キッズみんなの日記
朝晩は冷え込み、日中は日差しが強い今日この頃、寒暖
差で体調 を崩 さ な い よ う 、 気 を つけ た いですね 。
私事で恐縮ですが、「子育ては難しい」と、

四年生の長男は、要領が良い方ではなく、学習に時間が

改めて最 近思 い 知 ら さ れ る 事 件 があ り ました。

かかります。その上、学校から出されたこの二週間の宿題
は、計算ドリル一冊と漢字ドリル一冊、すべての書き込み
を終わらせ、提出することでした。事件です！息子と全ペ
ージ数を確認し、話し合いの上、一日あたり、各ドリルを
六ページずつ進めることになりました。私は、仕事から帰
って、丸付けとやり直しをさせ、朝は五時半に起こし、主

かえるのせわは、いろいろあります。
とくに、たいへんなのは、えさとりで
す。なぜかというと、かえるのえさは、
虫ですから、ばったやこおろぎをよく
食べます。わたしは、虫をつかまえる
のが上手で、いっぱいたべさせていた
ら、かえるが、でぶっちょになってし
まいました。でも、かえるは、やんち
ゃなので、一日えさをやらないと、や
せほそってしまいます。だから、いっ
ぱいつかまえて、ついでにそだててい
ます。かえるの食じは、一日三びきで
す。一日三びきずつとって、りょうを
コントロール
しています。
ほかに、水のいれかえもやります。
一日、なんと、十回やります。水のり
ょうは、つめの長さくらいです。水は
いんりょう水ならなんでも大丈夫です。
かえるは、とてもかわいいので、き
ょうみがあったらかってみてください。
（小三・ さん）

「
やんちゃん」
がＭちゃんの家にやっ
てくるこ
とになっ
た経緯、「
やんちゃん」
の性格、家族と
の関わりを、ユーモラスに活き活きと伝えてい
ます。長文にも関わらず、読み手を飽きさせ
ないテクニックは見習いたいですね！

台風
先週の台風十八号の時は、学校から
休みの連絡が入って、六日の月曜日が
休みになりました。
今週、十九号の接近で十三日の夜中
にはげしく雨がふって、十四日火曜日、
登校できるか心配になりました。
朝、起きたら、風は強かったけれど、
晴れていてよかったです。
ぼくの家に毎日来るのらねこが、と
ても心配になりました。
（小四・ 君）

梨香台ゼミナール

人と学習。仕事にかまけて放置していたツケが、一気にや
ってきました。かけ算九九が完全に覚えられていない。ひ
き算で苦 手なも のがあ る 。 当 然 、 割 り 算 の 解 答 は 不 正 解 。
漢字は、見たこともない新たな字を生み出す始末。それで
も、この課題を終えるころには、ようやく満点がとれるよ
うになり、無事、修正できました。提出日の今日、長男は

仕事柄、多くの保護者の方と接してきて、成績優秀な上、

満足そう に登校 しまし た。

人間力にも優れた子の保護者の方が、どういうタイプの方
たちだったかを思い出し、反省しました。甘やかしすぎず、
干渉しすぎず、放置しすぎず、日ごろから、話し合いをし
っかりして、自立を促す。私は、何ひとつできていなかっ

「ゲームばかりしてないで、勉強しなさい！」と怒る前

たように 思いま す。

に、私がすべきことがたくさんありました。自分の反省が、
保護者の皆様にも、何かのお役にたてばと思い、恥を忍ん
で暴露し た次 第 で す 。 親 は 、 日 々、 勉 強ですね 。

優秀作品紹介
★ 日常の一コマを生き生きと★
かまくら

君）

お彼岸の話題を上手に紹介しています。あ
にちようびに、かまくら
めや、「コロコロ」
はお墓参りに来てくれたｙ君に、
にいきました。えのしまに
ご先祖様がくれたご褒美かもしれませんね。
いって、うみもみてきまし
いろんなこと
た。なましらすをたべまし
ぼくは、きょう、月がかくれるとこ
た。えのでんのでんしゃに
ろまで、ふしぎなげんしょうをみまし
のり、たのしかったです。
おともだちかぞくといったので、たの た。さいしょは、ドーナッツが一口た
べられたようにみえました。だけど、
しかったです。ぜにあらいにいって、
八時になると赤く見えました。
おかねをあらって、おまいりもしてき
つぎは、ともだちとあそんだことで
ました。
（小一・ さん） す。ぼくは、ともだちとようかいウォ
鎌倉はとても趣のあるよい街ですよね。江ノ ッチ２であそびました。そして、よう
かいをこうかんしました。たのしい一
電、由比ヶ浜、生シラス！Ｙちゃんの素敵な休
日を、もれなく上手に伝えています。
日でした。
（小三・ 君）
おもしろかったいちにち
市川では、月食が綺麗に見えましたよね。
コルトンでハロウィンのイベントを
Ｒ君は、月が欠けていく様を、たとえを使っ
て
やっていたから、いきました。ママと
上手に表現しましたね！お見事！
いきました。
やんちゃのやんちゃん
「トリック オア トリート」
わたしは、せんしゅうの月曜日から、
と言ったら、おかしがもらえて、おも
かえるをかっています。
しろかったです。たくさん、もらえま
あまがえるです。ふつうのあまがえ
した。あめと、ラムネと、クッキーと、
るより、食よくがすごくて、やんちゃ
チョコをもらいました。おいしかった
で元気なので、
「やんちゃん」と名づけ
です。
ました。
（小一・ さん）
やんちゃんは、女の子やおばあさん
ハロウィンの様子を活き活きと上手に伝えて
はなつきますが、男の子やおじいさん
いますね。手にいっ
ぱいのお菓子を持っ
て、ニコニ
にはなつきません。お母さんはよろこ
コしているＹちゃんの姿が目に浮かびます。
んでいましたが、お父さんはいやな顔
東京のおはかまいり
をしていました。とくに、よくなつく
とうきょうのおばあちゃん
のは、妹でした。なぜかというと、そ
の家に行って、おはかまいり
のかえるは、ほいくえんでそだてられ
をしました。
ていましたが、みんなにかわいがられ
さいしょの門のところで、あめをも
ていませんでした。でも、妹がかわい
らいました。水をかけたりしました。
がってあげたからです。そこで、妹が
おはかまいりのつぎに、本やでコロコ
先生からもらって、家でかうことにな
ロというマンガをかってもらいました。 りました。妹は、がんばってせわをし
たのしかったです。
て、がんばってそだてているので、か
えるは、妹になついているのです。

（小二・
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（小五・

さん）

結果、弟も転ばずに走
りきり、弟の緑チームが
勝利をかざりました。
総合でも、弟のチームが
優勝し、弟はとても喜んでいました。
来年は小学一年生になり、小学校の運
動会をやるので、その時もがんばって
ほしいです。
（小六・ さん）

弟の一挙一動を見逃さず、懸命に応援す
るＮちゃんは、まるで、小さなお母さんですね
♪運動会での弟の様子も、活き活きと描写で
きました。お見事！

リコーダー練習
今日、学校で「ふれあい祭り」とい
う行事に向けて、リコーダーの練習を
しました。
「ふれあい祭り」というのは、
十月二十五日に全校で集まり、出し物
をする集会です。ぼくたち
六年生は、
「八木節」とい
う曲をリコーダーでふき
ます。
最初に、自分の苦手なところを練習
しました。ぼくは、リズムが変わった
りするところが苦手なので、みんなに
ついていけるように、けっこう練習し
たと、自分では思っています。
次に、みんなで、合わせてふきまし
た。ぼくが苦手なところは最初のほう
なので、ドキドキしていたけど、何も
考えずにふいたら、上手くできました。
そのときは、うれしくて、調子にの
って大きい音を出したら、周りの人に
おこられたり、たたかれたりしました。
いたかったけど、うれしかったです。
（小六・ 君）

小学校生活最後の修学旅行
肌寒く、天候が良い日。あっという
間に、修学旅行の日がきました。目が
覚めるまで辛かったです。そして、日
光に行ってきました。日光で、楽しか
ったことを三つ紹介します。
一つ目は、滝です。目の前に滝があ
って、迫力のある滝だったので、すば
らしかったです。
二つ目は、日光山内で
す。東照宮などの建物を
見ました。とっても、立
派でした。
三つめは、日光彫りで
す。彫刻刀を使って、ほっていきます。
三つのパターンに分かれてやります。
私は、デスクＢＯＸです。それは、え
ん筆立てです。むずかしかったけど、
私は、いい作品を作れたと思いました。
二日間、学を修める事ができて、と
ても楽しかったです。
（小六・ さん）

修学旅行での思い出を、印象に残った三つ
の事柄に絞り、無駄なく、すっ
きりとまとめら
れましたね。Ｙちゃんの小学校生活の一ページ
に、また、素敵な思い出が刻まれましたね♪

想は、

または
info@rikohdai.com

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

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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TN

Ｔ君、練習がんばりましたね。自分で自分
の行動を「
調子に乗っ
て」
と表現しているところ
が、かわいいですね。不安から喜びへと、変化し
ていく気持ちを見事に表現しています。

MY

身近なもので、気圧の変化をわかりやすく
実験したことを上手に説明しましたね。クラ
スのみんなの驚いた表情を上手く切り取り、
活き活きとした文章に仕上がっ
ています。

君）

Ｉ君
ぼくの友達のＩ君は、お
母さんがとてもこわいそ
うです。Ｉ君が、いつも、
「今日は、はらなぐられ
るかも。
」
と言っています。そんなこわいお母さ
んなのに、Ｉ君は、悪いことをします。
そろばんを休んだり、よいこのチャイ
ムが鳴っても帰らなかったりします。
しまいには、スイカを勝手に使って、
ガリガリ君を買いました。
なぜ、そんなことをするのでしょう
か。
（小五・

あはは。良い子のＴ君には、理解が難しいで
すよね。Ｉ君は、怒られるのを楽しんでいるの
かな。もっ
とお母さんにかまっ
てほしいのかな。
Ｔ君の投げかけた疑問に、思わず、答えたく
なるような日記でした。

弟の運動会
今日は、保育園に通う弟の運動会で
した。弟は年長なので、色々、出番が
ありました。応援合戦では、弟が学生
服と軍手をしていて、おもしろい服装
だなと思いました。それと、ソーラン
節では、一生けん命おどっている姿を
見て、がんばっているなと思いました。
最後のリレーでは、弟がリレーの選
手に選ばれていたので、どちらが勝つ
かなと思い、ハラハラしながら応えん
しました。

AT

秋を代表する「
台風」
の襲来を上手に伝
えていますね。自分の学校の心配が去ったあと、
ふと、「
のらねこ」
の心配をするＲ君の優しが光
る日記でした。

スイミング
ぼくは、土曜日にアーデルで
平泳ぎのタイムを計りました。
まず、クロールと平泳ぎの練習をし
て、その後にタイムを計りました。ぼ
くは、その時、順番がこないでほしい
と思いました。でも、すぐ順番がきま
した。
飛び込み台に立ったしゅんかんに、
ドキドキしてきました。そして、ふえ
の音がなりました。そのしゅん間に、
みんないっせいに飛び込みました。と
ちゅうで息ができなくなり、あせりま
した。
ぼくのタイムは一分二十三秒でした。
思ったより速く泳げてほっとしました。
（小四・ 君）

理科の授業
今日、国分高校から理科
担任の田中先生が来てくれました。ス
ポーツは野球をしていたそうです。
五時間目に理科の実験をしました。
「気圧」の勉強です。マシュマロ、風
船を使いました。マシュマロをとうめ
いな箱に入れて、機械で空気をぬくと
いう勉強です。みんなは、マシュマロ
がふくらんだので、ビックリしてしま
いました。風船もいっしょでした。
帰りにマシュマロをもらえたので、
よかったです。

「
不安」 「
緊張」 「
安堵」
と気持ちの変化
→
→
を上手に説明していますね。飛び込み台に立っ
た時のＴ君の心臓の音が聞こえてきそうです。
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