どんな勉強をしたのか、そして、その時

木を切る前と後の気持ちの変化や木を
やきとりはやきたてでとってもおいしかっ
たです。ほかにもサラダやからあげも食べ 切っているときの様子を上手に表現できています
ね！逆接の表現も上手 に使うことができていま
ました。サラダもからあげもとてもおいし
す！お見事です！
かっ
たです。
お父さんは、
四十一さいに
★★★出来事や気持ちを
なっ
たので
より細やかに伝える★★★
やきとり は四 十一本 でてきました。どれ

（
新小四 ＭＷ君）

ダーとして頑張っ
てね！

とまとめることができています！学校のサブリー

もやきたてでおとうさんは、「う まい、う
国語のテスト
まい」と言ってたくさんたべていました。わ
昨日国語のテストが
★★ 自分の思いを伝える★★
たしとお姉ちゃんとお母さんはもいっぱい ありました。おもては、
はじめてのおつかい
たべました。みんながえがおになっ
ておなか 文章問題でウラが
今 日 、妹 とわたしでコンビニへ行 きまし もいっ
ぱいでわたしは、しあわせでした。
漢字でした。ぼくはすべてうめました。そ
た。
こんどはお母さんのたんじょう日にはが して、五時間目にテストが返されました。
何を買いに行っ
たかと
きがく るのでまたみんなで行 く ときが楽 ぼくは、十一番目なのでどきどきしました。
いうと、ママにたのまれた
しみです。
す
る
と
、
「
Ｏ
君
（
こ
の
日
記
の
作
者
の名前）百
スープとのみものです。
（
新小三 ＡＮさん） 点！」
といわれたのでうれしかっ
たです。
家族 の様子 、そして、自分 の気持ちを
帰っ
て来てからママに
そのテストは、おもてもウラも百点でし
丁寧に書いてくれましたね！また、やきとり屋さ た。
「
ありがとう。よく出来たね。」
んの特徴も詳しく書けています！幸せな一日だっ
と、言われました。
（
新小五 ＳＯ君）
たことが伝わっ
てくる日記です。
妹と二人だけで行っ
たのがはじめてだっ
た
百点満点おめでとう！その時の嬉しさ
ので、少しきんちょうしたけど、ママのおつ
がしっかりと伝わってくる日記ですよ！嬉しい気
かいが出来てよかっ
たです。つぎは、一人で
ドキドキワクワクののこぎり
持ちになる前の緊張の場面を書くことにより、喜
おつかいに行っ
てみたいです。
三、四時間目に
びの大きさが強調されていますね！
（
新小三 ＫＴさん） のこぎりを初めて
緊張から安堵、そして次回のおつかいへ 使いました。かん
卒業式
たんだと思いまし
今
日、卒業式でした。
たが、とても
六年生にはあえないけど次はぼくがサブ
むずかしかっ
たです。
リーダーの五年生だから、一から四年生
木を切る時にななめになったり、ガタガタ
の
手本となります。
してしまいました。途中に手を切ってしま
みんなをまとめられる五年生になりたい
った人が四人くらいいました。自分でも手 と思います。
を切らないように注意して切りました。
（
新小五 ＪＩ君）
最後には思っ
た通りに切れてうれしかっ
Ｊ君の強い決意がしっかりと伝わって来
たです。
ますね！文章は短いですが、その決意をしっ
かり

張りましょうね！

したね！素晴らしいですよ！これから一緒に頑

どう思っ
たのかということを細かく書いてくれま

キッズみんなの日記
桜の花が本格的に咲き始め、いよいよ春本
番という陽気になって参りました。入学や進
級を控え、期待に胸を膨らませていることと
存じます。ご入学、ご進級おめでとうござい
ます。気持ちも新たに、今期も我々と一緒に
頑張って学習しましょう！
梨ゼミでは一足早く新学年の学習を三月よ
り開始しておりますが、順調に学習ができて
いるでしょうか。わからないことがあった際
はどんどん質問してその都度解決して下さい
ね！
さて、今月のみんなの日記ですが、卒業式
の話や家族でのお出かけの話が大半になると
思ったのですが、小学校での日々の出来事を
題材にした作品が非常に多く、どれも日常の
一コマを上手に切り取っていました。日記の
題材に困ったときはこういった作品を参考に
してみるのもいいと思いますよ。

優秀作品紹介

★ 日常の一コマを生き生きと★

４月号

はじめてのりこうだいゼミナール
の思いと上手に繋ぐことができています！気持ち
とけいのべんきょうをしました。とけいの の変化をしっかりと書くことにより、読み手にわ
べんきょうをして、わたしは「
むずかしいな
かりやすい日記になっ
ていますね！
ぁ。」
とおもいました。なんじからなんじま
でのじかんをかんがえたりしました。むず
やきとり
かしかったです 。あと、なんじなんぷんか
わたしは今日、やきとりやさんにやきと
らなんぷんまえと、なんじなんぷんからな りを食べに行きました。今日は、お父さん
んぷんあとのじこくをかんがえてかきまし のたんじょう日のおいわいで家ぞくでやき
た。むずかしかっ
たです。はじめてのりこう とりやさんに行きました。
だいゼミナールはたのしかっ
たです。
そこのやきとりやさんは、たんじょう日
（
新小二 ＡＴさん） の時は、タダで年れいの数だけやきとりが
食べられます。

梨香台ゼミナール

４月 １日
平成２８年
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● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

ドッチボールのくふう
新品のくつの運命
今日、学校の授業で体育があり、ドッチ
私は体育の時間、走りはばとびをやっ
た。
ボールなどをしました。
たまたまその日、新しいくつをおろしたの
チームの中にうまい人が
で、新品のくつで学校に行った。なので、体
いました。ぼくも積極的に
育と聞いたときはショックだった。なんとそ
キャッチをしてがんばっ
た
の日の前日に雨がふっ
ていて、土がぬかるん
けど、一回あたっ
てしまい
でいたからだ。
ました。なんでうまい人は
私の番になっ
た。もうダッシュで走っ
た。そ
あたらないのか見ると、おなかと手の両方 して、着地。着地したところが運悪く、水
をつかっ
ていました。すごいなと思い、やって たまりのすぐそば。
みるとうまくキャッチができて、あてること ギリギリ水たまりに
ができました。うまい人はみんなくふうを 入らなかっ
たけど、
していることがよくわかり、楽しくできま 水たまりのそばは
した。
ぬかるんでいるので、
（
新小六 ＫＳ君） 少し水が入っ
た。
その時々で思っ
たことを日記という形に 着地のしょうげきで
するのは簡単なようで実は難しいことなのです。 とんだ土がくつの中に
それがしっかりとできているＫ君はとても立派で 入っ
てきた。くつのまわりよごれた。新品の
す！お見事！
くつをおろしたのが災なんだっ
た。その日は
グチョグチョのくつで帰っ
た。母にメッチャし
かられた。
次の日、学校へ行こうとすると、少しよご
れているけれど、くつがきれいになっ
ていた。
そこには母のおもいやりがあっ
た。
（
新小六 ＳＩさん）

河津桜
私は静岡県の河津市というところに桜を
見に行きました。
河津桜はふつうの
さくらとはちがっ
ていて、
花びらがほかのよりは
こいピンク色で、二月下旬に咲きます。
私が見 に行 ったときはとても風が強かっ
たので、花びらが上からひらひらと落ちて
きて、まるで祝福されているような気分で
した。
来年は風が弱い日に行きたいです。
（
新小六 ＳＹさん）

または、編集担当▼藤
想は、 info@rikohdai.com

辛かったことと頑張ったことを練習の時

真似して欲しいテクニックですね！

かさがしっかりと伝わって来ますよ！皆さんにも

す！ただ「ひらひら舞う」では伝わりにくい爽や

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

も触れているところが素晴らしい！

が汚れたという部分だけではなく、その後の事に

れていく様子を上手に表現しています！また、靴

す。短文を重ねることにより、靴がどんどんと汚

日常の一コマを見事に切り取っ
た作品で

比 喩 表 現 を 上 手 に使 っている作 品 で
からの様子を説明しつつ、詳しく書くことができ

まで、どしどしお寄せ
n-fujita@rikohdai.com

ていますね！また、卒業式全体の様子も丁寧に

博 物 館 に行 った理 由や人 が多 かった理
理科の実験
由をしっかりと書けていて良いですね！「なぜ」に
学校の理科の時間に、
当たる部分をしっかりと書くことができると、読
スライムを作りました。
み手にわかりやすい日記になりますね！
スライムはとても冷たくて、
とても気持ちよかっ
たです。手でさわると
とても気持ち良かっ
たんですが、水を少し
卒業式
たしてまぜてさわると、手にべとべとになっ
三 月 十 八 日 に卒 業 式 があ り ました。
て、なかなかとれませんでした。
卒業式でがんばっ
たこと、つらかったことあ
また、理科の時間にスライムを作れたと ります。
したら、水は少しひかえめにいれたいと思
つらかっ
たことは、ずっ
と終わるまですわっ
います。また、スライムを作れたらうれし ていたことです。れんしゅうでも、すわり
いなと思いました。
方、手のおき方に一番力を入れていたけど、
（
新小五 ＲＳさん） 当日になっ
たらわたしはすごくねむくて、
日常の一コマを上手に切り取ることがで でも、ず っ
としせいをくずさないようにし
きていますね！特にスライムの様子が詳しく書け
ていたので、すごくつかれました。
ていること、そして、感想が丁寧なこと、この二点
がんばっ
たことは
が素晴らしいですね！
歌とリコーダーです。
五年生が歌っ
た曲は
「
また会う日まで
さようなら」
という
曲で、六年生との
かけあいをする曲です。とても大きな声で
歌うところをがんばりました。 リコーダ
ーは六年生が退場するときに「威風堂々」
という 曲 をふきました。ずっと同 じことの
繰り返しなので、頭がこんがらがっ
てきて、
まちがえちゃうこともあったけど、本番で
まちがえずにふけたのでよかっ
たです。
これからは梨小の最高学年として、責任
と自覚を持ち残り一年間を楽しみたいと
思います。
最後に六年生と写真をとっ
たりしたので、
とても楽しかっ
たです。
（
新小六 ＳＴさん）

茨城自然博物館
今日 、茨 城自然 博物館 に行 きました。
三年生の時に、遠足で行きましたが、あま
り見られなかっ
たので、三月二十日に家族
と行きました。無料入館日で、今回も人
が多 かったので、見られないところもあり
ました。宇宙のことや、
太陽、星などのことが、
たくさんてん示して
ありました。タッチ
パネルのクイズなども
あり、楽しかっ
たです。
野外には大きな望遠鏡が置いてあり、太
陽を見ることができました。オレンジっ
ぽい
色をしていました。
お昼になって野外 でご飯を食 べました。
食べ終わっ
たら、外で、妹とトランポリンで
遊びました。楽しかっ
たです。
（
新小五 ＮＮさん）

書くことができています！
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