キッズみんなの日記
楽しかった夏休みも終わり、新学期が始ま
りましたね。みなさんの日記から、素敵な夏
休みを過ごしたことが伝わってきました。
朝晩は涼しくなり、秋の気配が感じられる
今日この頃です。気温の変化に体調など崩さ

君）

Ｋ君、お腹の調子が悪かったハプニングをユ
ーモラスに表現しましたね。釣り場はトイレに
困りますよね。おじさんと自分の釣果を比較
し、次回の目標へとうまくつなげています。

（小四・

バーベキュー
まけてしまい、ぜつめつしてしまいま
（小三・ さん）
わたしは、月よう日に、 した。
「お台場新大陸」は今年も話題のスポット
おともだちといっしょ
ほにゅうるいは、きょうりゅうがぜ
でしたね♪楽しかっ
た一日の中で、特に印象に
残っ
た「
トロッコアドベンチャー」にスポットを当て、
に、バーベキューをした。 つめつしてから、だんだん体が大きく
上手に書き広げています。
アスレチックもありました。せみの なりました。暑くなったり、寒くなっ
つり
めすとおすをつかまえました。
たりして、小さくなってしまいました。
今日、つりに行きました。つりの場
（小二・ さん）
ほにゅうるいが、大きくなったり、
小さくなったりして、生きてきたのが 所についたのですが、トイレに行きた
Ｒちゃんの楽しい一日の様子がよくわかり
くなりました。だから、コンビニによ
ますね。バーベキューの味や、アスレチックの感想、 すごいと思いました。
セミを捕まえたときの気持ちが書けるように
りました。
（
小
三
・
さ
ん
）
なっ
たら、ますます素敵な日記になります。
着いたら、また、きゅうにおなかが
Ｙちゃんは、博物館で学んだ哺乳類の進化
いたくなりました。だから、また、コ
ンビニに行きました。
そして、やっとつりができました。
ぼくは、ブルーギルという魚しかつれ
ませんでした。でも、おじさんは、ブ
ラックバスという魚や、ぼくがつった
ブルーギルという魚もつれました。
帰りにもほかの場所で
つりをしましたが、いっぴきも
つれませんでした。
こんどは、ブラックバスもつりたい
し、トイレの時みたいになりたくない
です。
NR

NY

ぬよう、また、新たな気持ちで学習に取り組
みましょう。
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さて、日記の題材選びは、なかなか難しい
いもうとのたんじょうび
の
様
子
を
上
手
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。環境に合わせ
ものですよね。
「何でも良い」と言われても、
て体の大きさを変え、生き残っ
た哺乳類の進化
い
え
に
か
え
っ
た
ら
、
よ
る
ご
は
ん
を
た
には驚かされますね！
今日もいつもと変わらない一日だったと思う
べて、ケーキもたべた。
こともあるでしょう。
おたんじょうびのプレ
お台場新大陸
ゼントをもらって、あけたら
私は、七月二十七日に、
題材選びに困ったら、新聞記事を簡潔にま
とめ、その記事に対する自分の意見を述べる
ほしいものがでてきて、いもうとは、 お台場新大陸に行きました。私は、そ
ことに挑戦してみませんか。政治経済のよう
うれしそうにわらっていた。
の日のために、しゅく題を二ページや
な難しいことでなくても構いません。身近な
いいなーと、ぼくはおもった。
りました。なぜかというと、毎日、二
スポーツのことでも良いのです。
（小二・ 君） ページやっているからです。
私は、お母さんとお母さんの友だち
例えば、テニスの全米オープンでは、錦織
妹の嬉しそうな様子 を上手 に描写してい
ますね。家族でお祝いする温かな誕生日会が と行きました。
圭選手が日本人初の快挙、決勝進出を決めま
目に浮かぶようです。Ｙ君のお誕生日も同じ
初めに、でっかいかぶと虫のプラモ
した。同じ日本人として本当に嬉しく、誇ら
ように温かく、素敵なのでしょうね。
しいニュースでした。また、世界では、紛争
デルをみました。そのかぶと虫のプラ
や伝染病、貧困に苦しむ地域があります。平
はく物館
モデルに人がのっていました。
和な日本で暮らす私達には想像することさえ
月曜日に、
「太古のほにゅうるいて
一番たのしかったものは、ネプリー
難しいような日常があります。
ん」に行きました。
グの「トロッコアドベンチャー」です。
一番さいしょのほにゅう
八人で力を合わせてクイズに答える
長い文章を簡潔にまとめ、自分の意見を述
るいは、
「ヤマミロス」で、
ゲームです。私は、知らない人とやり
べるという訓練は、いずれやってくる高校入
大きさは人間の手の平ぐら
ました。問題に答えて、さい後の問題
試、大学受験においても、大変役に立ちます。
いでした。
是非、チャレンジしてみましょう！
になりました。みんなまよってしまい
次に、海で泳ぐパレオパラドキシア ました。でも、みんなで力を合わせた
の本物の化石を見ました。ハナイズミ ら、全部クリアできました。その時は
モリウシは、寒さにはかち、暑さには とてもうれしかったです。
また、お台場新大陸に行きたいです。

★ 日常の一コマを生き生きと★
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しおひがり
そして、今日、母がけいたいのスト
目を引く題名をつけましたね。Ｔ君の矛盾
私は、友達としおひがりに行きまし
は、多くの小学生が抱えているのではないでし ラップを買ってきて、けいたいが無い
ょうか。休み時間や給食、体育や図工だけが ことに気が付いた。弟は短い時間で、
た。行く前に、水着に着がえました。
楽しみだという子は多いはず。友達との関係を
車で行きました。
ものすごくおこられた。
築くことも学校生活での大切な目的ですね♪
私は、しおひがりを一度もやったこ
その後、弟が学校に取りに行くのと
きんたい橋
とはなかったので、
同時に、母が学校に連絡した。連絡し
今日、ぼくは、初めて山 た結果、失くした日にみつかったらし
楽しみでした。
口県へ行きました。山口県 い。 私は、ほっとした。
最初は、小さいのしか取れなかった
で有名なきんたい橋へ行
けれど、もっとおくに進んだら、すご
弟がうれしそうに帰ってきた。
きました。
く大きなハマグリが三つ見つかりま
「見つかったよ～。
」
きんた い橋は すべ て木 で作ら れて 顔からもそのことがわかった。よかっ
した。見つかったときは、すごくうれ
いて、アーチが何個もある橋です。橋 たね、私もそう思った。
しかったです。
そのあと、着がえてから、ビックリ は、アーチが急なので、ところどころ
（小五・ さん）
ドンキーでごはんを食べました。そし 階段がありました。
しっ
かり者のＭちゃんにとっ
ては、大事件だ
渡り終わると、目の前にとても長い
て、買い物をしてバドミントンのラケ
ったのですね。弟に起きた出来事を自分のこと
行列がありました。何かなと思いなが
のように心配したり、喜んだりするＭちゃんの
ットとはねのセットを買ってもらい
優しさが印象的な日記でした。弟と自分の気
ら行くと、「なにコレ珍百景」にも出
ました。
持ちの変化を上手に表現しています！
（小四・ さん） た、アイスの種類が百二十もあるアイ
ス屋さんでした。
としまえん
はまぐりが採れるしおひがりなんて贅沢
ぼくは、レンコン味にしました。小
今日は、お父さんととしまえんのプ
ですね。Ｍちゃんは、しおひがりを楽しみにし
ールに行きました。 としまえんのプ
ていた理由や大きなはまぐりを採るコツを上 さ く切ら れたレ ンコ ンが シャキ シャ
手に説明しています！お見事です。
キしていて、とてもおいしかったです。 ールは、何といってもスライダーです。
（小五・ 君）
スライダーにも、いろいろ
矛盾しているぼくの頭
な種類があり、特にぼくがお
ぼくは、学校がいやです。他の人と
Ｉ君の日記から、美しい木造の「
錦帯橋」が
もしろかったと思ったのは、
容易に想像できます。とても上手に紹介でき
同じように、勉強がいやです。だから、
ましたね。レンコンアイスも食感を表現するこ
ブラックスライダーです。管
学校がいやです。
とで美味しさを上手に伝えています。見習いた
のようなところをものすご
ですが、夏休みなど長い休みが続く
いテクニック満載ですね。
いスピードですべって、とち
と学校へ行きたくなります。ぼくが思
子どもけいたい事件
ゅうから真っ暗なところを
う理由は、そんなに友達と会えないか
この事件は、夏休みに入る一日前の
すべる、まさに「ブラックス
らです。
七月十八日からである。事件内容は、
ライダー」です。
弟 が学校 に持っ てい た子 どもけ いた
他にもとしまえんには、波のプール
夏休みが早く終わっ
いを、タイヤの上に忘れてしまったの というものがあり、いっぱい波がきて、
て、学校へいきたいです。
である。
本当の海みたいで気持ちが良いです。
（小五・ 君）
FM

ST

今日は、いい思い出になりました。
また、行きたいです。
（小六・ 君）

Ｔ君の日記を読むと、としまえんに行きた

くなりますね。「
ブラックスライダー」
の紹介は

とても上手にできました。真っ
黒に日焼けした

Ｔ君が目に浮かぶようです。

さん）

せんたく物
私は今日、自分一人で洗たくをしま
した。洗たく機を使うので洗うのは全
く大変ではありませんでした。でも、
大変なのは、この後でした。
洗たく機が、
「ピー、ピー。
」
と鳴り、干しに行きました。 外はも
のすごく暑くて、ベランダの床に出る
と、フライパンの上にいるような気分
でした。頭の上もすごく暑くなって、
ぬれたタオルを上にのせると、とても
気持ちよかったです。
その後、犬がベランダに来てねてい
ました。この熱い床でねられる犬を見
て、
「犬になってみたい。」
と初めて思いました。
大変だけど、楽しく洗たくができま
した。

（小六・

Ａちゃん、洗たくのお手伝い偉いですね！
「フライパンの上」という例えを上手に使い、ベラ
ンダの床の熱さを上手に表現しています。暑い
日も寒い日も毎日洗たくしてもらっ
ていること
に感謝の気持ちがわいたかな？

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感
または
想は、 info@rikohdai.com
編集担当▼市澤まで、どし
shoko@rikohdai.com
どしお寄せください。皆様のご意見を参考に、より
良い紙面作りに努めて参ります。
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