平成２５年１２月１日
朝晩の冷え込みも本格的になり、冬の訪れ
を感じる今日この頃です。大人にとっては、
慌ただしいだけの季節ですが、小学生のみな
さんにとっては、冬休み、クリスマス、お正
月、お年玉…と楽しいことが盛りだくさんの
季節ですね。楽しかった出来事や印象に残っ

どういうふうにはねられて、どのくら
いのケガをしたのかしんぱいでした。Ｔ君
が夜帰っ
てきたので、Ｔ君の家に行きま
した。ねているすがたを見ると、おでこに
ほうたいをまいていました。すごくいたそ
うでした。

お父さんはどうやっ
てアシカを手なずけた

のでしょうね。印象的な一コマを上手に切り取
ついたらまず、ロープウェイでつくば山
り書き広げています。Ｙちゃんの気持ちも上
のにょたい山の所まで行きました。私は、
手に表現されています！
ロープウェイに乗るのが久しぶりでゆれる
のが怖かっ
たけれど、こうようがきれいで
★★★出来事や気持ちを
した。
より細やかに伝える★★★
ロープウェイを降りたら、頂上までは
一人でサッカーの練習
自分で行くので歩くのがとっ
ても大変で
ぼくは、朝おきてから何時間かたっ
て、 した。なぜなら、大きな石がたくさんあ
り、しかもそこはすべるので、とても怖
自転車で子ども広場に行き、サッカーの
く私はこしがひけてしまい、お母さんに、
練習をしました。
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キッズみんなの日記

水えい
（
小三・ 君）
練習は、十二月までにリフティングを
百回できるようになるようコーチに言わ
近所の子の交通事故について、心配、三年生
わたしは、今日朝の
れたので朝早く練習して、何回かやっ
た
のお兄さんとしての責任など自分の気持ちを
八時十五分に家を出
ら、七十七回で終わっ
てしまいました。
上手に表現できましたね。Ｔ君の気持ちが通
て、水えいに行きます。
そして、足がつかれてもがんばっ
てやっ
て
じて、早く回復するといいですね。
水えいで、クロールをならっ
ています。
いたら、百十六回できたのでうれしかっ
二度目
たです。
わたしの妹も少しおよげます。妹のお
今日、すみだ水ぞく館におとうさん
よぎは、少しかわいいです。たまに、こわ
前は、六十五回とかだっ
たけど、はじ
と、弟といっ
しょに行きました。
がることもあります。
めて百十六回できたのでうれしかっ
たで
中でも楽しかっ
たのは、アシカでした。 す。
でも、あきらめずにやる
目立たない所にあっ
たけど、通りかかっ
た
というところはお姉さんぽかっ
たです。
（
小五・ 君）
所に見つけたので見てみました。私と弟
妹は、わたしのやるおよぎをしたがっ
Ｍ君、おめでとう！朝早くから一人であ
がはしゃいでるうちに、お父さんに、
ているので、たぶん、妹もおねえちゃんみ
きらめずに頑張っ
た成果ですね。百回はすご
「
おいで。」
たいになりたいと思っ
てがんばっ
ているん
い！その頑張りと、集中力があっ
たら、どんな
といわれたので、いっ
てみたら、お父さん
だろうと思いました。
ことも乗り越えられますね。
くりしま
（
小二・ さん） がアシカになつかれてたのでびっ
した。そばにきていたので、（
いいなぁー。）
楽しかっ
たつくば山
Ｍちゃんは、こわがっ
たり、がんばっ
たりする
と私は思いました。
妹の様子をよく観察し、自分を目指して頑張
「
ワクワクする～！」
る妹の成長を上手に紹介してくれました。か
私
も
、
少
し
で
も
い
い
か
ら
近
づ
い
て
き
て
と、私と妹は二人で車の中で話していま
わいい妹ですね♪
ほしいと思いました。けれど、近づいてく
した。なぜなら、今日、つくば山に行く
れなかっ
たので、ざんねんでした。
からです。私は、土曜日文化祭だっ
たの
★★ 自分の思いを伝える★★
で、月曜日が休みになっ
たので友達とつく
またこんど来たときに近づいてくれた
交通事故
ば山にいくことになっ
ていたのです。車で
らいいと思いました。
一時間四十分くらいなので友達としり
数字」
というゲームをしたり、３
（
小三・ さん） とりや「
ＤＳをしたりしていたらついてしまいま
した。
MM

今日、野球から帰っ
てきたら来たら、
いつも元気でこびとが大好きなＴ君が車
にはねられてきゅうきゅう車ではこばれ
てびょういんにいきました。

12 月号

小さい子がおなじようじこにならない
ように、ぼくは道ろに出てはいけないと
ちゅういしようと思います。
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た場面は是非、日記に書きとめておきましょ
う。
今月号では、話題選びの上手さが目立ちま
した。優秀作品に選ばれた日記では、特別な

予防接種の季節ですね。針をさす瞬間は
ちょっ
と緊張しますよね。Ｙ君は最後にもらっ
たレモン味のあめで注射の痛みも忘れられたか
な。上手に書けました。
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梨香台ゼミナール

日や特別な出来事が無いときでも上手に話題
を見つけています。いつも見ている兄弟の様
子や大好きな食べ物のことなど、日常の出来
事や人との関わりを話題に選ぶほうが内容が
深いように感じます。
みなさんも、是非参考にしてくださいね。

優秀作品紹介

（
小一・ 君）

でも、さいごにれもんあじのあめをも
らいました。

しんりょうじょで、ちゅうしゃをしま
した。さいしょ、さしたときにチクっ
てし
ていたかっ
たです。

ちゅうしゃ

★ 日常の一コマを生き生きと★
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「
Ｎちゃんこしひけてる！」※Ｎは作者名です
と笑われました。

頂上では、くもっ
ていて景色はほとん
ど見えなかっ
たけど、登れただけでとて
もうれしかっ
たです。また来て、今度は
すばらしい景色を見て帰りたいです。
（
小五・ さん）
妹やお母さんのセリフが印象的な日記で
す。ロープウェイのスリルや季節感溢れる紅葉
を眺めながらの登山が本当に楽しかっ
たことが
読み手にもとてもよく伝わっ
てきます！

私の大好物はスイーツです。スイーツ
の中で好きなのはケーキです。そして、
ケーキの中でも好きなのは「
ベイクドチー
ズケーキ」
です。今回は、ベイクドチーズ
ケーキの作り方をしょうかいします。
①まず、市販のクリームチーズ二百㌘を
ボウルに入れ、室温でとかします。
②①にグラニュー糖百㌘を入れ、まぜま
す。
③そこに卵２ヶ、レモンじる少量、バニラエ
ッセンス五～七てきを入れ、空気を入れ
ながらまぜます。
④耐熱皿にクッキングシートをしいた皿
に③を入れます。
⑤百八十度に熱したオーブンに入れ、
三～四十分程度焼きます。

最初のたちあがりから、けっ
こう攻め
られていました。コーチからは逆サイド
がボールを持っ
たとき
「
Ｍがななめに走れ！」※Ｍは作者名です
と言われたので、ずっ
と逆サイドがボール
を持っ
たらななめに走っ
ていました。しか

スタートのフエの音「
擬音語」
を効果的に
使い緊張感を上手に表現しています。Ｙちゃん
に応援の声が届いたのは九十回を過ぎたころ。
夢中で走っ
ていたことも上手に表現できました。
目標もクリアして見事学年二位、立派です！

英語の授業の前に…

し、０対４で負けてしまいました。
私の妹の誕生日に、六年生最後のバレ
ーボール大会がありました。私のクラス
相手は落ち着きがあり、前せんでま
四組は、もう試合は終わっているけれど、
わしていましたが、ぼくたちはそれを全
この試合で順位が決まる試合でした。
然できませんでした。もっ
とトレーニング
して強くなっ
て次こそは必ず勝ちたいで
試合をするのは、二組と三組です。私
す。
のクラスは勉強です。
（
小五・ 君）
試合が行われた五時間目と、アメリ
カからきたサラ先生との英語の授業の間
ポジションや大会当日のコンディションを説
明することで、読み手も試合会場にいるよう
の休み時間、私のクラスの男子のリーダ
な気分にさせられます。試合の結果は残念で
ー的なＫ君が、
したが、Ｍ君の冷静な分析と今後の目標で結
「
四
組
優勝だ～！」
ばれた文章は爽やかで格好良いですね。
と言っ
たとたん、クラスみんなで、
「
イエーイ！」
「
本当 」
などと全校にひびくような大きさの声で
よろこびました。

帰りの準備中に、
「
しつれいします。」
と、三組の子がトロフィーをもっ
てきてく
れました。担任の黒岩先生まで、大きな
声を出してよろこんでいました。うれし
かっ
たです。一生に一度のプレゼントをも
らえてよかっ
たです。

（
小六・ さん）

Ｍちゃん、優勝おめでとう！喜びに沸くクラ
スの様子が目に浮かぶようですね。活き活き
としたセリフや特徴をとらえた人物描写は参
考にしたいテクニックですね。お見事！

今月の伊藤先生のおすすめ本のコーナーは
■
紙面の都合によりお休みさせていただきます。
来月号をお楽しみにお待ち下さいませ。

梨香台ゼミナール

ディズニーシーに行っ
た
わたしは、ディズニーシーに行きまし
た。朝早く起きて、朝ごはんを食べてワ
クワクして行きました。

楽しかっ
たことは二つあります。一つ
目は、アトラクションです。どのアトラク
ションもこんでいて、びっ
くりしたけど、
乗りたいものがいっ
ぱいあるのでこんでて
も並びました。十個くらいのアトラクシ
ョンに乗りました。

（
小六・ さん）

これからは、一位を取れるようにどん
どん体力をつけていこうと思います。

九十くらいになっ
てみんなから、
「
がんばれー。」
と聞こえるようになりました。結果は、
「
百」
ぴっ
たりでした。女子の中で学年二
位でした。

そして、
「
五秒前、ピ、ピ、ピ、ピ、ピピピ。」
と音が鳴っ
てスタートしました。

⑥焼き上がっ
たら、
シャトルラン
れいぞう庫で六～七時間
今日は、一時間目に体育をやりまし
ひやします。
た。体育は六年生女子全員でやりまし
これで出来上がりです。
た。内容はシャトルランでした。去年は、
たのでそれをこえることを目
（
小五・ さん） 八十一だっ
標にがんばりたいと思いました。
自分が大好きな食べ物という話題から上
手に書き広げ、お料理本顔負けのレシピを紹
介してくれました。Ｍちゃんの日記を読むとベ
イクドチーズケーキを作っ
てみたくなります♪

サッカーの大会
今日もサッカーの大会がありました。
今日の大会は、前回書いた大会とはちが
うリーグです。
今日のコンディションはばつぐんの晴れ
でコートもやりやすかっ
たです。ぼくの
ポジションは、ＦＷでした。ＦＷは前せん
のポジションでとにかく攻めます。

OM

二つ目は、レストラン・
おみやげです。
レスランはお昼ごはんスペシャルセットを
たのんですごくおいしかっ
たです。おみや
げは自分の好きな物を買っ
て、お世話に
なっ
ている人にも買いました。

時間がたつのは早かっ
たけど、いい一日
になっ
てよかっ
たのですごく楽しかっ
たで
す。
（
小五・ さん）
楽しかっ
た一日の出来事の中で、Ｙちゃん
が印象に残っ
た部分だけを上手に切り取り書
き広げることができましたね！ディズニーシー
羨ましいなぁ♪

ベイクドチーズケーキ
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