キッズみんなの日記
本格的に寒い日が続きいておりますが、みなさん
いかがお過ごしでしょうか。つい「寒い、寒い」と
口に出してしまう私とは違い、キッズのみなさんは
寒さを感じないのでは、と思ってしまうほど元気に
過ごしています。ちょっとした休憩時間でも塾舎の
外で楽しそうにしている様子を見ると驚いてしま

さて、今回は新年にふさわしい初詣や初日の出な

います。

どを話題に日記を書いてくれた塾生がたくさんい
ました。他にもお友達と遊んだ楽しかったことや学
校の授業のことなど様々な題材を元に日常の一コ
マを上手に切り取っている作品を取り上げていま
す。日頃、日記の題材がなく困っている塾生のみな
さんは是非参考にして、今後の日記作成に取り入れ
ていっていただければと思います。
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またらいねんは、ママともいきたいです。
（
小一 ＫＴさん） さんがついていて、いつも
初日の出を見に行っ
たというお正月らしい カリブのかいぞくのごはんやさんで、ごはん
を食べるし、わたしはカリブのかいぞくが
日記を書いてくれました。きれいな初日の出が見
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新 しい友 達 ができて嬉しいＭくんの気 持

友達
今日 、ぼくのクラスに、転校 生が、来ま
した。 男の子で、すごく静かでした。
だけど、どんどん
しゃべるうちに、
仲よくなり
友達になりました。
それで一緒に
遊びました。
すごく楽しかっ
たし、
明日学校行くのが楽しみです。
（
小五 ＡＭくん）

績を上げたいという気持ちが強かっ
たのですね！

ら「激こみ」だったんですね。でも、それ以上に成

学業の神様として有名な湯島天神ですか

ろには、もうすでに激こみでした。やめよ
うと思 ったけれど、成績を上げたかったの
で頑張っ
て並びました。
そして、やっ
と
お参りすることが
できました。でも、
あんなに待っ
たのに
お参りする時間が
三十秒足らずで終わってしまっ
たので少し
さみしい感じがしました。
（
小六 ＹＳさん）

ちがよく表現できていますね！学校に行くのが

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・

だちと過ごすとより仲良くなれそうですね！

れました。お泊まりで普段より長い時間をお友

これからの楽しみなことについて書いてく

楽しみになってしまうくらい仲良くなったのです

湯島天神
私は家族で学業の神様がまつられている
湯島天神に行きました。私たちがついたこ

です。本番まで頑張っ
てね！

上手くできなかった長縄を工夫してでき

長縄
今、私の学校は、長縄をやっ
ています。三
分間でどれだけとべるかを競っ
ています。
私のクラスは
団結力が無く、
すぐに引っ
かかっ
て
しまいます。
ですが最近、
ならび順と縄の
速さを変えたら、
ミスが減 ってきて、す ごく う れしかったで
す。
本番までもっと練習して、良い記録が出
せれるようにがんばります。
（
小六 ＭＨさん）

ね！

るようになっ
たこと、とても嬉しいですね！みんな

お泊まり会
二月十一日十二日に友達の家でお泊ま
り会をします。十一日にはバレンタインデ
ーのチョコを作ります。
生チョコ、クッキー、
カップケーキなど
たくさんのおかしを
作ろうと思います。
昨 年 は、生 チョコと流 しチョコを作 り ま
した。今回はたくさん作るので、全部おい
しく作れるようにがんばります。
十 二日は船橋 ららぽーとに行きます 。
ディズニーに着ていく洋服を買いに行きま
す。楽しみです。
（
小六 ＩＭさん）

私は、前よりもお兄ちゃんのことが大好き した。
になりました。
そして、練習で
（
小四 ＩＳさん） うすい板のような物を
頑張っ
ているお兄さんのかっ
こいい姿を日記
ほりました。
に書いてくれました。妹さんにこんなに褒めても
やっ
てみると
らえたら、お兄さんは嬉しいですね！Ｓちゃんの ぜんぜんほれなくて
応援で勝てたのかもしれないですね！
とても力がいるんだな
と思いました。わたしは、ちょうこく刀を
お兄ちゃん家族がとまりにきたこと
使っ
てみて、手を切っ
たらこわいなと思うの
朝 起きて家 庭学習 をしていたら昼 ごろ で注意して使いたいと思います。
雪がふってきて、びっくりして、つもらない
（
小四 ＯＲさん）
先生から教わっ
た彫刻刀の注意点がよく
かな～と少し心配になりました。
まとめられていますね！また、実際に使ってみた
なぜかというと、お兄ちゃんたちが来ら
れなくならないかと心配だっ
たからです。 感想もよく書くことができました！注意しなが
らも素敵な作品ができると良いですね！
でも、十分ぐらいしたらやんでつもっ
ていな
かっ
たので安心しました。
お兄ちゃんたちも無事にとうちゃくし、
★★★出来事や気持ちを
その日は、みんなでテレビを見たりゲーム
をしたりいろんなことをしました。
より細やかに伝える★★★
つぎの日、お兄ちゃんたちと世田谷のボロ
妹とスケート
市でかいものをしておいしいやきそばをた
わたしは妹 とスケートをしに行 きまし
べました。でも、寒かっ
たです。また、みん た。
なで行きたいです。
ス
ケ
ー
ト場にはたくさん人がいて、かべに
（
小四 ＷＡくん） つかまっ
ている人がたくさんいました。
最初に「雪が積もらないか心配」というこ
わたしは何回も
とを書き、読む人に「なんでだろう？」と興味を
来ていてなれて
持たせていますね！無事にお兄さんたちが来ら
いますが、妹は
れて良かっ
たですね！
初めてだっ
たので
手をつないで内側の
ほうにいっ
てすべり方を
教えました。
さいごは妹と手をはなしてすべれたので
良かっ
たです。

で相談していくことで団結力が深まっていきそう

で滑れるようになっ
て嬉しかっ
たでしょうね！

も優しいお姉さんですね！妹さんも最後は一人

てあげているＳちゃんが目に浮かびますね。とっ
て

スケートを妹さんの手を引きながら教え

（
小五 ＨＳさん）

初めてのちょうこく刀
今日、図工の時間にちょうこく刀を使い
ました。
まず 、最初 に先 生からちょう こく 刀の
使い方と注意点を教えてもらいました。
ちょうこく刀は、木やはん画をほる時に
使います。注意点は人に向けてはいけない、
出しっ
ぱなしにしてはいけない、刀の前に手
を置いてはいけないということを教わりま
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