（小二・ さん）

た。うみがとてもきれいでした。

たので、すわりながら海をみられまし

えました。そして、すわるところがあっ

行きました。上に行っ
たら、うみが見

ごはんをたべおわっ
たら、ふねの上に

オレンジとかがありました。

ありました。デザートは、スイカとか、

かいっ
ぱいありました。あと、デザート

をたべました。そのごはんは、スープと

というふねにのっ
て、ふねの中でごはん

わたしは、ロイヤルウィング

ロイヤルウィング

ねこがうなり声をあげて真剣勝負して
いる様子を上手に描写しましたね。その様子
をじっ
と見守るＫ君の姿もまた、容易に想像で
きます。日常の一コマを上手に切り取り、緊張
感とともに見事に伝えています。

（小二・ 君）

もけんかをやめて山にかえりました。

そうしたら、けんかがおわっ
て二ひきと

キッズみんなの日記
楽しかった夏休みもあっという間に終わってし
まいましたね。いよいよ学校の授業がスタートしま
す。夏期講習を頑張ったみなさんは、一段とたくま
しく成長していることでしょう。
キッズ生の良いところは、勉強だけでなく、遊び
にもスポーツにも様々な体験に夢中になれること。
その証拠に楽しかったこと、がんばったこと、何気
ない日常の一コマなど夏の思い出を沢山日記に書
いてくれました。論理的思考が身につき始めるこの
時期に、たくさんの経験をすることは、心と頭の栄
養になります。自分が体験したことを、筋道を立て

９月号

船の上での食事とは優雅でうらやましい
ですね♪デッキの上で心地よい海風を受け眺
める海、Ａちゃんの言うとおり格別にきれいな
のでしょうね。 順序よく説明することで、読
み手も一緒にクルージングしたような気分に
させられます。

プール
わたしは、市川のプールに
行きました。ながれるプールと、すべり

そのあと、ときたまご、コーンスターチ、

レモンじる、生クリームを加えてまぜま

す。

次はむします。むし方は、百八十度で

二十分電子レンジにおゆを入れてむし

台と、二十五メートルのプールが二こあ

りました。流れるプールにうきわをもっ

します。

ます。そのあと、百六十度で二十五分む

メートルプールはあさかっ
たです。

自分で作っ
たケーキは

のねばねば感がなくなっ
て、とても食べや

なっ
とうたまごかけごはんは、なっ
とう

て、とっ
ても気持ちよかっ
たです。

ひくと、なっ
とうが一つぶもついていなく

ィルムを少しだしてふたをしめ、ゆっ
くり

がつくので、テレビでやっ
ていたように、フ

っ
とうの上にあるフィルムに一つぶなっ
とう

くは、こっ
そりなっ
とうを入れました。な

今日の昼はたまごごはんです。でも、ぼ

なっ
とうたまごごはん

生き生きと表現する★★

★★ 日常の一コマを

ベイクドチーズケーキの作り方を順序よ
く丁寧に説明できましたね。お料理本顔負け
のできですよ♪Ａちゃんの日記を読めば、誰に
でもチーズケーキが作れそうです。お母さん
と手作りしたケーキは格別でしょうね！

おいしかっ
たです。

（小四・ さん）

ていきました。ふかかっ
たです。もう一つ
の

すべり台は、すべるところから水が出
ていて、すべっ
たらすごいスピードが出て
楽しかっ
たです。また、行きたいです。

（小三・ さん）

プールのすべり台は人気ですよね。すべり
台のスピードが出る理由を上手に説明できま
した！暑い日にプールではしゃぐＭちゃんの姿
が目に浮かぶようです。

ベイクドチーズケーキ

きのう、おかあさんといっ
しょにベイクド

チーズケーキを作りました。わたしは、
チーズはきらいだけど、チーズケーキは
好きなのでうれしかっ
たです。

作り方は、まず、クラッカーをめん棒で

たたいてボールにうつしたら、バターを加
えてまぜます。そうしたら、
型にうつします。
次に、クリームチーズをハンドミキサー
で練っ
たら、さとうを入れてまぜます。

梨香台ゼミナール

て文章にし、何故、どうして、と理由を考えること
で、ますます論理的思考が鍛えられます。これは、
どの教科においてもとても役立つ力になります。
それでは、お手本にしたい優秀作品の紹介です。

優秀作品紹介
説明する★

★ 状況をわかりやすく
ねこのけんか
きょう、ぼくのうちに二ひきのねこがい

たので、しずかに見ていました。
すると、ねこたちがニャオニャオと言いな
がらケンカしました。大きいネコがつめを
たてて、ちっ
ちゃいほうのねこにとびかかっ
ていました。そうしたら、小さいほうの
ねこもおなじようにつめをたててひっ
かき

ました。
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うがあると山もりにみえて、あっ
という

すいです。ごはんがすくなくても、なっ
と
わっ
てほしいなと思いました。

ではないので残念です。早く雨の日が終

まに食べられるので、ぼくは好きです。

（小五・ 君）

今度もぜっ
たいに、なっ
とうとたまごを

入れたいと思います。
日常の小さな幸せを上手に紹介していま
すね。卵かけご飯もおいしいけれど、納豆が加
わっ
たら本当に絶品ですよね♪「
こっ
そり」
とい
う言葉からちょっ
とした「
秘密」
を連想させ、Ｎ
君だけが味わっ
たささやかな幸福感を上手に
強調しているところがお見事です！

朝の散歩♪

今日、兎のトイレを外のじゃ口で洗っ
てい

来ました。歯医者の人がペンチを持っ
て歯

ると、突然木からケムシが落ちてきました。 を引っ
ぱっ
たとき、

匹二匹ではなく、二十匹くらいボトボト

と大声を出してしまいました。それも、一

「
キャー。」

と言っ
ていました。根っ
こが二本もありまし

「
めずらしい。根っ
こが二本もある。」

て、やっ
と一本ぬけました。歯医者の人が、

と音がひびきました。思いっ
きりひっ
ぱられ

「
ガリガリ。」

とおちていたので、その場から動くことも

（
小六・ さん）

た。私はとてもビックリしました。

た。それでなのか、血が大量に出ていまし

帰っ
てきたので、私はじょうきょうを説明

そのとき、犬の散歩に行っ
ていた父と妹が

できる状態ではなくなっ
てしまいました。

（小五・ さん） 驚いた私は、思わず
Ｍちゃんと一緒に出勤するのは、お父さ
んも嬉しいでしょうね。「
早起きは三文の得」
と
いうように、早起きすることの良さに気づき、
日常の一コマから、すがすがしい朝の散歩を上
手に伝えています！

お父さんの誕生日
今日、午後八時半ごろ、お父さんの誕
生日会をしました。今日でお父さんの

両親を海難事故で亡くした六年生の柴郎は、ある日、崖の半ばに人影を一瞬見た。
幽霊を見たのか。先生の協力を得て、謎の人物の解明に乗り出すが、謎は謎を
呼び、ついには死者が…。息詰まる冒険と暗号解読を経て柴郎は、崖の秘密、両親
の死の秘密を掴む…。

「
いっ
てきまーす。」

新田次郎 著

と言いました。午前七時に私の犬とお父

★★★高学年★★★

梨香台ゼミナール

HM

歯を抜く場面は思わず顔をゆがめてしま
います。みなさんが歯医者さんで苦手なの
は「
痛み」
に次ぎ「
音」
かもしれませんね。Ｍ
ちゃんは、その事を上手に利用して、歯を
抜かれる恐怖心を見事に伝えています。擬
態語を効果的に使っ
たよいお手本ですね。

あかね書房
征矢清 著／大社玲子 イラスト
杉田君からかりた本に、かおるの弟がクレヨンでめちゃくちゃに
いたずら書きをしてしまったのです。この本を大切にしていた杉
田君はゆるしてくれるでしょうか…。

かおるのたからもの

さんで散歩に行きました。

★★中学年★★

伊藤先生のおすすめ本

福音館
ｴｽﾞﾌｨｰﾙ･ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷｰﾅ 著／松岡享子 訳
昼寝中にサルの群れに帽子を盗られてしまった帽子売り、
取り戻そうにも、サルは高い木の上で帽子売りの真似をする
ばかり、さて、どうやって帽子を取り戻したでしょうか。

もちろん、お父さんは仕事をしている

（
小六・ さん）

してケムシを殺してもらいました。すると、
年齢は四十二になりました。
父は、
始めに、ケーキなどを用意しました。
「
木に殺虫剤をかけたんだよ。」
ケーキはバースデーケーキではなく、一
と教えてくれました。
人ずつ種類がちがっ
ていて、お父さんだ
私は、この効き目に夕方にも殺虫剤をま
けろうそくがついていました。量は、なぜ
きました。これで、ケムシが減っ
てくれると
かお母さんが一番多くて不思議でした。 嬉しいです。

次にハッピーバースデーの歌を歌い、ケー

キを食べました。お父さんは、年をとっ
て
「
きゃ～！」
Ｙちゃんの日記を読みながら私
も思わず叫びました！ケムシが落ちてきた時
どう思っ
ているのかなと思います。
の様子を上手に説明できましたね。セリフも
効果的に使い、「
動けない」
という行動から恐
（小五・ 君）
怖心を上手に表現しています！
お母さんのケーキの量に目をつけたとこ
ビックリしたこと
ろが面白いですね！Ｓ君の言うとおり、誕生
日を迎えたお父さんの心境が気になりますね。
きょう、私はお母さんと歯医者に行きま
お父さんの様子や表情から気持ちを推し量る
と、より印象的な日記に仕上がりますよ！
した。なんでかというと、私が二本歯を抜
きに行くからです。
ますいをして、いよいよ歯を抜くときが

★低学年★

ので夏休みがあまりありません。今日も

仕事だっ
たので、送りに行きました。秋

山駅で、

「
いっ
てらっ
しゃい。」
と言っ
て家に戻りました。
もどると中、とても朝はすずしくて気
持ちがいいんだなぁと感じました。朝、
早くおきると得をするんだと思っ
てうれ
しかっ
たです。

★★★ 説明や描写を工夫して
生き生きと★★★

おさるとぼうしうり
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でも、明日からは雨で散歩に良い天気

今日、突然！
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