キッズみんなの日記

優秀作品紹介

いう書き方もとても上手ですね！

イクスピアリのハロウィンイベント
今日、わたしはお母さんと妹の三人でま

景や大変だっ
たこともよく書けています！

ことが出来ました。楽しかっ
たことだけでなく、情

か、そして、どんなことをしたのかを詳しく書く

お出かけをしたときにどんな所に行ったの

（
小三 ＴＫさん）

まつ戸まつり
場所がなくて、姉が、
日曜日に、まつ戸まつりに行きました。 「
キーホルダー作っ
てあげる。」
人がたくさんいました。
と、二階からプラ板の道具を持ってきまし
さいしょにぼくは、
た。「
Ｆ（
作者の名前）
」という字のプラ板を
だんだんと涼しい日が増え、秋らしくなっ
はなやしき
ボールなげのゲームを
作っ
てくれました。
てきました。十月は寒暖差の激しい日が続き、
はなやしきに
しました。それは、
私は「
姉はきようだなぁ。」
と思いました。
体調を崩しやすかったのではないでしょうか。
いきました。
まとにボールをあてる
すごいなぁとずっ
と思っ
ていました。
体調管理には十分気をつけて、お体を大切に
メリーゴーランドには二かいのりました。
ゲームです。
（
小三 ＩＦさん）
してくださいね。
お母さんとお姉さんからの手作りプレゼ
かえるの上下にうごくやつだっ
たので、おも
二きゅうなげて、四点と五点にあたりま
今月のみんなの日記は、自分の感じたこと
しろかっ
たです。
した。四 とう があたって、じゅう をもらい ントがとっても嬉しかったことが伝わってきます！
やできごとを丁寧に説明できているものを厳
台 詞や思 ったことがたく さん書 いてあるので、気
ほかにもちいさいジェットコースターに二 ました。
選致しました。長い文章をしっかり書くこと
持ちがしっ
かりと伝わる文章になりましたね！
かいのりました。ちいさいかんらんしゃには
ごみひろいをしたり、かきごおりとやき
ができている作品が多く、情景が目に浮かん
一かいのりました。ほかにもいっ
ぱいのりま そばを食べたりしました。
なす高原
でくるような内容になっています。是非、想
した。すごく楽しかっ
たです。
はじめてのまつ戸まつりはたのしかっ
たで
きのう、とち木県にあるなす町という場
像しながら楽しんで読んでいただければと思
（
小一 ＨＭさん） す。また行きたいです。
所 に行きました。なす高 原という場所に
います。文章を膨らませ、内容を読み手がイ
花やしきに行っ
て乗っ
たものについて具体的
（
小二 ＳＡくん） よりました。
メージしやすくするコツが要所に取り込まれ
に書いてくれましたね！気持ちだけではなく、ど
初 めての松戸祭で楽しかったことを書いて
初めに、魚がいる池に行きました。エサが
ています。その点にも注目して、今後の参考
んなものに乗っ
たのかしっ
かり説明できました。楽
くれました。一つのことに焦点を当て、具体的に あげられたので、投げてみました。さいご
にしてみましょう。
しかっ
た気持ちが表現されていますね！
書くことで、分かりやすい文章にすることができ
にのこり のエサをまとめて投 げてみたら、
ました！
投げた所にたくさんあつまりました。
次 に「うさぎの広場 」という 場所 に行き
ました。うさぎは、
毛がモコモコしていて、
かわいかっ
たです。
おさんぽしてみたら、
きゅうに走りだして、たいへんでした。
さいごに、アイスクリームを食べました。
おいしかっ
たです。
いろいろな動物たちに会えて、楽しかっ
た
です。
１１月号

バーベキュー
★★ 自分の思いを伝える★★
今日、わたしのおうちのにわで、バーベキ
★ 日常の一コマを生き生きと★
ューをしました。肉はステーキにしました。
ママと姉からのプレゼント
さいしょはお肉とごはんを
わたしはけん道を習っていて、今日、ママ
かまきり
しょにたべたら
がしないぶくろを作っ
てくれました。プロみ
コルトンにいく とき、へいのうえでかまき いっ
すごくおいしかっ
たので
たいなステキな花がらのしないぶくろがで
りがへんなポーズをしていました。
こんどはサンチュに
きました。手作りなのに、一つもへんなとこ
「
なんだろうね。」
まいてたべました。
ろがなくてびっ
くりしました。はやくみん
とはなして、しゃしんを
でも一ばん
なに見せたくてドキドキしました。
とりました。
おいしかっ
たのはコーンです。コーンはすっ
ご 「
わぁ、すごい！」
そのときしゃしんを
とっ
てほしいのかなとおもうような、ぼんお くおいしくて何にでもまけないおいしさで できたとき、その言葉が何 回も出 てきま
す。またバーベキューをするときは、かなら した。ママも
どりのようなポーズでした。
てもらいます。
「
やっ
たー！うれしい。」
（
小一 ＫＴさん） ずコーンをかっ
（
小二 ＴＡさん） とうれしそうでした。
かまきりがどんなポーズをしていたのか実
家族でバーベキューをしたことについて分かり
「
すごいじゃん。」
際に見たくなっ
てしまうような日記ですね。小さ
やすく書いてくれました。バーベキューというとお と、姉もうれしそう
な物に目を向けて、そこから何かを感じ取ること
肉を想像しがちなところ、コーンがおいしかっ
たと でした。
その次に、しないぶくろには名前を書く
が出来るのはステキなことですね！
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いはまのイクスピアリに行っ
てきました。駅 も勝っ
ていたので強いです。
に着くと、最初にディズニーストアに向かい
始まりました。白は、やっ
ぱり速いです。
ました。お店の中は、ハロウィンのグッズやわ 赤が二周目を始めた時に白はもう半分で
たしの大好きなツムツムのお人形があって す 。白 があっとう てきな速 さで勝 ちまし
妹とどれがかわいいか選びました。もっ
とお た。
くに進むと、さわると気持ちのいいクッショ
四年 生 の最 初 の出 番は、「つれて いって
ンやクリスマスツリーにかざるオーナメント ＧＯ！」という借り人きょう争です。男の
がありました。わたしと妹は、クッションを 七番目に走りました。だれと走るかドキ
さわっ
たらとても気持ちよかっ
たので、妹と ドキしていました。前の人は「
白の三年生」
おもわず、
とか、「かわいい先 生」とかでした。ぼく の
「
気持ちいい～。」
番になると、「
かっ
こいいお父さん」と言われ
と言っ
てしまいました。
ました。すると、
お店を出ると、
「
Ｍ（
作者の名前）
！」
外でハロウィンのイベントを
と言われました。
やっ
ていました。
ふりむくとお父さんが
内ようは、大きな声で
いました。お父さんと
「
トリック・
オア・
トリート」
走っ
て一位になれました。
とさけぶコンテストで八十点をこえるとお うれしかっ
たです。
かしがもらえます。妹とわたしは、いっ
しょ
よさこいソーランでは、自分 でもよくで
に参加しました。化そうのコスチュームを きていたし、むずかしい所もしっかりでき
かしてもらっ
て着がえてからステージに上 ました。
って、「トリック・オア・トリート！」と妹と
つな引きは、三、四年がごうどうでやる
大きな声でさけびました。点数は百一点 きょうぎです。最初は、三年生が引っ
ぱっ
て、
でおかしをもらえました。二人で百一点 四年生は四十メートルくらい走っ
てから引
も出てびっ
くりしました。
きます。一回戦は、白に引かれたけど、二、
ふだん着ることのないコスチュームを着ら 三回戦は赤が勝ちました。
れたり、ステージの上で大きな声でさけん
お昼は、からあげやスイートポテトな
だりできてとても楽しかっ
たです。
どいっ
ぱい食べて元気が出て、八十メートル
（
小四 ＯＲさん） 走でも一位をとりました。
ハロウィンイベントに参加したことについて詳
高学年リレーは運動会で一番おもしろ
しく書 いてく れました。お店の様 子やイベントの いリレーです。今年から走ります。ぼくは、
内容などを細かく書いてくれたことにより、楽し
三走です。一位でわたされました。ちょっ
そうな様子が想像できますね！
とでもさをはなそう と走り ました。しん
けんだっ
たので後を追う人を見ないで走り
ました。一位でわたしました。一位だっ
た
ので、とてもうれしかっ
たです。トロフィー
をアンカーがもらいました。今年は、赤が
勝ちました。今年も楽しかっ
たです。

運動会
きのう、運動会がありました。学校に着
くとじゅんびがしてありました。
全 校大 玉送 り をやり ました。ぼくは、
赤 組 です。白 組は、大玉送 りの練習 の時

起承転結でしっ
かりと文章を組み立てるこ

（
小五 ＴＫさん）

（
小四 ＷＭくん） テストの点数が上がっ
ていて
運動会について書いてくれました。自分が出
うれしかっ
たです。
た競技について説明できていて、結果もしっ
かりと
そして、これからもっとむずかしい問題
書いてくれました。まるで目の前で運動会を見て が出てくるから、苦手なところは自分で勉
強し、テストでは百点をめざし、せいせき
を上げたいです。
いるような気分にしてくれる日記でした！

★★★出来事や気持ちを

より細やかに伝える★★★

または、編集担当▼小
info@rikohdai.com

まで、どしどしお寄
y-ogawa@rikohdai.com

作りに努めて参ります。

せください。皆様のご意見を参考に、より良い紙面

川

想は、

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

りますね！

現で本当に楽しい修学旅行だっ
たことがよく分か

いてくれました。「
小学校生活で最高の」
という表

修学旅行について、簡潔に分かりやすく書

とができました。苦手な教科を一生懸命勉強し、
野球の試合
それが成果に結びついていることがよく分かりま
土曜日に試合がありました。
す。百点を目指してこれからも頑張っ
てね！
第二回戦で、初回三対〇で負けていまし
最高の修学旅行
た。
私は、九月二十七日、二十八日に日光へ
二アウトの時、
修学旅行に行きました。
みんなはあきらめて
バスの中で、バスレクをやりました。楽し
いました。でも、
かっ
たです。
ぼくは、あきらめないで
今年は班行動が多く、
ネクストバッターに行きました。でも負け
てしまいました。ものすごくくやしかった 仲の良い友達と回ることが
できました。
です。
部屋では、私が室長を
次にそのチームとやったら絶対に勝ちた
やり、大変だっ
たけどがんばれました。
いです。
市街散策では、
（
小五 ＡＭくん）
食べたかっ
たクレープが定休日でした。なの
最後まで諦めない気持ちと次は絶対勝ち
で、栃木限定のアイスを食べました。
たいという強 い気持ちをしっかり書くことができ
サンリオに行 って、仲良しの友達 とおそ
ました。自分 の決心を文 章にしておくと練 習に
ろいのボールペンを買いました。
も気合いが入りますね！
小学校生活で最高の日になりました。
（
小六 ＩＡさん）

算数のテスト
わたしは、一年生のころから算数が苦手
でした。今では、分数が苦手です。なので、
一学期よりも算数のせいせきを上げるた
めに、テストで良い点を取るために、
算数のテスト勉強、自主勉強を
一週間に三回やっ
ています。
分数のテストでは、
九十五点と、百点に
近づいてきました。
一学期と比べると、
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