（
小二 ＭＳさん )

に持 ってくることにより、文章を引き締めていま

学級委員長としての目標を最後の部分

な様子だったのか、そして作り終えた後の喜びが

一番大変だっ
たかを詳しく書くことにより、どん

ミシンを使ってバッグを作った中で、何が

（
小四 ＹＹさん）

初めての先発
ぼく は今 日 、初 めて試 合で先 発 投手 に

しっ
かりと伝わっ
てきます！お見事です！

すね！文章のまとめ方は非常に大切ですので、こ

ざんねんな今日
わたしは今日の一日はちょっ
といやなこと
があり ました。その一つめはやりたかった

れは見習いたいテクニックです！

文章の基礎である起承転結ができてい
いしいものをたべて、夏
体育が雨なのでなく
ますね！嬉しかっ
た理由もしっ
かりと書けていま
やす みのいい思 い出 が
なっ
たことです。楽しみに
す。レスリングは激しいスポーツだと思いますが、
できました。
していたのでちょっ
と
（
小二 ＹＩさん） これからも頑張ってね！
ざんねんでした。
旅 行 中 に行 った場 所 、そしてその感 想
二 つめはきゅうしょくでおかわり じゃん
を上手にまとめることができていますね。初めての
けんでまけたことです 。食べたかったおに
★★ 自分の思いを伝える★★
体験ばかりで、思い出に残る旅行となったようで
ぎりをおかわりできなくてざんねんでし
すね！
きゅうしょくのぶどう
た。つぎはかてるようにがんばります。あ
今日、きゅうしょくのデザートで、ぶどう すはうれしい一日にします。
草むしり
がでました。おかわりのぶどうがいっ
ぱいあ
（
小四 ＫＩさん）
残念なことを順序立てて書くことによ
五時間目に畑の
っ
て先生が
り、とても読みやすい文章になっ
ていますね。誰か
草むしりをしました。
「
すきにとっ
ていいよ。」
に読まれることを前提にした文章は、このように
なぜ草むしりをしたか
といっ
てきました。
わかりやすいということも大切です。
というと、つぎのやさいをうえやすくす る ぼくはニことりました。ぶどうがきらいな
ためです。
人がぼくに六こくれました。ぼくのぶどう
はじめに畑に入ってみたら、歩けないく が十二こになりました。
手芸
らい草がいっ
ぱい生えていました。みんなで
（
小三 ＹＴ君）
今日、お母さんと一緒に二つのバッグを作
数字を正確に書くと、どの位なのかとい りました。ミシンでたて向きとよこ向きの
草むしりをすると、きれいになりました。
うことが読み手にしっ
かりと伝わります。そういっ バッグを作りました。
手 ぶく ろを見 ると、まっ黒 になっていまし
た点でも数は重要ですので、皆さんも正確に書い
た。
私が一番大変だっ
たのが、じゅんびです。
てみましょう。
こ(んなにはたらいたんだな。 )
ミシンは、重くて、アイロンや布や長いひも
と、思いました。
をじゅんびしないといけないからです。
（
小二 ＫＴさん）
学級いいん長
ミシンを使う時は、
草むしりをした理由をしっ
かりと書く
学校で二時間目の時に
苦労したけど楽し
ことができていますね！また、草むしりの様子や
かかりぎめをしました。
かっ
たです。ぬうとき
自分の気持ちも順序立てて丁寧に書くことがで
ぼくは学級いいん長にりっ
こうほしたら、 に、はりが手にいっ
ぱい
きています！お見事！
学級いいん長になることができました。
ささっ
て、血がいっ
ぱい
学級いいん長として、みんなをまとめたい 出ました。
です。
やっ
と、作り終えてとてもうれしかっ
たで
（
小三 ＹＳ君） す。

１０月号

レスリング
きょうは、レスリングにいきました。きょ
うのレスリングをやるばしょは
いつもとちがっ
ていろんなところ
からきているひとたちとやり
ました。いろんなひととやれて
うれしかっ
たです。またこんどもいっ
てみた
いです。

キッズみんなの日記
日中の気温もぐっと下がり、かなり過ごし
やすい気候になって参りました。しかしなが
ら、朝晩の冷え込みを考えると、この過ごし
やすさもあっという間に過ぎ去り、いつの間
にかコートが必要な気候になっているんだろ
うなと思ってしまいます。
九月にはシルバーウィークがありましたの
で、ご家族でお出かけという方も多かったの
ではないでしょうか。キッズのみんなの日記
を添削していても、そういった話題が数多く
あったのが印象的です。ちなみに私はと申し
ますと、特に遠出はせずに地元でのんびり過
ごしました。そんな中、日常の一コマを上手
に切り取った日記も数多くございました。今
回の「キッズみんなの日記」はそんな日常の
一コマを巧みに表現している作品が沢山あり
ますので、みなさんも参考にしてみてはいか
がでしょうか。

優秀作品紹介

★ 日常の一コマを生き生きと★

おきなわりょこう
夏やすみにかぞくで、
おきなわりょこうに
いきました。
しゅりじょう、ガラス
こうじょう、ハートの
いわを見に行きました。
海がとてもとうめいで
きれいでした。三ぱくして
色んなところへ行き、はじめてのひこうきに
のり、たのしかっ
たです。天気もよくて、お
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「
～を買っ
た」
、「
～を食べた」
だけで終
なりました。
一番おいしかっ
た物は、とん汁です。すご
わるのではなく、その時に思っ
たことや出来事を
ぼくはストライクが入るか心配でした。 く熱かっ
たけど、お肉がたくさん入っ
ていた
書いているところがとても良いですね！「
お値段が
でも実さいに投げたらストライクが入っ
た からです。
少々お高め」
の表現にはおもわず笑っ
てしまいま
のでよかっ
たです。
楽しかっ
た事は、
した。
試合が始まっ
て、
火起こしです。
先頭打者をアウト
うちわでおもいっ
きり
にした時に、きん
あおぐのが、楽しかっ
たです。
リフティング練習
ちょうがちょっ
とほぐれたような気がしま
ここは、よく行くので、今度はちがう場
ぼくは今、サッカーのリフティングの練習
した。
所にも行っ
て、キャンプしてみたいです。そ をしています。リフティングは、ボールを地
そして、試合は二対〇で勝てました。
して、おいしい物を作っ
て、たくさん食べた 面 に落 とさず にけり 続 けることです 。ぼ
初めて先発をして、楽しかっ
たです。
いです。
くは、リフティングが苦手で、七回ぐらい
（
小四 ＯＨ君）
（
小五 ＴＴ君） しかできませんでした。でも今は練習のお
緊張から安堵への気持ちの変化をその
キャンプでの思い出を上手にまとめるこ
かげで、二十二回できました。今まで、二
理由と共にしっかりと書くことができています！
とができています。美味しかっ
た物の理由、楽しか
十回もできたことがなかったので、うれし
このよう に、気 持ちの変化 を書く ときは理由 を
っ
たことの理由もしっ
かりと書くことができていま
かったです。次は、三十回できるようにな
詳しく書くとわかりやすいですね！
すね！
りたいです。
（
小六 ＨＳ君）
「
でも」
という接続語を上手に使うこと
ソラマチでの買い物
★★★出来事や気持ちを
ができていますね！Ｈ君の頑張りや喜びがこの接
午前中から
より細やかに伝える★★★
続語により、より一層伝わっ
てきます！これは見
午後にかけて、
おんせんに行っ
た
習いたいテクニックですね！お見事です！
お母さんと一緒
今日、三時くらいにしば
に東京ソラマチに行きました。
かりをしていて、五時くらい
東京ソラマチは、スカイツリーの真下にあ
新しい仲間
までやっ
ていたらつかれたのでおんせんに行
るショッピングモールです。
「
あー！」
きました。
私は、シールやポーチを買いました。
妹が大きな声でさけんだので水そうの前
お父さんと行き、二時間近く入り、サ
ウナもはいりました。ジェットぶろがあっ
て、 そのポーチは塾の英語 で使 う単 語帳を に急いで行って見ると、長い間飼っていた黒
ていたのです。とても
マッサージにもなるので気持ちがよかっ
たで 入 れよう と思 い、買 いました。お値 段 が メダカが死んでしまっ
少々お高 めでどうしようかと迷いました 悲しかっ
たです。でも、お父さんが、
す。ふろの種類は、九種類ありました。
て正解でした。
「
よし。じゃあとりに行くか。」
（
小五 ＫＳ君） が、やはり、買っ
お昼に丼ぶり屋さんで鶏そぼろを食べま と言 って私とあみとバケツを車に乗せて水
日常の一コマを上手に切り取っ
た心温
した。
元公園に行きました。
まる文章ですね。二時間も芝刈りをしたあとで
となりの人と鶏そぼろがかぶり、となり
あみを水に入れては出してと二人でがん
すから、ジェット風呂のマッサージの話もうなずけ
の人 がさきに待 っていたのに私の方がさき ばっ
ているうちにバケツの中には口細という
ますね。
にきちゃってという事件がありましたが、 魚とカダヤシと一センチもないくらいの小
楽しい一日で良かっ
たです。
さなザリガニそれからエビ
（
小六 ＨＳさん） もたくさん入っ
ていきました。
家に帰っ
て水そうにとっ
た
生き物を入れました。たち

キャンプ
ぼくは、二泊三日で君津市のキャンプ場
で、キャンプをしました。

まちにぎやかになってみんな喜んでいまし
た。
水 そ う の中 が明 るく なってう れしいで
す。

（
小六 ＮＡさん）

妹の叫び声で文章を始めているところが

とても良いですね！また、「
たちまちにぎやかに

なる」
という表現もとても良く、水槽の変化が手

に取るようにわかります！

たん生日
今日は、ぼくのたん生日なのでお母さん
といっ
しょにすし松へ
行きました。たくさん
食べた中で一番おいし
かっ
たのは、あぶり二種
です。あぶり二種
とは、づけまぐろと、
トロサーモンの上にマヨ
ネーズをのせてあぶっ
た
ものです。それぞれ一つずつありました。
マヨネーズと魚がとてもあっていて、おいし
かっ
たです。
その後、家でチョコケーキをたべました。
かなりおいしかっ
たです。
（
小六 ＩＴ君）

美味しかっ
た鮨ネタの説明がとても上

手ですね。「
どのような」
にあたる部分を詳しく

書くことは日記の基本ですので、皆さんも見習う

ようにしてみましょう。

● 「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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