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伝わっ
て来ますよ！

とても良いですね！Ｓ君の驚きがとてもよく

使われている、「
～でしょう」
や「
～か」
の表現が

お父さんとにんにくを取っ
ている場面に

るいえさです。なかなかつれません。えさが てよく見えるようになりました。うれし
なく ったので、おわりました。いっぴきもつ かっ
たです。
れませんでした。
（
小四 ＹＹさん）
「
けれど」
という言葉を上手に使っ
て、
つぎは自てん車です。
今月から新塾舎での学習がスタートしま
伝えたいところをしっ
かりと強調しています
いちごがりにいっ
た
自てん車にのっ
てあそび
した。塾生達はみな目を輝かせながら登塾し、
ね！また、「
パキッ」
という擬音語も見習いたい
ママのあねといっ
しょにいちごがりにいきま ました。おひるの時間に
気持ちも新たに、真剣な面持ちで学習してお
テクニックです！
した。
なっ
たので、ごはんをたべました。おいしかっ
ります。我々講師陣も塾生達に負けないよう、
いちごがいっ
ぱいあっ
て、すっ
ぱいのとあまい たです。
今まで以上に細やかに、そして熱く指導して
のがあっておいしかったです。いちごがりは
つぎはゴーカートに行きました。まんいん
にんにくをとっ
た
いく所存でございます。今後とも梨香台ゼミ
二回目なので、はじめていっ
たきぶんになり なので、のれませんでした。かわりに自て
ぼくはゴールデンウイークの全部の日が
ナールをよろしくお願い申し上げます。
ました。
ん車にのりました。楽しかっ
たです。
野球なのです が、お母さんが、「たまには
今月の作品は、運動会やゴールデンウイー
（
小二 ＫＫさん）
（
小三 ＲＹくん） 休もうよ。」と言って、一日だけ野球を休
クなどのビッグイベントを題材にしたものだ
いちごの味を「
おいしい」
だけでなく、「
す
遊んだ内容を順序立てて説明すること むことにしました。
けでなく、日常の一コマを上手に切り取った
っ
ぱい」
や「
あまい」
という言葉を使っ
て上手に表
が出来ています！ゴーカートが満員だっ
たのは
ぼくはずっ
とテレビを見ていました。そし
作品も多くみられました。これらのことを日
現していますね。私もいちごがりに行きたくな
残念ですが、楽しそうな様子が目に浮かぶ日
て、昼ごはんの時間になりました。
記として書き記す方法は様々ですが、今回特
りましたよ。
記ですね。
貝 のいためものを作ろうとしたけど、に
に感じたのは、表現技法の利用です。
「たとえ
んにくがありません。しかし、お母さんが
の表現」や「反復表現」、「擬音語」など、中
ほっ
としたような顔で言いました。「庭にに
学生にも見習って欲しいテクニックが満載で
んにくがあるじゃん。」
すので、是非この点に注意して読んでみてく
そして、庭で作っ
ている
ださい。日記のレベルが上がること間違いな
にんにくをお父さんと
しです！
とりに行きました。土の
中からほりだしてみると、
どうでしょう。まっ白なにんにくがあるじ
ゃないですか。ぼくはそのにんにくで作っ
た
★ 日常の一コマを生き生きと★
貝のいためものを食べてみました。すると、
口の中ににんにくの味がふわーっと広がり
ました。すごくおいしかっ
たです。
ぼくもお母さんが作ったようなおいしい
にんにくを作っ
てみたいです。
（
小四 ＳＫくん）

よくみえるようになっ
た
★★ 自分の思いを伝える★★
今 日、私はお母さんと一緒 にメガネ を
おとうさんのりょうり
取りに行きました。きのうは、メガネハット
きのう、お父さんが
で視力をはかりました。メガネをかえたの
夜ごはんを作っ
てくれました。
は私とお母さんです。
すごくおいしかっ
たです。
私は、レンズの度とメガネがすごくまがっ
「おいしかったよ。」と言ったら、「ありがと ていたのでかえました。
う。」っ
て言われました。ちょっ
とうれしかっ
お母さんは、レンズの度とメガネは十年
たみたいです。
ぐらい同じものを使っているので、れっ
かを
して、メガネのちょうど真ん中が「
パキッ」
と
われてかえました。
がらは、私のはよこの耳にかける所が細
かい花がらです。お母さんのはよこの内が
わがきりんのもようです。
最初、お母さんががらを見た時、「しま
うまがらだ。」と言いました。けれど、しま
うまのがらときりんのがらはちがいすぎる
ので、わたしはつっ
こんでしまいました。
今日、とりに行っ
た時、ためしにかけてみ
ました。新しいメガネになれなくて、最初
は気 持ち悪 くなりました。けれど、なれ

６月号

（
小三 ＫＳさん）
うみにいっ
たこと
日常の一コマを上手に切り取ることが
ゴールデンウイーク中におばあちゃんのい
できています。また、会話文を使うことで、お
えにとまりました。それで、
とうさんとのやりとりがより温かいものになっ
うみにいきました。シーグ
ています！
ラスをひろいました。いっ
ぱい
ひろえました。たのしかっ
たです。
キッズダムに行っ
たよ
（
小二 ＫＹさん）
五月四日 にキッズダムに行きました。ゴ
「
いつ」
、「
どこで」
、「
何をした」
ということ
ぱいあり
と、その時の気持ちがしっ
かりと書けています。 ーカートとかあそぶどうぐがいっ
こういっ
たことは日記においてとても大切なこと ました。
さいしょにあそんだのはつりです。さかな
はコイです。コイのえさは茶色 のきもちわ
ですね！
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笑顔であいさつされるととても気持ちい
とう とう潮ひがりかと思うとドキドキ
★★★出来事や気持ちを
いですよね！梨ゼミでも現在あいさつをしっ
か
しました。しおひがりに来た人は、ゴール
より細やかに伝える★★★
りすることを徹底していますが、これはとても
デンウイーク最終日ということもあっ
て、少
春期大運動会
大切なことです。これからもあいさつ運動、が
五月十七日に梨香台小学校で運動会が なめでした。潮ひがりを
んばっ
てね！
ていると、おしりに
ありました。本当は五月十六日にやる予 やっ
定だったけど、雨のため五月十七日になっ 海水がぴちゃぴちゃかかる
ので、少しくすぐっ
たかっ
たです。
六年生という事
てしまいました。
潮ひがりをしているとき、ぼくのちょ水
徐々に運動会が近づき、運動会のための
五年生の運動会の種目は、フォーチュンカ
ンパン、全校つな引き、きば戦、組体操をや タンクがあふれそうだったので、すごくあ 六年生の仕事が増えてきました。この機会
わてていたら、かえるときどこかわからな に、六年生とはどんなことなのか考えてみ
りました。
ようと思います。
ぼくは赤組で、つな引きは白組が勝ちま くなりました。
いろいろと大変なこともあっ
たけど、楽し
まずわかることは、六年生は小学校の最
した。
たです。
高学年 です。最高学年は、学校をまとめ
フォーチュンカンパンはカンパンを食べるし かっ
（
小五 ＫＴくん） る側であり、下級生のお手本になります。
ょう害走です。カードを拾い、書かれてい
「
ぼくのちょ水タンク」
という表現が
学校をまとめるということはいろいろあり
る指示にしたがいカンパンをくわえてゴー
とても個性的です。こういっ
たたとえの表現
ます。集会や朝会、大会などの司会 を六
ルします。ぼくは三位になりうれしかっ
た
は文章を豊かにします。見習っ
て欲しいテク
年生がやります。まとめる人がいなければ、
です。
ニックの一つですね！
何 も進まないと思 います。なので、これか
きば戦ではのこれたけど、一つも取れな
らは、できるだけ下級生をまとめ、動きを
くてくやしかっ
たです。
委員会の活動
てきぱき出来るように頑張りたいです。
最後の組体操では二つ失敗をしてしまい
五年生の委員会で、初めての活動をしま
下級生のお手本に
ました。それがくやしかっ
たです。
なるということは、
結果は白組が勝っ
て、ぼく達は負けてし した。
まず最初の活動は、あいさつ運動という 六年生しだいで
まいました。楽しい運動会でした。
（
小五 ＨＹくん） 学校全員の人に、あいさつをするしゅうか 学校全体の
んをつけてもらおうという活動です。もと 雰囲気が変わる
もと生活委員会は新しくできたもので、 ということです。担
その時その時の気持ちをしっ
かりと書
みなさんがよい学校生活をおくる手助け 任の先生は、「
廊下を走っ
て
くことが出来ていますね！ちなみに、アンパン
をする委員会です。
いる三年生ぐらいの子に、走っ
ちゃダメだぞ
ではなくカンパンというところにちょっ
とびっ
く
私はあいさつ運動で
と言 っても、六 年生も走っていたと言われ
りしました。
とてもうれしいことが
たら言い返せない。」
と言っ
ていました。これ
ありました。それは
からは、全ての行動に自信を持 てる行動
みんなが笑顔であいさつ
をして、下級生のよいお手本になれるよう
をしていることです。
にがんばりたいです。
そしてまたあいさつ運動
六年生ということは、学校でとても重要
をしたいと思いました。
で、ひとつひとつの行動を真剣 に取り組め
（
小五 ＮＫさん） ると良いということがわかりました。
（
小六 ＳＩくん）

潮ひがり
おじいちゃんと潮ひがりにいきました。着
いたら四十分もあまっ
てしまっ
たので、車の
中でぼーっ
としていました。おじいちゃんも
「もうちょっとおそくきてもよかったな。」
と言いました。 四十分はとても長く感じ
られました。

小学六年生ここまでのことを考えられ

るＳ君はかなりの大人だと思います！これか

らも下級生のお手本になるように頑張っ
て下

さい！

牛乳のない二日間
私の家では牛乳をたくさんのみます。一
週間で一リットルを六本くらい消費しま
す。なので、何日か飲んでいないと牛乳が
ものすごくのみたくなり、学校で出る牛乳
がきちょうになっ
て
きます。今週は家に
何本かあっ
たのですが、
水曜日の夜にのんでしまいました。のんで
しまっ
たことをこうかいしています。お母さ
んには、「燃費が悪い」と言われました。そ
れだけでなく、「
プリウスを見習え。」と言
われたりもしました。
とくに夏は暑いので、たくさんのみます。
お母さんは土日に買い物に行きます。その
時に牛乳を買っ
てきてくれます。土日まで
あと二日です。早くのみたいです。なので、
ぼくにとっ
ては地ごくの二日間になりそう
です。冷たい牛乳がのみたいです。
（
小六 ＳＹくん）

Ｓ君がどれだけ牛乳を好きかというこ

とがとてもよく伝わっ
て来ます。特に「
のみたい」

を反復しているところにそれが表れています

ね！これも立派な表現技法で、是非見習っ
て

欲しいテクニックです！

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

または、編集担当▼藤
info@rikohdai.com

まで、どしどしお寄せ
n-fujita@rikohdai.com

想は、

田

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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