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ホウセンカの花がさいた
ホウセンカの花がさいた。赤色と白とピン
クです。全部さきました。とくに一番さい
ていたのが赤です。いつも朝水をあげていま

ます。

花火のところまでつき す。
食べ物は大切
ました。そこで花 火の
ホウセンカの花は多くなっ
て
私の弟はいつもお母さんが作る食べ物を
ところでかっ
たたべもの きます。うれしかっ
たです。
食べていません。弟は好きな物だけ、好き
をたべました。
（
小三 ＲＹ君） な時に食べています。なので、弟はいつもお
夏休み、そして夏期講習も終わり、いよい
日 常 の一 コマを上 手 に切 り 取 れていま
かえりはかきごおりをかっ
て、すごくたの
母さんにおこられています。でも私は弟が
よ二学期がはじまります。うだるような暑さ
すね！花の色を細かく書くことにより、花壇が おこられているのをあまり見たくないので
しいと思いました。
もなくなり、過ごしやすい気候になってきま
（
小二 ＹＴ君） 色鮮やかに染まっていることが想像できる文章で 私は弟に食べ物の大切さをおしえてあげ
したね。
寝てしまっ
た理由をしっ
かり書いている
すよ！
ました。
さて、この夏、キッズのみんなはどのよう
ことと、松戸について花火を見るまでの間の出来
戦争があっ
た時の
に過ごしていたのでしょうか。海、花火、お
事を順序よく書くことが出来ています。Ｙ君は
楽しかっ
たシンガポール
ことを話してあげ
祭りと夏の風物詩が日記にたくさん登場しま
夏の風物詩を堪能したようですね！
ぼくはシンガポールにいきました。まず ました。戦争が弟は
した。そんな中最も多かったのは「映画」で
ひこうきで七時間ぐらいかかりました。次 きらいです。そして、
す。私も子供の頃夏になると映画を見に行っ
八月一日におまつりがありました
にホテルにいきました。ホテルはとてもご 戦争にあっ
た食べ物をおしえると、弟は、
たものです。ただ、見る映画は私の時代とは
おねえちゃんがいかなかったので、かぞく うかでした。
「
いまのほうがすごい。」
少々違うなと感じました。私の時代は少年誌
三人でいきました。
次の日にバスで
と言 って、私 がおしえてあげたからつぎの
の表紙を飾るようなアニメがメインだったの
ゆかたをきてまつりに出かけました。は かんこうにいき、
日のこさずに食べてくれました。私と弟は、
に対して、今はディズニーか洋画です。時代
じめてのゆかただっ
たので、うれしかったで ヘビをまいて
食べ物の大切さをおぼえました。弟がりっ
の変化を感じる今日この頃でした。
す。
しゃ真をとりました。
ぱになっ
てほしいと思いました。
映画を題材にする場合は「どのシーンが印
まつりについてから
ヘビの体がざらざら
（
小四 ＳＴさん）
象に残ったのか」ということと、その「理由」
Ｓちゃんは人として大切なことを知っ
て
金ぎょすくいをやり
してて、こわかっ
たです。
を書くことにより、より一層素敵な日記にな
ました。いっ
ぴきもつ
午後ナイトサファリにいきました。次に、 いて、なおかつそれを弟 に教えることができる素
ります。皆さんも意識して書いてみましょう。
晴らしいお姉ちゃんですね！これからも弟思いの
れなくて、金ぎょすくいのおじちゃんが一 トレーラーにのりました。いろいろなことを
お姉ちゃんでいてくださいね！
ぴきくれました。あとヨーヨーすくいをや せつめいしてくれました。
りました。一ことれてうれしかったです。
帰る日にユニバーサルシンガポールにいき
ラムネをかって、のみました。おいしかった ました。いろんなアトラクションにのりまし
バースデーホームラン
★ 日常の一コマを生き生きと★
です。
た。いちばん楽しくておもしろかったアト
ぼくは今日たんじょう日です。そして野
（
小二 ＫＫさん） ラクションは４Ｄで見たシュレックと、トラン 球の試合がありました。
夏祭りの様子を詳しく書けています
ス
フ
ォ
ー
マ
ー
と
、
長
ぐ
つ
を
は
い
た
ネ
コ
の
ぼ
う
この試合の一打席目、
ね！初めて浴衣を着たＫちゃんの嬉しそうな姿
けんです。
一死ランナー三るいで
も目に浮かびます。お祭りの楽しさが伝わっ
てく
シンガポールはたのしくて、おもしろく 回っ
てきました。
る文章です。
て
さ
い
こ
う
の
国
だ
と
お
も
い
ま
し
た
。
す
ご
く
ぼく は、一 ボールノーストライクからの
たのしくて、さいこうでした。
二球目の高めのを打ちました。ボールはレ
（
小三 ＯＦ君） フトの上をこえました。二るいを回っ
たとこ
★★ 自分の思いを伝える★★
シンガポールでは様々な体験をしたよ
ろで、三るいコーチャーも手を回していたの
うですね。それを一つ一つ丁寧に書くことが出来
で、ホームまでつっ
こみました。
ています。「さいこう」という言葉を繰り返すこと
そして、その試合でもう打しょうでした。
により、相当楽しかったのだろうことが読み取れ
ぼくたちが十九対六で勝ちました。
（
小四 ＯＳ君）

花火
ぼくは、まつどの花火大会へいきました。
まつどにつくのがおそいのでバスでねちゃいま
した。
ついてあるいているとコンビニとかきごおり
やさんをみつけました。かきごおりはかえ
りにかいます。コンビニによっ
て十六茶とビ
ールをかいました。外に出てあるいていると
花 火の音 がなり ました。上をみると花火
がうちあがっ
ていました。おみせがあっ
たか
らたべものをかいました。
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短文を重ねることにより、緊張感がよ
り一層増しています！読んでいてドキドキしまし
た。これは有名な小説家でも使うテクニックです
ので、見習いたいですね。

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

も真似してみて下さい。

す。これは見習いたいテクニックですので、みなさん

う結び方は文章を書く上で非常に有効な方法で

経験したことをこれからに活かすとい

水泳大会
私は、学校の水泳部に入っ
ています。その
中で私は、水泳の選手に選ばれました。私
が出る競技はフリーという競技です。まず、
フリーリレーというのはクロールの五十メー
トルを交替して四人で泳ぐ競技です。
私は、三番目に泳ぎました。
結果は四位～五位くらいで
した。総合優勝は出来なかっ
た
けれどがんばりました。これら
の経験をいかしてまた、このきかいがあっ
た
ら総合優勝をとっ
てがんばりたいです。
（
小六 ＹＳさん）

または、編集担当▼藤
info@rikohdai.com

まで、どしどしお寄せ
n-fujita@rikohdai.com

りに努めて参ります。

ください。皆様のご意見を参考に、より良い紙面作

田

想は、

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

いいですね。

ています。「
すっ
きりした」
という表現も味があっ
て

までの様子についてもしっ
かりと触れることが出来

ちを丁寧に表現していますね。また、映画を見る

泣いてしまっ
た理由や泣いたあとの気持

場所の説明や献血の様子が詳しく書け
ので少し目がつかれました。
映画を見に行っ
た
ていますね。献血に関する語句も正確に書けてい
感想は、３Ｄで見たのできょうりゅうな
夏休みが始まり、さっ
そく映画館にお母
ます。その場の状況を詳しく書くと、文章は膨
どがすごくとびでてくるようで、びっくり
さんと出かけました。ディズニー映画のイン
らみますので、皆さんも見習っ
て下さいね！
す るシーンもありました。前 作より かな
サイド・
ヘッドを見に行きました。内容は明
りおもしろかっ
たです。
るいものだとずっと思 っていましたが、とて
（
小五 ＫＳ君）
宿題
も泣けるお話しで、けっこう泣いてしまい
ジェラシックワールドの最新作は前作以
ぼくは、この日のうちに
ました。
読書感想文を終わらせると
最初に短編ストーリーが映されて、それ
決めていました。なので最終日の今日はと が長いし、火山の話で
ても気合いを入れなければいけないのです きょうみがなく、
が、なぜかやる気でないのです。なぜでしょ つまらないなと
うか。それを考えてみると理由がわかっ
た 思っ
ていたら、
のです。それは今、考えていたようなむだ インサイド・
なことを考えてばかりいたからだったので ヘッドが始まっ
た
す。
しゅんかんおもしろく
（
小六 ＴＫ君） なりました。特にビンボンというキャラクタ
日常の中の自分の気持ちを上手に表現
ーが出 てきたところがおも しろかったで
しています。おもわず「
なるほど」
と言っ
てしまう
す。
ような文章ですね。「
～か」
という表現もいいです
最初はずっと笑っていましたが、そのビン
ね！
ボンというキャラクターが死んでしまい、そ
の理由がとても悲しく、そこで泣いてしま
いました。ふだんはあまり泣いたりしない
ので、すごくすっ
きりしました。
（
小六 ＫＩさん）

上に面白いという話は私も耳にしましたが、やっ
久しぶりのＵＳＪ
私は家族でＵＳＪに行きました。初めは、 ぱりそれは本当だったのですね！感想をしっかり
書くことが出来ていますよ。
スパイダーマンに乗りました。乗り物は車
のような形で三列 あって十二 人乗り でし
ざんねんな日
た。私の家族は二列目に乗りました。ほの
私は七月三十一日に
おで熱くなっ
たり水がかかっ
てきたり、敵
のボールが本物でかべにあたっ
てあながあい 松戸駅の近くにある
たりなどで、とてもスリルまんてんでおも 献血ルームへお母さんと
行きました。
しろかっ
たです。
献血ルームに行っ
た理由は学校の社会科
つぎはハリーポッターです。まず乗り物に
てやりま
乗る前に動く絵を見ただけでこうふんし 見学でお母さんが実験だいとなっ
てしまいました。でも乗り物はもっとすご した。
まず献血する前に機械の面に書いてある
かっ
たです。ハリーたちとクディッチの試合
はい」
か「
いいえ」
で答えました。
をしているみたいだっ
たし、ヴォルデモード 質問を「
の人形みたいなのが本当に似すぎていて少 その後、飲み物を飲むんですが、お金を入
しこわかったです 。でも、ハリーポッターの れるところがなくて、さがしていたら飲み
世界に迷い込んだみたいでとてもゆめのよ 物は無料で飲めるところだったので献血し
ない私にとっ
てはすごくラッキーでした。
うな時間でした。
飲み終わっ
た後は、献血をする献血室み
（
小五 ＳＹさん）
たいな所でいすにすわってまっていました。
「
ゆめのような時間」
という表現がその
そしたらお母さんの名前が呼ばれて問診
楽しさを物語っ
ていますね！また、アトラクション
と血 圧 測 定を行いました。その後 に血 色
の説明も詳しくて、ＵＳＪに行っ
た気になります
素量の測定と血液型事前判定をやったん
ね！素敵な文章になっ
ていますよ。
ですけど血がうすくて献血は出来ません
でした。なので、献血の本（資料）をもらい
ました。そしたら そこにく わしいことが
「
ずらーっ
と」
書いてありました。
ざんねんだっ
たけど資料がもらえてよか
っ
たです。
（
小六 ＮＩさん）

家族でえいがをみた
今日の朝九時から始まる
ジュラシックパークの新しい
えいがをみた。
えいがが始まっ
た。二時間
三十分くらいの長いえいがで、３Ｄで見た
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