私は、火曜日に、二年生で学習したこ

学習発表会

した。たくさん、たべまし

とを、お父さんとお母さんに見てもらい

かにのおさしみをたべま

た。かにのおりがみを、六
ました。

ちがえないようにが

さい後に、「
風のむこうへ」
をおどりまし

す。

学習発表会でＹちゃんが一生懸命取り組
んだことを上手に紹介できましたね。お父さ
んやお母さんに見てもらえた満足感がとても
よく伝わっ
てきます。頑張りましたね！

弓矢を作っ
た
今日、弓矢を作りました。

まず、弓を作りました。竹をたてに

切ります。そして、はしとはしにわゴム

をつければかんせいです。

矢は、細い竹で作ります。弓よりちょっ

（
新小四・ 君）

（
新小四・ さん）

てから、算数とか国
たくさん見てもらえたので、よかっ
たで 四月に四年生になっ
ともっ
と塾
（
新小三・ さん） 語もわかると思うので、 もっ
の勉強をがんばっ
てみたいと思います。

していて、とっ
てもむずかしかっ
たけど、

先に四年生の勉強を

楽しかっ
たです。

えてくれて、とっ
ても

に、すごくやさしく教

くきんちょうしたけど、先生たちが、私

私は、初めて塾に行っ
たとき、ものすご

初めての塾

十 メートルも飛ぶのです ね！Ｋ君 、器 用
ですね。作り方の手順を順序よく、とてもわ
かりやすく説明できました。弓矢の性能と出
来映えの感想で最後の一文をまとめたところ
も上手いですね。

れたと思います。

十メートルくらいとぶので、上手に作

にきりこみをつければ完成です。

さいしょは、生活グループがやりました。 と短く竹を切ります。そして、細いほう

こもらいました。
たのしかっ
たです。でも、かにをほりだ

次に、わたしがやる音楽グループです。

ました。三番まであるので大変でした。
次に、「
ぷっ
かりくじら」
の合そうをや
り ました。わたしは、
リズムをうつカスタネ

今日、家族とお母さんの友だちのちい

んばりました。「
こぐ

ットをやっ
たので、ま

ちゃん家族でいちごがりに行きました。

まの二月」
を歌いまし

た。 高い声で歌うところもあっ
たので、

ハウスに入っ
たら、あつくなりました。

た。サビのところをおどるのがおもしろか

むずかしかっ
たです。

今のじき、すごく甘くて大きくて、私は

っ
たです。

（
新小三・ さん）

ちごを小さい口で食べていました。

ちいちゃんの家のこはちゃんが、小さいい

番にハウスから出ました。

ごいりょうをたべるけれど、きょうは一

十こ食べました。お兄ちゃんは、いつもす

二時間のうちに三回ねました。

間かかりました。

いちごがりのところにつくまでに、二時

いちごがり

★★ 自分の思いを伝える★★

Ｙ君は、「ほりだす」と表現することで、カ
ニの身を取り出す難しさを上手に伝えていま
す。食べるのに忙しくて、会話も少なくなりが
ちなカニですが、味は最高ですよね♪

（
新小二・ 君） はじめに、「
手のひらを太ように」
を歌い

すのは、むずかしかっ
たです。

キッズみんなの日記
例年より早く桜も開花し、春爛漫となりま
した。入学や進級を控え、たくさんの期待に
胸膨らませていることと思います。ご入学、
ご進級、おめでとうございます。
学校でも、いよいよ、新たな学年での学習
がスタートします。三月より新しい学年での
学習を進めている梨ゼミ生のみなさんが、た
くさんの「できた！」
「知っている！」を積み
重ね、自信に満ちた学校生活を送れることを
願っています。新しい友達、先生、勉強、日
記の題材選びには事欠かないこの季節。是非、
楽しみながら日記を書いてくださいね。
ゴールデンウィークも間近に迫っています
が、みなさんはどのような予定がありますか。
楽しかったこと、思わぬハプニング、期待は
ずれでがっかりしたこと、みなさんの印象に
残ったことは、どんなことでも、日記に書い
てくださいね。添削する講師陣も、楽しかっ
た思い出のお裾分けを楽しみに待っています。
文章上達のカギは、上手な文章を真似する
ことです。優秀作品には、小学生ならではの
素素晴らしい発想や表現が詰まっています。
是非、参考にしながら書いてみましょう。

優秀作品紹介
★ 日常の一コマを生き生きと★
かにどうらく
おばあちゃんと、ぼくのかぞくで、かに
をたべにいきました。

Ｍちゃん、ようこそ梨ゼミへ。新しい環境へ
飛び込む時は、誰でも緊張しますよね。「
緊張」
「安心」 →
「決意」と気持ちの変化を上手に
→
表 現できました。これからも、今の気持ちを
忘れずに一緒にがんばりましょう。

梨香台ゼミナール

４月号
Ｙちゃん、いちご狩り 、いいですね♪お兄
ちゃんの様子や一緒に行っ
た子の様子も、よく
観察し上手に描写しています。周りの人の様
子を書くことで、文章が活き活きしますね。
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★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★
かぎがない
ぼくは、友達と遊ぶ約束をしました。

帰りの会を終えて、ほかのクラスの友達

を待っ
ていました。すると、同じクラスの

友達が来て、ぼくに言いました。

「
やべ、かぎがない。」
ぼくは、おどろきました。とつぜん言わ
れたのであせりましたが、友達に、

一球目を投げる前にピッチャーがけん

た。

らないかんとくは、盗るいのサインを出し

で人に指が当たり、いためてしまっ
たか

なぜかというと、バスケットボールで転ん

ぼくは今、病院にいます。なぜでしょう。

「
はーい。」

た。

あると聞いて楽しみにしながら行きまし

がりは行きたくなかっ
たけど、トマトも

私は、もともと、いちごが苦手でいちご

せいをしてきた。セーフだっ
た。そして、
らです。

いちごのビニールハウスに入っ
たら、まず、

ピッチャーが一球目を投げた。ぼくは、い

ぼくは、思わずお医者さんにいわれたこ

「
ノビタミタイ？」

「
えー、のびたみたいですね。」

いきなりお医者さんに、

たので、おそるおそる

と言っ
ているように感じ

「
食べて。食べて。」

べたくなかっ
たけど、花やいちごが、

さっ
そく、かり始めました。 いちごは食

カップにミルクが入っ
たものをもらっ
て、

とをリピートしてしまいました。だっ
て、

一つ食べてみました。す

そして、 レントゲンをとり終わると、

まあ、運動神経はそこそこで、勉強もそ

ると、とてもあまいかおりが口いっ
ぱいに

っ
しょうけんめい走っ
た。セーフだっ
た

こそこですが、のび太ほど悪くはないか

広がっ
て、とてもおいしかっ
たです。それ

すごくほっ
とした。その後、三球目まで

「
カキーン。」

らです。

からは、夢中になっ
て三十個近く食べて

は、いっ
きにホームまで走っ
た。

終わっ
て、次の四球目を投げた。

バッターがレフト前ヒットを打っ
た。ぼく

「
いやいや、そうじゃなくて、じんたいが

しまいました。
「
あー、そっ
ちの「
伸びた」
か。」

他にもトマト畑があっ
て、そこでは、か

家に帰るまで三時間くらいかかっ
たの

で、車で一パック分食べてしまいました。

とてもおいしかっ
たので、また、行きたい

です。

（
新六年・ さん）

いちごが苦手なＭちゃんが夢中になるほど
美味しいいちご、食べてみたいですね。擬人法
を使い、誘われるようにいちごを食べるシーン
が印象的です。五感を働かせ、いちごの香りや
味を見事に表現しています。お見事！

梨香台ゼミナール

「
家にわすれた。」

伸びたみたいですね。」

つまり、ゲームセット。勝っ
た。この試合

しました。

ーワールドに行っ
た帰りにいちごがりを

がりに行きました。土曜日にかも川シ

三月十六日の日曜日にかも川にいちご

いちごがり

「のびたみたいですね」という題名から、読
み手もドラえもんの「のび太」を想像する人が
多いでしょうね。Ｔ君の「
勘違い」
をとてもユーモ
アたっ
ぷりに紹介しています。日記を読みなが
ら大笑いしました。楽しい日記を有り難う。

（
新小六・ 君） した。

れなかっ
たけど、二パック買っ
てもらいま

しかっ
た。

しょう。」

「
○○さん、じゃあ、レントゲンとりま

のびたみたいですね

映画のワンシーンのような感動的な試合の
様子を短い文をテンポ良くつなぐことで、上手
に表現しましたね。ここ一番という時に、盗塁
を指示されたＴ君の緊張がこちらにまで伝わ
っ
てきます。真似したいテクニック満載の素晴ら
しい日記でした。

（
新小五・ 君）

日本語っ
てややこしいですね。
HT

で銀メダル以上が確定した。すごくうれ

と言われて少しほっとしました。しかし、 「
ザー。」
かぎがないと遊べないじゃん！と思い、
スライディングをした。
「
家においでよ。」
「
セーフ。」
と言っ
て、友達と遊ぶことができました。 しんぱんが言っ
た。続けて、
（
新小五・ 君） 「
集合！」
Ｋ君は友達思いですね。友達の家のかぎが
無いことを自分のことのように驚き、焦り、安
心する気持ちの変化を上手に表現しています。
日常のちょっとしたアクシデントを会話文をつ
なぎ活き活きとした日記に仕上げましたね。

サヨナラランナー
三月十五日土曜日、大橋小のとなりの
グラウンドにぼくはいた。そのグラウンド
で野球の試合をしていた。
そのときは最終回、チームは同点でむ
かえたノーアウトランナー一るい。 その
一るいには、ぼくがいた。ぼくは、すごく

きんちょうしていた。けれど、それを知
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