キッズみんなの日記
少しずつ暖かくなり、春の陽気が感じられるよう
になってきましたね。梨香台ゼミナールでは学校よ
り一ヶ月早く新学期がスタートしますので、本日か
ら新学年としての授業がスタートします。新年度準
備休講で塾生がいない教室は静かで寂しく、今日か
らの授業でまた元気なキッズの皆さんとお会いで
きると思うと楽しみでなりません！今年も素敵な
日記を紹介できることを楽しみにしています！
さて、本日から新学年での授業がスタートするた

は今回が最後となります。素敵な日記がたくさんあ

め、旧六年生 新(中学一年生 の)日記をご紹介するの
り、紹介しきれなかったことも多々ありました。文
章を書く力は練習を積み重ねていかなければ得ら
れるものではありませんので、是非引き続き文章を
書くことを意識していってくださいね！

優秀作品紹介

スキー
わたしは、金曜日の夜スキーにいきま
した。土曜日にすべっ
て帰っ
てきました。土
曜日はボードにしました。レッスンを受け
ました。三人でプライベートレッスンを受け
ました。ボードのプライベートレッスンが終
わっ
たあとすごく上手になっ
ていました。タ
ーンもできていました。ボードのプライベー
トレッスンをうけたかいがありました。
土 曜 日 は、初 めてソリをやり ました。

ね。とても良い経験ができましたね！

には友だちのありがたさも知ることができました

もしっ
かりと理由を書くことができました！最後

強できましたね。難しかっ
たことや大変だっ
たこと

学校でお餅を焼いて、七輪の使い方を勉

そして、ついに焼くときがきました！お
将棋で強くなりたい気持ちがしっかりと もちをあみの上にのせてずっ
とかんさつして
伝わってきますね。一間龍を使いこなして、学年
いるとおもちの真ん中からぷくっと風せん
一位になれるといいですね！難しい漢字もよく書
のようなものがふくらんできました。それ
けていました！素晴らしい！
なわとび
を見ているのがとてもおもしろかっ
たです。
きょう、うちの
いちごがり
おもちをやいているととても楽しい気持ち
ちゅう車じょうで、
かぞくみんなでいちごがりに行きまし になれました。
いもうとと二人でなわとびをしました。
た。わたしは三十こ、弟は二十こ、ママは四
さいごにかたづけを
二重とびやかけ足とび、あやとびをしま 十こ、パパも四十こぐらい食べました。れん している時にすみが
した。二 重 とびを四回 れんぞく ではじめ にゅうもついていたので、
落ちていたので
てできてうれしかっ
たです。でも、ビデオに とてもおいしかっ
たです。
拾っ
たらとても
ろくがをすることができなくてちょっとか
また、いちごがりに
熱くてやけどを
なしかっ
たけど、また休みの日に四回れん いきたいなと思いました。
してしまいました。
ぞくでできたら、うれしいなとおもいまし
つぎは、ドイツ村に
とてもいたかっ
たです。でも、友だちが水で
た。
行っ
て、ゴルフをしました。
冷やしてくれたので、もういたいのもなく
（
小一 ＫＴさん） 二いをとりました。とても楽しい一日でし なっ
てしまいました。
いろんな跳び方を練習したんですね！初
た。
その後わたしは友だちに
めて成功した時の嬉しい気持ちがしっ
かりと表現
（
小二 ＳＹさん）
「
ありがとう。」
されていますね！いっ
ぱい練習してたくさん跳べる
家族での楽しい休日について詳しく書くこ とお礼 を言 いました。わたしは友 だちを
ようになるといいですね！
とができました！苺狩りもゴルフも楽しかったこ もっ
て幸せです。わたしも今度からはやけ
とがよく伝わりますね。
どしないよう に気 をつけ よう と思 いまし
た。
（
小三 ＮＡさん）
３月号

一間龍
★★ 自分の思いを伝える★★
★ 日常の一コマを生き生きと★
一間龍は、将棋の技です。ぼくはその
技を将棋教室 で習いました。その技を家
おもちをやく
えいけんジュニア
で使いました。
わたしは今日、学校で一、二時間目に七
きょう、えいけん
予想以上に
輪でおもちをやきました。おもちをやく
ジュニアのテストの日
強くなれました。
前のじゅんびで一番たいへんだっ
た事は、新
でした。
聞にマッチで火をつけたことです。つけるの
はじまるまえからきんちょうして、石の つかいこなせば、
学年一番の
はかんたんだと思っ
ていたけれど、じっさい
ようにかたまっ
てしまいました。
にやってみると、とても火をつけるのがたい
四十もんの中で、一もんわからなかっ
た 将棋名人になれる
へんでした。昔の人がこのように七輪で食
です。たぶん、八十パーセントい上はできた かもしれません。
べものをやいていたことがすごいと感心しま
とおもうけど、一か月ごのせいせきはっ
ぴょ 今、現在の一位は
同じクラスのＲ君でなかなか勝てません。 した。
うがたのしみです。
次 に火 を弱く するのですが、それがま
（
小一 ＣＡさん） Ｒ君から
「
強いね。」
たたいへんでした。なぜむずかしかっ
たかと
普段頑張っ
て勉強しているからこそ、良い結
と言われたいです。
言うと、七輪には、小さいまどがついていて
果を出せるようにと思うと緊張してしまいます
（
小二 ＨＹくん） そのまどをしめるのですが、そのまどをし
めるのがとてもかたくてたいへんでした。
ね。結果が楽しみですね！テストお疲れ様！
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見ている二回目は、一回目よりもさらな
るプレッシャーがかかりました。とび箱がど
んどんでかく見えてきましたが思い切って
とんでみるとすごく簡単にとぶことができ
ました。これからは自信を持 ってとびたい
です。

（
小六 ＴＴくん）

跳び箱のテストの時間について書いてくれま

した。プレッシャーがかかり、跳び箱が大きく見え

たことなどの心 境 が手 に取 るよう に伝 わり ま

す！素晴らしい！

懸命チョコレートを作 ったのですね！ 年々難しい

やすく説明してくれました。自分の手で作っ
たピ

ピーナッツクリームを作った手順を分かり

自分の役に立つことを理解して書いてくれていた

いたりすると面倒なこともあるかもしれませんが、

気持ちを綴ってくれました。忙しかったり疲れて

六年生の最後の日記にこれまで書いてきた

いままで日記を書いて
いままで日記を書いてよかっ
たことは、書
き方がわかったことです。日記の書き方は、
中学校でもつかえるのでよかっ
たです。あと、
先生のコメントもおもしろくて役に立ちま
した。
今までずっ
と書き
続けてきて
楽しかっ
たし、
しょうじき
めんどうくさかっ
たです。
でも、これで
終わるのはとてもさびしいです。最後なの
で字をていねいに書きました。
（
小六 ＴＫくん）
ものにチャレンジしているところが素晴らしいです

ーナッツクリームはきっとってもおいしかったでしょ

ことが嬉しいですね！中学校でも頑張っ
てね！

バレンタインデーにお友だちのために一生

ね！

うね！

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★
部活と体育
ぼくは体力づくりとサッカーが上手く
なりたいから、サッカー部に入りました。
最後に、ミニゲームの時、最初は点を決
められなかっ
たけど、だんだんとれるよう

または、編集担当▼
info@rikohdai.com

まで、どしどしお
y-ogawa@rikohdai.com

面－作りに努めて参ります。

寄せください。皆様のご意見を参考に、より良い紙

小川

感想は、

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご

とび箱
今日の三時間目に体育の授業がありま
した。今日はとび箱の八段の開きゃくとび
のテストの日でした。
まず、七段を開きゃくとびでとんで体を
慣らしました。チャンスは二回で、一回目
はおしりがついてしまいました。
四分の三くらいの人が合格しているのを

インフルエンザで学校をお休みしたときの になりました。
三回やりました。三人できょうそうをし
事を書いてくれました。十八人もお休みしたな うれしかっ
ました。一回は勝っ
たけど二回目は負けて
たです。
んてビックリですね！クラスの友だちに早く会い
しまいました。でも、初めてソリができた
体育では
たい気持ちもよく分かります。
のでうれしかっ
たです。
四チームの
わたしは、お昼を
バレンタインデー
中のリーダーになりました。
食べ終わっ
て食べ物
今日は、バレンタインデーです。私は友達 うれしかっ
たです。
屋さんの近くの
にチョコレートをわたしました。喜んでく
（
小五 ＳＨくん）
サッカー部に入っ
た理由をしっ
かりと書けて
ジャンプ台で
れたのでうれしかったです。三年生のころ
いますね！練習を頑張っ
て点を取ることができる
すべっ
ていました。そしたら、あとから二人 よりあげる友だちが
ようになっ
たことがよく分かります！これからも
の人が来て遊ぼうっ
てさそわれていっ
しょに 多くなっ
たので
練習を頑張っ
てくださいね！
すべりました。土曜日は、いっ
ぱい遊んで、 大変だっ
たけど、
お友だちができたのでよかっ
たです。
喜んでくれた
ピーナッツクリームを作っ
た
初めてソリにのっ
たりお友だちができた ので、やりがいが
わたしは、余っ
たらっ
かせいで、ピーナッツ
りしたので、たのしかっ
たです。また、お友 ありました。
クリームを作りました。
だちができるといいです。
三年生のころより
まず、らっ
かせいの
（
小三 ＳＭさん） むずかしいのを
外がわのからと中の
スキーだけではなく、スノーボードやソリ
作っ
たので、
皮をむいて、
をやっ
たことについても書いてくれました。最後に 何回もやり直しました。
すりばちで
はしっかりまとめを書くことができ、分かりやす
最初は全然上手に作れなかっ
たけど、お母 らっ
かせいを
い文章にできました！
さんに教 えてもらって最 後は上 手 に作 れ 細かくくだきます。
たので良かっ
たです。
その次に、さとうと溶かしたバターを入
来年は、今回よりもむずかしい物にちょ れてできあがりです。でき上がっ
たら家族
う戦したいです。また、もっと上手に作れ でパンにつけてたべました。
るようになりたいです。
つかれたけど、おいしいクリームができた
（
小四 ＩＳさん） のでうれしかっ
たです。
（
小五 ＴＫさん）

インフルエンザ
月曜日に熱がありました。
土曜日に
じゅ業参観で
八人の人が
休んでいたので、
インフルエンザだと
思いました。
六時ごろに北国分クリニック
に行きました。待合室で、
「
まだかなー。」
と思いながら待っていました。インフルエン
ザのＡ型でした。
火 曜 日 にぼく は、学 校をお休 みしまし
た。そしたら、クラスで休んだ人が十八人
もいたので、学級へいさになりました。早く
みんなに会いたいです。
（
小四 ＷＭくん）
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