キッズみんなの日記
に 行っ て、 水をの んでし

ま ちが えて ふかい ところ
です。

しかったです。一年間なかよくしたい

と言ってくれました。その時は、うれ

さん）

転入生の緊張した様子を活き活きと描写
できました。Ｙちゃんの一言が転入生にとって、
どれほど優しい一言だっ
たことでしょう。良い友
達が一人増えましたね♪

（小三・

ま って 、そ の時は 、すご

くあせりました。
シャワーもすごくつめたかっ
さん）

が幼少の頃の梅雨と、今年の梅雨はイメージ

んしてみます。

かけてみました。すると、

さん）

毎年、和名ヶ谷のプールを題材
に選んでくれる塾生が多いのですが、プールの
全貌を説明してくれたのは，Ｍちゃんが初めて
です。私も行っ
てみたくなりました♪

素敵です。大人になると味覚が変わり、好き
友だちとあそんだ
嫌いも自然となくなりますよ。頑張れ！
わたしは、Ｔちゃん、
Ｍちゃん、Ｎちゃんとあそびました。
転入生
アスレチックであそびました。
月曜日に転入生が来ました。 転入
アスレチック公園でさいしょにやっ
生は、はじめは、少し小さい声で、あ
たのは、しょうがい物です。 空中ブ
とから少し大きな声になっていました。 ランコというものを全部やってさか上
わたしは、友だちになりたくて声を がりをやるというしょうがいぶつです。
わたしは、そのしょうがいぶつで四
人中二位でした。一位になれなくて、

好き嫌いに悩む小学生はたくさんいるでし
ょうね。Ｎちゃん、挑戦しようという気持ちが

（小三・

はなをつまんで食べられるかちょうせ

「がくがく」「ぶるぶる」など擬態語を効果

WY

わながやスポーツセンター
的に使い、寒さを上手に表現していますね。悲
わたしは、きょう、わながやスポー
鳴をあげたり、焦っ
たり、それでも楽しく過ご
ツセンターに行きました。
すＭちゃんの様子が目に浮かびます♪
まず、入場けんを買って、中に入り
学校のきゅう食
ました。中は、すごくきれいでした。
わたしは、 今日はいやな日でした。 つぎに、女子ロッカーに行きました。
なぜかというと、学校のきゅう食で、 さっそく水ぎにきがえて、プールに入
小魚が出たからです。わたしは、小魚 りました。
プールは、三しゅるいありました。
がにがてで、見るだけで
あさいプール、ながれるプール、およ
食べたくなくなります。
ぐせんようのプール。その中で一番す
ほかにもきらいな食べ物がいっぱい
きなプールは流れるプールで
あります。早くすききらいをなくした
す。楽しかったです。
いです。そのためにも、 がんばって、 また、行きたいです。
（小三・ さん）

（小三・

が違います。最近の雨は、亜熱帯のスコール

夏休みも間近になりました。旅行や帰省な

はいけませんね。

かのようです。環境問題を真剣に考えなくて

くない変化が起きていることを暗示している

へ行ってしまったのでしょう。地球に何かよ

一日中、しとしと降る風情のある梅雨はどこ

にも似た雨や雷で各地に被害が出ています。

たです。でも、すごく楽しかったです。

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です。私

７月号

「友だちになっていいよ。
」

く や し か った で す。 一 位は Ｔ ち ゃ ん で
した。つぎに遊ぶときは、Ｔちゃんに
かちたいです。
（小三・ さん）

アスレチックを使い、自分たちでルールを
作 ってレースをした様子が活き活きと表 現さ
れています。最後の一文から、真剣勝負だっ
た
ことが、伝わっ
てきます。次回は「
一位」
ね！

★★ 自分の思いを伝える★★

父の日
もうすぐ父の日。今日は、お父さん
のためにプレゼントを買いに行った。
お母さんは、
「名前が入ったボールペンをプレゼン
トしたら。
」
と言った。私は、ボールペンを買った。
そして、箱につめてもらった。
父の日にそれとクッキーをあげた。
お父さんが、
「ありがとう。
」
と言ってくれた。
とても、うれしかった。また、今度お
父さんがよろこぶものをあげよう。
（小四・ さん）

「～だ。～である。」調で文末をまとめ、す
っ
きりとした文章に仕上げましたね。父の日の
プレゼント選び、難しいです よね。お父さん、
うれしくて感動したでしょうね。

かわいい洋服
私は、イオンでかわいい
洋服とフードつきのリュック
を買ってもらいました。
すごくかわいいので、頭の中で買っ
てもらおうかなーというイメージはつ
いていたのですが、 最初は、お姉ち
ゃんばかりで、私のほしい洋服は全然
相手にされませんでした。

梨香台ゼミナール

IK

TM

ど楽しい予定がたくさんあることでしょう。
夏休みは、思う存分遊び、精一杯学習にも取
り組んでこそ、キッズ生です。素敵な夏休み
になるよう、講師一同、全力でお手伝いさせ
ていただきます。また、夏休みの素敵な思い
出作りに、梨ゼミ恒例「夏期高原教室」に是
非、参加してみませんか。頑張ることの大切
さを学べ、仲間や先生との絆が深まります。
対象学年は小学三年生からとなります。定員
には、まだ若干の余裕がございます。参加ご
希望の方は、ホームペ
ージからお早目にお申込みください。皆様
のご参加、お待ちしております！

優秀作品紹介
★ 日常の一コマを生き生きと★
学校のプール
プ

学校のプールは、三年生になってさ
いしょのプールでした。きょうの

ールの水は、すごーくつめたくて、が

くがくぶるぶるでした。
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FM

さん）

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

ST

君）

公園での妹の様子
日曜日に公園に行く途中、車の中で
は妹がはしゃいでいました。なぜかと

過 去 の出 来 事から現 在の気 持ちへと書 き
広げたことで時間の奥行を感じさせる文章で
すね。Ｔ君の「頑張ろう」という決意の理由を
見事に説明しています。

（小五・

次 は 、 私の 番 で す 。 黄 色 の 服 と ジ
ぼくは、四月十四日にあった五年生
ーンズきじのスカートを買ってもらい になって初めての委員会について思い
ました。とっても、とってもかわいい 出しました。
ので、大事に着ています。
ぼくは、保健委員会の副委員長にな
（小四・ ） ってやると思っていました。そして、
先生が、
新しい洋服は女の子にとって、何よりうれ
「では、副委員長になりたい人。」
しいですよね♪買い物前から、あれこれ想像
を膨らませ、はやる気持ちを上手に表現して と、言いました。ぼくは、手を挙げま
います。「大事に着ている」という言葉で締めく
した。そして、周りを見ると六年生が
くり、嬉しさの表現もお見事です。
二人いました。ぼくは、やばいと思い
ました。ですが、ぼくは、あきらめず
ピアノの発表会
に立候補しました。
今日、午前九時三十分からピアノの
ぼくは、去年、代表委員会というク
発表会がありました。
私は、十二番目で、
「メヌエット長調」 ラスから二名しか選ばれない超スペシ
ャルな委員会にいました。だから、ぼ
と「北極けんの旅」という曲をひきま
くはそれを利用して多数決にいどみま
した。
した。すると、先生が、
始まって、一番、二番、三番と過ぎ
「では、後ろを向いてください。」
ていきました。
と言いました。心ぞうがバクバクしま
「十二番、 さん。
」
した。先生が、また、
私の番です。ドキドキしながら
「では、前を向いてください。
」
おじぎをして準備をして、
と言いました。ぼくは、心ぞうが今に
「それでは、えんそうをおねがいしま
も口から出そうないくらいきんちょう
す。
」
していました。そして、先生が、
「メヌエット」
、
「北きょくけんの旅」
「副委員長は、五年二組の 君に決ま
とひいて終わりました。
りました。
」
帰る時、 お母さんやお父さんに、
と言いました。ぼくは、夢かなと思い
「上手だったよ。
」
ました。だから、ぼくは、保健委員会
と言ってほめてもらえてうれしかった
の副委員長として、これからもがんば
です。
っていきたいです。
（小四・

MR

発表会の曲は上手に演奏できましたか。
「緊張 」 →
「嬉しさ」と気持ちの変化 を上手に
表現しましたね。演奏前のＲちゃんの胸の鼓動
が今にも聞こえてきそうです！

MR

保健委員会

ST

さん）

いうと、妹はその公園が好きだからで
す。
公園につくと、妹は、はしゃいで真
っ先にブランコの方に行きました。妹
は、公園の中でもブランコが好きだそ
うです。
妹の様子を見ていると何だか元気が
わいてきました。
（小五・

妹のかわいらしい様子を活き活きと描写
することで、妹へのＭちゃんの愛情が伝わっ
てき
ます 。素直 にはしゃぐ 妹 にＭちゃんは元 気 を
もらっ
ているのですね♪

さん）

ユアーをやめる
私は、十年ぐらいスイミング教室
のユアーというところに通っていまし
た。
けれど、五年の勉強が大変なのと他
の習い事をがんばりたかったし、スイ
ミングはもう楽しくなく
なってきたので、今日やめ
ることにしました。
十年ぐらい続けてきたので、ユアー
に行かなくなると思うと不思議な感じ
がしました。
（小五・

Ｒちゃん、一つのことを十年続けるのは立
派なことですね。生活の一部になっていたもの
が無くなると、寂しいものですよね。そんな気
持ちを見事に表現しています。

えーーー
「いたたたた。
」
という声が教室に広がって
います。そう、今日は、うでずもう大
会です。みんなの表情は、険しく、目
が一点に集まりました。

「がんばれー、がんばれー。
」
と大きな声がひびきました。今は、決
勝戦です。スポーツ系の女の子と力持
ちの男の子が対戦しています。
私は、おそらく男の子が勝つと思っ
ていました。ところが、女の子が勝ち
ました。私からすると「えーーー。
」と
言いたくなるような大会でした。
（小六・ さん）

題名や書き出しが印象的な文章ですね。
Ｍちゃんの教室中が腕相撲大会で盛り上がり
熱気に包まれている様子を活き活きと描写し
ています。意外な結果にもビックリです！

さん）

学校でプール
いよいよはじまってしまいました。
あのじごくの水泳が 私は、この日が
来るのにおびえていました。寒いし、
泳げないし、一番嫌なのは虫がうかん
でいることです。
そして、ついにプールサイドに入り
ます。プールの中を見てみると今まで
見たプールの中ではきれいな方でした。
私は、ほっとしました。
だけど実際に入ってみると、
（こんなところ、人間の入る場所なの
か…）と思いました。もう、どうにか
してほしいです。

（小六・

あはは。Ｍちゃんがどれほど学校のプールが
嫌なのか、とてもよく伝わってきますね。虫も
冷たい水も確かに嫌だったけど、みんなでキャ
ーキャー言いながら入るプールの時間、今では
懐かしく思い出しますよ。

「キッズみんなの日記」に関するご意見・ご

感想は、 info@rikohdai.com
編集担当▼市澤
まで、どしどしお寄せください。皆様のご意

見を参考に、より良い紙面作りに努めて参り

ます。
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