キッズみんなの日記
ゴールデンウィークが終わったと思ったら
一気に気温が上がり、初夏の装いを感じる日
が増えてきました。みなさん、急な気温の変
五月より、梨香台ゼミナールの一員となり

化で体調を崩されていないでしょうか。
ました、小川幸代（おがわゆきよ）と申しま
す。この度、
「みんなの日記」を担当させてい
ただけることになりました！藤田先生のよう
にみなさんに楽しんでもらえるように作って
さて、今回はゴールデンウィークの思い出

いきたいと思います。宜しくお願いします！
や運動会の思い出について書いてくれた塾生
がたくさんいました。自分の体験と照らし合
わせながら、これからの日記の書き方の参考
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★

そして、一人ぬかしました。
ヘビを見つけました。急いで
一位にはなれなかっ
たけど、二位になれ つかまえようと思いました。
てうれしかっ
たです。
でも、にげられて
（
小三 ＡＭさん） しまっ
てざんねんだな
と思いました。
でも、もういっ
ぴきいてつかまえられてうれ
しかっ
たです。虫かごでかっ
ています。
（
小四 ＲＹくん）

生きものをつかまえるむずかしさがよ

く伝わる日記です！あきらめずにもう一匹をつ

かまえようとチャレンジして良かっ
たね！これから

も大切にかっ
てあげてください。

公園
今日じゅくのワゴンの車の時に通る公園
にお父さんと妹と行きました。
さい初に、野球をしました。ボールを二
つ持っ
ていきましたが、どちらもどぶに落ち
てしまいました。
次に、すな場で遊びました。
すな場に行っ
たらとなりに、
大きなだれかがほっ
たあなが
ありました。そのあなより
大きなあなにするぞ！
と思っ
てさっ
そくほりはじめました。とても
深くほれました。
とても楽しかったのでまた遊びに行きた
いです。

なものは何なのかも上手に説明してくれています

おいしいものが目に浮かぶ日記ですね！一番好き

ほれたという達成感が感じられる日記ですね！

ほろう！」
という意気込み、そして大きなあなが

だれかがほっ
たあなより「
大きなあなを

（
小四 ＭＷくん）

ね！みんなで楽しいたん生日会ができて良かっ
た

学べたグッジョバ
ばくは、よみうりランドに行きました。

気持ちの移り変わりがよく表現されています。

カナヘビをつかまえた
ぼくは友達と遊んでいるとちゅうにカナ

ですね！

読んでいておなかが空いてしまうような

「かっ
てやる」という強い気持ちが感
ドクターフィッシュ
じ取れる日記ですね！気持ちを強く持ったから
わたしは、ゴールデンウィークにはこねの
ユネッサンにいっ
てきました。ユネッサンには、 一人ぬくことができたのかな。がんばって二位にな
っ
たという、嬉しい様子がよくわかります！
いろんなおふろがあっ
て水ぎで入ります。
おふろにはワインぶろやコーヒーぶろやお
さけぶろやおふろのプールもあります。
妹のたん生日会
そして、わたしが一ばんたのしかっ
たのは、 きのう、わたしの家で九人 で四才になっ
ドクターフィッシュ
の足ゆです。ドクターフィ た妹のたん生日会をひらきました。
ッシュとは、人間のふるいひふをたべてきれい
たくさんのごちそうがあって、わたしが
にしてくれます。さいしょはくすぐっ
たかっ 一番すきだったのは、ねぎとろまきとおさ
たけど、あとから気もちよくなりました。 しみ、ママのあげたてのフライドポテトで
きれいにしてもらっ
てよかっ
たです。また、 す。
いきたいです。
次に、ケーキを食べました。ミニケーキが
（
小二 ＡＴさん） 九こ入っ
ていました。
わたしは、
ゴールデンウィークの楽しかっ
た思い 青いクリームが
出がよく書かれていますね！ユネッサンにはどん のっ
ているタルトを
なお風呂があるかなども、しっかり説明できてい 食べました。食べた後、
舌を見ると、
青くなっ
て
いました。
たん生日会でみんなで
ごはんを食べたのが楽しかっ
たです。
（
小三 ＫＴさん）

GW 特別号

ます。一番楽しかったことやそのときの気持ちも
てつぼう
しっ
かりとかけていますね！
こうえんでてつぼうをしました。
ともだち二人といっ
しょに
こうえんにいきました。
★★ 自分の思いを伝える★★
てつぼう でさいしょにひくいほう でさか
運動会
あがりをしました。こんどは、たかいほう
五 月 二 十 一 日 に運 動 会 があ り まし
でさかあがりをしました。つぎにたかいて
つぼうでこうもりをしました。さいごにだ た。
わたしが楽しかっ
たことは、
るまさんをやりました。
（
小二 ＭＳさん） 八十メートルでした。
わたしは、二十レース目の
一番外がわでした。
楽 しく 遊 んだ日 常 の一 コマが生 き生
スタートした時、
きとえがかれています。どんなてつぼうでどのよう
二人にぬかされました。
「
かっ
てやる」
と心の中でさけびました。
に遊んだのかを上手表現していますね！
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やることリスト
私は、土・
日曜日
やることリストを
作っ
ています。
やることリストとは、
やることを紙にかじょう書きにしてまとめ
た物です。このやることリストを作ること
で、自分がやらなければいけないことが一
目で分かるんです。
梨ゼミじゅく生モットーにも書いてある
ように、やらなければいけない事はぜっ
たい
にやれ。あそぶのはそれからでもおそくな
い。いつもつらくなっ
た時に、この言葉を思い

になる日記ですね！

までの説明も丁寧で、その場にいるような気持ち

伝 わり、私 も緊張してしまいました。走り 出す

走る順番を待つ間の緊張した気持ちが

よみうりランドであたらしくできたグッジ
運動会
ョバに行きました。グッジョバではいろいろな
今日はまちにまっ
た運動会でした。
ことを体験しました。
ぼくらのしゅもくは
でも、いちばんおもろかっ
た
一番最しょのときょうそう
ところはスプラッシュＵＦＯ
でした。番をまつあいだ
でした。
とてもきんちょう
それは自分たちが
しました。
やきそばになるのを
ついに出番がきました。
体験することでした。
「
よーいドン」
となっ
たしゅんかんはしりだ
そして、すごかっ
たのはバッシャーンと水がか しました。
かっ
たところです。
一回目はだれかがフライングでした。二
（
小四 ＯＦくん） 回目もフライングでした。三回目の時にぼ
くがフライングをしてしまいました。
どこでどんな体験をしたのか。そして、 です が、フライングしすぎてしんぱんの
その体験で何が一番印象に残っ
ているのかというこ 方がおこっ
て「
もういいよ」と言っ
ててぼくは
とを上手に説明することが出来ていますね。焼き
ま
た
走
りだしました。
そばになる体験はそうそう出来ませんよね。
けっ
かは四位でした。
すこしむっ
としたけど楽しかっ
たです。
（
小五 ＲＡくん）

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

運動会
ぼくは、赤組でした。
初めはしょうがいぶつきょうそうでした。
ぼくはとてもきんちょうしておなかがすご
くいたくなりました。
そして「
ばん」
と音がなり、
おもいっ
きり走りました。
初めは一位でした。
だけど、ころんでしまっ
て
四位になりました。くやしかっ
たです。
（
小五 ＲＩくん）
お腹が痛くなっ
てしまうほどの緊張
感と頑張っ
て走っ
たこと、最後四位になっ
てしまっ
て悔しかっ
た気持ちを上手に表現しています！
来年は一位になりたいね！

出しています。少し思い出しただけで、と
てもやる気になれるすごい言葉なんです。
いつもよんでいるじゅく生モットーは、とて
も大切な意味があると感じました。
（
小六 ＳＮさん）

日頃、行っていることから学んだこ

とをしっかりと言葉にし、行動にしていると

ころがすばらしいですね！大切なことを日記
に記しているところも良いことですね！

特にスロープやＶ字などができませんでし
た。
いよいよ本番です。一曲目が流れてこう
しんし、自分の位置にとまって足ぶみをし、
一人技をやり、私の苦手なスロープをやり
ます。私は、スロープをやったら心の中で、
「きれいにできた。」
と思いました。また、こ
うしんをして十字 型になって波をやりま
した。一直線になっ
て、
ウェーブをやっ
て次は
移動をし、花をイメージ
した形になっ
て、花が
咲くまでのことを
やりました。二曲目が
終わっ
て三曲目に
入りました。
また移動をしてダンスを
おどりました。三曲すべて終わっ
たら、いろ
いろな人からはくしゅをもらってうれしか
っ
たです。
私 が家に帰 ると、お母 さんとお父 さん
から「すごかったよ。きれいだったよ。」とい
われてうれしかっ
たです。今年最後の運動
会だっ
たけど、思い出になりました。
（
小六 ＫＩさん）

運動会に向け努力し、大成功に

とう牛について上手に説明が出来てい

ます！お見事です！

初に書くというテクニックも上手に使ってい

しっかり表現されています。また、結論を最

つながったこと、そして、その時の気持ちが

ますね。とう牛を知らない人でもよく分かるよ

ＧＷでとう牛に行く
私は車で、とう牛を見に行きました。
私は最初、「とう牛」と言うと、一人の人
間 が赤 いマントを持ち、牛がとっしんして
きて、牛にあたる直前でよけるきょうぎか
と思いました。
しかし本当は、とう牛とは
牛と牛とがぶつかり合い、
先に、牛が逃げたり
した方が負けとなるんだと
初めて知りました。 家族三人で、とう牛
のはく り ょくなどを知 り 、小 学 校 の生 徒
たちが育てている牛がたたかったり、一頭
が全くたたかわず、引き分けになっ
たりし
て、とう牛の楽しさを知りました。
（
小六 ＮＫさん）

うに説明ができています。ＧＷに楽しい思い出が
できて良かっ
たですね！

最後の運動会
● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感
または、編集担当▼小
想は、 info@rikohdai.com
私は、最後の運動会のマスゲームが大成
川 y-ogawa@rikohdai.com
まで、どしどしお寄
功 してうれしかったです 。私 はスロープが
せください。皆様のご意見を参考に、より良い紙面
むずかしくて、家で練習したけど学校で
練習したときはきれいにできませんでした。 作りに努めて参ります。
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