さん）

Ｙちゃん、けん玉遊びを上手に説明できま
したね。いつもより早くお迎えにくるお母さん
のことを思うから、けん玉遊びがより楽しかっ
たのかもしれませんね♪

（小一・

でも、きょうは、そと
にいきませんでした。わ
けは、ママが、はやくお
むかえにくるからです。
おへやのなかで、けんだまをしまし
た。おおきなぶぶんと、ちいさなぶぶ
んの二つにのりました。たのしかった
です。

キッズみんなの日記
八月に入り、暑さも一段と厳しくなってき
ました。外へ出ると、じりじりと照り付ける
日差しに加え、セミの大合唱で暑さが倍増し
ます。
とはいえ、小学生にとっては、最高のプー
ル日和、海日和。お祭りや花火大会など楽し
みがたくさんありますね。これから、帰省や
旅行などを控えている人も多いのではないで
しょうか。素敵な思い出がたくさんできるこ
とを願っています。

８月号

梅雨明け前から、セミの鳴き声がちらほら
と聞こえてきましたよね。季節の移り変わり
を、五感を働かせて感じ取り、日記に上手に
表現できました。Ｒちゃんの予想通り、今は、
毎日セミの大合唱♪夏本番ですね。

★★ 自分の思いを伝える★★

映画を見たよ
きょうは、友だちとお父さんといっ
しょにえいがを見に行きました。
見たえいがは、
「ポケットモンスタ
ーはかいのまゆ」でした。見る時間は
ながかったけれど、とても楽しかった
です。

そこで、ゲームのポケットモンスタ
プールであそぶ
プール につい たら なが れるプ ール ーＸＹで、とくべつなポケモンが手に
であそんだけど、 プールのわざやぼ 入ったので、とてもうれしかったです。
（小三・ さん）
く のひっ さつわ ざを れん しゅう して
あそびました。
Ｍちゃん、映画の鑑賞特典で「特別なポケ
モン」を手に入れたのですね♪「見る時間は長
ながれ るプー ルで あそ ぶのを やめ
いけど楽しかった」と映画の感想も上手に書け
て、まっすぐなプールでも遊びました。
ました！
たのしかったです。
（小二・ 君）
プール
わたしは、学校で五、六時間目にプ
Ｙ君の必殺技見てみたいですね。どんな技
なのかな？きっと、格好いいのでしょうね。今度 ールをしました。自由時間で五メート
は、「必殺技」
のことを日記でもっ
とくわしく教
ル泳げるようになりました。うれしか
えてね。
ったです。
つぎは、十メートルにちょうせんし
せみのなき声
わたしが、きょうおそとに出たら、 ようと思いました。足をバタバタして
ち かくか らせみ のな き声 を聞き まし やりました。でも、ざんねんながら十
メートルはできませんでした。
た。
次も、気合を入れてやりました。で
これからも、なくのかなと思いまし
も、できませんでした。つぎは、十メ
た。
ートルをせいこうさせたいです。
（小三・ さん）
（小二・

さん）

何度も、何度も一生懸命挑戦するＫちゃ
んの健気な姿が目 に浮かぶようです。五メー
トル泳げた時、なかなか成功しないとき、自分
の気持ちを見事に表現しています。

じごくのシャワー
木曜日に、学校の
プールがありました。
体そうをしおわってから、シャワー
をあびます。さいしょは、気持ちいい
けれど、自由時間がおわって、さいご
にまたシャワーです。
学校では、プールのシャワーを「じ
ごくのシャワー」とよんでいます。先
生がきびしいのでちゃんとあびない
といけないので、プールがおわったあ
とは、教室でガタガタふるえています。
（小三・ さん）

ユーモアたっぷりの目を引く題名の理由を
上手に紹介してくれましたね。Ｙちゃん「ガタ
ガタふるえる」という言葉で寒さを上手に伝え
ています！お見事♪

サッカーの試合
土曜日にサッカーの試合がありま
した。午前中の試合は、六試合すべて
勝って一位で通過しました。
お昼を食べてから、少し休み、決勝
トーナメント、準々決勝、準決勝に進
み、決勝戦で勝ち、
優勝できました。
そして、ベストイレブン賞という賞
ももらいました。うれしかったです。
冬の試合でもがんばりたいです。
（小四・ 君）

梨香台ゼミナール

先日話題の「ざうお」へ家族で出かけまし
た。釣った魚をその場で調理してくれます。
アジのから揚げ、お造り、サザエのつぼ焼き、
どれもおいしくいただきました。子供たちは
釣りに大興奮。もちろん、私は食べる係専門
でした。みなさんも、一度足を運んでみては？
みなさんも、夏の出来事、例えば「楽しか
ったこと」
「感動したこと」
「がっかりしたこ
と」
「残念だったこと」どんなことでも日記に
書いてみなさんの思い出をお裾分けしてくだ
さい。優秀作品を参考に、短くまとめるとこ
ろと、書き広げるところのメリハリをつけ、
上手に感動を伝えましょう。

優秀作品紹介
★ 日常の一コマを生き生きと★
がくどうのこと
がくどうのとき、ときどき、そとに
いきます。
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★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

さん）

林間学園
私は、明日から群馬県
上野村のヴィラせせらぎへ行くこと
になりました。
上野村では、川遊びや、あゆのつか
みどり、カレー作り、きもだめし、キ
ャンプファイヤーをやります！食堂
では、バイキングです。今からウキウ
キしています。
特に夜なんて、トランプを部屋の中
でやるんです。楽しみでしかたがあり
ません。
（小五・

林間学園での盛りだくさんなイベントを上
手に紹介することで、Ｍちゃんがどんなに楽し
みにしているかがよく伝わってきます。夜のト
ランプは盛り上がっ
たかな？

ろいことがあったりしたら、友達には
なそうと思いました。
（小五・ さん）

Ａ君に起きた不運なアクシデントをこっ
そり
観察しているＭちゃんの姿が面白いですね。学
校での出来事を友人と共有する楽しさへと文
章を書き広げているところも上手いですね。

さん）

カラオケ
「やったぁ。」
私は、思わず言ってしまいました。な
ぜなら、初めてカラオケに行くからで
す。
最初に弟のヤマハの友達が「アナと
雪の女王」を歌っていて、すごくノリ
ノリでした。
次に、私と弟と母が好きな「生きて
いく」という前のドラえもんの映画の
歌でもあり、母が好きな福山雅治さん
の歌でもある、その歌を歌いました。
私は、すっごく楽しくて大合唱してし
まいました。
この後もすごくたくさんの歌を歌
ってとても楽しかったです。だから、
また来られたら、もっとたくさん歌い
たいです。
（小六・

Ｎちゃんが家族やお友達とカラオケで盛
り上がる様子が活き活きと表現されています
ね。セリフで始 まる印 象的 な書き出 しは、見
習いたいテクニックです！

風の気持ちよさ
暑い。ものすごく暑い。私は、今走
っている。お母さん、お父さんはジョ

ギング、私と妹はランニングをしてい
ます。
想像はしていたけれど、夏などに走
るとやはり暑い。汗をたくさんかいて、
Ｔシャツが背中にピトッとくっつく
のが、とても気持ち悪い。あーあ、走
らなきゃかった。でも、妹は私をたよ
りに、
「お姉ちゃんは速いからコーチね。
」
と言ったので、止まるわけにはいかな
い。足はそれほど速くないのよー。あ
なたがおそいのよー。私は、心の中で
ずっとさけんでいた。
そよそよ。草がゆれ
る。まるで、草が歌っ
ているみたい。私の体
にも風が当たった。あ
っ、すごく気持ちい
い！そのまま走って
いると、さっきまで聞こえていた人の
声などは消え、風の音しか聞こえない。
風と一緒に走れるのなら、またラン
ニングしたいなと思いました。
（小六・ さん）

「不快感」 →
「後悔」 →
「爽快感」と気持ち
の変化を見事に表現していますね。風を切っ
て
爽やかに走るＮちゃんの姿が目に浮かびます。
詩のような表現法も素敵です。

「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。

梨香台ゼミナール

Ｒ君、優勝おめでとう！次々と勝ち抜い
ていく試合の経過をすっ
きりとまとめ、優勝し
た喜びと賞 をもらった嬉しさに重 点を置いて
上手く表現できました。

君）

おたん生日パーティー
土曜日にお兄ちゃんのおたん生日
パーティーをしました。ほんとうは、
七月九日ですが、七月五日土曜日にし
ました。
ごはんを食べた後、まずケーキを食
べました。ケーキはフルーツタルトで
した。パーティーをやっていると、ち
ょうどよくお兄ちゃんがたのんだお
たん生日プレゼントが届きました。た
ん生日プレゼントはレゴシティです。
ケーキにはフルーツがたくさんのっ
ていたので、すごくおいしかったです。
本当のおたん生日は、七月九日なの
で、カードはその日にわたすことにし
ました。お兄ちゃんが、もう十二才な
ので、はやいなぁと思いました。ぼく
も、もっと大きくなりたいなぁと思い
ました。
（小四・
素敵な誕生日パーティーでしたね。Ｙ君の
家庭の暖かい雰囲気がとてもよく伝わっ
てきま
す 。お誕生日当日、Ｙ君からのカードはお兄
ちゃん喜んでくれたかな♪

学校帰りの友達
学校の算数の時間、Ａ君がえんぴつ
けずり使ってえんぴつをけずろうと
していたら、おれてしまったらしく、
けずれなかった。私は、近くではなか
ったが、こっそり見ていた。すごくお
もしろく、クスッと笑ってしまった。
となりのＢ君がけずると、かんたんに
けずれた。Ａ君は、あ然としていて、
おもしろかった。
学校帰り、このえんぴつけずりの話
を友達のＣちゃんに話したら、私と同
じように笑った。私は、うれしかった。
これからも、うれしかったり、おもし
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