あしたは、ママのたんじ

ママのたんじょう日
のです。

作り、それについて発表するというも

何人かのグループで一つのテーマを

ました。準々決勝はシードの人とや

でも、あっ
さり五対０で勝っ
てしまい

り卓球クラブの部長とやりました。

今までやっ
た試合の相手は全員六

ちました。

りました。その試合も、五対０で勝

ょう日です。

私は、本について調べることにしまし
た。「
本の歴史」
例えば、なぜ本は作

かぞくみんなで、 ケーキを食べま
す。たんじょう日会をするので、お花

私は、活字ばなれについて調べるこ

などです。

決勝は、どきどきして、手に力が

入りませんでした。

相手は四年生だっ
たけど、三対五

しかっ
たです。

けれど、上位三位まではほかのＢ

とＣのチームの代表と戦うことができ
より具体的にまとめて

たけど他のチームの代表には勝ちた

（
小五・ 君）

いです。

Ｒ君が六年生相手に、次々と勝ち進んでいく様
子がリズム良く描かれていますね。決勝での緊張
感も「
手に力が入らない」
と見事に表現されてい
ます！続きが読みたくなる最終段落のまとめ方
も見習いたいテクニックです。

初めての試合

二十八日、私は初めて四、五年生

の練習試合をしました。

私 は、五 年 生 なので六 年 生 の試 合

はいつも見ていましたが、実 際 にやっ
ぼくはＡグループで、十人でやり

きんちょうしているのかな、と思いま

うしました。六年生はいつもこんなに

てみるとす ごいつかれるし、きんちょ

ました。シードはとれませんでした。

した。私は、試合の時、カットしかで

分かれてやりました。

戦をしました。Ａ，Ｂ，Ｃに

ました。三学期なので、トーナメント

一月二十七日に卓球クラブがあり

卓球クラブのトーナメント戦

学校で取り組んでいる内容を、誰にでもわか
りやすく丁寧に説明していますね！読書家のＨ
ちゃんには興味深いテーマですね。調べる内容を
具体的に説明することで発表に向けての意気込
みを上手に強調しています。

（
小五・ さん）

いこうと思っ
ています。

ても楽しみです。よりわかりやすく、 ます。楽しみです。優勝はできなかっ

今度、パソコンの時間に調べるのでと

くまとめるつもりです。

パソコンや本などで調べ、わかりやす

か、そうなっ
た理由はなどを調べます。 で負けてしまいました。とてもくや

づけるしょうこや、なにがいけないの

だっ
たけど、五対０で勝ちました。

気の本の歴史」
や「
活字ばなれについて」 年生でした。準決勝の相手は五年生

られたのかや、「
今、人気の本」
や「
人

今日、五時間目に算数テストが

算数テスト

息子しかいない私にとっ
て、Ｋちゃんの女の子ら
しい優しさがうらやましい！大好きなお母さん
を思っ
て集める花は、花屋に並んでいるどんな高
価な花よりもお母さんを喜ばせることができる
でしょうね♪

（
小三・ さん） とになりました。活字ばなれをうら

ることを考えています。

時三十分までの時間をつかっ
てあつめ

あしたは、四時間下校なので、四

をあつめます。

キッズみんなの日記
梨香台ゼ ミ ナール では、学校より一足早く、新学
を掲載するのは今月号が最後となりました。中学部

年の学習がスタートします。六年生の皆さんの日記
へ巣立っていくことが嬉しい反面、ちょっぴり悲し
応援しています！三年後の今頃、志望校合

いこの季節。中学部での活躍をキッズ担当講師一同
格という目標を達成したみなさんの笑顔
がみられることを心から願っています。
そして、三月より入会されたキッズ生
のみなさん、ようこそ梨香台ゼ ミ ナール へ。みなさ
んの成長を楽しみに担当講師一同全力でサポート
してまいります。これから一緒に頑張っていきまし
それでは、キッズを巣立っていく六年生の大作を

ょう！
含む優秀作品の紹介です。日常の一コマを上手に切
り取り、豊かな感情表現で読む者を引きつけるテク

かえされました。テストは分数です。
点数は、八十八点でした。
ぼくは、ものすごくくやしいところ
がありました。ｍをつけわすれたこと
です。そこが一番くやしかっ
たです。
次のテストでは、うっかりミスがなく、
百点を取りたいです。
（
小四・ 君）
Ｎ君のようにテストが返されて悔しいと思える
ようになっ
たら、成績はぐんぐん上がりますよ
♪日常の一コマを上手に切り取り、「
悔しさ」
→
「
決意」
とつなげているところがお見事です。

本について

五点マッチで、一回戦目は、いきな

梨香台ゼミナール

KK

私は、学校の国語で『
効果的に発表

MR

３月号

しよう』
という勉強をしています。

KH

ニックを是非参考にしてください。

優秀作品紹介

★ 段落を整理して
順序よくまとめる★
ゆきがっ
せん
ぼくは、きょう、がっ
こうで

ともだちとゆきがっ
せんをしました。
ゆきにさわっ
たら、かたかっ
たです。
でも、たのしかっ
たです。
（小一・ 君）

なげられたときも、いたかったけど、
やりかえしました。

珍しい積雪にはしゃぐＳ君の姿が目にうかぶよう
です。明け方雨に変わっ
て固くしまっ
た雪の感触を
上手に表現しています。五感を働かせたよいお手本
ですね。低学年のみなさんは是非参考に！

NS

NN
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きませんでした。私は他のチームの人

とチームを組んで六年生と戦いまし

たが、ボロ負 けでした。悔 しかったの

でもっ
と強くなりたいです。
（
小五・ さん）
見るのと自分でやるのとでは大違いですよね。
Ｒちゃんの感じた「
緊張感」「
疲労感」
、そこから
六年生の気持ちを推し量っ
てみたところが素晴ら
しいですね。時間を「
今」
から「
過去」へ、気持ちを
「
自分」
から「
仲間」へ、上手に書き広げるヒント
がたくさん感じられる文章です！

調理実習

す。

焼きいもパーティー

優しく控えめなＡ君の性格がよくわかる文章
ですね。実は、投げるのも得意だっ
たのですね。そ
れとも、火事場の馬鹿力でしょうか。今まで知ら
なかっ
た自分の才能に気付いた瞬間を上手に切
り取っ
て、その嬉しさを見事に表現できました。

（小六・ 君）

を当てることができてうれしかっ
たで

ぼくは、初めてドッジボールで相手

できました。

みたら、相手をいっ
ぱい当てることが

う国を調べました。調べるのは、人口、 取ることしかしていませんでした。
国旗（
意味も）
行事などでした。
だけど、ぼくの仲間が全員当てら
調べて、とてもよい経験になりまし
れてしまい、ぼくしかいない状況にな
（
小六・ 君）
た。
りました。だから、思いきり投げて

今年初めての雪

楽しそうな参観内容を、わかりやすくスッキ
リとまとめられましたね。「
梨ゼミチーム」
という
Ｍ君の表現が楽しく、また、梨ゼミスタッフとして
は応援したくなります！調べてわかっ
たことを具
体的に書けると、より素敵な文章になります。

今日、朝起きてすぐに窓から外を
見ました。なぜかというと、昨日雪が
降ると言っ
ていたからです。見てみる
と、ちがう世界のように感じました。

ぼくは、今日家庭科でスクランブル
エッグを作りました。生地に生クリー
ぼくは、早く外で雪遊びを
したいなと思いました。

取りました。中を割っ
てみると、黄色

の色が見え、いいにおいもしました。

先生が食べていいよと言っ
たので食べ

てみると、ものすごくおいしかっ
たで

す。

私は、初めて焼きいもを焼きまし

た。とっ
てもおいしくできてよかっ
たで

す。

（
小六・ さん）

自分たちで作る焼き芋の味は格別でしょうね。
「
段落構成」「
手順の明確な説明」
は大人顔負け
の出来です！Ｎちゃんの「
五感」
を通して、おいし
そうな焼き芋が容易に想像できます。今月号の
最優秀作品に認定です！

伊藤先生のおすすめ本

やかましい母親や優等生ぞろいの兄弟の中で秀一だけはダメな子だった。ひょんなこ
とから家出をした秀一は、同い年の少女とおじいさんの住む農家でひと夏を過ごす。

ムを入れて、しあがりをふっ
くらさせ
ました。

今日、学校で焼きいもパーティーを
しました。なぜしたかというと、みん

山中 恒 作

学校に着いてから、友だちと雪遊

★★★高学年★★★

焼いているときは、しっ
ぱいしないか

ﾐﾘｰ･ﾓﾘｰ・ﾏﾝﾃﾞｰは短い髪、短い足に、短い服を着た元気な女の子。イギリスの古き良
き時代の田舎を舞台に語られるユーモア溢れる幼年童話の古典です。全１２編。

びをしました。楽しかっ
たけど、足が

福音館書店

心配だっ
たけど、できあがるとほっ
と

かもの一家が、川から公園へ引っ越しです。かもたちは一列になって町の中を歩き出
します。さぁ大変！おまわりさんは自動車をとめて交通整理。パトカーまで出動です。

なと交流を深めるためです

ｼﾞｮｲｽ･L･ﾌﾞﾘｽﾘｰ 作／菊池 恭子 絵

まず、さつまいもを新聞紙に包んで

ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏｯｸﾛｽｷｰ 作／渡辺茂男 訳

ぬれて気持ちわるかっ
たです。

水にぬらします。次に、アルミをまい
ていきます。このときに、空気をいれ

ないようにしっ
かりおさえこみます。
これでさつまいもを焼く準備は完了
です。
は、放射能のえいきょうで葉っ
ぱが使

★★中学年★★

（
小六・ 君）
書き出しの一文が読み手の想像力を掻き立て
ますね。幻想的な一面の銀世界を目にしたＹ君、
「
ちがう世界」
との表現はピッタリです。足がぬれ
るほど雪遊びに夢中だっ
たことも上手に説明でき
ました。

ドッジボール
ッジボールをしました。ぼくは、

えませんでした。だから、牛乳パック

次に、焼く準備に入ります。今年
ボールを投げるのが得意じゃない

で焼きました。いもを火の中に入れ

学校の業間休みに、クラスの男でド

ので、やろうとはそんなに思わないの

たら、私たちは勉強をするため、教

★低学年★

しました。
レタス、トマト、ベーコンをもりつけ

てできあがりました。生地がふっ
く

らしていておいしかっ
たです。
（
小六・ 君）
彩り鮮やかな盛りつけを想像すると思わずお
腹が鳴っ
てしまいそうになりますね！Ｄ君は「
工
夫」
や、出来上がるまでの「
心配な気持ち」、「
美
味しさの理由」
をとても上手に表現しています。

ですが、外で遊ばないとつまらない

勉強などが終わっ
て校庭に行くと、

室へもどりました。
でも、やっ
ぱりボールを投げるのが

いもがいっ
ぱい並べてあり、好きなのを

ので、遊びました。
苦手なので相手が投げたボールを、

ミリー・モリー・マンデーのおはなし

梨香台ゼミナール

SN

岩波書店

ぼくがぼくであること

福音館書店

かもさんおとおり

SM

SY

KA

TR

KD

参観日
今日、学校で六年生最後の参観が
ありました。
学年で三人一組になり、体育館で
世界の国を調べました。
ぼくのチームは「梨ゼミチーム」です。
Ｓ君とＳさんとぼくの三人でバハマとい

■児童文学に魅せられた伊藤里美先生選りすぐりの１冊を学年毎に毎月ご紹介してい
ます。紹介したおすすめ本は、順次梨ｾﾞﾐ文庫として塾に揃え、貸出も行っています。
上手な文章を書くには、素晴らしい作品に多く触れることが何よりの近道です。
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