キッズみんなの日記

１２月号

優秀作品紹介

かりますよ。

★★ 自分の思いを伝える★★

ハロウィンパーティー
わたしは明日ハロウィンパーティーを学校
今年も残すところ一ヶ月となりました。十
スイミング
でします。そのハロウィンパーティーでは、お
二月に入れば、
「師走」という名のとおり、あ
きょう、スイミングに
ばけやしきや三つどもえをやります。
っという間に年の瀬を迎え、新年を迎えてし
いきました。ビートばんで
わたしが一番
まうのだろうと思います。私事になりますが、
けのびをして、かおを水につけるれんしゅ 楽しみなのは
五月から梨ゼミに入り、今回で七回目の「み
うをしました。ひさしぶりにやって、むず おばけやしきです。
んなの日記」となりました。毎回、みなさん
かしくて、うまくできなかったけど、たの なぜ楽しみかと言うと、
の日記を楽しみながら、そして、
「こんなこと
しかっ
たです。
本物みたいにかそうを
を考えているんだなぁ。
」と感心しながら、読
さいごに、おふろにはいりました。おゆが したり、おばけが
ませていただいております。これからも素敵
あつかっ
たけど、おゆがぶくぶくでていて、 かくれるいどや
な日記を楽しみにしておりますので、みなさ
たのしかっ
たです。
かくれ場所まで、
ん、一生懸命書いてくださいね。
（
小一 ＣＡさん） おばけ役の人がここまでいろいろとじゅんび
さて、今回は楽しいことはもちろん、嫌な
スイミングの楽しかったことをたくさん書
をしているからこわいのかなぁと思っている
こと、ふと考えたことなどいろんな感情をテ
くことができました！難しくて上手くできなく
からです。
ーマにした日記を選ばせていただきました。
ても、一生懸命練習して楽しくできたということ
それにハロウィンパーティーは、はじめてや
ぜひ参考にしてみてください。
が素晴らしいですね！
るからよけいに楽しみです。早く明日にな
はいしゃさん
っ
てほしいです。
おとうとのはをなおしにはいしゃさんへい
（
小三 ＮＡさん）
ハロウィンパーティーで行われることと、
きました。おとうとは、
★ 日常の一コマを生き生きと★
それを楽しみにしている気持ちがしっ
かりと表現
とてもドキドキ
されていますね。なぜ楽しみなのかの理由も詳し
している顔でした。
いえでクレープを作っ
たこと
く書くことができました！
きょうはいえでママといもうととおれでク おとうとがよばれたら、
きんちょうしてる顔で
レープを作りました。
一人で中にはいっ
て
たんじょうび
中にバナナと
いきました。わたしは、
ぼくは、十月二十六日たんじょうびでイ
チョコクリームを
はいしゃさんは好きではありません。はい タリアンレストランに行 って、パスタとピザ
いれました。
しゃさんにいくのも好きじゃありません。 を食べました。
エプロンをして、
てもこわくていたくていやだ
それで、たんじょうび
自分でやっ
たところがたのしかっ
たです。つ りゆうは、とっ
からです 。それにおとう とをみていて、と だからマジシャンが
ぎはチョコをいれたいです。
たからです。
来てくれました。
（
小一 ＭＫくん） てもいたそうだっ
（
小二 ＳＹさん） ぼくにいろいろな
楽しくクレープを作ったことがしっかりと
歯医者さんで緊張している弟の様子をよ 手品を見せて
伝 わってきますね！中 に入れたものを具 体的に
く表現できていますね。そんな様子を見ていたら
くれました。
書くこともできています！Ｍ君の作ったクレープ
歯医者さんが嫌になってしまう気持ちもよく分
そのあと、ケーキが
きてみんなでいわっ
てくれました。
を食べてみたくなりました！

さいごに、マジシャンがぼくに手品セットの
トランプをくれて、とてもうれしかったで
す。またそこに行きたいです。
（
小三 ＷＮくん）

お誕生日おめでとう！みんなにお祝いして

もらっ
て、思い出に残る素敵なお誕生日になりま

したね！マジシャンが特別に手品を披露しに来て

くれたのも嬉しい思い出になりましたね！

大きな大きなシャボン玉
私は、月 一で、学校のクラブでアウトド
アクラブというクラブに入っ
ています。今年
は四回やりました。
そして、今回は、シャボン玉をやることに
なりました。
そのため、シャボン玉の
ことをよく知っ
ている
先生にきてもらっ
て、
とくべつなシャボン液を
つかっ
てやりました。
むすんだひもで
やりました。
さいしょは、うまくできなかっ
たけど、ど
んどんできてきて、うまくなり、シャボン
玉の中にシャボン玉を入れたり、一メート
ルの大きなシャボン玉を作りました。先生
は二メートルのシャボン玉を作っ
ていました。
私も大きなシャボン玉を作りたいです。
（
小四 ＳＷさん）

学校のクラブ活動で行っ
たシャボン玉に作

りついて詳しく書いてくれましたね！少しずつ上

手になっ
て大きなシャボン玉を作れるようになっ
た

ことがしっ
かりと書けました！

練習試合
私は、日曜日にバスケで千葉市あすみが
丘小で練習試合がありました。ジュニア戦
でシュートを一本決めて、とっ
てもうれしか
ったです。本当にシュートが入ったのかわか
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らなくなりながら試合に出ていたので、私 きねん日なので、よろこんでもらえるよう
は、泣いてしまっ
て友達にきいたら、
にがんばりたいです。
「
Ｒ（
この日記の作者）
、ナイシュ
ー！」
（
小五 ＭＭさん）
お父さんとお母さんへのサプライズプレゼ
と言われたので、
ントを準備している様子を書いてくれました。す
本当に入っ
たんだ
でにプレゼントを渡す日は過ぎていますが、きっ
と
と思いました。
お父さんもお母さんも喜 んでくれたことでしょ
上級生が出ている
うね！
試合にも出られたので、
これからもチャンスをもらっ
てしあいにもっ
と出たいです。
キッザニア
（
小四 ＮＲさん）
ぼくは、この前、弟とお母さんとキッザニ
シュートを決めることができたときの嬉し
アに行きました。
い気持ちがよく伝わっ
てきますね！これからも一
キッザニアは、子どもたちがいろいろなし
生懸命練習して活躍してください！応援してい ょく業体験ができる所です。
ますよ！
最初に、行きたかっ
たのは、はんこ屋さん
でした。けれど、毎回ぼくが、最初に行き
★★★出来事や気持ちを
たいのを決めていたので、今回は、弟が選ん
だソーセージ工場にしました。それは、ソ
より細やかに伝える★★★
ーセージを作る
仕事です。まず、
塩とひき肉を
まぜました。
次にこしょうも
まぜました。そしたら、
ソーセージを作る機械に
塩とこしょうをまぜた肉を入れて、横にあ
るレバーを回しました。そしたら、羊のち
ょう の中 に、どんどん肉 が入 っていきまし
た。
そして、一時間くんせいしたらソーセー
ジのできあがりです。キッザニアの人がもと
もと作っ
てくれたものを食べたらすごくお
いしかっ
たです。
ソーセージの作り方が分かって、楽しかっ
たので、また、こんど行っ
た時もやりたいで
す。
そのほかにも、ぼくは、いろいろなしょく
業体験をして楽しかっ
たです。

サプライズ
十 日 と十 四日 はお父さんとお母さんの
たんじょう日です。なので、わたしは、いも
うととサプライズを
しようと思いました。
たんじょう日会を
するときに、
サプライズでプレゼントを
わたそうと思っ
ています。
プレゼントは、
お母さんが花がらの
ボールペン、お父さんが
タオルです。
今日、ラッピングをするために百均にラッ
ピングペーパーを買いに行きました。いろい
ろあっ
たけど、お父さんとお母さんが好き
なハートがらにしました。
よろこんでくれるといいなと思いながらつ
つみました。わたすのは、十二日のけっ
こん

実際に経験したことをテーマに、マナーに

をしっかりと文章に表現することができています。

（
小五 ＳＴくん）

て詳しく説明してくれました。自分で作っ
たソー

社会の中で生きるために、マナーはとても大事で

ついて考えたことを書いてくれました。自分の考え

セージは格別の味だったでしょうね！いろんな職

すよね。

キッザニアで体験したソーセージ工場につい

業を体験できて良い機会になりましたね！

かいしょく
今日、私の学校では、校長先生とのかい
しょくがありました。
かいしょくでは、
サイコロをふっ
て、
出た目の数で
話す内容を決めます。
私は、一回目は
将来の夢の話を
しました。私は、
「
パティシエになる
ことが夢です。」
と、言うと校長先生が、
「
なんのケーキがすきですか。」
と、聞いてきたので、
「
モンブランがすきです。」
と言いました。
ほかの人は、すきな人などを言ったりし
ていたので、友達の事もくわしく知れたの
でうれしかっ
たです。

または、編集担当
info@rikohdai.com

まで、どしどし
y-ogawa@rikohdai.com

紙面作りに努めて参ります。

お寄せください。皆様のご意見を参考に、より良い

▼小川

ご感想は、

●「キッズみんなの日記」に関するご意見・

前に良い思い出ができましたね！

たことをしっかり書くことができています。卒業

いてくれました。自分が話したことや友達が話し

校長先生との会食の時の様子を詳しく書

（
小六 ＫＡさん）

発言
今日、私は友達とわながやのプールに行
きました。わながやのプールに行くのは久
しぶりで、私はとてもワクワクしていまし
た。
梨香台 団地のバス停 でバスに乗り、私た
ちはわながやのプールに向かいました。わ
ながやスポーツセンターに近いバス停にバス
が止まり、私たちはおりよう と出口 へ向
かうと出口あたりがならんでいたので、後
ろでまっていました。す ると、バスのドアが
閉まり、バスが動き出しそうになっ
たので、
あわてて止めてもらっ
ておりようとすると、
知らないおばあさんに、
「
あなたたちが前に行かないからよ。」
と言われました。
私は、前がならんでいたので
ぬかしませんでした。
でも、周りから
見れば、ただそこに
立っ
ていただけに見えて
しまっ
ていたので、
ドアが閉まっ
て
しまいました。
もし、この列が
本当におりる人の列で、私たちがぬかして
いたら、マナーいはんになっ
ています。なので、
私はマナーいはんよりも、まっていた方がい
いと思いました。でも、おばあさんは、そう
いうことを考えないで、発言していたので、
もっ
とよく考えてほしかっ
たです。
（
小六 ＩＳさん）
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