キッズみんなの日記

優秀作品紹介

７月号

ホタルまつり
夜七 時から九時 まで、船ばしの運動公
園のホタルまつりに行きました。家ぞくで
車で行き、たくさんの
行れつでびっ
くりしました。
ならびながらすすんで
ホタルを見ました。
たくさんのホタルが
とびながら光っ
て
とてもきれいでした。
ホタルは、水の中で
すごし、日本に三しゅるいしかいないそう
です。

じゅうどう
わたしは、五月の二十九日に、じゅうど
うの、けん大会がありました。わたしは、
六高台じゅうどうクラブという教室で、や
っています。それで、その中の強い人が、え
らばれて出ます。
それにわたしは、えらばれたので出まし

ホタルの名前は、ゲンジホタルとヘイケホ た。わたしがゆうしょうする
タルとクメジマホタルだそうです。
までの回すうは、
十 日から二週 間しか生きることができ 四回です。でも、
ないそうです。もっ
と生きてほしいです。と わたしは、三回かてば
梅雨に入り、鬱陶しい天気が続いておりま
バーベキュ
ー
てもきれいでした。
三位になれます。それで、わたしは、かち
す。水不足が懸念される中、少しでも我慢を
きのうはバーベキュー
（
小三 ＳＮくん）
ました。六高台の中でわたしだけがかっ
た
と思いますが、雨が降るとつい鬱陶しく感じ
ホタルのことについてしっ
かりと説明する のですごくうれしかっ
がありました。
たです。先生も、す
てしまいます。皆様、雨に濡れお風邪など引
ことができていますね。今ではなかなか目にする ごくよろこんでいました。わたしも、けん
いえのきんじょでバーベキューたい会があり
かれませぬようお気をつけください。
ました。バーベキューたい会はおかあさんと ことができないホタルを近くで見ることができる 大 会 で、三 位になると思わなかったので、
さて、今回の作品のご紹介をさせていただ
なんてＳくん、素敵な体験ができましたね！
おとうさんといきました。
あきらめていたけど、けん大会で三位にな
きます。多くの皆さんがお休みに過ごした楽
わたしの大すきなかきごおりがありま
れたのですごくうれしかったです。これか
しかったできごとを題材に日記を書いてきて
した。
サクランボがり
らも、いっぱい、れんしゅうをして、しょう
くれました。お友だちと遊びに行ったお話や
わたしの大すきなかきごおりは、スイカ
六月四日 土( 、お
らいのゆめは、オリンピックに出れるように
) 友だち
ご家族で遠出されたお話など、読んでいて思
あじのかきごおりです。かきごおりのスイ 家ぞくと山なし南アルプス市に
なりたいです。これからもがんばっ
ていきま
わずうらやましくなってしまうようなものが
カあじはめずらしいなぁと思いました。た サクランボがりに行きました。
す。
たくさんでした。中でも、感情をしっかり表
べてみたらすごくおいしかっ
たです。また、 サクランボのしゅるいが
（
小三 ＭＳさん）
現されているものや、丁寧に説明を書いてく
たべたいです。
たくさんありました。佐とうにしきや高
れた物を厳選させていただきました。皆さん
日々の練習を頑張った成果が大会で
（
小二 ＡＴさん） さごやブラックチェリーなど、色いろなしゅ
もぜひ参考にしてくださいね！
楽しく過ごした日常の一日についてしっ るいのサクランボの木があり、はしごにのぼ
の三位に繋がっ
たのですね！嬉しい気持ちが文章
かりと書けていますね！Ａちゃんの好きなスイカ っ
にあふれていますね！夢に向かっ
て、Ｍちゃん、が
てたくさん食べてきました。とてもあま
味のかき氷についておいしそうに書けています。思
んばれ！応援しています！
くておいしかっ
たです。
わず食べてみたくなっ
てしまいました！
サクランボの後シャトレーゼ工場に行き
★ 日常の一コマを生き生きと★
ました。アイスが食べ放だいで二こ食べてき
水泳
ました。たくさん食べてお友だち家ぞく
ぼくは、きのう初めての水泳をやりま
ザリガニのだっ
ぴ
★★ 自分の思いを伝える★★
と楽しい思い出が出来ました。
した。地ごくのシャワーは、寒いときにあび
二十一せいきの森で、おじさんがくれた
（
小三 ＹＩさん）
るととても地ごくのような感じがします。
ザリガニを家でかっ
ています。
お休みの楽しい一日を鮮やかに表現で 「
一、二、三、四、五、六・
・
・
」
そのザリガニを朝おきて見ると「ザリガ
きていますね！サクランボの種類がたくさんあっ
と
かぞえていると、だれかが先生に、
ニが二ひきにふえてる。」
たことも例を挙げ、しっかりと説明ができていま 「
ついてないぞ、最初から！」
と思っ
たら、だっ
ぴしていた。
す。甘いサクランボをたくさん食べられて、Ｙちゃ と言われたので、
ぼくは、だっ
ぴしたザリガニを、
んうらやましいなぁ。
「
ほ
か
の
人はいいですか？」
はじめて見た。
と言っ
たら、
すごかっ
た。
「
それが友達か！」
（
小二 ＡＳくん）
と言われたので、
ザリガニの脱皮を初めて見て驚いたＡく
もう一回やりました。
んの気持ちがよく表現されていますね！生きも
水をかけあうやつで
のを観察しているといろんな不思議に気づくこと
かけていたら、ぼくばっかりかけられまし
た。
ができますね！
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百点、おめでとう！しっ
かり勉強をしてい

ったことが実を結びましたね！「そして・・・」とた

ぼうさいフェス
ぼくは、二年ぶりにぼうさいフェスに行っ
た。ぼうさいフェスは、さいがい時どうすれ
ばよいか、人がとつぜんたおれたらどうす
ればよいかが分かる、イベントです。
ぼくは、さいしょに、「
人がとつぜんたおれ
たらどうすればよいか」の、体験をしに行
きました。
まず人がとつぜんどうろのまん中にたお
れていたらどうすればいいかおそわりまし
た。
まずは、ゆっくりたおれた人のほうに行
きます。次に、その人に話しかけます。そ
れでもへんじがなかっ
たら、
「
だれかきてください。」
と言います。そしたら、
きゅうきゅう車を
よびます。くるまで
の間おなかを三十回
おして、いきを口の中に
いれます。ぼくは、このようなことが分かっ
たのでまたら い年 も 行 きたいと思 いまし
た。

（
小五 ＳＯくん）

「
よっ
しゃ百点」
きのう、二時間目に「漢字五十問テスト」
がありました。難しい問題も
しっ
かり勉強してたので、なんなく
解けました。
それから、六時間目に
テストが返されました。
そして・
・
・
「
Ｓ君、百点！」
と先生に言われて
うれしかっ
たです。
それを今 度 、梨 ゼミにもっていきたいで
す。

おでかけ
私は、今日友達とレイクタウンに行きま
した。

なぜ作ろうと思ったかという理由ま
でしっかり書くことができていますね。
Ｒちゃんが一人でチャレンジしたことが凄い
ですね！失敗から次の教訓を得ていることも
素晴らしいです！

寒いときのプールで浴びるシャワーを「地
土曜参観
ホットケーキ
ごくのシャワー」と表現しているところから、辛い
ぼくは、土曜参観があっ
て土曜日に学校
私は、今日家でホットケーキを作っ
た。な
気持ちがよく伝わって来ます。これから暑くなっ に行きました。
ぜかと言うと、ひまで何もやることがなか
て気持ち良くプールに入れるといいね！
四時間じゅ業で
っ
たからだ。
一時間目が社会で、
ちょうど、冷蔵庫に卵や牛乳があった。
二、三時間目が参観で、
生 地 を作 るところまでは順調 に行き、上
★★★出来事や気持ちを
参観の二時間目が
手にホットケーキが作れると思 った。だけ
より細やかに伝える★★★
国語で三時間目が
ど、フライパンで焼いた時、強火にしすぎて、
理 科 のメダカの勉 強 をしました。四 時 間 生地がこげてしまった。お好み焼きみたい
目に絵 伝言ゲームをしました。ぼく は日 になっ
た。
直だっ
たからきんちょうしたけどたのしか
一枚目は失敗したので
っ
たです。
もう一枚だけ作ろうと
（
五年 ＫＦくん）
思っ
た。材料は、あっ
たけど
土曜参観でどんな授業をしたのか、しっ 焼くときに弱火に
かりと書くことができていますね。日直で緊張し しすぎて、火が通っ
て
た気持ちとそれでも楽しかったというＫくんの心
いないのに、ひっくり返してしまった。二枚
情がよく描かれています。
とも失敗したので、とてもショックだった。
食 べよう としたけど、見た目 がまずそう
だっ
たので食べれなかっ
た。なので、一応ラッ
プをかけておいた。お母さんに教えてもら
ってからやっ
た方が良いと自分で思っ
た。次、
何かを作る時は、必ず誰かにやり方を教
えてもらおうと思っ
た。
（
小六 ＲＹさん）

めてから先生の台詞を書いているところにＳくん
の嬉しい気持ちが表現されていますね！

防災フェスで学んだことをしっ
かりと文
流れるプールを作 って遊びました。後ろ
から大群が来て、もうだめかと思いました。 章にすることができていますね。教わったことを順
序立ててまとめることができています。Ｔくんが
楽しい水泳の時間でした。
一生懸命学んできたことが分かりますね！
（
小四 ＭＷくん）

１日

（
小五 ＴＳくん）

レイクタウンについて、始めに映画のチケ
ットを買いに行きました。「
植物図かん」
を
見に来たので、こんでるかなと思っ
たら、千
葉県民の日なのであまり人がいませんでし
た。
映画の前に、洋服を見たり、プリクラを
撮ったりしました。映画は、おもしろいし、
感動もしました。
友達とみるとより
楽しかっ
たです。
なので、またみたい
映画があっ
たら友達を
さそっ
てみたいです。
（
小六 ＡＫさん）

千葉県民の日の一日を鮮明に表現

していますね。お友だちと過ごした楽しかっ

た時間がしっかりと書かれています。Ａちゃ

んの楽しかった気持ちがよく分かりますね！

卓球
ぼくの家には、小さな机を
卓球台にしたものが
あります。その卓球台で
兄と勝負をしました。
十回、ラリーをやっ
て
次に試合をやりました。兄に勝てました
うれしかっ
たです。
（小六 ＳＨくん）

家での一ページを描いていますね。

兄弟で練習している様子や試合でお兄さんに

勝てた喜びが伝わってきます。

Ｓくん、これからも練習がんばってもっとも

っと上手になっちゃいましょう！

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

まで、どしどしお寄
y-ogawa@rikohdai.com

または、編集担当▼小
想は、 info@rikohdai.com

川

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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