「
～けれど」
といっ
た逆接の表現をつかう

なんて、Ｋ君はすごいですね！今度はその時の感

もいいですね！それにしても、二つも三振を取る

ことで、晴れた日のきれいさを強調しています！

のも効果的です！皆さんも是非意識をして、か

小(二 ＹＴくん ) 伝えたいことがある場合はこういった表現をつかう

想も書いてみてください。

ドッチボールをしているときの様子を詳

くようにしてみてください。

しく書けています。小学生の体育といえばドッチ
ボールが今でも定番なんですね。次回は勝てるよ
うに頑張っ
てね！

試 合 の流 れが詳しく 書いてあり、とて

こわいゆめ
★★ 自分の思いを伝える★★
ぼくはおとといこわいゆめを見ました。
花火
ぼくが夜の学校にいてガラスのまどに人の
ぼくは、家の近 くのほどうきょう で、家 かおがうつっ
て手を
ぞくと友だちといっ
しょに見ました。
引っ
ぱられました。
「
ほっ
ぺたが落ちるほど」
という表現が良
そして、友だちとお兄ちゃんとかいだん そしておきてもまだ
いですね。ケーキがとてもおいしかっ
たということ
じゃんけんをしました。じゃんけんでかっ 手を引っ
ぱられてい
が伝わっ
てきますよ。こういっ
た「
たとえの表現」
は
たら、かいだんを上がるという遊びです。 ます。そしてぼくも
見習いたいテクニックの一つですね！
三回かちました。
手を引っ
ぱると手がはなされました。よく
花火は、赤とみどりのと、黄色とむらさ 見ると自分の右手が自分の左手を引っぱっ
学校のやすみじかんにあっ
たこと
きの二つの色のもありました。十五人から ていることが分かりました。とてもこわかっ
ひるやすみはながいやすみです。雨もや 二十人ぐらいいました。
たです。
んでいるからそとにいきました。だんご虫
少しとおかっ
たけど、はっ
きりと見えまし
（
小四 ＳＫくん）
夢の内容が詳しく書かれていて、どれだ
がはいっている虫かごをもっていきました。 た。八月一日にも花火がやるから、そのと
け怖い夢だっ
たのかが、よくわかります。でも、実
だんご虫をさがしにいきました。
きも家ぞくといっ
しょに行きたいです。
いっ
ぱいなめくじがいました。
（
小三 ＹＭくん） 際は自分で自分の手を引っ張っていたということに
花火の色をしっ
かりと書くことにより、 気づき、少しは安心したかな。
四～六ぴきぐらいだんご虫を
花火の鮮やかさをよりいっそう際だたせています
みつけました。たのしかっ
たです。
小(二 ＫＹさん ) ね！夏の風物詩をきれいに描くことが出来ていま
野球のこと
虫の数を書くことにより、その場の様
す！
先週の土曜日、四年生以下の大会が、あ
子が詳しく描かれています。数字を使うと読み
りました。
手がイメージしやすくなりますので、とても有効
きれいなスカイツリー
最初の回は相手に、
な手段です。
わたしの家からは、
二点取られました。
スカイツリーが見え
でも次の回の表のこう
ます。きょうは、くもり空で、
げきで、ファーボールや
かすかにしか見えなかっ
たけど、晴れた日 ヒットで八点、取りました。
はとてもきれいに見えます。また、夜はイ
ぼくは、二打席連ぞくファーボールでし
ルミネーションになっ
ていて、とても、きれい た。
でした。また新しいイルミネーションが見て
最後の回はピッチャーをやって、二だつ三
みたいです。
しんで最後は、セカンドゴロでおさえまし
（
小四 ＫＩさん） た。
（
小四 ＫＵくん）
８月号

体いくでドッチボール
ぼくは、ドッチボールで
よけるのがとくいです。
でもたまにむちゅうで前に
でるとあたります。
がいやになっ
たらよくとれます。Ｎくんが
左でＹくんが右でＮくんがなげたらすぐ
にとれるし人にすぐあたります。まけた
からくやしかっ
たです。

キッズみんなの日記
八月に入り、夏本番の暑さになってきま
した。教室から外に出ると、あまりの暑さで
一気に汗が噴き出します。こんな陽気でも塾
生達は元気に外で遊び回っているんですね。
みんなの日焼け度合いから、それを感じるこ
とができます。
八月は大人社会でもお盆休みがありますの
で、きっと家族でお出かけすることも多いで
しょう。そんな一コマを日記に書いて、みん
今回も表現技法を上手に使っているものが

なに楽しさをお裾分けしてみましょう。
多く掲載されています。人の良いところはど
んどんと真似てください。すると、いつの間
にか自然と自分でも書けるようになっている
ものですよ。
「～ようだ」などを使った「たと
えの表現」や文末をものの名前で終わらせる
「体言止め」に注意しつつ、今月号を見て頂
けたら嬉しいです。

優秀作品紹介

★ 日常の一コマを生き生きと★

わたしのたん生日
今日わたしのたんじょうびでした。夜に
たんじょう日パーティーをしました。ピザ
をたのみました。それがうちには、ごちそ
うでした。
たべおわっ
てから、ケーキをたべました。
それがほっぺたがおちるほど、おいしかっ
た
です。
さいこうのたん生日パーティーになりまし
た。
（
小二 ＫＫさん）
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表現からわかりますね！

てしまいます。そういっ
た様子が「
十分早い」
という

分になりますよね。そして、なんだかそわそわし

いつもいる人がいないとなんだか変な気

朝の時間
弟がきょうはいませんでした。
なぜかというと、自然教室だっ
た
からです。一日～三日まで
いません。いつもだっ
たらテレビを
見ているのに、見るのもうっ
かりしてわすれ
てしまいました。学校に行く時間も、いつ
もより十 分早く 出て、友達がビックリし
ていました。
今日は不思議な気分でした。
（
小六 ＭＴさん）

着い泳
今日、一、二時間目に着い泳がありまし
た。私はペットボトルを使ったり、長ズボン
で入ったので、服が重かったです。けど、途

すね。

文章としてはすばらしいですが、ちょっ
と寂しいで

で終える「
体言止め」
もそれを際だたせています。

寂しさがひしひしと伝わっ
てきます。文末を名詞

詩のように書かれた文章からＮさんの

新体操を見に行っ
た理由、そして、見
千葉県道場たいこう
★★★出来事や気持ちを
た時の感想と決意を順序立てて丁寧に表現する
ぼくは日曜日に道場の
より細やかに伝える★★★
ことが出来ています。最後の「
！」
も強い決意が現
代表で剣道の試合に行き
林間学園に行っ
て
ます。いつもならぼくは
私は七月九日に群馬県の上野村に行っ
て れていていいですね！
大将ですが、小学生の
きました。部屋のグループの人数は九人で、
ランチ
代表として出るので、先鋒で出ます。後ろ
行動班は六人、係は食事でした。
七月四日にレストランに行きました。イ はいだいな先ぱいと先生なので、とってもき
一日目は雨だっ
たので、一日目と二日目
んちょうしています。しかし、先ぱい達を
の予定が変わっ
てしまいました。なので、二 タリアン料理のお店でした。
最初に前菜のもりあわせを食べました。 勝利に導き出せるよう、頑張ります。
日目に予定していた不二洞に先に行くこ
（
小六 ＴＳくん）
とになりました。とてもすべり、こわくて 次にピザを食べました。
テンポが良く、非常に読みやすい文章
ぼくはビスマルクを食べ
友達につかまりながら
になっ
ています。「
偉大な先輩」
というくらいです
ました。ビスマルクは真ん
行っ
てしまいました。
から、きっ
とかなり強いんでしょうね。結果が気に
中にたまごがのっ
ているピザ
どうくつの中はとても
なるところですね。
ひびき、みんなでいっ
せいに手をたたいたら、 です。その次にぶた肉の
おくからかみなりみたいな音が一回なり ソテーを食べました。やわらかくてとても
ジュ
ーシーでした。また行きたいです。
百五十六円
ました。
（
小五 ＹＴくん）
「
百五十六円です。よろしいですか？」
（
小五 ＡＳさん）
日常の一コマを上手に切り取っ
た文章で 私 がち いさいころに読 んだハードカバーの
「
かみなりみたいな」
という表現から、
す。料理の内容と様子も細かく書くことが出来
本。
どれだけ音が大きく、そして響いたのかがよくわ
ています。読み手にイタリアンが食べたいと思わせ
私の名前を決めるために使っ
た字画の本。
かりますね。たとえの表現は文章を豊かにしてく
る、そんな文章です。
全部で四十冊の本を売っ
た代金は、
れるので、皆さんも使っ
てみて下さいね。
「
百五十六円です。」
店員さんがさらっ
と
言いました。
家族のみんなの思いが
つまっ
ている本だっ
たの
にな。すこしさびしくなりました。
（
小六 ＮＡさん）

新体そう「
見学」
私は今日、友達にすすめられ、友達が入
っ
ているクラブを見に行きました。でも、新
体そうを見学に行っ
たのは
友達ににすすめられたから
だけじゃありません。
もう一つの理由は近くの公園「
スポーツパ
ーク」
でやっ
ているからです。お母さんにも
近いから行っ
てきなと言われました。
そして見学していると、立っ
たままからブ
リッジをするということをやっていました。
私は「スゴ！ 」と思い、私もこんな風になっ
てみたいなぁと思いました。
まずは体をやわらかくしなくては！
（
小五 ＲＭさん）

中で雨が降ってしまったので、中止になって
しまいました。
今日習っ
たことを身につけて、
海や川に行くときは気をつけ
たいです。
（
小六 ＨＩさん）

今は多くの学校で着衣泳の授業がある

ようですね。ペットボトルはきっ
とウキワ代わりに

使うのでしょう。そういっ
たことをもっ
と詳しく書

くとより良い文章になりますよ。

すばらしい音
夕方、お母さんが夕食を作っている時間
に、台所近くにテーブルがあるのですが、
そこで勉強をしていました。すると、包丁
で野菜を切る「
トントントン、トントントン」
ととても良い音がきこえ
ました。ぼくはとても
落ち着いた気分になり
ました。そして、宿題が
早く終わり ました。もちろんその日の夕
食もとてもおいしかっ
たです。
その野 菜の切る音を聞 いて、とても良い
気分になりました。

（
小六 ＳＹくん）

音をそのままの形で表現する「
擬音語」

を上手に使い、お母さんが料理をしている場面を

読み手に想像させていますね。これは見習いたい

テクニックの一つですね！心が温かくなる、そんな

文章に仕上がっ
ていてグッドです！

● 「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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