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タケノコとり

小５ ◯◯
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家結べいてさじてコ大の物た
で果物人きいグ行が変影大め
お、にがぱもルうあな響名に
い去なときのーこり中もタ。
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》でタいてこ張力 まし 収

すはでててを思打対次後ら思チ球エ
。、す負も取っっにの「れっー」ー「
全。けくったた打試次、てムでシく
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クどっっウ、上塁、対しれドまと。
でもたたト相がに一にまどしずて」
勝ののでに手り進番勝い、て一も今
て日ですなチまむバつま最い回く回
るレ、。っーしぞッぞし終て戦やの
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小べっらく しとでだるあ月
一たたされ先たき良けのり曜
いでくま生。はかどがま日
ですさしが 、っ、難しに
す。くた、 転たいした、
》。まし。一先びでっ 。タ

しエ後ちんし強かと人ンが休「がシ子土
かーのの点たくっがをト教み野一ョど曜「
っシ子勝をが八たで次をえや球番ンも日よ
たョどち取、対。きの使て休」楽がのにし
《でンもでれ最〇相た塁っくみでしあ日、バ
小すはのして終で手のにてれのすかりレ待ン
四。、日た勝回負ので進、ま日。っまクちト
とレ。敗でけチうまチしに去たしリに成
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新コーナー「私は誰でしょう？」では、下の文章を参考にして、Ａさ
ん、Ｂさんが誰かを当てて下さい。正解は６月号に掲載します。
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十こすの歌人うトて趣かば
す之いま望すんでまて食すき生
。島人す台。上、い比べ。なま僕
月と。「手はア疾、味く）僕
五で将ピや、ニ風僕はてでの
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。
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げり来何好なた。こるの物し三
す最夢サなですときガし理な
るたは回きっら好ととカはた月
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よい、もなて嬉きが、レ、。十
、
。
に ンは ま七ア読かはべ
うで優行場いしなでどーカそ三
、寿」、そたつニむら、物
にすしっ所けくスきちとレん日
、
僕司と米し のメ事でとは
な。くたはるなポなら家ーなに
、
の職い津て好大はですて
りそてこフ気りーくものラ僕鹿
、
、
。
Ｂ 誕人う玄 き罪 す も魚 Ａ たしかとリが、ツなおカイが児
さ 生に曲師好な」「。まや（ さ いてっがイしどはっいレス一島
ん 日なでさき芸とナそたわさ ん で、こあ岳まん野てしーで番県
はる んな能いルし、ら
口いり展 ど球しくを 好で
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にしま、、ま、的てコ、僕
過てしタそしみに大は黒が
ごくたケれたん集き細島、
しだ。ノほ。なまかかのタ
てさ今コどタがっっっタケ
いっ回採みケ道たたたケノ
きてのりんノの量ののノコ
たいタをなコ奥がでがコ採
いるケ通ががま多、多より
で方ノし一入でかとかりを
す々コて生っ探ってっもし
。が採、懸てしたもた大て
いり感命いたことでき思
るに謝しるりとりすかっ
の限のてか、でががった
でら気いご新すい、たこ
、ず持るがし。を口とと
い、ちのあい僕感之いは
ついをだふ道のじ島う二
もろ忘なれをいまのこつ
感んれあそ切たしタとあ
謝なてとうり、たケでり
《の行は思に開Ａ。ノすま
中気事いいもいグ二コ。す
三持のけまなてルつは黒。
ちとなしっ探ー目と島一
をきいたたしプはてのつ
忘にと。のたで、もタ目
》れ準思ま り 最太ケ
すこ念す最がンいがシ
。いで。後、はラ楽ョ四
のし後の 、イしン月
ぼた半人 全オかが二
り。のま君然ンっあ十
のはゲでがラだたり七
よやー伝分イとでま日
うくムわかオ思すしに
にケはっっンい。た、
、ガ足たてにま 。子
元ををのく似し 私ど
気治ケでれてた先はも
にしガうまい。生、の
《過てしれしまでの絵日
小ご、てしたせも絵のレ
二し校出か。ん私を伝ク
た庭らっそでの見言リ
いをれたししラてゲエ
で泳ずでてたイ、ーー
》 ぐ残 、 オ怖ム

カリフォルニアにある、最も人気のある
場所の一つを紹介したいと思う。それはハ
リウッドだ。ハリウッドはロサンゼルスの
地区の一つで、映画やテレビ番組が作られ
る場所として世界中で非常に有名だ。ハリ
ウッドは1910年にロサンゼルス市と合併し
てから、著名な映画産業を生み出した。そして1920年ま
でにハリウッドはアメリカの中にある大きな産業の一つ
になった。ハリウッドにあるとても人気のある特徴の一
つは、白い大きな文字で作られたハリウッドの看板だ。
この看板はリー山という山の上に立っていて、あそこま
で登るのはとても人気のある活動だ。この山登りは全長
６キロで、到達するのに３時間ぐらいかかる。

Useful English Expressions

)

)

It’s sunny/rainy today. 今日は晴れ/雨です。
I am thirsty. 喉が渇きました。

