梨香台ゼミナールでは、いよいよ三月から新学
年としての学習がスタートします。新規入会生のみ
なさんを迎え、気持ちも新たにがんばりたいですね。
さて、今月は優秀作品が多く選出にとても迷いま
した。一年前の日記と比べものにならないほどのみ

では、早速優秀作品の紹介です。みなさんも是非

なさんの成長ぶりに毎年感心させられます！

参考にしてください。

優秀作品紹介

ほっ
ぺが落ちそうなほど美味しいおばあ
ちゃんお手製の恵方巻に、落花生の豆まき。
Ｓちゃんの家庭の温かな節分の様子が生き
生きと描かれていました。お見事！

★★ 映像が浮かぶ文章★★

野球
ぼくは、とても野球がすきです。なぜ
かというと、とても楽しくておもしろい
からです。
キャッチボールのさいこうきろくは、
二百何回かです。お父さんと野球をして
います。高く投げたボールをキャッチす
る事がとても楽しくておもしろいです。
今は野球をならっていないけれど、こ
んど習いたいです。
（新小四・ 君）

Ｍちゃんかわいい！と思わず抱きしめた
くなりますね。チョコ作りに夢中なお姉ち
ゃんの様子も上手に書けました。でも、やっ
ぱり相手にされないとつまらないものね♪

★★★ 自分の思いを伝える★★★

筆箱
今日、家族みんなでイオンに行きまし
た。買い物の目的は、ぼくの弟が今年の
四月から一年生なので、その準備でした。
ぼくは、筆箱がほしかったので、お父
さんに、
「新しい筆箱買って。
」
と、だめもとでお願いしてみました。
すると、お父さんが、
「いいよ。
」
と言いました。ぼくは、喜んで
筆箱が売っている所へ行きました。
僕が選んだＰＵＭＡの金色の筆箱を買

Ｉ君がお父さんとキャッチボールを楽しむ
様子が微笑ましい日記ですね。理由を述べ、 ってくれました。五年生、六年生までで
も使える筆箱にしました。大事に使いた
具体的に書き広げ、最後は自分の希望で結
いと思います。
（新小五・ 君）
ぶ。段落構成もバッチリです。

バレンタイン
わたしは、夜十時まで作りました。わ
たしは四こで、お姉ちゃんは、二十こく
らい作りました。九時に始めて、チョコ
をとかすところから始めたので時間がか
かりました。
お姉ちゃんは九時から十一時まで作っ
ていました。私は、先に作りおわってつ
まらなかったです。お姉ちゃんはしんけ
んにやっていて、いっぱい作る人がいる
とたいへんなことがつたわってきました。
はなしかけても、なにも答えて
くれませんでした。
ママに話しかけても、
「チョコをつけているからあとにして。」
と言われて、だれも相手にしてくれませ
んでした。チョコを作るのにそんなにし
んけんにやるんだなと思いました。
（新小四・ さん）

バレンタインのチョコ作り
今日は明日のバレンタインのために
チョコを作りました。水泳の後なので、
足がパンパンになりながらも、わくわく
しながら急いで帰りました。
お母さんが準備してくれていたので、
すぐに作り始めることが出来ました。チ
ョコにポッキーをつけたペロペロキャン
ディ風のチョコを作りました。夜ごはん
を食べていなかったので、チョコを食べ
たかったけど、がまんしました。
出来上がったら、とてもかわいくてあ
げるのがもったいないくらいでした。ラ
ッピングをして、ますますかわいくなり
ました。みんなの顔を見るのが楽しみで
す。
（新小五・ さん）

買い物の目的を明確にすることで、目的で
はないＭ君の筆箱を買っ
てもらえた嬉しさ
を上手に強調できましたね。 気持ちの変
化もセリフを使っ
て見事に表現しています。

SM

キッズみんなの日記

お兄ちゃんの誕生日
一月二十五日は、お兄
ちゃんのたんじょう日
でした。家ぞくでサンマ
ルクへお食じに行きました。
ごちそうは、色がきれいで、やきたて
のいろいろなパンも食べました。とくに
ごまのパンがおいしかったです。
お食じをしているとき、ピアノをひい
ていた人がわたしたちのテーブルにきて
「おたんじょう日おめでとうございます。
好きなきょくをえらんで
リクエストしてください。
」
とお兄ちゃんに言ったので、
お兄ちゃんは、
「くまのプーさん」
をリクエストしました。
さすがに、一回もまちがえることなく、
とてもきれいなえんそうでした。わたし
もピアノをならっているので、もっとれ
んしゅうしてあれくらいうまくひけるよ
うになりたいです。
（新小三・ さん）
Ａちゃんの描写があまりに上手で彩り鮮
やかなごちそうが目に浮かぶようです。ピ
アノの生演奏から自分の目標へと話題を広
げたところも上手いですね！

３月号

せつぶん
きょうは、せつぶんです。かぞくとお
ばあちゃんと豆まきをやりました。お豆
はいろんなところにまきました。わたし
のうちは、お豆とらっかせいをまきます。
わたしはおにで、あてられるといたいで
す。
えほうまきは、おばあちゃんが作っ
てくれました。入っているのは、マグ
ロ、イクラ、ビントロ、キュウリ、し
そのはっぱです。どれもおいしくてほ
っぺたがおちそうになりました。
せつぶんは一年に一回しかないから、
すごくおもいでになりました。たのしか
ったです。
（新小三・ さん）

梨香台ゼミナール
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★ 日常の一コマを生き生きと★

さん）

コパル
日よう日に、げんだいさんぎょうかが
くかんに、父さんと兄ちゃんとコパルを
みがきに行きました。
最初に石をえらびました。大きい石を
とろうとしたら、兄ちゃんにとられまし
た。だから、小さいのをえらびました。
大きいのをとられたのでくやしかったで
す。
次に、石をみがきました。小さい石に
われ目があったので、そこをきれいにし
ました。一しょうけんめいみが
いたら、すごいつるつるぴかぴ
かになりました。タオルでふい
たら小さい「か」がいました。
最後にいえにかえって、はみがきこを
つけて、もっともっときれいにしました。
そうしたら、ほう石みたいになったので
うれしかったです。
（新小二・

Ｙちゃんがコパル磨きに夢中になっ
ていく
様子が生き生きと表現されていますね。擬
態語使いやたとえの上手さ、字のきれいさは
新二年生とは思えぬ腕前です！お見事！
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でも、高校生になったら友達とお出か
けするときにいっぱいスマホを使いたい
と思います。そして、家でもいっぱい使
（新小六・ さん）
いたいです。
ニュースの話題から書き広げているところ
が上手いですね。お父さんにお願いするＫ
ちゃんと優しく、でも毅然と答えるお父さ
んのやり取りから、Ｋちゃんの家庭のとても
良い雰囲気が伝わっ
てきますね♪

卓球の試合
ぼくは、卓球クラブで一位リーグにい
た。そう、ぼくは予選で一位突破だった
のだ。
ぼくの一回戦目はクラブ長だった。と
てもきんちょうした。ぼくの番がきた。
三分間でどれだけ点が入るかがルールだ
った。
最初はすごくおされていた。でも負け
ずにがんばった。そして、勝った。次の
試合も頑張りたい。
（新小六・ 君）
「
～だ。・
～である。」
調で揃えた文末で
決勝リーグの緊張感を上手に表現していま
すね。強い相手にひるむことなく戦っ
たＲ君
は格好良いです！次回も頑張れ♪

Ｍちゃんは、どうしてサッカーをやりたく
ないのか理由を上手に説明していますね。
でも、「
なでしこ」
の皆を見習っ
て、男子から
ボールを奪っ
て楽しく参加して下さい♪

ホワイトスクール
今日、ホワイトスクールに行きました。
ホワイトスクールとは、スキーの体験を
することです。
新潟県に行きました。新潟県に
ついたら全面真っ白で、すごくび
っくりしました。
一日目のスキーはすごくなだら
かな場所でやりました。みんなうまくて
ついていくのがせいいっぱいでした。
二日目のスキーはなれてきて、みんな
うまくできました。すごく楽しくなって
きました。
三日目のスキーはうまくなっていたの
で、上級者向けの場所へ行きました。す
ごく急だったけど、スピードがでて楽し
かったです。
帰るときに、もっとここに居たいなと
思いました。また、個人的に行きたいで
す。
（新小六・ 君）

日ごとに上達するスキーとＲ君の気持ちの
変化が見事に表現されています。帰りには
「
もっ
とここにいたい」
と素直なことばで名残
惜しさを生き生きと表現できました。

いいタイムが出た
今日、習い事のプールに行きました。
私は、五年生なのでフリー（クロ
ール）で五十メートル、三十五秒を
出さなければ、大会に出られません。
一ヶ月くらい前にタイムを計っ
たら、三十七秒で大会に出られない
と言われました。
そして、今日、また、タイムを計
ったら、三十四秒でした。大会は明日で
す。もうおそかったみたいで出られない
そうです。私はがっかりしました。また、
タイムを出して大会にでたいです。
（新小六・ さん）

一ヶ月前と今を上手に対比し時間的な奥
行きと成長の過程を表現していますね。悔
しさを次の目標につなげることで、Ｕちゃん
の強い決意が感じられます！立派です。

ディズニーシー
私は、昨日ディズニーシーに行きまし
た。シーの中では、ファストパスを使っ
たので、十一個ものアトラクションに乗
れて、ファストパスが大活躍でした。花
火も含めて、あと四つもショーが見られ
ました。歩き回ってつかれたけど、とっ
ても楽しかったです。
ディズニーシーが開く八時半は雨が降
っていて、びしょぬれになってしまいま
した。でも、だんだん晴れて、昼頃には
少し暑いくらいの天気になりました。
私が乗ったアトラクションの中で一番
面白かったのは、タワーオブテラーです。
期間限定で、通常より怖くしてあって、
とってもよかったです。アトラクション
の説明を聞いて、エレベーターに入りま
した。上がっていって、次のしゅんかん、
フワッと体がうきました。上、下、上、
下と上下に動いていたエレベーターが上
に上がって、ディズニーシー全体が見下
ろせました。そして、急降下しました。
わたしは、思いっきり悲鳴を上げました。
停まってからもドキドキしていました。
お父さんは
「まだ足がふるえている。
」
と言っていて、弟は悲鳴もあげず、シー
トベルトにしがみついていたようです。
今度もシーに行くときは、ぜったいに
タワーオブテラーに乗るつもりです。
（新中一・ さん）

一番印象に残っ
た場面にスポットを当て、上
手に書き広げていますね。Ｈちゃん、お父さ
ん、弟の三人三様な恐怖感の描写も見事で、
読み手も体験したかのような気分にさせら
れます！見習いたいテクニックですね。

梨香台ゼミナール
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サッカー
今日、五時間目にサッカーを
しました。校庭全面でやりました。
だけど、私は、全然やりたくありませ
んでした。理由は、男子ばっかりボール
をけっている、女子にパスしない、つま
らないからです。女子はこのおかげでひ
まなのです。ボールは追いかけないと取
れない、パスももらえないことから、女
子は話しをしたり、のんびりしたりして
います。
だけど、今はその方がずっといいと思
います。けがもしないですむからです。
サッカーはきらいでもあるし、すきでも
あります。
（新小六・ さん）

KH

友達の喜ぶ顔を想像しながらＭちゃんが
チョコ作りをしている様子が目に浮かぶよ
うですね。チョコの出来映に満足した気持
ちも上手に表現しています。

ワールドホビーフェアー
日曜日、ぼくはワールドホビーフェア
ーに行きました。これは、まだ発売され
ていないゲームやおもちゃを先に安く買
える場所です。一年に二回なので、その
二回がめちゃくちゃぼくの楽しみなので
す。だから、かぜをひかずにいたいので
す。
ぼくは朝五時半に起きて六時十分に出
発しました。電車は東松戸駅から幕張ま
で行きました。七時に到着して八時三十
五分に開きました。
最初、スペシャルグッズの場所でカー
ド三パック買いました。買い終わったら
ゲームとホビーの会場に行きました。そ
こで先にサンデーのマンガ一冊を買いま
した。買ったら、しおりやステッカーま
でもらえました。ゲームコーナーに行き、
ゲームを六回ぐらいやりました。無料で
できる場所だったのでやっちゃいました。
あっという間に三時間がすぎたので、
電車に乗って帰りました。この一日が楽
しかったです。
（新小六・ 君）
この日をＫ君が心待ちにしていたことが、
上手に表現されていますね。フェアで過ごし
た時間があっ
という間だっ
たと表現すること
で楽しさを上手に強調しています！

MK

高校生になったら…
私は、高校生になったらスマホがほし
いです。この前ニュースで、
「スマホか携帯電話を持っている人は六
十六％です。
」
と言っていたので、お父さんにお願いし
たら、
「高校生になってからね。
」
と言っていたので、がまんしたいと思い
ます。
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