二月三日は節分、四日は立春。暦の上では春にな
りますが、ここ最近の寒さは身に応えますね。暖か
な春の日差しが待ち遠しい今日この頃です。

キッズみんなの日記

Ｍちゃん、にぎやかな楽しいお正月
エンジンです。イトカワという小惑星へ着陸
を過ごした様子を上手に表現しま
し、サンプルさい集をし、地球へ帰還しま
したね。自分の気持ちだけでなく、
した。どちらも、世界で初めてのことだと
周りの人にも目を向け、気持ちを
読み取り、上手に描写しています！
言っ
ていました。
イトカワという名は、最初は、記号でし
『
習字』
た。でも、日本のロケット開発の父とよばれ
習字を学校でやりました。
る糸川英夫先生の名をつけたそうです。
習字で書いた字が「
光」
でした。
今度は、「はやぶさ２」ができるそうです。
ひさしぶりにやっ
たので、ちょっ
とうまく
私は、日本は、何があっ
てもあきらめない
書けませんでした。でも、練習するのが四
から、「
はやぶさ２」
というのができ、そし
まいだっ
たので、うまく書かないと、と思い
て、ちがう小惑星へ行こうとする新しい目
ました。
的を見つけるんだなと思いました。
光を習字の半紙に書いて、さいごに名前
宇宙ぎじゅつで、目標を果たして、新し
を書きました。ぼくがうまいと思っ
たのは、
い目標をみつけて、またその目標を果たす
四まい目のものでした。楽しかっ
たです。
ということができるなんて日本はすごいな
（
小三・ 君）
と思いました。
（
小四・ さん）

★★ 社会の出来事に目をむけて

半紙に向かうＨ君の真剣な顔が目に浮かぶよ
うです。自分の思いや感想を生き生きと表現で
きました。また、段落構成もスッキリとしていて、
とても上手にまとめています。

HH

自分の言葉で伝える★★

「
はやぶさ」
を通して、宇宙技術開発のため努
力している人達に目を向け、日本人の素晴らし
さに感動したＭちゃんの熱い思いがよく伝わっ
て
きますね。段落構成もバッチリです。

★★★ 気持ちの変化や高ぶりを
生き生きと★★★

『
クリスマス会』
今日はクリスマス会の日です。このクリス
マス会では、自分の特技をみんなに見せま
す。特技の種類は手品、リフティング、すい
そう楽、けん玉、バトン、おやじギャグ十連
発など十種類ありました。
その中で、ぼくはけん玉をやりました。
ぼくは、けん玉の穴と穴とで玉を移しかえ
るのを六十一回できました。好評でした。
さらに、けん玉のけんにさすのを三回で１
回できました。これもまた好評でした。
また、来年もクリスマス会を今のクラスの
まま、やりたいです。
（
小五・ 君）

『
長なわ』

長なわの練習を毎日やっ
ています。今日
の練習では、なわのスピードを速くしてと
んでみました。私は、ひっ
かからなかっ
たけ
ど、うしろは少しひっ
かかっ
ていました。私
は、一つ気がついたことがあります。
それは、四年生のころは、とてもこわかっ
たのに、五年生になっ
て毎日長なわがとて
も楽しくなりました。
だから、毎日が、楽しくなりました。
でも、長なわ大会は、明日です。すご
くきん張しています。すごいのは、私の
クラス五年一組は、最高六百六十一
回とべたことです。だから、この調子で
明日の大会でも優勝したいです。
（
小五・ さん）

昨年の自分と今年の自分を比較して、Ｍちゃ
ん自身の成長を上手に表現していますね！頑張
っ
て一緒に練習している自分のクラスメイトのこと
も誇らしげに紹介し、最後の一文からは翌日の
大会へ向けての気合いも十分伝わっ
てきます。

『
久しぶりの授業』

今日から、久しぶりの六時間授業で
す。私は、冬休みにボケボケしていたの
で、勉強についていけるか心配でした。
今日の一時間目の授業は算数でした。
算数なら大丈夫だとおもいました。三
学期最初の授業なので、しっ
かりやりまし
た。クラスのみんなは、すごく眠そうでし
た。先生にさされた問題もすぐに答えら
れたので良かっ
たです。
三学期の最初の授業でいいスタートが切
れたので、このまま頑張っ
ていきたいです。

（
小六・ さん）

休み明け、きっ
とみなさんもＨちゃんのような
気持ちになっ
たことがありますよね。毎日の学校
生活の中で、小さな「
不安」
やささやかな「
幸福感」
を感じた場面を上手に切り取っ
ています！

梨香台ゼミナール

UM

楽しいクリスマス会の様子を上手に紹介してい
ますね。どの特技も盛り上がりそうですね。個
人的には「おやじギャグ十連発」が気になります。
Ｋ君のけん玉の腕前は相当のようですね！

NM

バレンタインと言えば、私たちが小学生のこ
ろは、好きな男の子にチョコレートをあげると
いうのが一般的でしたが、最近は女の子同士、
お友だち同士で交換する「友チョコ」があるの
ですね。みなさんの日記から、今の小学生事情
を楽しく勉強させてもらっています。
梨ゼミでは、二月で六年生がキッズの部を卒業し、
三月からは中学部に進級します。六年生の日記を添
削する最後の月になるかと思うと、みなさんの成長
が嬉しい反面淋しくもあります。
私たち講師は精一杯のエールを込めて添削させて
いただきます。

優秀作品紹介

★ 段落を整理して

KM

２月号

『
ゴールは地球』
「
はやぶさ」
は、命令を果たして大気け
んへととつ入し、もえつきたというところが
すごいなぁと思いました。
今日は、現代産業科学館へ行きました。
サイエンスドームで「ＨＡＹＡＢＵＳＡ」
のお
話を見ました。
サンプルさい集一回目の着陸で、ボコッと
してあぶないとセンサーが感知し、上しょ
うしようとしましたが、しせいが安定しな
くて失敗しました。二回目もななめにた
おれて失敗しました。その時にきずついた
ところから、燃料もれをしました。通信も
とだえました。でも、通信はできるように
なりました。そして、三回目で、サンプル
さい集に成功しました。
「
はやぶさ」
に使われたエンジンは、イオン

OH

順序よくまとめる★

『
お正月』
わたしは、ひいおじいちゃんと、ひいおば
ちゃんと、おばあちゃんと、おねえちゃんと、
おかあさんといっ
しょにおせちをたべました。
おいしかっ
たです。
おかあさんは、くわいがすきなので、く
わいをいっ
ぱいたべていました。みんな、さか
なはいりませんでした。でも、いっ
ぱいたべ
ていました。のこりがすくなくて、ひいおば
あちゃんがつくっ
たおせちだから、
よろこんでいました。
おばあちゃんの家に犬がいるので、この
あいだ家に入っ
て、さかなのまんなかあた
りをたべていました。だから、きょうは、
入れなくなっ
ていて、ワンワンほえていまし
た。
（小二・ さん）

IK
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百六十五回とべて、新記録です。うれしか
『
スノーボード』
っ
たです。そして、結果発表です。
私は、五才の時から毎年、
「
六年生、優勝…一組と三組！」
冬休みにスキーをしに群馬県まで行っ
てい
と言われました。うれしいのか、うれしく
ます。でも、今年はスキーではなく、スノ
ないのかわかりませんが、優勝できてよかっ
ーボードをやる事にしました。なぜなら、
（
小六・ さん）
たです。
五才の時から、七年間もスキーをやっ
てい
ても、スノーボードのようにキッカーをやっ
「
大会前」
→「
大会中」
→「
新記録達成・
優勝」
たり、高くとんだりできず、ただ雪の上を
のように時とともに変化する状況とＡちゃんの心
境を上手に表現していますね。過去から順を追っ
すべるだけになっ
てしまうと思っ
たからで
て書くことで文章に広がりを持たせるテクニック
す。
は見習いたいですね。
私は最初、リフトから降りられるか心
『
一月三日に』
配でした。でも、リフトの所にいる人が私
およそ十一日前のこと、一月三日に、ぼ
の時にスピードを落としてくれたので、な
くは妹といっ
しょに、おばあちゃんの家に行
んとか降りられました。
きました。なぜ、おばあちゃんの家なのか
初めてスノーボードですべっ
た時は、立つ
ぱいくる新年会が
ことでせいいっ
ぱいで、なかなかすべれません というと、いとこ達もいっ
おばあちゃんの家であっ
たからです。
でした。すべろうとすると、全くすべれな
そして、おばあちゃんの家に着きました。
くて、転んでばかりでした。
九時頃だっ
たので、まだ、いとこ達は着いて
でも、四日目はスピードをつけながら下
までおりることができたのでよかっ
たです。 いませんでした。その後、三時間ほど経つ
と、いとこがきて、ぼくは、こうやっ
て待つの
今年は、春スキーにも行きたいです。
（
小六・ さん） もいいなあと思いました。その後、十分く
らいで、次のいとこがきました。ぼくは、よ
Ｓちゃんは相当スキーが得意のようです
かっ
たこれで全員そろっ
たなあと思いまし
ね！初めて挑戦したスノーボードの難しさを、と
た。
てもわかりやすく伝えています。四日で滑ること
ができるようになるなんてスゴイ。
その後、いとこのお父さん達から、お年玉
をもらいました。ぼくは、言いました。
「
ありがとうございます。」
その後、昼ご飯を食べに行きま
した。昼ご飯はイタリア料理を食べました。
すごくおいしかっ
たです。その後、ゲームし
たり、テレビを見たりしました。
夜になっ
て、夕ご飯を食べる前におじいち
ゃんが言いました。
「
あけましておめでとうございます。かん
ぱい。」
その後に続いてみんなが、
「
あけましておめでとうございます。かん
ぱい。」

と言っ
た後、いっ
ぱいおせち料理を食べまし
「
美容師はお客さんの髪を洗っ
たり、染
た。その後、テレビを見て、九時くらいに
めたりして水をたくさん使うので、手が
帰りました。すごく楽しい新年会になっ
た
あれてしまう」
と思います。
（小六・ 君） と、母から聞きました。それに、
お母さんの髪を切るときに、まち
小さい頃、従姉妹達に会う前のワクワクした気
がっ
て取り返しのつかないことになっ
持ちをＣ君の日記を読んで思い出しました。お
ばあちゃんの家で親戚一同賑やかで楽しい新年
た
ら
た
い
へ
ん
だ
な
ぁ
、
と
思
い
ま
し
た。
会だっ
たことを上手に伝えられました。
でも、美容師さんが髪を切っ
てい
る姿を見ると、
（
かっ
こいいなぁ、私もこんな風になりたいな
ぁ。）
と思います。
中学生、高校生になっ
てもこの夢を持ち
続けたいです。美容師になるには、専門学
校行き、マネキンなどで練習が必要で大変
だと思いますが、がんばっ
てたくさん勉強
して、りっ
ぱな美容師になりたいです。
（
小六・ さん）

『
プール』
今日は、短期水泳教室がありました。
短期は四日だけです。今日は、最後の日
でした。
私が、今やっ
ているのは、「
平泳ぎ」
です。
平泳ぎはカエルみたいな足にしなければい
けません。でも、なかなか上手にはいきま
せんでした。ですが、短期教室でやっ
てみ
ると、カエルの足みたいになっ
てきました。
私は、コーチがいっ
ぱい教えてくれたからだ
なと思いました。
私は、この四日間で平泳ぎが少し泳げる
ようになりました。とても、うれしかっ
た
です。たっ
たの四日間で私は次のクラスに
行けました。次のクラスは、平泳ぎの手も
つけるのです。少し難しいかもしれないけ
れど、がんばっ
ていきたいです。
（
小六・ さん）

平泳ぎの習得で苦労したことを、比喩表現を
使っ
てわかりやすく上手に説明できましたね。次
の級に進めたのは本人の努力が一番の理由なのに、
コーチへの感謝の気持ちを忘れないＮちゃんの美
しい心が印象的な文章でした！

★低学年★

高橋 喜平 文／写真

こんもりまーるいおまんじゅうや、ぐるぐるまきのバームクーヘン。雪と氷がつくり
だす、おもしろくてふしぎなかたちがいっぱい。

★★中学年★★

西尾 哲夫 訳･再話／茨木 啓子 再話

子どもが耳で聞いて楽しめるアラビアンナイト。

年とったばあやのお話かご

★★★高学年★★★

４人のこどもたちにとって、一番楽しみなのは寝る前のお話。ばあやは穴のあいた子
供たちの靴下を繕いながら、その穴の大きさにみあったお話をしてくれるのです。み
なさんも寝る前にばあやのお話はいかがですか。

身近な職業に憧れをいだいたＥちゃん。理由や
自分以外の意見をきちんと述べることで、将来の
夢への真剣さがよく伝わり説得力のある文章に
仕上がっ
ています。「
将来の夢」
という題材選びも
上手いですね。みなさんも是非参考に！

伊藤先生のおすすめ本

梨香台ゼミナール

NC

『
将来の夢』
私の将来の夢は美容師です。私は、いろ
んな人の髪型をアレンジしてかわいくした
いです。
私は、いつも学校で友達の髪を結んだり、
家で雑誌を見て、自分で結んだりもしま
す。人の髪をアレンジするのが楽しいので、
美容師になりたいなぁと思いました。

こぐま社

子どもに語るアラビアンナイト

SS

『
長なわ大会』
今日は長なわ大会がありました。大会
前の最高記録回数は、五百二十一くらい
でした。
大会が始まりました。回す人が一人休
んでしまっ
たので、かわりに私が回すこと
になりました。私は、Ｂ（
上手な人）
を回
します。そして、Ａ（
苦手な人）
がとびます。
初めはＡです。縄はゆっ
くりだけど、みん
なひっ
かからずにとんだので、二百八十五
回とべました。うれしかっ
たです。
次は、Ｂです。縄は速くて、ひっ
かかりま
したが、二百八十回とべました。合計五

HE

ﾌｧｰｼﾞｮﾝ 作

岩波書店

講談社

あんな雪こんな氷
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