オープンスクールとは何かということを

３月号

文章の基本である「起承転結」の流れが

ートを作っ
て、みんなを喜ばせたいです。
（
小四 ＭＨさん）

二月といえば節分ですね！恵方巻きを

召し上がっ
たご家庭も多かっ
たのではないでしょう

クラス会議のむずかしさ
私は今日学校でクラス会議をしました。
今日のクラス会議の議題は「給食のおかわ
りや片付けについて」です。先週もやっ
たの
ですが、あまり決まりませんでした。私は
前回決まらなかっ
た分、がんばろうと思い
ました。でも、クラス会議が始まり、司会

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

も使いやすいので、皆さんも使っ
てみて下さいね！

いう表現がいいですね！こういっ
た表現技法はとて

出来ています！特に「もちもち」や「さくさく」と

パンの種 類 と様 子 を細かく 書 くことが

買い物に行っ
た
今日、お父さんとお母さんと一緒に私は
新しくできたスーパーに行きました。
スーパーの中にあるパン屋さんの所に行き
ました。パン屋さんにはピザや手作りのカ
レーパンなどがありました。私達はメロンパ
ンと食パンとカレーパン、ピザなど色々なパ
ンを買いました。
家に帰っ
て家族で食べました。パンはもち
もちで、トースターで
焼いて食べるやつは
さくさくでとても
おいしかっ
たです。
またパン屋さんに
行っ
て、もっ
ちもちのパンを食べたいです。
（
小四 ＹＹさん）

と書くことが出来ています！お見事です！

がっ
ていますね！自分の気持ちについてもしっ
かり

できていますので、とても読みやすい文章に仕上

か。そんな季節の風物詩を上手にまとめてくれて
いますね！

★★ 自分の思いを伝える★★

とが出来ています！お見事！
スイミングに合かくした
土曜日にスイミングに行きました。スイ
電車のたび
ミングのテストがあっ
て、級があがるかドキ
日曜の朝早くおきて、お台場に行きま ドキしました。
した。いつもは、車 で行 けるけど、電 車 で
次の土曜日のときにきたら合かくだった
行くことにしました。家からえきまでバス ので、びっくりしました。友だちも合かく
で行 って、ＪＲにのって、ゆりかもめにのり だっ
たので、うれしかっ
たです。
ました。ぼくは電車がすきなので、うんて
次にやるやつはヘルパーなしで
んせきのそばにすわりました。まわりをき いきつぎクロールです。次の時も
ょろきょろしていたら、あっ
というまに国さ がんばりたいです。
いてんじじょうに
（
小三 ＲＯさん）
緊 張 ・驚 き・喜 びと感 情 の変 化 を活 き
つきました。ここで
活きと表現してくれていますね！感情の変化を
フラワードリーム
明確にすると読み手にもその時のことがよく伝わ
のイベントがあっ
て、
きれいな花をみてきました。そのあとフジ りますので、皆さんも参考にしてくださいね。
テレビに行っ
て、おかいものをしました。楽
しかっ
たです。
バレンタインデー
（
小二 ＳＮ君）
今日はバレンタインデーなので、学校の友
家族でのお出かけの様子を活き活きと
だち九人にバレンタインデーチョコレートと
表現することが出来ていますね。運転席のそばに
マドレーヌをあげました。家族のみんなで
座っ
た理由や「
きょろきょろ」
という表現も非常に
協力して作 ったので、きっとおいしいと思い
いいですね！
ます。
私は友チョコを五こ
せつぶん
もらいました。どの
今日はせつぶんなので、えほうまきを食べ チョコレートもとても
て、まめまきをしました。南南東をむいて おいしかっ
たです。
食べました。食べたあと、
今年はプリントチョコがはやっています。
パパがおにになり、
プリントチョコとは、とかしたチョコレート
まめまきをしました。
にプリントしたいがらのシートをつけると
楽しかっ
たです。
もようがつくというものです。
来年もみんなで協力しておいしいチョコレ

（
小二 ＹＩさん）

一番印象に残っ
たのかということもしっ
かり書くこ

詳しく説明できていますね！また、その中で何が

キッズみんなの日記
今月より梨香台ゼミナールでは一足先に新
学期がスタートいたします。今期はどんなド
ラマが待っているのか、我々講師達もワクワ
新たに三月より入会された皆さん、ようこ

クしております。
そ梨香台ゼミナールへ。講師・スタッフ一同、
みなさんの学習を全力でサポートしていきま
さて、今月号のみんなの日記ですが、季節

すので、一緒にがんばりましょう！
の風物詩である節分やバレンタインデーにつ
いての作品よりも小学校での出来事について
の日記がとても多かったのが印象的です。ど
の作品も日常の一コマを上手に切り取り、そ
の時その時の気持ちをしっかりと表現してい
ます。また、
「なぜ」にあたる部分を上手に表
現しているものもありますので、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★

オープンスクール
今日、オープンスクールでした。オープン
スクールは一日中、ほご者などだれでも自
由にじゅぎょうをみることができます。
一番楽しかったのは、二 時間目 に「動物
あいごセンター」
の人が来て、犬の勉強をし
たことです 。とく に大 切 なことは、「犬 を
すててはいけない」
です。なぜすててはいけ
ないかというと、動物にも人間と同じいの
ちがあるからです。
もう少し大きくなっ
たら、わたしも犬を
かっ
てみたいです。
（
小二 ＫＴさん）

梨香台ゼミナール

１日
３月
平成２８年
キ ッ ズ み ん な の 日 記
第１０４号

学級閉鎖についての考察が特徴的な
をやりたかったのですが、じゃんけんに負 ました。そして、もぞう紙にまとめ、原こ
け、黒板係になっ
てしまいました。でも、黒 うを書くと、発表時間よりもとても長い 文章ですね！このように、何かの出来事についての
説 明 を細 かく 書き、また、そこでの心 情 を表 現
板係だっ
て司会班の一員と思っ
てがんばり ことに気づきました。そこからものすごく
することで文章は豊かになりますので、参考にし
ました。
文章をけずりにけずりました。
てみて下さい。
さっ
そくおしゃべりが
そして、いざ本番です。私はなるべく大
出てきて、司会が注意
きな声 で発 表 しました。時間 もオーバー
すると、聞こえなかっ
た
してしまいましたが、とても良い発表がで
カウントダウン開始
みたいで大変でした。
きたと思います。次やるときは時間をオー
今日から小学校卒業までカウントダウ
少し時間たっ
てもおしゃべりが止まらず、 バーせずにしっ
かり発表したいです。
ンが始 まり、残 りの学校生活の時間があ
ずっ
と決められませんでした。
（
小五 ＲＭさん） とわずかなことを改めて実感しました。残
授業参観当日の様子だけではなく、授
今回の事ですごく思っ
たのは、いつもクラ
りの時間を大切にし、
業参観の準備中に感じたことを詳しく書いていま 友達と仲良く
ス会議で考える側だけど、進める側は考え
すね！「
インターネットが宝箱」
という比喩表現も
るよりとても難しいということです。今度
遊びたいです。
からは大変そうだったら少しでも支えて いいですね！
そして、学校生活
あげられるといいなと思いました。
に悔いのないように
（
小五 ＳＮさん）
学級閉鎖
過ごしたいと思いました。
クラス会議 の内 容だけではなく、そ
今日、学校で学級閉鎖になりました。
（
小六 ＭＴさん）
の時に感じたことをしっかりと表現することがで
残 り わず かな小 学 校 生 活 をこれか
私は元気だっ
たのですが、お休みした人
きていますね！これから頑張りたいことでまとめ が昨 日 と比 べて五 倍 ぐ らいになり 、十 人
らどう過ごすかということを再確認しているスト
ているところも非常にいいですよ！
レートな文章ですね！文章は短いですが、自分の
以上もの人が熱などで休みました。みんな
気持ちをしっ
かりとまとめていますよ！
も のす ごく 興 奮 していて、「学 級 閉 鎖 か
な？」
などと言い合っ
て
いたら、案の定なっ
て
骨折
しまいました。
ぼくはこの前骨折をしました。なぜかと
学級閉鎖の
いうと、サッカー部の朝練でキーパーとぶつ
メリットは、これ以上の
かってたおれたからです。ぼくはそのあと
人がかぜをひかないことももちろんありま 保 健 室 に行きました。先生 に「骨 折 です
すが、なんといっ
ても学校に行かなくていい か？」と聞くと、「多分ちがうね。」と言わ
のと、朝、遅くまで寝ていていいことです。 れました。なので、
それでもデメリットはあります。課題がい その日は病院に
っ
ぱい出ることと、次の日などの業間休みが 行きませんでした。
なくなることです。それはとっ
ても悲しいで
次の日、病院に
す。
行きました。
土日をはさむので金曜しか休めません レントゲン写 真を十 枚も撮り ました。お
が、楽しみです。でも、課題がいっぱいなの 医者さんに「ここにすわってください。」と
で、悲しいです。
言われたのですわっていると、お医者さん
（
小六 ＨＳさん） が白い布をもってきてぼくの手に合わせて
結びました。そしてお医者さんに「骨折で

授業参観
二月十六日に高学年の授業参観があり
ました。今回の授業参観では「
日本のすが
た」
というのをやりました。「
日本のすがた」
では千葉以外の都道府県をしょうかいし
ます。私は福島県をしょうかいすることに
なりました。そこで、私は福島県のおみや
げを調べました。すると
「
赤べこ」
が出てきました。
そのサイトを見ると、
いろんなことが出てきました。
赤べこのモデル、赤べこの種類、
外国人からの評価などが
出 てきました。赤 べこのことをまったく知
らなかっ
たので、インターネットが宝物箱に
見えました。
調べたことを紙にまとめて、学校に行き

すね。」
と言われてビックリしました。
骨折しているととても大変なので、早く
治したいです。

（
小六 ＩＴ君）

骨折してしまっ
た理由、そして、骨折を

してしまっ
た日に病院に行かなかっ
た理由をしっ
か

りと書いていますね！「なぜ」の部分を書くことに

よっ
て、読み手に伝わる文章になりますね！

もうすぐ中学生
今日は中学校の制服を買いに、市川駅の
近くの制服店に行きました。
店内には色々な中学校の制服があって、
その中にはぼくが行く東国分中学校の制
服 もあり ました。サイズなどを見 て慎重
に決めました。
店内は決めた
後からこんで
きて、早めに来て
よかっ
たなと思い
ました。意外だなと思 ったのは、学 ランを
着るのは登下校の時だけで、校内ではほと
んど体操服だということでした。中学校に
行くのがとても楽しみです。
（
小六 ＹＳ君）

行っ
た場所の様子を詳しく書き、また、

その時の気持ち、疑問点などもしっかりと書けて

いますね！中学校に進学後も一緒に頑張って勉

強しようね！

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

まで、どしどしお寄せ
n-fujita@rikohdai.com

または、編集担当▼藤
想は、 info@rikohdai.com

田

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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１日
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