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すね。元気になっ
てよかっ
たです！

キッズみんなの日記

お餅つきを体験したことを書いてくれまし
じきゅう走きろく会
た。実際に杵と臼を使っ
て、お餅つきができるのは
十一月二十八日にじきゅう走きろく会
とても貴重な体験ですね！自分でついたつきたて
にさんかしました。二 十いになったら、ゲ
ームソフトを買ってくれるからスタート前、 のお餅味はきっと格別だったでしょうね！
新年明けましておめでとうございます。皆
てんにゅうせい
ぼくはすごくどきどきしました。
様にとって、幸多く、実りのある一年であり
きんようびに
走っている時、どんどん人にぬかされたの
サッカーの試合
ますよう心よりお祈り申し上げます。
てんにゅうせいがきました。
でいっ
ぱい足をうごかしたら、
朝七時に家を出て梨小に集合してから、
今年も皆様に楽しんでいただけるような誌
わたしはよろこびました。
どんどんぬきかえしたので
かせんじきに行き、九時に一試合目が始
面作りを心掛けて参りますので、ご愛読の程、
そのこはおんなのこでＹちゃんというなま やっ
たと思いました。
まりました。ぼくは
よろしくお願い申し上げます。
えです。その日にともだちになりました。
ゴールしたらじゅんいの
ゴールキーパーを
さて、今回の作品は、冬ならでは持久走や
わたしがＹちゃんにいろんなことをおし 書いてある紙を先生が
してボールを三回とめて、
クリスマスといった話題から、今年大流行し
えました。ほんとうにうれしかっ
たです。
くれました。二十五いでした。二十いいな 五対〇で勝ちました。
た胃腸炎などの話題まで様々な内容になって
（
小一 ＨＭさん） いに入れなかっ
たので、すごくくやしかっ
た
一試合勝つと
います。書き方を工夫している日記も数多く
です。
もう一試合できる
紹介していますので、参考にして日頃とはち
転入生が来て新しいお友だちができた嬉
（
小二 ＳＡくん） ことになりました。
ょっと違う日記にチャレンジしてみてはいか
しい気持ちがよく分かりますね！いろんなことを
二試合目も、またぼくがゴールキーパーを
がでしょうか。今年もキッズ生のみなさんの
教 えてあげたＭちゃんの優しさがよく 分かりま
持久走について書いてくれました。スター しました。四対〇で負けたけど、十本シュ
素敵な日記を楽しみにしていますので、よろ
すね！
ト前の緊張している様子や走っている最中の気持
ートをうたれて六本とめました。コーチに
しくお願いします！
ちをしっ
かりと表現できました。目標の順位に届
すごいねとほめられました。
かなかっ
た悔しい気持ちもよく書けています！
いちょうえんなおっ
たよ
ぼくは、ゴールキーパーをレギュラーにな
わたしは、土曜日から火曜日までいちょ
るまでがんばりたいと思いました。
★★ 自分の思いを伝える★★
うえんではきけがすごかっ
たけれど、今日、
（
小三 ＮＳくん）
★ 日常の一コマを生き生きと★
ゴールキーパーとしてサッカーの試合で活躍
元気になりました。火曜日にびょういんへ
おもちつき
したことを書いてくれました。日頃の練習が実を
行きました。
今日、パパの友だちの家で、おもちつきが
レギュラー大会
そしたら、十時間何も
ありました。きねとうすで、もちごめをつ 結んで、しっかりとゴールを守ることができたので
きょうは、やきゅうの
すね！これからも練習頑張っ
てね！
食べちゃいけないと
いていました。
レギュ
ラーたいかいに
いわれたので、
子どもようのきねが
いきました。
あっ
たので、もちを
学校へいさ
二かいかっ
てけっ
しょうせんにいけてよか すこし大じょうぶかと
つくのを手つだっ
て
みなさんは学校へいさになっ
たことがあり
っ
たとおもいます。六年生のさいごのしあい しんぱいになりました。
十二時くらいになると、おなかがすいた みました。
ますか。ぼくは十二月十四日に学校へいさ
がかててよかっ
たとおもいます。レギュラー
ので、時間をわすれるためにゲームをしま きねは重かっ
たです。
になりました。
になっ
てしあいにでたいです。
他にも、もちを丸める手つだいをしまし
しかもぼくらのクラスでは二人はきまし
（
小一 ＨＴくん） した。オセロとトランプでママとあそびまし
た。楽しかっ
たです。
た。
た。それに学校を休んでいる人は百人ごえ
（
小二 ＴＡさん）
つきたてのおもちを食べてみました。とて です。
野球の試合について書いてくれました。六
胃腸炎にかかってしまい、苦しかったこと もおいしかっ
たです。
なので、ぼくもみなさんもちゃんと手あ
年生の最後の試合で勝つことができたのですね！
と治 ってからのことを書いてくれました。十時間
また、おもちつき会に行きたいです。
らいうがいをしましょう。
先輩想いの日記です！レギュラーになれるように
も何も食べられないと言 われると心 配 になりま
（
小三 ＫＴさん）
これでおわりと思っ
たけど、終わりじゃな
いです。学校へいさになったら大変なので、
これからも練習を頑張っ
てね！
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中山競馬場のイルミネーションツリ
ーを見たこと
ぼくは、昨日中山競馬場のイルミネーシ
ョンツリーを見に行きました。大きい木に
いっぱいかざりつけがされていて、つけた人
たちはすごいと思いました。ツリーのてっぺ
んは星ではなく、馬でした。途中無料でや

今年のスキーを楽しみにしていること、そし っ
ここによぼうのしかたを書きます。
ていたおもちゃＢＯＸくじを引いてみまし
て前にスキーに行っ
た時のことを振り返っ
て思い出
まず、家に帰っ
たら、
た。そしたら、
しながら書いてくれました。きっ
とたくさん転ん 一回目は
手あらいうがいをして、
で、今回の方が上手になっ
ているでしょうね！
ごはんを食べる前に
トナカイの磁石で、
アルコール消毒を
二回目は
しましょう。
サンタさんの
短縄
次は、人に
今 日 、学 校の体育 の授 業で短 縄をやり 人形のような物でした。
うつさないよぼう法
次に競馬場の広告を
ました。毎年、前とび千回、後ろとび七百
を教えます。まず、あまり外には出ないで
もらいました。
回
、
二
十
と
び
百
二
十
回
を
と
ぶ
と
、
賞
が
も
ら
マスクをしてよくねましょう。そしたら人 えるというのがあり、それに私はちょうせ
そして、競馬場の中を走っている汽車に
にうつさないでなおせます。
乗るための整理券をもらいました。汽車に
んしてみました。
なので、このよぼう法をみなさんも使っ
て
たら、Ｕターンしまし
まず 、二 十 とびは一回目は五十六 回で 乗って、二、三分たっ
みてはいかがでしょうか。
むりでしたが二回目で百に十回いっ
たので た。短く て残念 でした。それでも写真を
（
小四 ＨＲくん）
とれたので良かっ
たです。
合
格
し
ま
し
た
。
語りかける書き方で、分かりやすく病気
初めて行っ
たので、良い思い出になりまし
次に、前とびをして、
の予防方法を紹介してくれました。どんな病気
た。また、行きたいと思いました。
一回で二千八百四回
でもうがい手洗いをしっかりすることがまず第一
（
小六 ＴＨくん）
と
び
ま
し
た
。
の予防方法ですよね！
クリスマスのイルミネーションツリーを見に
その回数をとぶのに
行ったことについて詳しく書いてくれました。ツリ
十五分くらいかかりました。
ーだけでなく、くじ引きや汽車があっ
たことも分
とんだ後は、ふくらはぎがいたく、きん
★★★出来事や気持ちを
肉つうになりそうです。そう思った時に、 かりやすく書いてくれました。この時期だけの楽
しみですね！
より細やかに伝える★★★
先生が、
「
次は、長縄の練習です。」
とてもつかれる吹奏楽
と言いました。私は、「もうとべない。休ま
僕は、四年生から吹奏楽をしています。
せて」
と思いました。
（
小五 ＹＹさん） トランペットを担 当していて、金 管 楽器の
中では難しい楽器です。
最後の先生からの一言とそれに対する気
十二月十八日に
持ちがよく表現できていますね。まさか、これだ
管弦楽フェスティバルが
けとんだ後に長縄の練習があるとは思わないです
あります。それに
よね！
むけて二つの曲を
練習しています。
一曲目は「
美中の美」
というマーチの曲です。
二曲目は「神の御子は今宵しも」というク
リスマスの曲です。十二月は土曜日にも練
習があるのでがんばりたいです。
（
小六 ＴＭくん）

スキー
十二 月三十 日にスキーに行 くのが楽 し
みです。いつもスキーに行くときにスクール
に入 っているので、次 に行くときは入りた
くないです。
前に行っ
た時は、
リフトから
おりる時に
転んで、上から
下りていくときも
何回か転びました。
あそべるところで雪玉を作っ
たり、ソリを
したり してあそびました。雪だるまをう
ごかせなくなるほど大きく作りました。
（
小四 ＹＲくん）

「とてもつかれる吹奏楽」というタイトルで

したが、トランペットが大好きなことがよく伝わる

日記ですね！つかれるくらい一生懸命練習に励

んでいるのですね！

新事実、判明！
今日、初 めてタピオカ入りのミルクティ
ーを飲みました。
私の想像するタピオカは、固くて豆のよ
うな触感の食べ物でした。でも、実際に飲
んでみて新事実が判明したのです。それは、
タピオカがぷるぷるでゼリーのような食感
だっ
た事です。
タピオカを
一回でも口に
した事がある人は
食感がぷるぷるだ
なんて事は、
当たり前のように
思っ
ているかもしれません。けれど、タピオ
カの正体をしらなかった私にしてみれば、
大ニュースでした。その事を友達に話 して
も、みんなタピオカの事を知っ
ていて
「
そうだよ、ぷるぷるだよ。」
などと共 感 しても ら えず 、悲 しかったで
す。
いつか共感してくれる人に出会えればい
いなぁ。

（
小六 ＫＷさん）

初めて知ったタピオカの食感に驚いたこと

を上手に表現できました。共感してもらえなかっ

た残念な気持ちもしっ
かり書くことができていま

すね！

● 「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。
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