キッズみんなの日記

★★ 自分の思いを
伝える★★
大運動会

今日、大運動会がありました。花が
さおんどをおどりました。

運動会シーズンも終わり、各地で梅雨入り
宣言が出されています。私たち人間は、すっ

れんしゅうの時は、きんちょうしなか

私は左がわをやりました。たいへんで

左が速い人、右が力のある人、

台風の目をやりました。

ました。

ったけれど、本当の時はきんちょうし

きりしないお天気が続くと気持ちも沈みがち
ですが、植物や作物にとっては恵みの雨です
ね。また、紫陽花が美しく咲いている様子を
見かけると、
「梅雨」も悪くないと思えてくる
のは私だけでしょうか。
さて、今月の作品には、運動会やゴールデ
ンウィークなどのビッグイベントを題材にし
何気ない「幸せ」
「イライラ」「驚き」などを

ムです。私は走るとき、ころびそうに

ていがく年リレーで、私は黄色チー

した。

題材にした完成度の高い日記も多く見られま

なりました。けれど、三位になりまし

たものが多くみられました。反対に、日常の

した。日常の何気ない「気持ち」を書くこと

さん）

ができたら、日記の題材選びに困ることはあ

（小三・

Ｙちゃん、リレーの選手だったのですね。転
びそうになりながらも、一生懸命走る姿は格
好いいでしょうね！花笠音頭も、練習と本番の
気持ちの違いを上手に表現しています！

きれいに書けた
きょう、ならいごとのしゅうじで、
いつもよりきれいに書けたのがとても
うれしかったです。きょうは、ふでじ
ゃなくて、えんぴつでした。
その後、家に帰って三十分くらいし
たら、いつもより早くお父さんが帰っ
てきてくれました。
さん）

きょうは、とても楽しい一日でした。
（小三・

習い事でキレイに字が書けたうえ、大好き
なお父さんが早く帰ってきたら、Ｍちゃんにと
っ
ては、最高の日でしたね。日常の「幸せな気持
ち」
を素直な言葉で上手に表現しましたね！

べん強

わたしは、算数のべん強が苦手です。
でも、国語は大すきです。
さいきん、国語をやってはっぴょう
する時に声がだんだん小さくなってき

ます。でも、発表するときがんばって、
大きな声ではっぴょうしています。

「すごいなぁ。
」

君）

と、ついひとりごとを言ってしまいま

した。また、行きたいです。

（小四・

間近で見る飛行機は、大迫力ですよね。Ｙ
君は驚きと感動を思わず口をついてでた「
独り
言」
で上手に表現しています。見習いたいテクニ
ックですね！

運動会

私が通っている学校は、昨日運動会

でした。
「大きな声だから、

ぎでした。このきょうぎは、
「ぼう引き」

は、
「引け引けどんどん」というきょう

さいしょにやった四年生のきょうぎ
みんなによく聞こえているよ。
」

です。練習では、白組が勝っていたの

先生が、

と言ってくれました。私は、先生がそ

に、本番では、紅組が勝ちました。

ちました。

（小四・

さん）

七百五十七点という結果で、白組が勝

のとき、赤組は七百四十五点、白組が

後半のきょうぎが終わって点数発表

終わりました。

次に、大玉ころがしをやって前半が

した。

な、おどりが終わったらつかれていま

おどりは、すごくはげしくて、みん

チマキをまくというものでした。

ろいの黒いＴシャツとむらさき色のハ

おどるときのいしょうは、みんなおそ

翔どーい」という曲をおどりました。

私たちは、
「エイサー」という曲と「地

う言ってくれてうれしかったです。こ

さん）

次のきょうぎは、ダンスでした。
（小三・

れからも、大きな声でがんばります。

すごい音でした。

飛行機が飛ぶところでした。だから、

た。成田空港が見えました。ちょうど

その次に、三階の展望台に登りまし

で気持ちよかったです。

飛行機に乗りました。いすがふかふか

次に、中にかざってあった国内線の

く大きくてびっくりしました。

行機やヘリコプターを見ました。すご

ました。初めに、外にかざってある飛

成田にある航空科学はく物館に行き

大きなひこうき

一生懸命努力するＮちゃんの頑張りを先
生はきちんと見ていてくれましたね♪先生の
一言で「さらに頑張ろう」という気持ちになっ
たことをうまく表現しています。

MN

６月号

た。うれしかったです。

りません。優秀作品を参考に、
「こんなことも
日記の題材になるのか！」という発見をして、
自分の日記でも試してみましょう。

優秀作品紹介

★ 日常の一コマを生き生きと★
がっこうであったこと
がっこうの こうていで いっぱい

あそびました。いっぱい はしりました。
たのしかったです。

さん）

かえるとき いっぱいはしりました。
たのしかったです。
（小一・

学校生活にも慣れ、休み時間を元気いっぱ
い楽しむＫちゃんの姿が目に浮かぶようですね。
今度は、授業のことも教えてね。上手に書けま
した。
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沖縄の踊りですね。衣装や踊りの様子を活
き活きと表現しているため、Ｒちゃんたちが迫
力ある演技をしたことが、手に取るようにわ
かります。がんばりましたね。お疲れ様！

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★
子供の日
今日、子供の日でした。子供の日と

は、国民の祝日の一つで子どもの幸福
をねがい、成長を祝う日です。
兄は、すごくよろこんでいました、

一しゅん、これはゆめか？と思った。

ゃくちゃキレイな「○○」の文字が…。

てディズニーのキャラを消すゲームで

かなかむずかしいです。 三つつなげ

Ｎちゃんとお母さんのやり取りが楽しい
日記ですね。ゲームという共通の楽しみから、
競争心に火がついたＮちゃん。喜怒哀楽を「
例
え」
を用いて上手に表現しています。

たからです。約三十二万点でした。私

きました。なぜなら、ハイスコアがで

そして、 この日、最高なしゅん間が

ちょう戦します。 練習では成功して

特に、組体操では、レベルの高い技に

ル走、障害物走、きば戦、組体操です。

運動会で六年生がやるのは、百メート

「オムレツ！」

計画したら、男子に、

プリの「ツムツム」というのをやりま

最後の…

は、その日ピクニックに行くかのよう

いるけど、本番では失敗してしまうか

たら、

と言われ、オムレツにしました。他に

した。私は、何度かやったことがある

明日は、小学校最後の運動会です。

にルンルンして学校へ行けました。し

した。

スコアと私の気持ちが下がっていきま

すが、あまり上手につなげられずに、
君）

しかし、現実であった。
（小五・
推理小説の事件の始まりを予感させる書
き出しですね。Ｔ君の予想に反して、上手に
書けた自分の名前。嬉しさと驚きをユーモアた
っ
ぷりに楽しく伝えています。お見事。

調理実習
先週の金曜日に調理実習がありまし
た。

「だって、子供の日だから」

班で何を作るのか

と言っていました。けっきょく、何も

も、油いための野菜も作ることになり

何か買ってなど言って、母がことわっ

買ってもらってなかったようでした。
ました。

ハイスコアだしたよ。
」

さん）

つくそうと思いました。

エイ、エイ、オ！

「キッズみんなの日記」に関するご意見・ご
感想は、 info@rikohdai.com
編集担当▼市
澤まで、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。

素敵な先生ですね。先生の言葉がきっ
か
けでＭちゃんの気持ちが、「
不安」 「
決意」
へと
→
変化したことを上手に表現しています。運動
会本番の組体操、全力を出し切れましたか。

（小六・

さん）

今までがんばってきましたと堂々と体
「え？一日もたずに、その日のハイス
」
コアを、その日のうちに無にされた？」 操ずわりをしていなさい。
と言っていたので、私は全力を

（小六・

ムツムを得意にしていきたいです。

アを出すため、日々、勉強とともにツ

今度は、お母さんがぬかせないスコ

結果は、散々でした。

という思いでなんとなくやりました。

「こんちくしょー。
」

とてもやる気になれませんでした。

私の心は、もうすでに命が消えていて、

そして、スマホを差し出しました。

でした。

にとって悪魔の笑みにしか見えません

と言いたげな お母さんの笑みは、私

私は、とても悲しかったです。ただ悲

なんだよ。だから、失敗しても、私は

もしれません。でも、先生が、
かし、学校から帰ってきた私に、お母
さんはしょうげきの一言を言いました。 「運動会本番で失敗してもいいんだよ。
今までがんばってきたかどうかが問題

兄は、すごく嫌がっていました。面白

「うっ、うまい。
」

ので、ルールはわかっていたけど、な

「ツムツムで

かったです。
さん）

さん）

こういったぼくの前には半紙が一枚。

私はお母さんのスマホをかりて、ア

ツムツム

「
たまごやき」
の方がむずかしいのにね。美味
しかっ
たなら、問題ないですね。Ｙちゃんは、調
理実習での楽しいハプニングを上手に紹介して
くれました。題材選びも上手です。

（小六・

思議でした。でも、おいしかったです。

まごやきになっているのか、すごく不

たのは男子だったのですが、なんでた

のになっていました。オムレツを作っ

「たまごやきじゃん！」と言われるも

二つ作ったら、油いためはうまく作れ しいだけでした。
たけど、 オムレツを作ろうとしたら、 「もっといいスコアでるといいね。
」

（小五・

ヘタクソなはずだった。しかし、

て、 いつもなら、いつも通り名前も

いつも通り字はヘタクソだった。そし

いた。そして、いつも通り字を書いて、

きて、いつもどおり習字の用意をして

くは、いつも通りそうじからかえって

今日の五時間目にあったこと…。ぼ

う、うまい

「
こどもの日」
を理由に駄々をこねる弟を
冷静に観察するＨちゃんのコメントが笑いを誘
いますね。家族のほのぼのとした日常を上手に
切り取り、書き広げています！
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