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優秀作品紹介

おこめあらい
けれど、いちごがすごく甘くて
わたしはおこめあらいを 大きかっ
たです。私は二十コ
しました。そのあら った 以上食べました。とてもおい
おこめはよごれがあっ
て
しかっ
たです。
桜のつぼみもかなり膨らみ、いよいよ春本
きたなかっ
たけど、あらっ
たらピカピカにな
（
新小四・
ＹＹさん）
番となって参りました。入学や進級を控え、
「
けれど」
という接続語を使うことで、
りました。はやくわたしがあらっ
たおこめ
たくさんの期待に胸を膨らませていることと
いちごの甘さを引き立たせています！このよう
がたべたいです。ママが、
思います。ご入学、ご進級、おめでとうござ
に接続語を上手に使うと上手くまとめられま
「
ありがとう、たすかっ
たよ。」
います。
すよ！皆様も是非おためしあれ！
といっ
てくれてうれしかっ
たです。またやり
四月から小学校の学習が新たにスタートし
たいです。
ますが、梨ゼミの塾生達は三月から新学年の
（
新小二・
ＫＫさん）
東日本大震災から四年
学習を開始していますので、安心して学校の
日常の一コマを上手に切り取っ
ていますね。 今日で東日本大震災から四年がたちま
授業に臨めることと思います。日々の積み重
洗っ
たお米を「
ピカピカ」
と表現しているところ
した。二 ０一 一年の三月 十一 日 、ぼくは
ねをしっかりと活かし、充実した小学校生活
も見習いたいテクニックの一つです。これからも
ようちえんの年中でした。その時はいのこ
が送れることを願っています。
お手伝いを続けてくださいね！
りして、カルピスを飲んでいました。と、そ
さて、四月末からは大人も子供もウキウキ
の時、
してしまう大型連休、ゴールデンウイークが
★★ 自分の思いを伝える★★
「
ガタガタ、ガタガタ」
やってきますね！きっと作文の題材にも事欠
学しゅうはっ
ぴょう会
と、じしんの音が聞こえました。とてもこ
かないことでしょう。色々な体験や友達と遊
きょうは、学しゅうはっ
ぴょう会をしまし わかっ
たです。後からどんどん強くなっ
て、
んだことなどを楽しみながら書いてもらいた
た。
ついにすごく強いじしんがきて、にわにひな
いと思っています。その際の注意ポイントは
「いつもよりも詳しく書く」です。これを頭
さいしょはさかなのげきをしました。つぎ んしました。
に置いて、日記を書くようにしてみましょう。 にとびばこをしました。とびばこではぼく
福島や岩手、みやぎの人はもっとこわかっ
がせんとうだったので、す ごくきんちょう たのでしょう。
しました。とびばこをとんだらいきおいが
（
新小四・
ＳＯくん）
震災に遭われた方への思いが、Ｓ君の日
あまって、ちゃくりくがしっぱいしたので、
記から伝わっ
て来ます。優しいＳ君の思いが被
とてもくやしかっ
たです。
★ 日常の一コマを生き生きと★
災地の方にも届いて欲しいですね。
でも、お父さんとお母さんがきたので、
ドッチボール
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
三月三日にドッチボールを
（
新小三・
ＹＳくん）
学習発表会
やりました。さいごにわたしの
学習発表会の内容を順序立てて説明
ぼくは三月四日水よう日に学習発表会
チームがかちました。
できています。跳び箱のエピソード、そしてその
を
し
ま
し
た
。
たのしかっ
たです。
時の気持ちも具体的で良いですね！
ぼくは司会者で文を
（
新小二・
ＴＫさん）
たくさん読みました。
ドッチボールは小学生のスポーツの代
ぼくたちは〈昔の仕事
表格ですね。自分のチームが勝っ
たとき、きっ
と
道 具 〉を テーマに調 べ
嬉しかっ
たことでしょう。楽しいという気持ち
ました。きんちょうし
で締めくっ
ているのが良いですね！
ました。
終わったときに先生にほめられたので良

４月号

いちごがり
今日、いちごがりに友達の家族と行きま
した。
今日は雨だっ
たので、いつも温かいビニール
ハウスは今年、ものすごくさむかっ
たです。

かっ
たです。これからもいろいろなことを調
べてみたいです。
（
新小四・
ＳＫくん）

Ｓ君は司会者だっ
たんですね。それは緊

張したことでしょう。しかし、その後先生に褒

められてホッとしたかな。これからも頑張っ
て

勉強して下さいね。

梨香台ゼミナール

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

初めてのスノボー
二月二十八日と三月一日に新潟県のじ
ょうえつ国さいスキー場に家族四人で行き
ました。ぼくはスノボーで
お母さんとお父さんとお
姉ちゃんはスキーでした。
まずぼくはスノボーが
初めてだっ
たので、スクール
に行っ
て止まり方とすべり方をおそわりま
した。練習をしているとだんだんうまくな
っ
ていっ
たので楽しかっ
たです。
その夜にはナイターをしました。ナイタ
ーは昼間とちがっ
て、雪のじょうたいが固か
っ
たです。少しくらくてこわかっ
たけど、他
にあまり人がいなく、かしきりじょうたい
だっ
たので、気持ちよくすべれました。
また行きたいです。
（
新小五・
ＳＡくん）

「いつ・どこで・だれと・なにを、どのよう

君の様子が目に浮かぶ

に」といった、日記の重要な部分が全て入ってい

ますね！読んでいて

素晴らしい日記です。

新五年生
今日から私はじゅくで新五年生になり
ました。
クラスがかわっ
て、教室のとびらを開けて
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卒業式
きのう、六年生の卒業式がありました。
私は六年生にお祝いの言葉をつたえ、歌
を歌っ
ていたとき、なみだが出てきてしまい
ました。
バスケの六年生も全員参加が出来てよか
っ
たのですが、バスケの六年生がはかまを着

いいのかがわかり ませんでした。でも、勇 くさくしてて、塩とのあいしょうがばつぐ ていたので、びっ
くりしました。
気を出して開けました。すると中に知っ
て んだからです。
六年生卒業おめでとう！中学に行っ
ても
いる同級生いたので安心しました。
みなさんにもたくさん好きな
頑張っ
てね！
先生が入っ
てきました。
食べ物があると思います。だから、
次は二十一日に
算数のお約束や正しい
自分の好きな食べ物をしょうかいしてみて 卒団式（
バスケ）
が
勉強の仕方、きょうざい
ください。
あるので、しっ
かり
の内容などを教えてもらい、
（
新小五・
ＮＫさん） 見送れるようにし
グルメレポーター顔 負けの食レポです
国語の先生には名前やしゅみ、勉強のルー
たいです。二十二日は引退試合があるので、
ね！なぜ好きなのかという理由をしっ
かりと書
ルを教えてもらいました。
頑張りたいです。
くことができています。呼び掛けでの締めくく
これから先、わすれものをしないこと、時
（
新小六・
ＮＩさん）
りも素敵ですね。
先輩を思う気持ちが伝わっ
てくる優し
間を守ることやしっ
かりと話を聞くこと、
い文章です。きっ
とＮちゃんのエールも先輩に届
ボードにかいてあることをノートにすばや
いているはずです。そして、Ｎちゃんなら卒団
く書くこと、この四つに気をつけて勉強に
友だちのたんじょうび
式でも先輩をしっ
かり送れたことでしょうね。
取り組もうと思います。
きのう、三月十日はともだちのたんじょ
（
新小五・
ＳＹさん） うびでした。私の家ぞくとそのともだちの
授業初日はＳちゃんの緊張が私にも伝
家ぞくはだれかがたんじょうびになると必
鉄道博物館
わって来 ましたよ。でも 、そろそろ慣 れたか ず 「
たんじょう日おめでとう」の動画をお
今日、いとこと一緒に埼玉県の鉄道博物
な？これから頑張ろうと思っていることで締め くりあっ
ています。
館に行きました。あまり鉄道に興味が無
くくっ
ている、強い意志を感じる日記ですね。
でも、私はきのうすごく
かっ
たのですが、鉄道博物館に行っ
て、色々
ねむかっ
たので、動画に出
なおどろきをしました。
てなくて、お父さんと妹の
まず はじめにおどろいたのは、汽 車の汽
Ｙが出ました。なので、今日
笛の音です。ポーという音が耳がいたくな
またあらたにとりなおしをします。
るほど大きくてびっ
くりしました。・
また、
だれかがたんじょう日の日はとてもたの 汽笛には長い短い中ぐらいの音があっ
て、そ
しみです。
の三 種 類 を 並 べてなら す ことによ って、
（
新小五・
ＡＩさん） 色々な意味を知らせることがわかりまし
自分の誕生日もそうですが、大切な友
た。
達の誕生日も自分のことのように嬉しくなり
次におどろい
ますよね。楽しそうに笑っているＡちゃんの顔
たのは、東京
が目に浮かぶ、心温まる文章です。
駅でやっ
てい
たプロジェク
ションマッピン
グを再現し
たものです。
これは鉄道博
物館の一つの部屋で、 東京駅の模型
に映画と同じように後ろからライトを当
てて作られたものです。東京 駅の模型 に

好きな食べ物
私は好きな食べ物がたくさんあります。
その中から好きな食べ物ランキングを作っ
てみました。
まず、五位は…すしです。理由はもとも
とおさしみとごはんが大 好きだったので、
おさしみとごはんを合わせたおすしがとて
もおいしいからです。
次に第四位は…ステーキです。理由は肉
じるがたっぷりあって、とってもやわらかい
お肉でおいしいからです。
つづいて第三位…す じこおにぎりです 。
理由はイクラとにていて、とてもぷつぷつし
ていて、とてもおいしいからです。
つぎに第二位…ラーメンです。理由はね
ぎとチャーシューのあいしょうがばつぐんだ
からです。
さいごに第一位…ポテトです。理由はさ

映っ
たものはとてもきれで感動しました。
このこと以外にも電車の中で昼食を食べ
たり 、線 路が目の前の所 で北 陸新幹 線の
写真をとっ
たり、とても楽しかっ
たです。今
度は特ちょうのある電車、新幹線に乗っ
て
みたいです。

（
新小六・
ＳＩくん）

鉄道博物館に行く前の気持ちや展示

物を見たり、イベントを体験したときの気持ち

を丁寧に書いていて、気持ちの変化がとても良

梨香台ゼミナール

く分かります。お見事です！

防災の日
今日は三・一一東日本大震災の日、つま
り防災の日でした。そして、給食のかわり
に、非常食のクラッカーと水だけが出まし
た。それでも少なかっ
たのに、震災がおこっ
た場合はもっと少ないかもしれません。だ
からぼくはこれから、いつもの給食が食べ
られるのはしあわせなんだと、
かんしゃをこめて給食を残さ
ず食べようと、改めて思いました。
（
新小六・
ＧＭくん）

当たり前と思っ
ていることも、実は幸せ

なこと、これを考えられるＧ君は立派です。誰

君が皆に

しもが当たり前の幸せを忘れがちです。しか

し、忘れてはいけないということを

訴えている、そんな日記ですね。

または、編集担当▼藤
info@rikohdai.com

まで、どしどしお寄せ
n-fujita@rikohdai.com

りに努めて参ります。

ください。皆様のご意見を参考に、より良い紙面作

田

想は、

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感
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