僕 は、数学を甘く見ていました。次で
頑張ることができました。合格したとき 私 がテストに落ちて、なぐさめてくれ
関係を良くして楽しく生きていきます。
たのが友達でした。そして、合格して一
合格すればいいとか、何回かテストすれ
はホッと安心しました。高校入試でも今
（ 君）
緒に喜んでくれたのも友達でした。だか ば合格するだろうと思っ
ていました。そ
回のような気持ちになりたいです。目標
こ の高原教室はとても価値のあるもの を決めて、今以上の努力をしなければな ら、私も、まだ終わっていなかった友達を の後も数学は合格せず、僕は崖から落
になりました。ぼくは、今年で三回目の らないと思います。私は夢を叶えたいで
一生懸命応援しました。今回、この高原 ちたような気持ちになりました。そん
参加ですが、今年が一番楽しかっ
たです。 す。入試は夢に近づくための大事な一歩 教室で学んだことを今後の受験勉強に
なとき、友達が「
一問一問に集中すれば、
（ さん）
普段あまり話さない人とも話すことが
役立てられるように頑張ります。
ミスが減るよ。」
と言っ
てくれました。四
だと思っ
ています。
（ さん） 回目で合格しました。この三日間の体験
できるよい機会になりました。しかし、 ぼ くは大事なことを知りました。それ
反省すべき点がありました。満点のつも
で自分に厳しくすること、友情の大切さ
今
回
の
課
題
テ
ス
ト
は
一
日
目
に
終
わ
っ
て
は、高校受験は家族と自分だけでは乗
（ 君）
りで提出したテストは、自分の予想より
を知りました。
り越えられないということです。僕はこ
とてもうれしかっ
たです。もう少しで受
点数が低く、完璧な教科はなく最高の
KM
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るようにしました。一生懸命努力した
に終わり、その後すぐに英語も受かり、 な気持ちは一瞬にして消えていきまし
僕 がこの高原教室で学んだことは、初
結果、三教科全て、一発で合格すること
た。この三日間でお互いの距離が縮まっ
見事二日目には全て終わりました。友
めからちゃんと勉強することと、友達を
ができました。努力してきたからこその
たと言っ
ている子もいるし、高原教室っ
て
達の存在の大きさと達成感をとても感
大切にして受験やたくさんの困難に立
結果だと思いました。そして、なんと学
いいなと感じました。また、メインの学習
じました。もっ
としっ
かり集中して勉強
ち向かっ
ていくということです。最初で最
年で三位になりました。今年は受験で
の面では課題をクリアすると達成感が
し、学力テストでは良い成績を残し、受
後の高原教室だっ
たが、すごく良い思い
（ 君） うまれ、良い経験になっ
ても逃げずに頑張っ
たと思います。今 す。勉強が辛くなっ
験に挑みたいです。
（ 君）
出になりました。
（ さん）
ていきたいです。
度は受験というもっ
と大変なことがあり
僕 は、すごくうれしかった。二日目の午 高 原教室に来て、先輩という立場です ますが、今回得た経験を生かして頑張っ ぼ くは、自分の課題テストを早く終わ
ごく思い出に残っ
たことがあります。六
前中に三教科に合格することができま
て勉強していきたいと思います。
らせることばかり考えていました。その
年生と中学校の話になり、盛り上がり
した。初めて課題テストの内容を配られ
（ さん）
ことに気を取られ、リーダー会議で伝え
ました。私も高校についてはわからない
たとき、自分が覚えられるか心配でし
られたことを隣の部屋にいる自分の班の
ことだらけです。だから、高校の話しを 僕 は、この高原教室で友達の大切さを
た。夏期講習が始まり、やばいと思っ
た
改めて知りました。みんなはテストに受
人に伝え忘れてしまいました。このこと
聞くと安心するし、勉強する力にもな
けどあまり勉強していませんでした。Ｍ
かっ
ているのに、自分だけがなかなか合格 で、もっ
としっ
かりしなければと思い、そ
ります。後輩が進学の話ができて楽し
君が僕に「
お互い頑張っ
て勉強して、向こ
できず、とても悔しい思いをしました。
れからは自分の班をまとめることができ
かっ
たと言っ
てくれたので、少しは力にな
うで一緒に遊ぼうぜ。」
と言っ
てくれま
ですが、自分を受かっ
た人たちがみんな
ました。この高原教室では、多くの課題
れたのかなと思いうれしかっ
たです。高
した。僕はうれしく思い、頑張っ
て勉強
を見つけることができました。その課題
校生になっ
ても、今の私みたいな子たちの 応援をしてくれたのです。その結果、僕
しようとも思いました。やるべきことを
は見事テストに合格することができ、と
をクリアして私生活にも役立てようと
手助けができればいいなと思いました。
ちゃんとやっ
て合格したときの達成感や
たです。勉強以外のことも
思います。また、自分のことだけではな
（ さん） ても嬉しかっ
友達の大切さがわかりました。
学べて、先生方やスタッフの方たちに感
く、他の人たちを気遣えるようになり
（ 君） 僕 には足りないものがたくさんありま
（ 君） たいです。
（ 君）
謝しています。
す。僕が、高原教室で感じたものは三つ
こ の高原教室で、学習をしたり、みん
ありました。一つは、「
努力」
です。二つ 私 はカメになりたい。数学だけ一発合 高 原教室で、学習面以外のことも学ぶ
なと遊んだり、団体行動をしたりして、
格できなかっ
た。とても悔しかっ
た。ちゃ
ことができました。他にも、先生達が私
目は「
意思の強さ」
です。勉強にしても
たくさんのことを学びました。一つは、こ
部活にしても、自分で計画をたてても、 んと勉強したはずなのに思うばかりで、 たちの見ていないところでの仕事のおかげ
つこつ毎日勉強することの大切さです。
で高原教室を楽しく過ごすことができ
すぐにそれを台無しにしてしまいます。 次のテストに向けて勉強することもしな
二つ目は礼儀の大切さです。三つ目は、
かっ
た。自分のうぬぼれと自信過剰、定
ました。長野県はとても涼しく、勉強が
三つ目は「
勇気」
です。昨日も、みんなが
て
仲間の大切さです。三つすべてがそろっ
期テストでも点数は落ちていくばかりで はかどりました。これから、受験勉強に
バトミントンをしているのを、一人石の上
いて受験が成功するのかなと思いました。
悔いの残らないようにこれからは頑張り
ある。これからは、カメのように一歩一
で見ていました。しつこくしてみんなに
この高原教室で得たものを受験につなげ
（ さん）
歩踏み出し、努力し、入試まで地道に、 ます。
嫌われるのがいやだから、一人で逃げる
（ 君）
ていきたいと思いました。
一日も怠けることなく勉強に励んでい
くせに、誰かに誘っ
てもらおうとする自
こ の三日間、僕としては受験生として
結 局、一教科しかクリアしていない状
（ 君）
きたい。
分が嫌です。この高原教室を通して、僕
勉強への取り組みの意識が薄すぎたこと
は変わりたいと思いました。今度は「
勇
課 題テストの国語と英語は暗記なので、 が、とても悔しかったです。僕には心のす
気」
を身につけるために「
強い意志」
を持
自信はあっ
たのですが、数学は一番苦手
き間があり、それは自分で埋めていくし
ち、少しずつ「
努力」
して今後の人生を
だっ
たので自信は無く、絶対に受からな
かありません。残り約五ヶ月間、気をゆ
（ 君）
変えて行きたいです。
いと思っ
ていました。でも、普段から授業
るめずに志望校「
合格」
という二文字に
三 教科全て合格です。おめでとう。そ を真剣に聞いて、わからないところは必 向かって頑張っていきたいです。
ず先生に聞き、自分がちゃんと理解す

態でダボスの丘へ行く時間になっ
てしまっ
たが、先生のおかげでダボスには行けま
した。ダボスにいるあいだ、友達に「
頑張
れよ。」
「
Ｈならできるっ
て。」
など応援し
てもらっ
たおかげか、テストも前よりも
気楽に受けられ、苦戦した数学もすぐ
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う言われた瞬間、自分の中にあっ
た不安
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基

礎の大切さと友人の大切さを今回学

HA

は去年の反省から、今年は絶対に一

MK

日目に終わらせてやろうと思っ
て頑張っ
て勉強しました。テストが返っ
てきて、
全て合格していたので勉強した甲斐が

僕

今回のテストは最後の高原
あっ
たなと思いました。二日目の朝、あい しました。この高原教室に参加する機
（ 君 ） びました。「
こ の二泊三日で、いろいろ反省したり、 教室だから、絶対に一日目に終わらせ さつについて注意されました。あいさつは 会を作ってくれた塾の先生方、スタッフの
て、遊んでやる！」
とかなり意気込んで
大切だと思いました。この高原教室では、 方に感謝します。「
本当にありがとうご
学べたことがあります。生活面では、
（ さん）
取り組んだテスト。結果は、悲惨でした。 自分が人生を歩むため必要なことを学
ざいました。
集合時間があっ
たのに、先生達が呼び
一回目で受かっ
たのは、三分の一ぐらい
べる良い機会だっ
たと思いました。
一 回目のテストは、全部スラスラ解けて、
かけないと行動できなかっ
たことです。
（ 君）
で、かなり絶望的で打ちひしがれていま
絶対に一発合格だと思っ
たけど、現実は
あいさつにつていて注意されたときも、
した。結局、部屋に帰っ
た後も一時間程 今 回の高原教室で学んだことを十分に
そんなに甘くなくて国語の課題しか合
先生の言うとおりでした。大切なこと
度勉強しました。基礎をしっ
かりやりま
活かして、これからの勉強を一生懸命や 格しなかっ
た。自信があっ
たので、すごく
だっ
たのに、注意されてからできたので
した。二日目に残り全部終了。また、同
りたいと思います。きっ
と梨ゼミに入っ
て
ショックだっ
た。とてもあせっ
ていた。Ｍ君
は遅いし、 回でも守れないと高原教室
じ部屋の人は勉強を手伝っ
てくれたし、
いなかっ
たら、絶対に勉強なんかしなかっ がテストの採点待ちの僕に近寄ってきて、
の成功も遠ざかっ
てしまいます。数学で
そういう気遣いがとても優しかったです。
たと思うし、今の私は絶対になかっ
たと
は四枚目でケアレスミスがあり、見直
「
一緒に頑張ろうぜ。」
と声をかけてき
今回学んだことは、これからの生活や受
てくれた。彼は、先生との約束があり、
思うけど、最後まで自分に負けないよ
しをしていれば、もっ
と早く合格したは
験でとても重要なことになると思うので
う頑張りたいと思います。梨ゼミという
僕以上にあせっ
ていたと思う。そういっ
た
ずです。でも、できなかっ
た分、学べた
大切にしていきたいと思います。
強い味方がいると思うと、なんだかやる
中でも友達を思いやる気持ちがあるこ
こともたくさんあります。日常生活で
（ 君）
（ さん） とは、とてもすごいことだと思っ
気が湧いてきます。
た。部屋
活かしていきたいです。受験の時に後
数 学のテストになかなか受からなかった
に
戻
っ
た
後
も
、
寝
な
い
で
勉
強した。やっ
と
悔しないように勉強して、合格したい
高
原教室に向けての勉強の取り組み方
のは、完全に自分の準備不足だっ
たと思
（ さん）
合格したときは嬉しかっ
た。友のひと言
です。
は、今まで定期試験などのやり方がはっ
私 は二日間も、勉強室で勉強していた。 う。皆が次々と合格していくなか、私は きりしなかった私にとって、とても勉強に がなかったら、僕は頑張れなかったと思
勉強した。テストを受けているときも、
う。改めて、支え合うことは大切だと思
一日で終わっ
ている人もいて、そういう人
なっ
たと思います。暗記科目については、
どこかから、笑いながら楽しそうに話す
（ 君）
っ
た。
達は朝食後、自由に遊んでいる。私が苦
何回もくり返して自分でテストして、
声が聞こえた。辛かっ
た。テストは何度
戦したのは数学である。一日目は不合
覚えるまで勉強しなければならないし、 今 回の高原教室では、課題テストに受
受けても、あと一、二問合格には足り
格。次の日、三度目のテストを受けた。
数学については、解き方を理解して、自
なかっ
た。これは、入試と同じなのだろう。
せめて午前中で終わりたい。結果は、合
分の力で解けるまで問題をたくさん解
今回のような失敗を入試でくり返さな
格！やっ
ぱり全部終わると凄くうれし
かなければいけないこと。他にも、みんな
いように、心を入れ替えてしっ
かり勉強
い。
で協力すること、ルールや時間を守っ
て
したい。仲良くなっ
た下級生は、部屋に
（ さん）
行動すること、仲間の大切さなど、たく
遊びに来てくれて、妹ができた気分にな
僕 が、高原教室で感じたことは、公共 った。高原教室は、修学旅行よりも楽し さん学びましたが、勉強の大切さが一
番感じたことでした。自分が後悔しない
かっ
た。苦労をしたから、その後が楽し
ように、学んだ多くのことを活かしてい
めたのだと思う。受験勉強も必死に頑
（ さん）
きたいです。
張れば、きっ
ととても楽しい高校生活を
（ さん） 勉 強の大切さ、人間関係の大切さを強
送れるだろう。

の場に出るときや集団で行動するときに
は、絶対についてくるルールとマナーの需
要さです。ルールやマナーを守り、団結
力を深め、喜びを分かち合え、正しい道
を示してくれる。最高の勉強だというこ
とです。これを肝に銘じてこれからの未
来を創造していきたいです。 （ 君）

RH

KN

TS

く感じました。男子の優しさも知りま
した。誰とでも仲良くなるっ
て難しいこ
とだけど、この機会で一歩近づけたと思
います。勉強は後から後悔しても遅いこ
とも、時間を戻せないことも改めて実感

かることも大切ですが、礼儀やマナーな
ども大切なことでした。二日目、私たち
は先生達にあいさつについて注意されて
しまいました。自分ではしっ
かりあいさつ
しているつもりでした。でも、よくよく
考えてみると声が小さかっ
たり、元気が
なかっ
たり、改善点がありました。最終
日、私は先生にも友達にも気持ちのよい
あいさつをしました。すると、相手から
も気持ちのよいあいさつが返っ
てきて、と
ても良い気分になりました。あいさつ一
つでこんなに気持ちが変わるんだと驚き
ました。注意された後、自分で悪いとこ
ろを見つけられてよかっ
たなと思いまし
（ さん）
た。
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