空手のしあい

ました。マンボウが何を考えているのかわ

た。お兄ちゃんはゆうしょうしました。

試合で負けてしまいまし

気持ちわるかっ
たです。サカナリーフのプ

た。サメにさわっ
たら、ザラザラしていて

最後に、ふれあいラグーンに行きまし

かりませんでした。

お兄ちゃんがゆうしょうするとは思いま

ールに入っ
たら、水がつめたくてきもち

今日、ぼくは、空手の

せんでした。金メダルだからすごいなー

たいです。

旅館にはプールやゲームセンターがあ

に行きました。

新幹線に乗り、とち木県のなす塩原駅

車に乗っ
て東京に行きました。そこから

まず、最初にバスに乗っ
て駅まで行き、電

私は、旅行に行きました。

旅行に行っ
た

五感を働かせ、感想を上手に表現しまし
たね。マンボウのとぼけた表情をＲちゃんなり
の解釈で説明しているところもユニークです。私
もシーパラダイスへ行きたくなりました♪

（
小四・ さん）

とても楽しかっ
たです。また今度行き

よかっ
たです。

もゆうしょうしてファーストミットを買っ

っ
てもらうと言っ
ていました。前に、ぼく

お兄ちゃんはピッチャーのグローブを買

と思いました。

キッズみんなの日記
朝夕、涼しくなりました。赤とんぼが竿で羽を休
める姿や、夜の庭から聞こえる虫の声に秋の深まり
を感じます。
日々、題材選びに困ることはありませんか。毎日、
たいして違わないよ、学校へ行き、勉強と給食、友
達と遊んで、習い事…。そうですね、ほとんどの人
が毎日ドラマチックな出来事があるわけではあり
ませんよね。出来事だけに目を向けていると、書く
ことに困ってしまいます。時には、空を見上げたり、
植物へ目を向けたり、四季の移ろいを五感で感じ、

てもらいました。
おにいちゃんが
ゆうしょうしてよかっ
たです。
（
小三・ 君）
自分の結果は残念でも、お兄ちゃんの優勝
を心から喜んでいるＴ君は素敵ですね。驚き、
尊敬、喜びといっ
たたくさんの感情を見事に表
現しています。次回はＴ君も続け！

八景島シーパラダイス
今日、八景島シーパラダイスに行きま
した。一番心にのこっ
たのは、水族館で

り、とても楽しかっ
たです。部屋も景色
がよくて、きれいでした。また、いつかこ
この旅館にとまりたいです。

（
小四・ さん）

短い文章の中に、旅行でＭちゃんが印象に
残っ
たことを無駄なくギュッとまとめて書けま
したね。とても上手に書けています。部屋から
の景色は何が見えたのかな…？

★★★出来事や気持ちを

より細やかに伝える★★★

ひじき

私は、ひじきのマリネはすきです。で

も、きのうと今日は、

それとはちがうメニューでした。

きのうは、はるまきの中にひじきが入

っ
ていて、今日は、ふつうのひじきの煮物

でした。煮物は本当に味がふつうという

感じであまりすきではありません。

でも、先生がこんなことを言っ
ていま

した。

「
食べ物を食べられないで、バタッて死ん

でいる人もいるんだよ。」

私はその言葉を思い出し、食べられるの

はすごいことなんだから、食べなきゃと思

いました。

これからも、その言葉を思い出し、ち

ゃんと食べたいです。

（
小五・ さん）

得意でない味は誰にでもあります。そん
なとき、いつか聞いた先生の言葉を思い出せた
Ｍちゃんは立派ですね。日常の一コマを上手に
切り取り、自分の意見をきちんとまとめたと
ころが上手いですね。

体育

私のクラスは、今日の五時間目、外で

体育をしました。今日の体育は走り幅

跳びでした。

梨香台ゼミナール

書いてみるのもおすすめです。皆さんが見つけた秋
を是非教えて下さいね。

優秀作品紹介
★★ 自分の思いを伝える★★
学級いいん
九月四日に学級いいん長を決めまし

た。ぼくは、学級いいん長をやりたくて

手をあげました。学級いいん長をやりた

い人はたくさんいたので、すぐ

決められませんでした。

す。
最初にアクアミュージアムに行きまし

でも、みんなは、ぼくをえらんでくれ
たので、ぼくは、学級いいん長になれまし

た。ショーでは、セイウチとアザラシとイ
（
小三・ 君） ルカが出てきました。最後、ジンベイザメ
と写真をとれたのでうれしかっ
たです。
つぎに、ドルフィンファンタジーに行き
ました。イルカが真上にいてびっ
くりし

YM

IT

た。学級いいん長になれてうれしかっ
たで
す。

「
理由＋行動」
で自分の気持ちを上手に表
現できました！強い意志を持っ
て立候補した
Ｒ君なら、きっ
と素敵な学級委員になるでしょ
うね。がんばっ
てね、応援しています。

TR

AR

TM
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した。私は、二メートル十センチで、自
フトボール大で、すごく大きくて、少し

の大きさは、全長五メートル、目玉はソ

示されていました。その「
ダイオウイカ」
行きたいと思いました。

しかっ
たです。私はもう一度、みんなで

たが、病院に行くと、

は、その時、ねんざだろうと思っ
ていまし

初めて距離を測っ
たのでドキドキしま

分ではけっ
こういっ
た方だと思いました。

博物館の中では、実際にダイオウイカ

怖かっ
たです。

でも、私のクラスの走り幅跳びのやり
が深海で泳ぐ様子を収めた映像も流さ

すごくうれしかっ
たです。

方は、前にゴムがあっ
て、それをとびこえ
れていて、本当におもしろかっ
たです。
（
小五・ 君）

るように高く跳ばなきゃいけないので、
それが少しやりづらかっ
たです。
まだ、走り幅跳びは始まっ
たばかりな
ので、これから練習していっ
て、最後に測

「
また、二日後会おう。」

達と、

と思いながらみんなの見送りをして、友

それに行けませんでした。ぼくは、残念

その三日後に、サッカーの合宿があり、

ました。

と言われたので、ものすごくびっ
くりし

（
小五・ さん） 「
骨折です。」

Ｎちゃんのお姉ちゃんとしての責任感の強
さや優しさが伝わっ
てきます。妹の可愛らしい
反撃も微笑ましい一コマです。セリフを効果的
に使っ
ているところも見習いたいですね。

きぼーる

今日は、一日いろんなことがあっ
てとて
も楽しかっ
たです。
題名の「
きぼーる」
というのは、友達と

と言っ
て、みんなは合宿へ行きました。

その二日後、サッカーの合宿から帰っ

行っ
たプラネタリウムです。プラネタリ

ウムでは、とっ
てもたくさんの星がキラキ

てくるので、学校までむかえに行きまし

深海魚の特徴を描写することで、「
気持ち
悪さ」
をわかりやすく伝えています。Ｍ君の日
記を読んでいると、「
ダイオウイカ」
の迫力ある
泳ぎを見てみたくなりますね！

ラかがやいていて、すごくきれいでした。

る時には、記録がのびているといいです。

朝十時ごろ家を出て、わながやのプー

楽しかっ
たプール

センチまでいくことです。外の体育では、

宿での話をたくさんしてくれて、ぼくも

た。そうしたら、みんながサッカーの合

ンプラザに行っ
てゲームをしました。その

合宿に行っ
た気分にさせてくれたので嬉

プラネタリウムを見た後、ニッケコルト

後、友達とプリクラをとりました。友達

しかっ
たです。

ルに行きました。けっ
こうこんでいたけれ

がちょっ
と「
真顔」
だっ
たり、他を見ている

走り幅跳びをやる時はがんばります。

私は、妹と女の子用のこうい室で着が

写真があっ
たりしたので、とっ
てもおもし

リも始まります。初めてのリハビリだけ

入ることができました。

えるのは初めてなのできんちょうしたけ

ろかっ
たです。こんどは、私も「
真顔」
に

ぼくは、ブレイブボードで家に帰ろう

今もまだ、骨はついていません。リハビ

れど、ちゃんとできたのでよかっ
たです。

ど、がんばります。（
小六・ 君）

（小五・ さん）

チャレンジしようと思います。また、ぜっ
で、私が初心者コースでクロールと平泳
ぎをしました。赤ちゃんプールには、すべ

ーたい行きたいです。

プールでは、妹が赤ちゃん用のところ

（
小五・ さん） ど、なんとかちゅう車場に
Ｓちゃんの緊張やうれしさを上手に表現
しましたね。クラス独自の工夫も上手に紹介
しています。今後の目標で締めくくり、応援
したくなる爽やかな日記に仕上がりました。

深海
家族みんなで深海という

特別なイベントに行きました。
中に入るといろいろな種類の深海魚が

プラネタリウムの幻想的な夜空が目に浮
かぶようです。プリクラに真顔で映るお友達の
エピソードも面白いですね。Ｍちゃんの日常の
一コマを活き活きと表現できました！

とおこられてしまいました。でも、流れ

としたら、転んで骨を折りました。ぼく

骨折

その次におくに進むと、今日ぼくが一

るプールでは妹と一緒になっ
て泳げて楽

「
のんちゃんのいじわる！」

をおしました。妹はびっ
くりしていて、

展示されていました。体がすけていたり、 り台があり、妹がちょうどすべるところ
目玉が変な形をしていたり、少し気持
ち悪かっ
たです。

番楽しみにしていた「
ダイオウイカ」
が展

号をお楽しみにお待ち下さいませ。

により今月はお休みします。ご了承ください。来月

●伊藤先生のおすすめ本のコーナーは、紙面の都合

楽しみにしていた合宿に参加できなくな
っ
た「
骨折」
というアクシデントから、仲間との
友情に話題を広げたところが上手いですね。
素敵な仲間に囲まれ、仲間の優しさに触れ、
それをしっ
かりと受け止めたＲ君は格好良い。
気持ちの変化を見事に表現できました。
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目標は、二メートル二十センチから三十
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