キッズみんなの日記

優秀作品紹介

藤子・
Ｆ・
不二雄ミュージアム
ぼくたちは、藤子・Ｆ・不二雄ミュージア
ムに行きました。松戸駅から多摩急行の
電車 で登戸駅まで行 って、ミュージアム行
きのバスへ乗りました。バスは、デザインがい
ろいろあっ
て、ドラえもん号、パーマン号、コ
ロす け号 、おばけ のＱたろう 号 があり ま
す。
行きは、ドラえもん号に乗りました。
最 初 に、ミュージアムカフェに行 きまし
た。
ココアに絵がかいてあるものをたのみまし
た。絵は、決められてないのでどきどきとワ
クワクがいっ
ぱいでした。ドラえもんの絵だ
っ
たのでよかっ
たです。
おはなしデンワを取りに
行きました。
てんじ室で
かいてある
番号をおすと、
そのてんじして
ある話が聞けます。
いきなりクイズがきて、
正かいするとひみつの
言葉がわかっ
て、
シールがもらえます。
最後 に、はらっぱに行きました。土かん
があって遊びました。どらやきやあんきパ
ンを食べました。
また、行っ
て遊びたいです。
（
小四 ＭＷくん）

行きの電車やミュージアムにどんな物が

実際にドラえもんに出てきた秘密道具が使える

あるかなど、詳しく書くことができていますね。

並_ んでいて大変だったことや好きな仕事
の体験をすることができたことなど、どんなことを

なんて嬉しいですね！

職業について知ることができた貴重な体験でした
ね！

最後のプール
ばくは、今年最後のプールに行きました。

体験したか、詳しく書くことができていますね。

ライダーも楽しかっ
たです。
おふろは、「
黄金ぶろ」というところがあっ
て、金でできているおふろに入りました。
とてもゴージャスな気分になりました。
あっという間に夏休みが終わり、二学期が
ＵＳＪ
お部屋からのけしきはとてもきれいでし
始まりました。みなさんの今年の夏休みが楽
七月二十九日から
た。
しく充実したものになっていればと願います。
三十日まで、大さかの
次の旅こうもステキなホテルにとまりた
そして、二学期からも勉強にスポーツに遊び
ＵＳＪにりょ行へ行きました。
いです。
にと全力で頑張っていくみなさんであって欲
ハリーポッターアンドフォービドゥンジャー
（
小三 ＫＴさん）
しいです。
旅行での楽しかっ
た思いをしっ
かりと書く
ニーをのりに行きました。きょ年しん長が
さて、今回の「みんなの日記」では、やは
ことができていますね。ホテルのことについて詳し
小さかったからのれませんでした。女の人
り夏休みの楽しい思い出をたくさん書いてく
く書 いているので、その様子を想像しやすいです
がぼくのしん長をはかっ
てくれました。
れる塾生が多くいました。その中でも、感じ
ね！「
黄金風呂」
、一度は入っ
てみたいですね。
「
のれるかな。」
ぼくはドキドキしました。
たことや学んだことをたくさん書いてくれた
「
ぎりぎりのれるね。」
作品を取り上げました。楽しい内容が盛りだ
と女の人が言いました。
東京ビックサイト
くさんですので、是非、みなさんも場面を想
「
わー。」
とぼくは大きな声を出しました。
ぼくは、じゅくが終わっ
てから車でおじい
像しつつ、見て頂ければと思います。きっと
みんなわらいました。
ちゃんとおばあちゃんとお母さんとビック
実際に体験したような気持ちになれると思い
家ぞく四人でのりました。すごくたのし サイトに行きました。
ますよ！。
く て、三 回 のり ました。またのり たいで 夏休みに入っ
ていたので、たくさんの人がな
す。
らんでいて、うけつけでやく
（
小二 ＡＳくん）
時
1 間かかりました。
家族みんなでＵＳＪに行った楽しい思い
すきな仕事の
★ 日常の一コマを生き生きと★
出を、会話文を交えて生き生きと表現していま
たいけんをしながら、
海上ほ安ちょうのせいふくを着たり、しゃ
真をとっ
たりしました。
てんぐの牛の肉 をかわかしたおかしを
食 べたり、アイスを食 べました。ひの自動
車ではトラックに乗ることができました。
楽しかっ
たです。
らいねんの夏休みにも行きたいです。
（
小三 ＳＮくん）
９月号

すね！ドキドキしている気持ちやみんなで笑っ
た
はなび
ところなど思わず想像してしまいますね。
おばあちゃんちのおくじょうではなびを
みました。いろいろなかたちのはなびがあっ
てたのしかっ
たです。
★★ 自分の思いを伝える★★
手でもっ
てする
旅行
はなびもしました。
七月二十三日に、日光に家ぞくで旅行
けむりがでないはなびや
に行きました。
いちごのにおいがする
ホテルの名前は「
きぬ川三日月」
です。
はなびもあっ
てたのしかっ
たです。
ホテルの中は、きれいで、
（
小二 ＭＳさん）
オープンした新しい
楽しかった花火の思い出を鮮やかに表現
してくれていますね。打 ち上げ花火や手持 ちの ホテルのようでした。
プールもあっ
て、
花火など、いろんな種類があって本当に楽しそう
流れるプールで
遊びました。二十メートルのウォータース
ですね！
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みんなはシャワーのことをじごくのシャワー
とずっと言っています。でも、今日はとても
晴 れていたのでじごく のシャワーではなく
天国のシャワーでした。
ぼくは、友達と流れるプールをいっ
しょに
泳ぎました。ぼくは、
平泳ぎの練習を
しました。友達は
クロールが上手では
ないので、クロールを
練習していました。
チームで練習するのでは、
ぼくは二十五メートルに
ちょうせんしました。それで、ぼくは泳げ
たので一番 上手 な人 がいるＣに行きまし
た。自由時間は、友達と息つぎの練習をし
ました。
そんな楽しい水泳は終わりました。来年
が楽しみです。
小四 ＲＹくん
今年の水泳を満喫したことがよく分かる
日記ですね！一生懸命練習して、一番上手な人
が入れるＣに行くことができたのですね！来年も
楽しい水泳になるよう頑張りましょう！

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★
水泳大会
わたしは、水泳部で、ＡコースとＢコース
があります。Ａコースは完ぺきに泳げる人
でＢコースは自分のペースで泳ぐ人です。わ
たしはＢコースです。
七月二十六日と二十七日の二日に、水
泳大会が行われて、Ａコースの選ばれた選
手 が大会 に行きました。友達はタイムを
はかり忘れて失格になっ
た人もいます。

来年の六年生では、
出ました。車で行くので、六時間かかる予
Ａコースに入っ
て、
定です。
大会や泳ぎのタイムを
まずは、大阪に行く予定でしたが、と中
はやくしたいです。
で、伏見稲荷大社に寄り、鳥居をたくさ
（
小五 ＫＴさん） んくぐってきました。鳥居は、千本くらい
目標を持って練習に臨んでいることがよく
の鳥居があるので有名です。ここで、御朱
わかる日記です。「
来年こそは！」
という気持ちが 印帳を買っ
て、御朱印を二カ所でいただき
伝わって来ます！是非、選手に選ばれて欲しいで
ま
した。
すね！応援しています。
その後、大阪城に行きました。
大阪城では、豊臣秀吉の
矢指ヶ浦復興イベント
ことがいっ
ぱいくわしく書いて
今日、家族と矢指ヶ浦復興イベントに行 ありました。
きました。イベントは、地曳き網と宝探し 印象に残っ
ているのは、
などありました。
秀吉のかぶとと
地曳き網は、エイがいっ
ぱいかかっ
ていまし 八階から
た。小さないせえびも
見
た景色です。
かかっ
ていました。
次に奈良に移動して、
輪なげをやりました。
東大寺ライトアップを
輪が入ると、一こ
見ました。夜、
メロンをくれました。
くらやみに何かいて、その物体をよく見る
うれしかっ
たです。
と、しかが草を食べていました。びっ
くりし
宝探しをしました。
ま
した。
四まいカードが
二日目の朝に東大寺にお参りに行きま
とれたので、
した。朝一番早く、おせんこうをあげて、
ポカリとゆず塩が
人 が少 なかったのでゆっくり見 ることがで
二本、そうめんをもらいました。私は、取 きました。御朱印をいただきました。
れませんでしたが、お米をもらっている人
次に、春日大社に行き、二ついただきま
がいました。
した。春日大社 にはいろんな神 社があり
また、イベントに行って、宝探しをがんば ました。全部まわるのは無理そうでしたの
りたいです。
で、三カ所周りました。
（
小五 ＹＹさん）
次に、奈良公園に向かうと
イベントの地引き網や輪投げ、宝探しに参
中にしかがいたので、
加したことが詳しく説明されていますね。とても
し
か
せんべいを
楽しそうな情景が浮かびます！良い体験になり
買っ
てみました。
ましたね！
そしたら、しかに
おそわれました。
足をふまれたり、角でつつかれたり、かま
れたり、大変でした。
関西への旅
高原教室から帰っ
た翌日に関西への旅に

赤ちゃんがいたので、赤ちゃんにあげたかっ
たけど、大きいしかに囲まれて、全部食べ
られました。
どこに行っ
ても、外国人がいっ
ぱいで、日本
の歴史や文化を知りたいと思っ
ている人が
たくさんいて、びっ
くりしました。私ももっ
と知りたいと思います。

（
小六 ＲＯさん）

関西でいろんなところに行っ
て、いろんな

ことを学んできたことがよく分かりますね。日本

の歴史や文化について触れる機会はなかなかない

ので、お父さんとお母さんに感謝ですね！

高原教室で
八月十七日から十九日に高原教室があ
りました。
私は、普 段話 さない友 達 と仲 良く なり
ました。特にちがう
学年の子もいっ
しょ
だっ
たので、その子たち
とも仲良くなりました。
ほかのこともあっ
たけれど、
やはりこれが印象的でした。
来年も参加するので、
そこでももっ
と仲良くなりたいです。
（
小六 ＲＭさん）

高原教室で色んなことがありましたが、

一番印象に残っ
ていることをしっ
かり書いてくれま

した！普 段話さない子や、学年のちがう子 と仲

良くなれる機会はなかなかないので良い機会にな

りましたね！

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

想は、 info@rikohdai.com
または、編集担当▼小
川 y-ogawa@rikohdai.com
まで、どしどしお寄
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。

梨香台ゼミナール

９月 １日
平成２８年
キ ッ ズ み ん な の 日 記
第１０９号

