キッズみんなの日記
七月に入り、暑さが増してくると、もう間もなく
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対局相手のことを冷静に見て、消極的なタ

イプと考 え、勝 機 を見 出 してことがす ごいです

ね！三年生ではまだ習っていない漢字も調べなが
ら一生懸命書いてくれました。

ラグビー
夏休みが始まるということを感じます。きっとみな
ぼくは、日曜日に
ジュワっ
と揚げた串揚げ
さん心待ちにしていることでしょう。梨ゼミでは、
ラグビーへいきました。
昼の十二時ごろ、おばあちゃんとお母さ
もちろん夏期講習を行いますので、学習にも全力で
ラグビースクールの名前はベアーズです。
んと、串揚げに行きました。えびと、カレ
取り組んでいただけるよう指導させていただきま
ラダーのれんしゅうやはしるれんしゅう ー味のお肉と、揚げパンと、ブタ肉だけ食べ
す。夏期講習の前半は「さっさゼミ」として、学校
もやります。
ました。
の宿題を梨ゼミで指導いたします。学校の宿題を早
ほかにも タックルのれんしゅう を しま
合計三十一本食べました。おばあちゃん
く終わらせて有意義な夏休みになるように頑張り
す。
とお母さんもあわせて七十三本食べまし
ましょう。
タックルのれんしゅうは、ヘッドキャップをか た。
さて、今月のみんなの日記では、お休み中いろん
ぶっ
てコンタクトバックにあたりにいきます。
いつもは、デザートの
な所へ出かけたことが書かれている作品を多く取
ラグビーは、とてもたのしいです。
マシュマロにかける
り上げました。一緒に出かけているような気持ちに
（
小二 ＹＹくん） シロップがチョコレート
なるような楽しい日記を取り上げています。みなさ
大好きなラグビーのことについて書いてく
だっ
たのに、まっ
茶に
ん、日常の一コマを上手に切り取り、その時に感じ
れました。いろんな練習があることを詳しく書い なっ
ていました。
た気持ちや感想を丁寧に表現することができてい
てくれましたね！これからも練習頑張 ってくだ なんでなのかおばあちゃんに聞くと、
ます。ぜひ、参考にしてくださいね。
さい！
「今のじきは、新茶がたくさんとれるじ
きだからじゃない？」
★★ 自分の思いを伝える★★
と言っ
ていました。
将棋会館
おいしかっ
たです。またいきたいな、と思い
★ 日常の一コマを生き生きと★
今 日 、千 駄 ヶ谷 にある将 棋 会 館 に行 き ました。
ました。ぼくは、
（
小三 ＦＡくん）
わながやにいっ
たこと
タイトルのつけ方が素晴らしいです！どん
きょう、わながやプールにいきました。ク 一勝九敗で
な内容なのかとても楽しみになるタイトルです！
強い人ばかりでした。
ロールキックをしました。
串揚げも美味しそうですが、抹茶のシロップがか
最後にＩくんという
二じかんもクロール
かっ
たマシュマロも美味しそうです。
人と対局しました。
キックをしました。
負けるかと思っ
たけど、
プールをでたあとＴくんに
勝ちました。
か西りん海水族館
あいました。そのあと
打っ
た時の棋譜は六一角不成。ぼくが負
今日、か西りん海
Ｔくんといっ
しょにアイスクリームをたべま
けた九人は攻め七割守り三割が多かった 水族館に行きました。
した。たのしかっ
たです。
最初にサメと目が
（
小二 ＫＤくん） です。でも、九人中二人は攻め五割守り
合っ
てびっ
くり
一生懸命クロールキックの練習をした後の 五割で、ほど良いバランスでした。
ぼくが勝っ
たＩくんは消極的だっ
たので、 しました。
アイスクリームはとっ
てもおいしかっ
たでしょうね。
勝ちました。
そして、マグロ、
（
小三 ＨＹくん） マンボウ、深海の魚など、
お友達と食べたのならなおさらですね！

色 々 な種 類 の生 き物 の多 さにす ごいなと
思いました。色々な魚が見られて良かっ
た
です。
かんらん車にも乗 りました。百 十七 メ
ートルのかんらん車ははく力がありまし
た。
とても楽しかったです 。また行きたいで
す。
（
小四 ＭＡさん）

水族館でいろんな魚や生き物を見て、驚い

た様子しっ
かりと伝わっ
てきます。葛西臨海公園

の観覧車の大きさに圧倒されている様子もよく

表現できています！

グリーンスクール
六月十六日金よう日にグリーンスクール
というしゅくはく学習がありました。お母
さんと二日間会えませんでした。
グリーンスクールは、
おふろがあっ
て
昼食があっ
て、
プラネタリウムを
見たり、
星空かんさつを
やっ
たり、友達と
いっ
しょにねたりして
すごくおもしろかっ
たです。
このしゅくはく学習の目的は自立です。
なんでもお母さんにまかせないで、自分
でやると、お母さんはこんなに大変なんだ
と思いました。
こんどからお母さんにたよらないで、自
分でやりたいと思います。
次はアリノミコースというところに行きま
した。ミッションが三十九こというながいミ
ッションでした。でも、あっさりできてうれ
しかったです。このしゅくはく学習はおも
しろかっ
たです。

（
小四 ＭＫくん）
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日頃一緒に過ごしているお母さんと離れて
過ごし、その大変さが分かったのですね。宿泊学
習で大切なことを学んできたことがよく分かり
ますね。

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

ハイキング
先 週 、家 族 でハイキングに行 きました。
当日の一日前、姉は「つかれるから、行き
たくない」
と言っ
ていることを母から聞きま
した。母が姉の好きなソーセージを買って
さそおう と言 っていたのですが、そんなか
んたんに物でつれないだろうと思っ
ていたけ
れど、よく日まさか物でつれたのです。
そのことに
ビックリしました。
その日、車で
山のふもとまで
行きました。
朝六時に
起きたので
姉とぼくは
ばくすいです。
ついに山に
着きました。
初めはケーブルカーで
何百メートルも登りました。
そこから山に登りました。ハイキングなの
に山に登るのはおかしいじゃないかと思いま
した。でも、店や家が多くてびっ
くりしま
した。さらに急なさかもありました。
やっ
と山の上に着きました。そこでは、ガ
スボンベを出して肉や野菜を食べました。
また、そこにはヘリが下りる場所もありま
した。
先日のハイキングはケーブルカーを使っ
て

登 っていたので、もし次に山を登るとした かったです。それでもまた取ろうと思いま
パンフレット
らこの山がいいです。
した。その時、終了の笛の音が鳴り、おし
今日の国語の時間に一年生にむけてのパ
（
小五 ＳＮくん） くも取れませんでした。次は、取ってみた ンフレットを作りました。一年生から六年
自分の思っ
た言葉で書いているところが面白
いです。そのためには、もっともっと練習を 生までの行事を書いたり、
いですね！いろいろ言いながらもハイキングを楽し 積み重ねていきたいです。
楽しかっ
たことなどを
んでいることが伝わっ
てきますね。山の上で食べる
（
小五 ＹＺくん） 書いたりしました。
ご飯はとてもおいしいですよね！
悔しかった気持ちとそれでも諦めないで頑
写真などを貼っ
たり、
張ろうという気持ちを丁寧に表現していますね。 校歌を書いたりも
しました。また書く
機会があっ
たら、上手に見やすく書きたい
です。くふうもしてみたいです。
（
小六 ＮＮさん）

一年生のために一生懸命パンフレットを作っ

たのですね。一回作ってみて工夫の仕方が分かる

ことがたくさんありますね！また、機会があると

良いですね！

友だちのたんじょう日
今日は、ぼくの友だちのたんじょう日で
す。そのたんじょう日の子はＴ君といって、
ぼくはサッカーをやっ
ていて、サッカーのこと
をいろいろ教えてくれた子です。
なにを買うかすごく迷いました。
店にいっ
ていろいろな物を見て
サッカーボールにしました。
なぜ買っ
たかは、ほしいと言っ
ていたのと、サ
ッカーを教えてくれたおんがえしの思いで
あげました。

（
小六 ＳＫくん）

サッカーを教えてくれた友達にお礼の気持

ちを込めてプレゼントを考えたのですね。いろいろ

悩んできめたサッカーボールのプレゼントにお友達

みな気持ちと不安な気持ちからできるようになっ

初めてのバレーボールクラブに行く前の楽し

せください。皆様のご意見を参考に、より良い紙面

川

または、編集担当▼小
想は、 info@rikohdai.com

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

はきっ
ととても喜んでくれたでしょうね！

てきてがんばりたいと思うようになった気持ちの

－作りに努めて参ります。

まで、どしどしお寄
y-ogawa@rikohdai.com

移り変わりがよく表現されていますね！

（
小六 ＭＭさん）

次はもっと活躍できるように頑張って練習してく
英会話
ださいね！応援しています！
僕 は、梨 ゼミの英 会 話 を水 曜 日 と金 曜
日の六時三十分から受けています。
テディ先生と内山先生とゆうこ先生とや
クラブ
っ
ていて、とても楽しいです。歌やゲームを
金曜日は、初めてのクラブの日でした。私
しながら英語で
は、友達にさそわれてバレーボールクラブ
会話をしていて、
に入りました。とても楽しみでしたが、一
英語が分かる
度もバレーボールをやったことがなかったの
ようになっ
てきて、
で、少し不安な気持ちもありました。
とてもうれしいです。
クラブが始まると、
帰りには、少し
まず、ボールが
時間があるので、梨ゼミの中で友達と遊ん 上からきた時の
でいます。バスの中では話をしながら笑っ
て パスと、下から
います。
きた時のパスの
ぜひ、みなさんもやっ
てみてください。
二種類のパスの
（
小五 ＷＡくん） やり方を教わりました。そして、実 際に
梨香台ゼミナールの英会話の授業について 練習してみたところ、ボールがありえない
書いてくれました。英語が分かるようになる嬉し 方 向 に飛 んでいき、自 分 でもあきれてし
さをしっ
かり表現してくれましたね。みんなで楽
まいました。
しんで勉強していることもよく分かりますね！
初日の一時間で、飛ぶ方向はなんとか調
節 できるよう になり ました。それでもま
だ、みんなよりは下手なので、六年生とし
て、お手本になれるようにがんばりたいで
す。

サッカーの練習試合
今日は、サッカーの練習試合がありまし
た。気温がとても高かっ
たから、暑かっ
たで
す。
相手が少し強かったけど、勝ったり負け
たりしました。ぼくは、試合に出て、ディ
フェンスを予想しながら相手のボールを取
りました。そして、ゴールにシュートをした
けれど、おしく も取られました。く やし
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