ございます。お知り合いの方で、梨ゼミにご

ました。定員までわずかとなっている曜日も

の方にご参加いただき、誠に有り難うござい

ッズ説明会には、お忙しい中、大勢の保護者

去る一月二十五日に行われました新年度キ

予防も忘れずに行いましょう。

理をせず休養をとり、手洗い・うがいによる

出ています。体調がすぐれないと思ったら無

小学校でもインフルエンザによる学級閉鎖が

りましたが、一年で一番寒いこの季節。近隣

二月四日の立春を迎え、暦の上では春とな

キッズみんなの日記

いうキャラクターのおかしの家を作りまし
最初に目についたのが、「
しょう油は何で
夜に、タワーオブテラー
にのりました。おちると
た。
できているか。」
の問題でした。「
１ 豆腐
き、足が上がりました。
「
プチクマ」
は、スーパーなどでも売っ
ている ２ 大豆 ３ スギ」
が出てきました。そこで、
小さいビスケットやクッキーのキャラクター
今日のパソコン調べは終了になりました。
のりおわっ
て、わたしはなきました。な
です。
もっ
といいやつを見つけて発表したいです。
ぜかというと、こわくて、こわくて、たまら
おかしの家のかべには、くまのかたちのも
（
小四・ さん）
なかっ
たからです。ママが、
ようが真ん中にあります。おかしの家を
今は、学校での調べ物にパソコンを使うの
「
あんなの、いっ
しょうのらない。」
作るのは、初めてなので、上手にできるか
ですね。調べていく過程で気になっ
た具体的な
といいました。
心配だっ
たけど、作っ
ている時は楽しかっ
た
クイズを引用することで、Ｙちゃんの社会の授
ほかにも、いろいろのりました。たのしか
業をわかりやすく説明しています。見習いたい
です。
っ
たです。
テクニックですね。
できあがっ
たら、家族で食べました。おい
（
小二・ さん）
しかっ
たです。
バトミントン
会話文を効果的に使い、楽しさやハプニン
（
小四・ さん）
今日、私はお父さんとバトミントンをし
グを活き活きと表現できましたね！「
泣く」と
ました。
Ｋちゃんが楽しそうに「
おかしの家」
を作
いうＮちゃんの行動で恐怖心を上手につたえて
私が一番うれしかっ
たことは、お父さん
っ
ている様子が目に浮かぶようです。かべにプ
います。とても上手に書けました！
チクマをあしらっ
たお菓子の家は、何だか食べ
に勝てるようになっ
たことです。私は、最
るのがもっ
たいない気がしますね♪
初、まっ
たくスマッシュができなかっ
たけど、
どんどんコツをつかみ、上手くできるよう
おたんじょう日会
になっ
たので、お父さんと戦っ
てみました。
この間、おばあちゃんのおたんじょう日
私は、お父さんのスマッシュを全部打ち返
会をしました。
せたけど、私のスマッシュをお父さんは全部
お母さん手作りのケーキでした。お店
打ち返せませんでした。お父さんは、
で食べたケーキよりおいしかっ
たです。
「
うまくなっ
たね。すごいね。」
おいしかっ
たし、楽しかっ
たので、またや
と言っ
てくれました。今度は、お父さんよ
りたいです。
（
小四・ 君） り強いお母さんに勝てるようにがんばり
たいです。
（
小四・ さん）
きつつき
わたしは、あした学校できつつきを作り
ます。きつつきとは、おもちゃで作るきつつ
きです。そのきつつきのおもちゃは、木をく
ちばしでつつくところがおもしろいです。
そのざいりょうはコイルばねや竹ぐしと、
あぶらねんどと、紙です。この四つのざいり
ょうだけでも、おもしろいおもちゃができ
ます。
わたしは、あしたきつつきを作るのがたの
しみです。

（
小二・ さん）

おもちゃの「きつつき」について、材料やその
おもしろさをとてもわかりやすく説明できま
したね。すべて頭に入っ
ているところから、Ｙち
ゃんが明日を楽しみにしていることがよく伝わ
っ
てきます。上手に作れたかな？

★★ 自分の思いを伝える★★

お母さんの手作りケーキをお店の味と比
べ、上手に美味しさを表現しましたね。絶品
だっ
たことがよくわかります。Ｉ君のお母さん
はお料理上手でうらやましい！

千葉県のクイズ
今日、社会の時間に千葉県の農業クイズ
を作りました。
まず、パソコン室に行っ
て、パソコンで調べ
ました。調べた言葉は「
千葉の農業クイズ」
でけんさくしました。すると、食べ物クイ
ズがあっ
て、それを見てみたら、いろんなク
イズがありました。

Ｓちゃん、すごい！お父さんが打ち返せな
いほどのスマッシュを打てるようになっ
たのですね。
家族と共通のスポーツを楽しむ様子や上達す
る喜びを見事に表現しています！お見事。

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

はいしゃ

梨香台ゼミナール

２月号

おかしの家
おかしの家を作りました。でも、ただの
おかしの家ではありません。「
プチクマ」
と

KY

YS

興味ある方がいらっしゃいましたら、是非、
お早めにご紹介ください。
今月は、六年生が小学生としての学習終え
る月です。毎年、嬉しくもあり、少々淋しく
もあるこの季節ですが、中学部でのみなさん
の活躍を期待して講師一同応援しています。
優秀作品では、低学年の成長が特に目立ち
ました。細やかな描写や表現がとても上手に
なりました。一年で大きく成長しましたね。

優秀作品紹介

★ 日常の一コマを生き生きと★
お正月
わたしは、お正月の一月一日にいとこと
ディズニーシーに行きました。
さいしょにのっ
たのは、アリエルのジェットコ
ースターです。わたしは、
「
たのしいね。」
といいました。こんどは、いとこが、
「
ほんとに、たのしいね。」
といいました。

SK

TI

MN

WY
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新しい棚で整理された部屋は気持ちが良
わたしは、土曜日に歯医者に行きまし
と聞きました。父が、
いでしょうね。片付けをすると思わぬ捜し物が
た。歯医者の目の前には、公園がありま
「
ちゃんとうまれたよ。」
出てくるという経験は誰にでも経験がありま
す。
と言いました。私は、すこし泣きそうにな
す。Ｔ君は、日常の一コマを上手に切り取っ
て
わたしは、きょうせいをやっ
ています。あ
りました。
書
き
広
げ
て
い
ま
す
！
と、二ヶ月くらいできょうせいがとれること
そして、産婦人科につきました。二階に
成人の日
になっ
ています。
行き、保育器に入っている赤ちゃんを見て、
今日の朝、私はとっ
てもバカでした。
三年生からやっ
ているけど、いたいのはが
こんなに赤ちゃんっ
て小さいんだ。と思いま
（
いつもバカですが。）
朝起きて、
まんしてやっ
ていましたが、もうすぐでと
した。さっ
きまで、お母さんのお腹にいたこ
「
あー学校おくれるー！」
れるので二年間、自分はがんばっ
てきたな
の子が、家族になるんだ。と、うれしい気
と言っ
て、急いで学校に行く準備をしてい
あと思いました。
持ちになりました。
ました。すると、母に、
（
小五・ さん）
その子は、一月十日、午後十四時三十
「
はー。もう、バカじゃないの？今日は、成
三分、男の子、身長四十九センチ、体重二、
Ｙちゃん、三年間という長い間、大変な矯
人の日といっ
て祝日ですよ。」
七八二グラムでした。すごくうれしいです。
正を本当によくがんばりましたね。「
自分を
と言われ、初めて気付きました。
退院は、明日一月十六日の予定です。だ
褒めてあげたい」
という表現で今までの苦労を
テレビをつけてみると、ディズニーランドで くのが楽しみです。
上手に表現しています！
成人式をしているところが流れました。私
（
小五・ さん）
は、とっ
さに、
おめでとうございます！家族が増えて賑や
「
私、舞浜に住む！」
かになりますね。Ｍちゃんの感動や喜びが活き
と言いました。それを聞いていた父は、とっ
活きと表現されています。生まれたての赤ちゃ
ても笑いました。舞浜に住めば、市民にな
んは小さくてかわいいですよね。これから、楽
り、成人式をディズニーランドできるから
しみがたくさんですね♪
です。今からじゃなくても成人式はディズ
えんぴつ
ニーランドでしたいなーと思いました。
えんぴつは、
（
小五・ さん）
みんながあたまがよくなると、
身代わりに、無くなっ
てしまう。
だから、むだなく使いたい。
Ｍちゃんのおっ
ちょこちょいな一面が微笑ま
しいですね。お母さんのセリフやお父さんの様
子から、Ｍちゃんの家族の温かな雰囲気が伝
わっ
てきて、ほのぼのとした日記に仕上がっ
てい
ます。素敵な文章でした。

（
小六・ さん）

★★中学年★★

（
小五・ さん）

くたばれかあちゃん 理論社
山中 恒 著
おれとかあちゃんは犬猿の仲、というかハブとマングース状態。とに
かく気が合わない。下町のガキ大将と元気の良いかあちゃんの愛情あ
ふれるデスマッチ。

ウィロビーチェースのおおかみ

★★★高学年★★★

梨香台ゼミナール

そして、最初に学級委員を決めました。
私は、クラスのみんなをまとめることができ
ないので、やりたくないなぁと思いました。
でも、元学級委員のＡちゃんから、「
学級
委員をやっ
て、やっ
て、やっ
てぇ。」
というオー
ラが出ていてすごくこわかっ
たので、やらな
いとまずいなと思いました。
手を挙げてしまいました。手を挙げた
ら、だれも手を挙げてなくて、私に決まっ
てしまいました。「マジか。」
と思っ
たけれど、
みんなが、
「
がんばっ
てね。」
と声をかけてくれたので、みんなの期待を
うらぎらないように精一杯がんばりま
す。

福音館書店
安野 光雅 絵
旅の風景を描いた字のない絵本です。克明繊細な筆使いで旅の楽しさ
を描き出した絵本。みんながよく知っている昔話がかくされていま
す。親子で楽しめる１冊です。

伊藤先生のおすすめ本

オチが面白い！友達の気持ちをくんで、立
候補したＭちゃんは優しいですね。最後は、潔
く前向きな決意 で締めくくり、Ｍちゃんのさ
っ
ぱりとした性格のように実に気持ちの良い文
章に仕上がっ
ています。頑張っ
て♪

YM

ジョーン エイキン 著
バット マリオット イラスト
両親が不在の屋敷にあらわれた家庭教師によって、ボニーといとこの
シルヴィアは次々と陰謀の渦に巻き込まれていきます。少年サイモン
の助けで窮地を脱出…三人の大冒険の結末は…？

富山房

詩のようなすてきな文章です。みんなの知
識が増える度、鉛筆が身代わりになっ
て小さ
くなっ
ていくとは、ユニークな考え方ですね。言
われてみれば納得です。そう考えると鉛筆に
愛着がわきますね。

係決めでまさかの……
私のクラスは一月九日の木曜日に係決
めがありました。係決めの前は、どんな人
も、「
だれが学級委員やるんだろう。」
と
思います。私も、そう思いました。

★低学年★

FM

やっ
と会えた
一月十日（
金）
にやっ
と赤ちゃんが生まれ
ました。
学校が終わっ
て私と弟（
三年生）
で父の車
をまちました。ちょっ
とたって、車がきたの
でのりました。そうすると、父が、
「
赤ちゃん、ちゃんと生まれたと思う？」
と聞きました。私たちは、
「
ちゃんと、生まれた？」

旅の絵本Ⅰ～Ⅷ

MY

新しい棚
日 曜日 、家に、新しい棚がやってきまし
た。なぜそうなったのかというと、この前、
棚の整理をしているとき、
「
バキッ。」
と、物を入れすぎて
こわれてしまっ
たからです。
そこで、土曜日にニトリで新しい棚を買
い、今日届いたということです。
さっ
そく、父と組み立ててみました。木の
いい香りがしました。
その後、古い棚から物を出して、いる物
といらない物に分けました。すると、ずいぶ
ん前に失くした手袋などが出てきました。
その後も、整理していくうちに、こんなと
ころにあっ
たのかというような物がたくさ
んありました。
そして、整理し終わると、いままであっ
た
荷 物 の四 分 の一 ぐ らいまで少 なく なり 、
新しい棚にすっ
きりおさまりました。
はやく友だちをよんでこの棚を見せびら
かしたいです。（
小五・ 君）
HT

YM

MK

平成２６年 ２月 １日
キ ッ ズ み ん な の 日 記
第８０号

