プールの楽しかっ
た様子がとてもよく伝

★★ 自分の思いを伝える★★

アイスやラムネは格別においしいですよね！

わりますね！プールでたくさん遊んだ後に食べる

キッズみんなの日記
夏休み、そして夏期講習も終わり、いよ
いよ二学期がはじまります。今年の夏は、暑
い日が少なく外遊びの予定がキャンセルにな
り悲しかったという日記がたくさん書かれて
いました。この夏、キッズのみんなはどのよ
うに過ごしていたのでしょうか。

９月号

優秀作品紹介

さて、今月のみんなの日記では、学校で参
ジョイフル
加した林間学校のお話や、夏休みならではの
今日 、おじいちゃん、おばあちゃんといっ
お出かけしたことや、おじいちゃんおばあち
しょにジョイフルへ行きました。はじめに、ペ
ゃんに会ったことを書いてくれた塾生の日記
ットショップへ行き、おばあちゃんは、買い物
をご紹介しております。いろんな表現の仕方
をして、おじいちゃんとわたしは、犬やね
で楽しい様子がよく表現されています。是
このいるところや、魚、うさぎ、こん虫や鳥
非、表現の仕方に注目していただけたらと思
のコーナーを見ました。でも、鳥に近よる
います。みなさん、今後の作品作りの参考に
と、毛がついて、じんましんになるので、気
してくださいね！
を
つけて見ました。
次は、買い物で
カーペットや食べ物
などを買いました。
そして、買い物が
★ 日常の一コマを生き生きと★
終わっ
て、フードコートで昼ごはんを食べて
帰りました。またジョイフルへ行きたいです。
プールに行っ
た
（
小三 ＫＭさん）
今日、プールに行きました。ママと二人だ
けであそぶと思 ったけど、友だちがいたの
夏におじいさんとおばあさんと一緒に遊
で、その友だちと、
びに行けることが楽しいですよね。ペットを見たり、
いっ
しょにあそんで
ごはんを食べたり、楽しい思い出ができましたね。
四時まであそび
ました。ほかにも
赤ちゃん
アイスを食べたり、
今日、お父さんの会社の人の家の赤ちゃ
ラムネをのんだり
んを見に行きました。
しました。おいしかっ
たです。
赤ちゃんは、ものすごくぷにぷにしていて、
そして、しみんプールに行っ
たので、人が
おもちみたいでした。あと、あまいかおり
いっ
ぱいいたからけっ
こううるさかっ
たです。
がしました。その赤ちゃんの名前は「
Ｓちゃ
（
小二 ＴＨくん）
ん」
という名前です。かわいい名前だなと思

しょうね！

二日目のアクティビティを楽しむことができたので

ったと思います。家でたくさん学習したからこそ、

で全部書くことが課題でしたので、とても大変だ

今回のキッズクラブは都道府県を漢字

片 づけをす ると、気 持 ちもす っきり し
いました。その後、Ｓちゃんをわたしがだっ
ますよね！探していた木の定規が見つかっ
てよかっ
こしている時、赤ちゃんがいっ
ぱい泣いていま
たですね！
した。わたしは、
「
やばい。」
と言っ
て、
高原教室
お母さんに
八月十六日から八月十八日までじゅく
かわっ
て
の高原教室に行きました。
もらいました。
一日目は、勉強をしました。勉強をやっ
わたしは、赤ちゃんがなかなか泣きやまな ているときに、先に終わっ
ている人を見てう
いので、かわいいけれども、つかれるし、赤 らやましかったです。ぼくもがんばって課
ちゃんのおせわはたいへんだなと思いました。 題を終わらせました。その後、みんなで遊
だけれども、ゆびをにぎってくれたのがと びました。
てもかわいくてうれしかったです。また会
二日目は、
いに行きたいです。
午後テニスコートで
（
小三 ＹＲさん） 遊ぶのが楽しみ
でした。でも、昼に
赤ちゃんのかおりや感触や表情をよく
テニスコートで
見ていますね。赤ちゃんのお世話は本当に大変で 遊べなかっ
たのでショック
すよね。その大変さを一瞬で忘れさせてくれる でした。その後、
力が赤ちゃんにはありますよね！
マルバツクイズで
ぼくは二問目でまちがえました。夜になっ
たら、ビンゴ大会をやりました。ぼくは、
ジュースけんの時とアイパッドの時は、リー
チになっ
たけど、ビンゴにはなりませんでし
た。
三日目は、お土産を買いました。なにを
買 ったかは、牛 にゅう せんべいと宝 物 発 見
を買いました。
また、来年も行きたいです。
（
小四 ＨＴくん）

机の整理
この前、祖母と机の上の整理をしました。
かなり いろいろな物がのっていて、ごちゃご
ちゃしていました。そうしていらない物は
すて、いる物はとっ
といて、いろいろかたづけ
ていきました。
すると、なんと
探していた木の
じょうぎが
見つかりました。
こまっ
ていたので、
とてもうれしかっ
たです。
次からは机の上が
ちらからないようにします。
（
小四 ＩＫさん）
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★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

林間
月曜日から水曜日の二はく三日、林間
学校に行きました。
一日目は、あゆのつかみどりをしました。
あゆは手でつぶすぐらいしていいと言っ
てい
たから、ぼくもそうやっ
てみたら、あゆか
ら血が出ていました。だからぼくは、ちょっ
とつかむのが強すぎたと思いました。その
次に川遊びをしました。川にかえるが二ひ
きいました。そのあとに、あゆを食べまし
た。あゆの頭を食べたら、苦かっ
たです。で
も、それ以外は
おいしかっ
たです。
とくにしっ
ぽが
おいしかっ
たです。
二日目はスバルの
工場と不二洞と
スカイブリッジに
行きました。スバルの
工場は車をいろいろな道具で作っていまし
た。不二洞は、さるとコウモリがいると思っ
ていたけど、さるがいませんでした。でも、
コウモリが五ひきぐらいいました。スカイブ
リッジは三十分たっ
たら、シャボン玉が広が
ります。ちょうど、三十分たっ
た時にぼく
たちが来たから、シャボン玉が広がってき
れいでした。
三日目は、すいかわりと滝に行きまし
た。すいかわりは、班で一人やりました。
滝は、水遊びをしました。その時に、大き
い五 センチくらいのおたまじゃく しがいま
した。
楽しい林間学校でした。
（
小五 ＴＭくん）

林間学校での川遊びや鮎を食べた感想
がとても上手に書けていますね！楽しい気持ち
がしっ
かりと表現できている日記でした。

林間学園
八月二日から八月四日に、林間学園が
ありました。群馬県上野村へ行きました。
上野村 は自然 が豊かで、千 葉県 ではあ
まり体験することがないことを体験できま
した。
わたしが、林間学園で一番心に残ったの
はきもだめしです。おばけ役をす るきも
だめし係の友達が、
「
ルートにお墓があるんだよ。」
と、言っ
ていました。
じょうだんじゃ
ないの？と思っ
て
いました。だけど、
二日目の朝に
きもだめしの
ルートをみんなで
散歩していると、本当にあっ
たので、とても
びっ
くりしました。本番の二日目夜、ホテ
ルのラウンジに集まりました。わたしはす
ぐに開始すると思 っていたけど、その前に
校長先生がこわい話をして、『学校の怪談
話 』というビデオを見たので、ますます こ
わくなりました。
校長先生が話していた、もののけのこわい
話は大丈夫だっ
たけど、ビデオは映像があ
るのでとてもこわかっ
たです。ビデオで、お
ばけが出てきたとき、本当にこわくて、思
わず、目をつぶっ
て耳をふさいでしまいまし
た。
いよいよ出 発します。行く ときは、とて
もこわくて手がふるえてしまいました。
やっ
とゴールして食堂に行くと、友達がい
て、少しほっ
としました。少しこわかっ
たけ

に努めて参ります。

y-

さい。皆様のご意見を参考に、より良い紙面－作り

まで、どしどしお寄せくだ
ogawa@rikohdai.com

は、 info@rikohdai.com
または、編集担当▼小川

●「キッズみんなの日記」に関するご意見・ご感想

とてもおいしそうに書かれていますね！

書けていますね。外出先で家族で食べるうどんが

家族での楽しいお出かけの様子が上手に

家族みんなでお出かけ
今 日 は、家 族 みんなで群馬 県 に行きま
した。行き、サービスエリアで休けいしてい
たら、幼稚園の友達のお母さんにばっ
たり
会っ
て、
びっ
くりしました。
群馬県の
世界遺産の
富岡製糸場に
行きました。すごく大きくてびっ
くりしま
した。お母さんに、まゆで作るうさぎを買
っ
てもらいました。作るのが楽しみです。
次に、こんにゃくパークに行きました。こ
んにゃくパークはすごくこんでいました。こ
んにゃくをつくるところが、土曜日、日曜
日はやっていなかったので、見られなくて、
悲しかったです。こんにゃくの料理がいっぱ
いありました。最後に、おいしいうどん屋
さんにいきました。そこのうどん屋さんは、
まいたけの天ぷらがあります。まいたけの
天ぷらはサクサクとしていてすごくおいし
かっ
たです。最高の一日でした。
（
小六 ＳＭさん）

すね。素晴らしい日記でした。

ど、楽しかったです。林間が最後の日、家
最高の思い出に残るコンクールになっ
たと
族に会えるのはうれしかったけど、林間が 思います。
終わっ
てしまうのはさみしかっ
たです。
（
小五 ＷＭさん）
コンクールで緊張しながらも一生懸
最高の思い出に残る、林間でした。
（
小五 ＵＫさん） 命に演奏し、見事優秀賞を取ることができたので

きもだめしを盛り上げる校長先生の話が

より怖い気持ちを盛り上げていますね！怖いな
がらも楽しい林間学校になりましたね。

コンクール！
この前、千葉県吹奏楽コンクール小学生
の部Ｃ部門に出場しました。
二十校中、十校目（
まんなか）
でした。一
番最初に、音出し室（小ホール）に行って、
チューニング（音程合わせ）をして、リハーサ
ル室で最後の練習をしました。
いよいよ、コンクール本番です。ちゃんと
できるか心配していたとき、パートの先ぱい
が、
「
Ｍちゃんならできる。がんばろう。」
と、一言かけてくれました。
少し不安が
なくなりました。
演奏中、少々
まちがえることが
ありましたが、
うまくいきました。
そして、結果発表
です。結果は、「ゆうしゅう賞」でした。今
年から、金、ぎん、銅賞ではなく、ゆうし
ゅう賞、ゆうりょう賞にかわりました。
えんそうした曲は、「いつまでも風、めぐ
りあう空」
です。
「ゆうしゅう賞」をとれたのはうれしいで
す が、「ゆうしゅう 賞 」の中でも一 番上の
「理事長賞」
がとれなかっ
たのがすごくざん
ねんです。
来年は、「ゆうしゅう賞」と「理事長賞」
をどっ
ちもとれるようにしたいです。
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