キッズみんなの日記
暖かな陽気の日が続き、春本番を迎えております。
桜の開花予報も出始め、新しい学年への期待も膨ら
んでいる頃かと存じます。皆様、ご入学・ご進級お
めでとうございます。本年度も梨香台ゼミナールで
一緒に頑張っていきましょう！スタッフ一同全力
でサポート致します！
梨香台ゼミナールでは、新学年でスタートダッシ
ュが切れるよう、三月より新学年の学習を始めてお
ります。分からないことや困ったことがあるときは

さて、今月のみんなの日記では春休みということ

いつでも相談してくださいね。

もあり、お出かけの話題が多かったのが印象的です。
また、卒業シーズンにちなんだ学校行事について書
いてくれた日記も多数あります。是非、今後の日記
の参考にしてくださいね！

優秀作品紹介

★ 日常の一コマを生き生きと★

国立科学博物館
今日、東京都台東区の
「
国立科学博物館」
という
所に行きました。
電車で行っ
て、
少し歩いた所でした。

かんしゃの言ばのはっ
ぴょうをしました。
初めに、一階の「
地球史ナビゲーター」
と
ぼくは九九を言えるようになりました。 いう所に行きました。そこでは、百三十八
八のだんが
億 年の時間の旅をしました。地球の出 来
むずかしかっ
たけど
方や人るいの歴史などがわかりました。
プールにいっ
た
お母さんといっ
しょに
次に、マンモスの化石などを見に行きま
きのう、
やっ
たおかげで
した。キリン、ゾウの化石もありました。
三じ二十五ふん
言えるように
さいごに、「シアター三百六十」という、
ごろいえをでて
なりました。
えいぞうを見に行きました。三百六十度
三じ三十五ふんに
お母さんが上手にはっ
ぴょうできたねと 全方にえいぞうが映し出され、独特のふ遊
なっ
てバスがきたので
ほめてくれました・
感や迫力が味わえるえいぞうしせつです。
のりました。そしたら、おともだちがいた
（
新小三 ＳＡくん）
一つ目は、きょうりゅうの話をしてくれ
学習発表会でやっ
たことや自分の気持ち
ので、ともだちのせきのとなり にいきまし
て、二つ目は地球の話をしてくれました。
をしっ
かり表現することができましたね！みんな
た。そしたら、ともだちがコロコロコミックを
大きな博物館だったので、楽しかったで
の前で発表するのははずかしいけれど、上手にで す。
もっ
ていたので、二人でみました。
そしてちょっとたってからプールについて きてうれしいという気持ちが伝わってきます！
（
新小四 ＴＫさん）
博物館で学んだことや施設のことなど、分
よばれるまでひろばでおにごっこをしまし
バドミントン
た。
今日は、ママとパパと一しょにバドミントン かりやすく丁寧に書くことが出来ました！「浮
遊感」や「迫力」といった難しい表現も上手に使え
よばれたらロッカーにいっ
てきがえました。 をしに行きました。
ていますね！素晴らしい！
そうしてプールにはいってけのびと、ばたば お姉ちゃんは、
たをしました。プールがおわっ
たらまたロッ 友だちとあそぶので、
パパのたんじょうん日パーティー
カーにいっ
てきがえました。バスにのっ
てまた バトミントンはしに
わたしは、きのうお父さんのおたんじょ
ともだちのコロコロコミックをふたりでみま 行きませんでした。
う日パーティーをしました。お父さんにわ
した。すごくたのしかっ
たです。またらいし
パパとれんしゅうをしていたらパパはわた たしとお姉ちゃんは、ボールペンとお手紙
しに前におすようにするといいとアドバイ をあげました。お父さんは、とてもよろこ
スをくれました。パパからのアドバイスをま んでくれました。
もっ
ていくようにします。
夜は、ステーキを食べたり、
（
新小三 ＴＡさん） いちごタルトを
バドミントンの練習でお父さんからどんな 食べたりしました。
ことを教えてもらったのかということをしっかりと ステーキは、
書くことが出来ました！アドバイスを守って練習
ほっ
ぺがおちるくらい
したらきっ
と上手になりますよ！
とてもおいしかっ
たです。
いちごタルトは、
上のほうのいちごといちごゼリーと下のタル
トがとてもあっていておいしかったです 。い
ちごタルトを食べる前には、おたんじょう
日の歌を歌っ
てあげました。
先週は家族でごはんを食べられなかっ
た
ので、今週は家族でごはんを食べられてと
４月号

ゅうもがんばります。
いちごがり
（
新小二 ＮＲくん）
いちごがりにいきました。
プールに行っ
たことを具体的に書くことが
なかなかやっ
ていなかっ
たから
あきらめていたら、やっているところがあっ できました。バスの時間やお友だちとどう過ごし
たか、プールでどんなことをしたかなど丁寧に書
たのでやりました。二しゅるいのいちごがあ
りました。とちおとめと、やよいひめをたべ いていますね！これからも頑張ってね！
ました。ぼくはやよいひめがおいしかっ
たで
★★ 自分の思いを伝える★★
す。いっ
ぱいたべられてよかっ
たです。まいに
がくしゅうはっ
ぴょう会
ちいちごをいっ
ぱいたべたいです。
三月の二日に学校でがくしゅうはっぴょ
（
新小二 ＨＴくん）
苺狩りに行って、たくさん苺を食べたこと う会がありました。
ぼくはなわとびの前 とびをはっぴょうし
を書いてくれました。諦めずにやっ
ているところを
ました。たくさんの人に見られてはずかし
探して良かったですね！ 毎日食べたいくらい美
かったです 。上 手 になわとびができまし
た。
味しい苺だっ
たことがよく分かりますね！
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すごく楽しかっ
た！
私は、今日初めてじゅくに行きました。
最初に、勉強の仕方について説明を聞き
ました。分かりやすく教えてくれて、その
後に教ざいの説明もしてくれました。
勉強の時間になっ
て、
最初に国語を
やりました。
間ちがえた所が
十カ所くらいあっ
て、
そのうちの
五問は丁ねい語
などで、
先生に教えてもらっ
て
理解できました。
次 に、私 の苦手 な算 数 をやり ました。
けっこう進んで、プリント二～三枚くらい
が終わりました。いっ
ぱい直されて、
「
ここのななめの線を消して。」
とか、言われたり
「
すごいじゃん！余ゆう？」
とか聞かれたりしました。それを聞いて、
すごくうれしかっ
たです。
苦手な算数なのに楽しいって思いました。
もっ
とできるようになりたいです。
（
新小六 ＵＨさん）

初めての梨ゼミの授業について書いてくれま

した！どんな勉強をしたのかしっ
かり書くことが

できました。苦手だった算数を楽しいと思えたの

は嬉しいですね！続けて頑張っ
ていきましょう！

または、編集担当
info@rikohdai.com

● 「キッズみんなの日記」に関するご意見・

ご感想は、

お寄せください。皆様のご意見を参考に、より良い

まで、どしどし
y-ogawa@rikohdai.com

紙面－作りに努めて参ります。

▼小川

いて書いてくれました。作り方を丁寧に書いてく
く分かります！

れていますね！楽しくって美味しかったことがよ

休日にお母さんとおしるこを作っ
たことにつ

（
新小六 ＭＳさん）

てもうれしかったです。それにきのうは、 途中で妹がスペアを
その日からあいさつを自然とするように
お休みの日だっ
たので、ちょっ
とおそくまで 取っ
てもっ
と上に
なりました。あいさつは、とても大切な事
起きていられたのできのうはさいこうの一 行きました。
だなと思いました。それから私は今でもず
日でした。
でもぼくも
っ
とあいさつをするように心がけています。
わたしは、きのう家族みんなでいられて お母さんも
（
新小六 ＴＮさん）
日常の一コマで気づいた大切なことを書いて
とてもとてもうれしかっ
たです。
どんどん近づいて
くれました。元 気で明 るい挨拶はみんなをも元
（
新小四 ＮＡさん） ぼくもお母さんも
家族みんなで過ごせて素敵な誕生日会に スペアを取っ
気 にしますね！気づいた大切な事を日記 に書い
て逆転
なりましたね！Ａさんのとっても嬉しい気持ちが しました。するとお母さんがどんどんとっ ておくのもとても良いことですね！
よく伝わってくるので、きっとお父さんもとっても
て百 三 点取 ってぼく は八十四 点 、妹は八
おしるこ作り
嬉しかっ
たでしょうね！
十三点でした。ぼくは妹と一点差でびっ
く
三月十二日 日( お)母さんとおしるこ作
りしました。前は十点差もひらいていたの りをしました。
★★★出来事や気持ちを
で、こんなに妹が強くなっていたなんてびっ
土曜日に買っ
た、あずきと白玉粉を使っ
くりしました。次はお母さんの点にもっ
と ておしるこを作り ました。お母 さんは白
より細やかに伝える★★★
玉より、ぜんざいの方が食べたいと言ってい
たので、おもちを焼きました。
そして、白玉を作っ
たとき、粉がうまく
混ざらなかっ
たので
お母さんに調整を
してもらっ
て
すごくきれいに
混ざっ
たので、
ふっ
とうしたお湯に
白玉を入れたのですが、思っていたよりす
ごくたくさんの白玉ができました。
次 に、白 玉を冷やしている間 にあず き
を煮てやわらかくして、おさとうを入れ
て、少しぐつぐつするまで煮て、煮終わっ
た
ら、冷やした白玉を入れて食べました。で
も、白玉がたくさんあっ
たので、食べるのが
大変でした。
作 ったおしるこを食べて、また作りたい
なと思いました。

もっ
と近づきたいです。
六年生を送る会
また今度ボウリングに行っ
て、もっ
と高
今日は、六年生を送る日だっ
たので、二
て、お母さんの得点に近づき
時 間 目 にみっち り 練 習 をしました。送 る 得点をねらっ
たいです。また遊びたいです。すごく楽し
会は三時間目と四時間目にやりました。
かっ
たです。
順番は、一年生、
（
新小五 ＳＢくん）
二年生、三年生、
家族でボウリングに行ったときの事を詳し
四年生、六組、
く書いてくれました。妹さんが上手になっ
ていて、
五年生、先生たち、
ビックリした気持ちやもっと上手になりたいと言
六年生でした。
う気持ちがしっ
かり表現されていますね！
六年生の歌が終わっ
たら、
あいさつする大切さ
五年生、六年生で
私 はあいさつの意 味 をあまり 知 り ませ
「ウィアーザワールド」を歌っ
て、校長先生
のお話があって、それが終わった後に六 年 んでした。あいさつをすれば自然と返して
くれるものだと思 っていました。けれどあ
生を送りました。
（
新小五 ＷＡくん） る日、あいさつの意味が分かるようになる
六年生のために一生懸命練習したことが できごとがありました。
朝、学校へ行くと中に
よく分かりますね！会の流れもしっかりと説明
「
おはようございます。」
されています。きっと六年生達にもＷ君の気持ち
と言っ
たら、
が届いたことでしょうね！
笑顔で返して
くれました。
それが、とても
嬉しくて気持ちが明るくなった気がしま
した。

近差のボウリング
ぼくは学校が終わっ
てからお母さんと
妹とボウリング場に行きました。妹は、最
初だんとつ一位に立っ
ていました。しかも、
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