は やりやすいです。
いまクロールのれんしゅう

中です。がんばります。

友だちと料理をしたよ！

私は、近所の友だちのれなちゃんと

いう四年生の子といっ
しょに、だいがく

自分のためだということに気がついたところが立
派です！さすが五年生ですね。「
理由」
＋「
決意」
の形を上手に使うことで、Ｍ君の意気込みがとて
もよく伝わっ
てきます。成績アップ間違いなし！

だいがくいもを作る時にたれを作

お姉ちゃんが赤ちゃんの時、ぬいぐる

これは、赤ちゃんの時の話しです。

ぬいぐるみ

るのがとても大変でした。だけど、食

（
新小六・ 君）

お姉ちゃんには秘密にしておいてね。

なことをやっていたんだと思いました。

赤ちゃんのときはこうして似たよう

いまでは、性格はだいぶちがうけど、

ようにしっ
ぽをかじっ
ていました。

をぼくがどう使っ
たかというと、同じ

そのぬいぐるみをもらいました。それ

それから二年後、ぼくが生まれて、

みのしっ
ぽをかじっ
ていました。

はどうしていたかというと、ぬいぐる

みがありました。それをお姉ちゃん

レーニングでした。六ページでした。け

されました。宿題は、毎日の計算ト

じゅくのクラスではじめて宿題がだ

初めて宿題をだされた

お友達のれなちゃんのことを上手に紹介できま
したね。Ｎちゃんがお菓子作りで苦労した点や
触感を「
モチモチ」
と表現することで、お菓子作り
の楽しさや美味しさをとてもわかりやすく伝え
ています。

（
新小四・ さん）

また作りたいです。

がモチモチしていました。できたら、

も楽しかっ
たです。食べてみたら、中

ホットケーキは、作っ
ている時、とて

べてみたらおいしかっ
たです！

（
新小二・ さん） いもと、ホットケーキを作りました。
先生のことを上手に紹介しましたね。きびし
さの中にも、教え方の上手さを見いだすＹちゃん
は、きっ
と頑張り屋さんなのでしょうね。クロール
の練習頑張っ
てください♪

プロ野きゅうのしあい

くわしく伝える★★

★★ 気持ちや状態を

キッズみんなの日記
桜の開花も間近となり、ようやく春めいた陽気に
な っ て ま い り ま した 。 こ の 度 は 、 ご 入 学 ・ ご 進 級 、
おめでとうございます。
いよいよ学校でも新年度を迎える今、期待に胸ふ

なさんは、周りのお友だちよりも、一足早く新しい

くらませていることと思います。この一ヶ月間、み

学年の学習を進めてきました。自信を持って、素晴

そして、今後の学習を進める上で大切なことを一

らしいスタートが切れることと思います。

つお伝えします。「宿題や課題は、どんなことより
も優先してやること。」とても、簡単なことです。
何時間もダラダラと勉強することは無意味で成果
も期待できません。やるべき事が終わったら、お気
に入りのテレビを観ること、友達と遊ぶこと、大好
きな習い事、スポーツに、全力で取り組んでくださ
い。どんなことにも全力で向かっていくキラキラと
輝く小学生になってください。そんな思いから生ま
れた「キッズクラブ」なのですから。頑張るみなさ
んを講師一同、全力でサポートすることをお約束し

それでは、優秀作品の紹介です。特に同じ学年の

ます。一緒にがんばっていきましょう。

優秀作品は参考にすると良いですね。

っ
こうむずかしかっ
たです。
宿題がだされたら、その日からや

ることにしました。学校の宿題もあっ
てたいへんだけど、リゼミ生モットー

をきいて、やる時間をのばすことをや

題材も書き出しの一文もとても興味深いもの
を選びましたね。赤ちゃんの頃と今の自分たちを
上手に対比し、姉弟の不思議をとてもユーモラス
に紹介してくれました。ごめんねＨ君、お姉ちゃ
んにばれてしまうかな

生き生きと★★★

★★★ 気持ちの変化や高ぶりを

クラスレク

今日は、レクがありました。今日の

レクはどろけいでした。レクは、だい

たい火曜日の業間休みにやります。

梨香台ゼミナール

OY

KT

ぼくは、野きゅうチームに入っ
て
います。今日は、チームのみんなで、
かまがやのきゅう場に二ぐんのしあい
を見に行くよていです。
でも、外を見てみると雨がふっ
てい
ました。大じょうぶかなと、しんぱい
しました。
すると、メールがきました。
「
野きゅうのれんしゅうはないけど、
しあいを見に行けるかは、まだ、わか
らない。」
と言いました。しあい、行けるといい
なと思いました。
しばらくして、またメールがきまし
た。しあいは中止になっ
てしまいまし
た。すごく行きたかっ
たので、ざんね
んでした。
（
新小三・ 君）

めました。宿題は自分のためにやるの
でわすれないようにしたいです。

（
新小五・ 君）

TH

YN

４月号
自分の野球チームのことからプロ野球観戦にい
く日のことへと上手に書き広げています。空模様
を気にするＴ君の様子から、試合観戦をどんな
に楽しみにしていたのかがよく伝わっ
てきます！
こうした感情表現は是非見習いたいですね。

!?

優秀作品紹介
★ いつ・どこで・だれと
何をした・どう思った★
プール
きょう、プールにいきました。わた
しは、オレンジのぼうしです。オレン
ジのぼうしの先生は、こわいけど、じ

ょうずにおしえてくれるので、わたし

MM
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（
小六・ さん）

な不安と恐ふしかありませんでした。
年というじゅん番で一人ずつ話しを
業間休みになるとクラスのみんなが
Ｓ君が部屋の片付けをしながら、いとこの到着
きけんは人生のつきもの」
という言
を楽しみに待っ
ている様子が目に浮かぶようです。 「
外に出てどろけいがはじまりました。 しました。
兄弟のように仲が良いのもよく伝わり、読んでい 葉をきいたことがあります。
その言
るこちらまで心が温かくなる日記でした。
ぼくは、おにではありませんでした。
そして、六年生の話しも、コーチた
葉を聞いて、自信がつきました。
友達と三人で逃げました。
ちの話しも終わっ
て、六年生からお
野球観戦
そして、個人練習で並び、順番が
友達と逃げて少したつとろうやに
母さんたちに花たばをわたすときに、 ぼくは三月十日に侍ジャパン対台湾 来ました。少し勢いをつけて、
「
タッタッタッタッ、グルン。」
七人ぐらいいました。ぼくと友達で
お母さんたちがうれし涙を流してい の試合をみにいきました。試合は、
おどろいた事に、少々まがりました
全員助けることにしました。
ました。
回表に動きました。台湾の二番バッタ が成功しました。その時から自信を
持ちました。
た。だから、ぼくは、

ーにホームランを打たれてしまいまし

た。とっ
ても楽しく思い出にのこる卒

その後ケーキを食べて終わりまし

おとりになっ
て、二人の友達が全員助

「
負けるな日本！点取れ日本！」

そして、ろうやの前に行っ
てぼくが

けました。そのあともつかまっ
た人を

すると、ぼくのおうえんがきいたの

と言いました。

団式でした。
（
新小五・ 君）

その作戦でたくさん助けました。そ
して、業間休みが終わりました。た

1

か、日本が 回に二点を取っ
て逆転

Ｒちゃん、人生初の六段台上前転成功おめで
とう！「
恐怖心」
→「
きっ
かけ」
→「
恐怖心の克服」
→「
自信」
と感情の変化を見事に表現しましたね。
みなさんも是非参考にしましょう！

1

友だちもなく退屈していたトムは、真夜中に古時計が 13 も時を打つのを聞き、ヴィ
クトリア時代の庭園に誘いだされて、ふしぎな少女と友だちになります。歴史と幻想
を巧みに織りまぜた傑作ファンタジー。

くさん人を助けられてよかったです。

岩波少年文庫
フィリパ･ピアス 著／スーザン･アインツィヒ イラスト

伊藤先生のおすすめ本

★★★高学年★★★

しました。そして、そのまま日本は

トムは真夜中の庭で

お母さん達の涙、想像しただけでもらい泣き
してしまいそうですね。そんな光景を上手に描
写し、Ｎ君の感じた感動を読み手に見事に伝え
ています！素敵な卒団式でしたね。

七わのからす／星の銀貨／ヘンゼルとグレーテル／三人の糸つむぎ女／「おぜんよ、
したく」と金出しろばと「こん棒、出ろ」／手なし娘／うさぎとはりねずみ／ものし
り博士／ラプンツェル／忠臣ヨハネス
収録

梨香台ゼミナール

SR

こぐま社
佐々梨代子・野村ひろし/訳ドーラ・ポルスター挿絵

どろけいをまたやりたいです。

★★中学年★★

勢いにのり、九対三で勝ちました。

グリムの昔話③

いとこ

優しく温かい物語の中に、生と死、結婚と離婚、など人生の真実が描かれるモモちゃ
んシリーズ２話収録。

ぼくは、おうえんで声を出しすぎ

て少しのどがいたくなりました。でも、

侍ジャパンが勝っ
てよかっ
たです。また、
野球をみに行きたいです。

松谷みよ子 著

今日は、いとこがぼくの家に遊びに
来ました。ぼくはとても楽しみでし
た。
午前中に部屋のかたづけをしまし

（
新小六・ 君）

Ｙ君の声援は、侍ジャパンの勝利に、間違いなく
貢献しましたよね。「
声を出しすぎてのどが痛い」
という表現が、Ｙ君の熱の入っ
た応援の説明にピッ
タリですね。セリフを効果的に使い様子を生き
生きと表現できました。

人生初の六段

★低学年★

（
新小五・ 君）
「
どろけい」
や「
おにごっ
こ」
はみなさんの日記で
も定番の話題ですね。Ｋ君は、自分たちの作戦
をきちんと説明することで、どろけいのスリルや
面白さを上手に伝えています。生き生きとした
素敵な日記に仕上がりました。

た。そして、昼過ぎにいとこが家にき
ました。
いっ
しょにお昼を食べ、公園で遊び
ました。その後もいっ
しょにゲームを
したり、サッカーをしたりしました。
夜ご飯もいっ
しょに食べました。とて
も楽しかっ
たです。また、いとこと遊

私は、台上前転が先週までずっ
と
できませんでした。「
落ちたらいたい
だろう」
「
頭打っ
たら死ぬのかな」
そん

講談社文庫

ちいさいモモちゃん

野球の卒団式
三月十八日日曜日にぼくがやっ
て

いる野球チーム、高塚新田ラークスの
卒団式がありました。卒団式をやっ
た場所は、中内会館です。会館には
おべんとうがありました。そのおべん
とうを食べた後、ほんとうの卒団式
がはじまりました。

びたいです。

SY

TN

（
新小六・ 君）

YS

KK

まずは、六年生以下、五四三二一

■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。
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