君）

Ｓ君がお母さんと楽しくチョコレート作り
をした様子がよく伝わっ
てきます。お料理
上手なお母さんに対する感謝や尊敬の気
持ちを上手にセリフに込めましたね。

（新小三・

チョコレート作り
きょう、ぼくは、お母
さんとチョコレート作
りをしました。
なめたら、すごくあまかったです。ホ
ワイトチョコをかけて顔を書きました。
すごくたのしかったです。お母さんに
「うまいね。
」
と言いました。

キッズみんなの日記
ご入学、ご進級おめでとうございます。ようやく、
会の皆さん、「梨香台ゼ ミ ナール 」へようこそ！

学校でも新学年がスタートしますね。そして、新入
キキッッズズみみんんななのの日日記記では、毎月、国語の課題である
日記から優秀な作品を紹介しています。まずは、配
布された「日記の書き方」
「原稿用紙の使い方」を
参考に日記を書いてみましょう。文章上達への近道
は、良い文章にたくさん触れることです。掲載され
た優秀作品がみなさんの参考になること、掲載され
ることがみなさんの励みになることを願って毎月
楽しみながら編集しています。

サッカーのしあい
ぼくは、はじめて古ヶ崎スポーツ広
場でサッカーのしあいをしました。
トーナメントしきで五しあいたたかい
ました。ぼくのクラブとほかのクラブが
いっしょになってたたかっていきました。
一回せん、二回せんはかって、三回せ
ん目は、ゼロ対ゼロで引き分けでした。
四回せん目は、あいてにまけてしまっ
てくやしかったけれど 五回せん目ＰＫ
で、ぼくやほかの人たちがきめて、一い
にはなれなかったけれど、三いでどうメ
ダルをもらえたのでうれしかったです。
つぎのしあいにむけてがんばってれん
しゅうしていきたいです。
（新小三・ 君）

学習はっぴょう会
今日は、まちにまった学習はっぴょう
会でした。二年生はがんばってれんしゅ
うしました。
はじめに、はじめの言ばを言って、つ
ぎに、大きなかぶの英語げきをしました。
よかったことは、げきで、
「オー、ワンダフルー。
」
と言うところで上手に手を
あげられたことです。
つぎにグループはっぴょうをして、一
番目から四番目の中で、わたしは、四番
目の音楽グループでした。 わたしは、
「つぎは、こぐまの二月をがっそうしま
す。
」
と言ったとき、一人で言ったので緊張し
たけれど楽しかったです。
（新小三・ さん）

英語で一生懸命演技するＲちゃんが目に浮
かびますね。学習発表会を楽しみにしてい
たこと、英語劇が上手にできたこと、司会の
セリフで緊張したことを順序よく活き活き
と表現できました！ お見事。

★★ 映像が浮かぶ文章★★

吹奏楽部のどんなイベントかをとてもわか
りやすく上手に説明できましたね。Ｈちゃ
んが難しいホルンを吹いて先生に褒められ
る場面での嬉しさの表現はピカイチです。

楽しい遊園地
わたしは、きのう東京ドームシティに
ある遊園地に行きました。遊園地にはか
んらん車やコーヒーカップ、いろいろな
乗り物がありました。
一番楽しかったのは、ウォータースラ
イダー（ジェットコースター）です。ウ
ォータースライダーは、スピードがとて
も速くてびっくりしました。
私は少し高いところが苦手でこわかっ
たけど、最後はとても楽しかったです。
また行きたいです。
（新小四・ さん）

楽しかっ
た一日の中から一番印象に残っ
た
ウォータースライダーにスポットを当てて上
手に書き広げましたね。理由をきちんと書
くことでＭちゃんの感じたこわさや楽しさ
を上手に読み手に伝えています！

★★★ 自分の思いを伝える★★★

春の予感
「ハックシュン。あ～。
」
春と言えば、どういう物を想像しますか。
タンポポ、サクラ、モンシロチョウなど
を想像すると思います。でも、ぼくの場
合、少しちがいます。
テストの時間、
「ズズズッ。
」
「ズー。
」
「ズズー。
」
と、教室中から鼻をすする音がしてきま
す。そう、ぼくの春の予感は、花粉症で
す。毎年この季節、一日でポケットティ
ッシュ 個は使い切ってしまいます。

梨香台ゼミナール

また、読書も表現力を磨くのには欠かせません。
児童文学に魅せられた伊藤先生選りすぐりの一冊

います。紹介された本は梨ゼミ文庫として貸出も行

を「伊藤先生のおすすめ本」のコーナーで紹介して

っ て い ま す の で 、是 非 ご 利 用 く だ さ い 。

優秀作品紹介

★ 日常の一コマを生き生きと★

なわとび
きょう、学校でなわとびを
しました。きょうしつでやりました。
まっているあいだ、とけいのプリン
トをしました。
なわとびでにじゅうとびとかしまし
た。一かいもとべませんでした。でも、
たのしかったです。
（新小二・ さん）
いつ、どこで、何をして、どう思っ
たのかを上
手にかけましたね。一人ずつ順番になわと
びをしたのかな。 回もとべなくても楽しく
できたＫちゃんは素敵ですね♪

はじめての楽器のためしぶき
今日、すいそう楽部の楽器を
ためしぶきしました。
実は、今日新入部員がトランペットや
ホルンなどの楽器をためしぶきして、ど
の楽器が一番ふけているかを音楽の先生
に見てもらう日だったのです。
先生に、ホルンをふいているところ
を見てもらいました。すると、先生は、
「○○さんは、なんでもふけるね。
」
と言ってくれました。 ※○○＝作者名
私は、うれしくてとびあがりたいくら
いでした。
（新小四・ さん）

TM

４月号

Ｒ君、銅メダル獲得おめでとう！がんばり
ましたね。五試合の結果を簡潔にまとめ、
印象に残っ
た五回戦目を書き広げたところ
が上手いですね。 最後の一文も今後の目
標で上手にまとめています。
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しかも、今年は、

と黄砂のトリプル

大人には思いもつかない発想を子供の目線で

に、みなさんの成長を感じて嬉しくなります。

少なくありません。毎回、添削コメントを読み、

素直に書かれた日記に感心させられることも

参考にしながら、楽しんで日記を書いてくれる

1

1

ことを願っています。（市澤）

梨香台ゼミナール

Ｉ君が打席に入っ
てからヒットを打つまでの
短い時間にスポットを当て、上手に書き広
げていますね。映画のワンシーンを思わせる
ような描写には感心させられます。文末表
現を「
～だ。～である。」
調でまとめ、緊張
感とスピード感を見事に演出しています。

上下 岩波少年文庫
ミヒャエル・エンデ 著
バスチアンはあかがね色の本を読んでいた。ファンタージェン国は正体不明の虚無
におかされ滅亡寸前。その国を救うには、人間界から子供を連れてくる他ない。
その子供は、あかがね色の本を読んでいる１０歳の少年。僕のことだ！叫んだ途端、
バスチアンは本の中にすいこまれ…。

はてしない物語

攻げき。
「ハックシュン。
」
目もかゆくてたまりません。今、ＣＭで
イオンブロックとかあるけど、本当に効
果あるのでしょうか。

★★★高学年★★★

伊藤先生のおすすめ本

福音館書店
ドロシー・エドワーズ 作・渡辺茂男 訳
お姉さんの目から見た妹の日常がユーモラスに愛情を込めて語られます。おてん
ばでお茶目な妹が巻き起こす騒動を生き生きと描くイギリスの幼年童話の傑作。

ぐらぐらの歯

毎年毎年、日記の内容や文体が変わっていく度

★★中学年★★

君）

うさぎさんがワンピースを作りました。
それを着てお花畑をお散歩するとワンピースが花柄模様に…。
次々変わるワンピースの模様。日本を代表する湾タージー絵本です。

（新小五・

DA

Ｔ君にとっ
てちょっ
ぴり憂鬱な花粉症を「
春
の予感」
と題し、くしゃみの「
擬態語」
を効果
的に使い、ユーモラスに紹介しています。呼
びかけるような語り口調で読み手をぐっ
と
引きつけるテクニックは見習いたいですね！

西巻茅子 作

■編集後記

★低学年★

HT

ダンスの発表会
私は、三月九日にダンスの発表会のリ
ハーサルに行きました。友達と電車で船
橋法典から新木場まで行きました。
みんな、メイクをしたり、髪の毛に毛
糸をつけたりしていました。私は、お母
さんにコーンロー（裏編みこみ）を五本
してもらいました。メイクは、友達のお
母さんにしてもらいました。
そして、自分達の番がくるまで、友達
とダンスの練習をしていました。練習を
しているうちに順番が来ました。初めは、
外でダンスを踊りました。中で踊ったと
きは、リハーサルなのにすごく緊張しま
した。中でのリハーサルがおわったら、
メンバーみんなで写真を撮りました。
次の日三月十日です。本番の日になり
ました。発表会は一部、二部、三部、四
部に別れていて、私は一部に出ました。
すごく緊張しました。でも、とても楽し
かったです。
（新小六・ さん）

（新小六・

君）

親子サッカー・送別式
し、スープ類、プリンなどがありました。
今日、親子サッカー送別式がありまし
特においしかったのは、焼き肉とわたあ
た。 実は、親子サッカーと送別式は別
めとクレープです。 みんなと食べられ
の日にやる予定だったのに、かんとくが
て、すごく楽しかったです。
雨男なので、二回もえんきになり、この
（新小六・ さん）
二つがくっついてしまいました。
激しいレースが繰り広げられたことを活き
ぼくは、新六年なので、大人のお父さ
活きと表現できましたね。Ｍちゃん自身の
ん達と試合をしました。大人は強いので、
ことだけでなく、どんな選手がいて、何を感
じたかなどもきちんと書かれています。頑
体をつかってふっとばしてきました。で
張っ
た後、仲間と食べるご馳走は格別でしょ
も、ターンやパスでなんとかつなぎまし
うね♪ お疲れ様でした。
た。
Ｓとの対戦
そして、 そうべつ式、旧六年生が一
今日春季大会の初戦だった。ぼくは、
人一人賞状をもらっていて、ぼくは、
スタメンの三番捕手で出た。ぼく達のチ
「格好いいなー。
」
ームは後攻で、Ｓは四番ファーストで出
と思いました。
ていた。
ぼくも、サッカーを頑張って、新五年
とうとう試合が始まった。 回表は、な
生に格好良いところを見せたいです。
んとか一点で抑えた。 回裏のぼく達の攻
（新小六・ 君）
撃、一番打者三振。続いて二番打者も三
二つのイベントが同日に行われることになっ
た
理由をユーモアたっ
ぷりに説明していますね。 振。とうとうぼくの最初の打席が回って
きた。 ぼくは、ワクワクドキドキして
卒業生に対する憧れから自分もそうなり
たい！というＴ君の強い決意が感じられま
いた。投手はどんな球をなげるんだろう
す。目標達成できるよう応援しています！
とバットを構えた。すると、ストライク
ゾーンのど真ん中にきた。ぼくは、
駅伝
「今だ。
」
と思った。
「カキーン。
」
グラウンドにバットの音がひびきわたっ
たと思うと、自分チームのベンチからド
ッと歓声がとんだ。きれいなセンター前
だった。ぼくは、心の中でガッツポーズ
をした。
結局、この試合は三回コールドで負け
てしまった。でも、ぼくは心底うれしか
った。初戦でヒットを打てて一安心。次
の試合こそは絶対、勝つ。

ST

今日、駅伝大会がありました。
大町小、大柏小、大野小、柏井小の四つ
の学校の子供会でやる大きな大会です。
駅伝では、大町連合から、女子二チー
ム、男子一チームが出ました。いっぱい
おうえんしました。足が速い人がいて、
すごいな～と思いました。
私は、オープンレースに出ました。オ
ープンレースでは、十七人中十番目でし
た。もうちょっと順位を上げたかったで
す。ぬかしてはぬかされの連続でした。
その後、食べ放題のお店へ行きました。
すごくおいしかったです。焼き肉、おす

その１

きかんぼのちいちゃいいもうと

こぐま社

わたしのワンピース

PM2.5

二日間という時間的な広がりを使い、前日
からの緊張感を見事に伝えています。Ａち
ゃん達がメイクをして髪をセットして、格好
良く踊る姿が容易に想像できます。本番は
楽しく踊れたようでよかっ
たですね♪
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