（小二・

そのひみつきちは、二人

さん）

でも、がんばったかいがあって、うまく

ーティーをやりました。

君）

さん）

きょう、家でおばあちゃんとクリスマスパ

クリスマスパーティー

妹への愛情溢れる文章ですね。ご褒美に
買っ
てもらえるおもちゃ選びに迷う妹の様子や
喜ぶ様子を上手に描写しています。妹の喜ぶ
様を自分のことのように感じられるＲちゃんは
優しいお姉さんですね♪上手に書けました。

（小四・

した。妹が楽しそうにしていてよかったです。

ちなみに、妹は帰ったらすぐに遊んでいま

んのおもちゃにしました。

けっきょくコインゲームはやめて、りかちゃ

ゃん」というおもちゃをほしがっていたので、

妹は前から「トリプルカラーチェンジリカち

次に、リカちゃんのコーナーに行きました。

回ってみることにしました。

いものがあるかもしれないので、一周お店を

ナーに行きました。でも、ほかにもっとほし

最初に一番ほしかったコインゲームのコー

らいました。

で、トイザらスに行っておもちゃを買っても

今日、妹が一人でねられるようになったの

妹のおもちゃ

Ｇ君、将来は有名パティシエかな？ケーキ
を手作りするなんてすごい！お母さんの手料
理とＧ君のお手製ケーキで温かい素敵なクリス
マスイブだっ
たことでしょうね♪

（小四・

だ け の ひ み つ に し ま し た 。 できました。楽しいしうれしかったです。
（小二・

「
ひみつきち」
ワクワクする響きですね。バリ
アを解く合い言葉が「
なかよし」
とは可愛い
い！Ｍちゃん姉妹が楽しく仲良く遊んだこと
が良く伝わっ
てきます。上手に書けました。

★★ 自分の思いを伝える★★
にがおえ
イベントで、にがおえをかいている人がい
たので、かいてもらいました。いつもは、お
姉ちゃんと二人だけど、今日は、お母さんと
お父さんもいっしょにかいてもらいました。
見たらとってもにていました。いままで、
二回～三回かいてもらったことがあります。

さん）

その中でも、一番良く似ていました。絵を
見てやっぱり上手だなと思いました。
（小四・

MG

キッズみんなの日記
新年明けましておめでとうございます。皆
様にとって、幸多く、実りある一年でありま
すようお祈り申し上げます。
本年も変わらず キキッッズズみみんんななのの日日記記のご愛読
宜しくお願い申し上げます。
三年前、キッズ生から中学部へ巣立った塾
生達は、早いもので今年中学部も卒業です。
受験真っ直中。講師と受験生全員による梨ゼ
ミ恒例「葛飾八幡宮への初詣」で、今年も幕
を開けました。今まで梨ゼミで学んだことを
受験本番で惜しみなく出し切れること間違い
無しですね！全員が志望校に合格できるよう
心より願っています。
さて、今月は冬ならではのマラソンやクリ
スマスに関する日記が多く見られました。優
秀作品で紹介された日記では、家族や友達の
様子をよく観察し、上手に描写しているもの
や自分の気持ちの変化を見事に表現している

家族全員の似顔絵素敵でしょうね。Ｋちゃ
ん家族の仲良く温かな雰囲気がよく伝わっ
て
きます。以前の似顔絵と比較して、今回の出
来がよかっ
たことを上手に表現しましたね。
クリスマスイブ
今日は、クリスマスの前日、そう、クリス
マスイブです。昼に買い出しに行きました。
ケーキのスポンジやクリームやシチューなど
を買いました。
そして、ばんごはんの時、お母さんがシチ
ューやチキンをつくっているあいまに、ぼく
がケーキを作りました。生クリームを作ると

ぼくは、おばあちゃんにドンジャラＤＸを

もらいました。

おばあちゃんたちと五人でＵＮＯをやりま

した。ぼくは、三連勝しました。とてもうれ

（小四・

君）

しかったし、楽しかったので、またやりたい

です。

Ｉ君がおばあちゃんたちと賑やかで楽しいク
リスマスを過ごしたことがとてもよく伝わっ
て
きますね。プレゼントのドンジャラでは遊ばなか
っ
たのかな？ＵＮＯは盛り上がりますよね♪

★★★出来事や気持ちを

より細やかに伝える★★★

あたたかい手

最近すごくさむい。

冬だもん。

でも、かぞくと手をつなぐとあたたかい。

どんなにさむいときだって。

なんでかは、国語とかのようにこたえはない。

私は、しんじあうことだと思う。

（小五・

さん）

だって親友と手をつないでもあたたかい。

信じ合ってるもん。

詩のような素敵な日記ですね。「
冬」
を題
材に、感じたことを素直な言葉で表現してい
ます。手のぬくもりを「
信頼」
と結びつけたとこ
ろが上手いですね。家族や友達をとても大切
に思っ
ているＭちゃんの優しさが表れています。

マラソン練習！

明後日、マラソン大会があります。

そのために、友達四人と朝早く学校に来て走

っています。

朝は、七時二十五分に学校に来てから外に

走りに行きます。だいたい、外側を十周ぐら

梨香台ゼミナール
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1 月号

き、まぜるのがとても大変でした。

YM

ものが目立ちました。みなさんも、是非、参
考にしてみてください。

優秀作品紹介
★ 日常の一コマを生き生きと★
こんなところにひみつきち
わたしは、きょう、妹といっしょに、
こうえんにひみつきちを作りました。
ひみつきちにバリアをつけました。あいこ
とばをきめました。
「なかよし。
」というあい
ことばにしました。
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いしています。最初はきついけど、慣れると
楽になります。一人だとやる気はでないけど、
友達といっしょだからがんばれます。

（小五・

さん）

本番は、最後まで走り、二十位以内をめざ
して頑張ります。
Ａちゃん、頑張り屋さんですね。本番では
良い結果が残せたかな。「
理由」
＋「
結果」
の形
で練習を頑張れたことを上手に表現しました
ね。見習いたいテクニックです。
クリスマスプレゼント

はやる気持ちを「
あばれだす」
という行動
で上手に表現しましたね。お父さんの様子
もユーモア溢れる表現で描写が上手です。
Ｎちゃんの優しさで締めくくられた一文は
温かい気持ちにさせられます。
授賞式

物をへらでよく混ぜます。私は、この混ぜる

作業をお母さんとかわりばんこにしながら、

がんばって混ぜました。この作業が一番体力

をつかったので、とても大変でした。その後、

固める粉を水でとかして入れました。固まっ
たら、一時間ほどゆでて完成です。

こんにゃくができるのに四時間も時間が経
ってとても大変で し た 。 で も 、

今日は、明るい社会づくりコンクールの授
賞式がありました。ぼくは、県に上がり金賞

といってもらったので、さっそくやりました。

グラニュー糖を入れるだけでわたあめが出

てきました。と中、いもうとがグラニュー糖

の分量をまちがえて大量にグラニュー糖を入

れてしまったので、とんでもない量のわたあ

めができました。そのわたあめを食べるのは

とても大変でした。

でも、とってもおもしろかったし、おいし

かったので、たまにはわたあめのために片づ

お母さんは、

けするのもわるくないなと思いました。

さん）

京葉ガスの人がきてやってくれました。とて

小さくこおってしまいました。

を入れたら、中の空気が

ようにパリンてわれました。さらに、風せん

を入れるとかたくなり、おとしたらガラスの

といっていました。液体ちっ素にゴムボール

液体ちっ素は、とても冷たいけど熱がある

液体ちっ素の実験、冷熱実験をしました。

十一月二十七日にぼくは学校の理科クラブで、

冷熱実験

テニスに片づけと頑張りましたね。片づけ
をすると忘れていた懐かしい物が見つかっ
た
りしますよね。わたあめパーティーへと話題
を上手に書き広げています。ユーモアたっ
ぷ
りの一文でしめくくり、頑張っ
たあとのＭち
ゃんの気分のよさが伝わっ
てきます。

（小五・

「こんにゃくが、いもからで

完成したこんにゃくは、夕食のおでんの具

と言っていました。

いたかったのよ。
」

きるということを知ってもら

をとったので授賞式に出ました。
まわりの子はみんな頭の良さそうな子ばか
りで、すこしビビッたけど、ぼくの友達もい
たので、すこしホッとしました。でも、賞状

になりました。いつものこんにゃくより味が

「そろそろ行くから準備して！」

がふるえたり、足がすべって転びかけたりし

をもらうときは、すごく緊張していたので足

と私と妹はお母さんに言われ、したくをして

しみていてとてもおいしかったです。

さん）

ました。でも、しっかりもらえたのでよかっ

わたあめパーティー

お手伝いをしたＮちゃんも偉いけれど、Ｎ
ちゃんのために四時間かけてこんにゃく作
りをするお母さんには本当に頭が下がり
ます。おでんのだしが染みた手作りこんにゃ
くは絶品でしょうね♪文章もバッチリ！

（小五・

たです。
ぼくは、こういう賞をとったことがなかっ
たので、びっくりしたけど、賞を取れたので
うれしかったです。
夜には、家族でレストランに行ってお祝い
をしてもらいました。明日には、全校朝会で
君）

今日、私はとってもとってもつかれました。

なぜなら、午前中から里見公園という近所の

公園でテニスの練習を三時間ほどやり、家に

の部屋の片づけをしました。なんと、全然片

君）

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。

冷熱実験の様子をよく観察し、見事に
描写していますね。たとえを上手く使い、ゴ
ムボールの凍る様子を表現しています。Ｎ
君が大変興味を持っ
て観察していたことが
よくわかります。

（小六・

も楽しかったです。

帰ったらすぐに家庭科の宿題である家の自分

FM

づけていないので、大きなゴミ袋が八ふくろ

も出てしまいました。片づけをしている時に

私がとても小さいころあそんだというわたあ
め作りメーカーがありました。
私は、父に、
「今日、わたあめ、この機械で作りたい。
」

「今日はテニスと部屋の片づけをがんばった

とさけびました。すると、父が、
むきます。次に、そのいもを少し小さめに切

からいいよ。
」

梨香台ゼミナール

十一時頃家を出ました。今日は、おばあちゃ
んにクリスマスプレゼントを買ってもらう日
だったのです。じゅうたいにはまりながらな
んとか一時におばあちゃんの家につきました。
「あら、いらっしゃい。
」
とおばあちゃんが家から出てきてドアをあけ

賞状をもらうのでがんばりたいです。
（小五・

TN

ってミキサーにかけます。ミキサーにかけた

まず初めに、こんにゃくいもをゆでて皮を

ました。

くはどうやって作られているのかな、と思い

最初にこんにゃく作りをする時、こんにゃ

たので、と中からいっしょにやりました。

をしました。私は、お母さんが先に始めてい

私は、日曜日にお母さんとこんにゃく作り

お母さんとのこんにゃく作り

足の震えやもつれで上手に緊張感を表現
していますね。翌日の全校朝会への自信もつ
いたことが最後の一文から伝わっ
てきます。
Ｔ君、受賞おめでとう！素晴らしい。

IM

てくれました。お昼ごはんを食べ、妹と私が
「早く行こうよ！」
とあばれだしたので、行きました。
車に乗っているとお父さんが急に、
「アウトレットで服を買いたい。
」
と言い出したので、あみのアウトレットに行
きました。でも、なやんで、なやんで、なや
みすぎてけっきょく買わないことになりまし
た。そして、車でトイザらスに行きました。
今年は、私は「３ＤＳのソフトを買っても
らう！」と決めていたので、
ソフトを買ってもらいました。

さん）

来年は自分がおばあちゃんにクリスマスプ
レゼントをあげたいなと思いました。
（小五・
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