キッズみんなの日記
とうとう師走に入り、今年もあと僅かとな
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すこやかけんしん
私は今日、すこやかけんしんと言う、自
分が健康かどうかをしらべるけんさをし
ました。
最初は身長と体重を
調べた次に、ウエストを
はかり、血圧をはかっ
た
次に、採血をしました。この採血は、自分
の血を採るのでいたいんだろうなと思っ
てい
たけれど、予想以上にいたくてびっくりし
ました。

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

て練習に励んで下さいね！

中田選手のような大選手に慣れるように頑張っ

試合を見た後のＳ君の決意も素敵です。

試合の実況さながらの説明ですね！

（
小四 ＳＯ君）

ちのＪくんとＨくんです。それでじゃんけ
日本代表の試合
んをしてこの三人がかちました。
昨日、テレビで野球の日本代表の試合を
（
小三 ＹＴ君） 見ました。すると、初回から相手のチーム
きなこパンのおいしさがともてよく伝わ にホームランを打たれてしまい一対０のま
ま三回表に入り、一死一るいで、六番の中
田翔という選手が逆転二ランホームランを
打ってくれました。それでつづく四回表で
ノーアウト満るいで、今度は五番のバッター
はライト前にタイムリー
ヒットを打っ
て、まだ
ノーアウトランナー
二るいで、また中田翔に
回っ
てセンターにはじき
かえして犠せいフライを
打っ
ていました。
ぼくはプロ野球選手になって中田翔みた
いになりたいです。その試合は、日本が四
点リードで勝ちました。

ってくる文章ですね！おかわりをする場面につい
ハロウィン
ってしまいました。ついこの前初詣に行った
ても上手に描けています。またきなこパンが給食
十月三十一日にハロウィンでかそうをし
ばっかりと思うのは私だけでしょうか。時の
で出ると良いですね！
て、歩きました。
流れのスピードには驚かされるばかりです。
わたしはまじょのかそう をしてあるき
さて、今回の作品ですが、結びを工夫して
ました。
校外学習
いるものが特に目立ちました。校外学習で学
はじめに、一人目の女の子の家について、
ぼくは、十月二十日に校外学習に行き
んだことを今後に活かすという「願望型」の
「
トリックオアトリート」
ました。
結び方、日常の一コマを上手に切り取り、そ
と言っ
て、おかしをもらいました。
ぼくたちはまず、いばらき自然はく物か
の感想で締めくくる「感想型」など、高校受
そのあとも、二人のお友だちの家でおか んに行きました。そこで外であそびました。
験の作文でも通用するような結びが数多くあ
しをもらいました。
ぼくはおかの上からでんぐりかえしをし
ります。また、表現技法などのテクニックを
さいごにが学校のちかくの公園に行って、 たりしました。
用いているものもあります。十二月はクリス
またおかしをもらっ
て、帰りました。かば
そしておべんとうの時は友だちと具をこ
マスなどのイベントもあり、日記もいつも以
んを見 たら おかしがたく さんあ り まし うかんしたりしました。
上に熱が入ることでしょう。来月はこういっ
た。
次にキッコーマン
たテクニックを意識して日記を書いてみては
「
うれしいな」
しょうゆ工場に
いかがでしょうか。
と思いました。
いきました。しょうゆ
たのしかっ
たので、また来年もやりたいで 作りには三つのきんの力が必ようと言われ
す。
ました。一つ目はこうじきんのキッコーマン
（
小二 ＫＴさん） きんです。キッコーマンきんはキッコーマンが
★ 日常の一コマを生き生きと★
日記に重要な「
いつ」
や「
どこで」
というこ
大切に育てたこうじきんの事です。こうじ
とをしっ
かりと書いていますね！また、「
来年もや
きんはカビの仲間です。
学校のこと
りたい」
という自分の思いで文章を締めくくっ
てい
次は、こうぼです。そして一番おどろい
やすみ時間に九九をやりました。五のだ
たのはにゅうさんきんです。しょうゆを作
ん、二のだん、三のだんとかをやりました。 るのもいいですよ！
るのにきんを使うなんて知り ませんでし
カードをみたりしました。九九のカードが
た。
あります。それをじゅんばんをかえたりで ★★ 自分の思いを伝える★★
今回知っ
た事を生かして勉強に役立てた
きます。じゅんばんをかえてやっ
たりしま
きなこパン
いです。
した。たのしかったです 。今日一のだんを
今日、学校のきゅうしょくできなこパンが
（
小四 ＳＫ君）
ならいました。
しょうゆ工場で教わっ
たことの中で特
（
小二 ＫＹさん） 出ました。パンの上にきなこがたっぷりのっ
に印 象 深 かった部 分 を 丁 寧 に説 明 しています
ていました。すごく
休み時間の一コマを上手に切り取っ
てい
ね！結びも非常に良いです。こういった結びは中
たです。
ますね！九九の練習方法を詳しく書いているとこ おいしかっ
学校でも使 えますので、皆さんも真似 をしてみ
きなこパンのおかわりが
ろも良いですね！その調子で九九マスターになっ
三つあっ
て、六人の人がおかわりしたいとい てはいかがでしょうか。
って、その六人のうちの三人がぼくと友だ
て下さいね！

梨香台ゼミナール

平成２７年 １２月 １日
キ ッ ズ み ん な の 日 記
第１０１号

● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感

現できています！

似をして欲しいテクニックが満載の日記です！文

想は、

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

まで、どしどしお寄せ
n-fujita@rikohdai.com

または、編集担当▼藤
info@rikohdai.com

章の流れも非常に良いですね！素晴らしいで

田

ポッキー・
プリッツの日！

す！

調、後半では題名に繋げる結び方と皆さんに真

前半の「
倒置法」
の使用や中盤の語り口

来年もやるのかと思うと、気が遠くなり かったです 。また、コマどり をやり たいで て、しょうがない事です。
十一月十一日はポッキー・
プリッツの日で
そうです。
す。
そして、外に出るときも、
した。その日私は、友達と遊び、おかしを
小五 ＭＦさん
小五 ＲＹさん
いちいち厚着をしなければ
食べたのですが、ほとんどの友達が、私も
(
)
(
)
逆接の接続語を使うことによっ
て採
「
コマどり」
がどのようなものなのか、ま
なりません。学校へ行くにも、
ふくめて、ポッキーまたは、プリッツを持っ
血時の痛さがより一層引き立ちます。このよう
た、どんな「
コマどり」
としたのかを詳しく書いてい
友達の家 に行く ときもそうです。でもぼ て来ました。みんな同じ物を持っ
て来るな
に、逆接は強調したい部分の前に置くと効果的で
ますね。その時の気持ちを最後にしっ
かりと書い
くは、夏より秋・冬の方が好きです。なぜ んて、仲が良いなぁと思いました。
すので、皆さんも是非使っ
てみて下さい。
ているところもいいですね！
なら、景 色 が美 しいから です 。紅 葉 や雪
去年までは、ポッキー・
プリッツの日のこと
景色とてもきれいです。
を知りませんでしたが、今年は、しっかり
音楽集会の練習
校外学習
小六 ＳＹ君
おぼえていられて、しかも、友達 とポッキ
(
)
季節に対する思いを理由と共にしっ
土曜日に、一日参観があります。その時
十 月 二 十 六 日 国 会 議 事 堂 と科 学 技 術
ー・プリッツの日を楽しめてうれしかっ
たで
かりと説明することができていますね！結びで
に全校合唱をしたり、
館に行きました。
す。
「
でも」
という逆接を使うことにより秋や冬の景
音楽部のえんそうを
バスの中では、ビンゴゲームをやっ
て、最初
小六 ＭＷさん )
(
日常の一コマを上手に切り取っ
た文章で
きいたりする、音楽
にリーチになっ
たのに最後のほうにビンゴに 色に勝るものはないということを強調しています。
お見事です！
す 。みんなが同じおかしを持 ってきたということ
集会というものを
なっ
てくやしかっ
たです。
を書くことにより、仲の良さが際立ちます！
全校生徒でやります。
国会議事堂では、国の
「世 界 が一 つになるまで」という曲 を合唱 仕組みや政治のことを
あぁ～失敗した
します。五年生は、けんばんハーモニカでえ 知れて勉強になりました。
ぼくは音楽発表会でソプラノとアルトに
市内音楽会
んそうします。とてもむずかしいパートな 体験プログラムでは賛成
わかれることになっ
たのでソプラノになっ
た。
今日は市川市内の学校が
ので、たく さん練 習 しました。他 にも 、 ボタンと反対ボタンを
というか、なってしまったのだ。しかも、自 参加する、市内音楽会が
「花はさく」
や「スマイルアゲイン」という曲 押すのが楽しかっ
たです。
分のぼんミスで。
ありました。木・金の午前 午･ 後に分かれ
も歌います。たくさん練習したので、お父
科 学技 術館 では、新聞 を作 成 したり 、
ぼくは読書をしていると自分の世界に入 ていて、私 は、金曜日の午前の部でした。
さんやお母さんに早く、聞いてもらいたい 鉄のすべり台などをやっ
て楽しかっ
たです。 り こんでしまう 。これがだめだったんだ。 市内音楽会には、稲越小や八幡小など知
です。たのしみです。
これからは政治のニュースや新聞をしっか 朝自習の時間みんなが手を上げていたか っている小・中学校があったので、他校には
小(五 ＳＴさん ) り 見 て勉 強 したいと思 いました。小 学 校 らぼくはとなりの子に、
負けないようにと、大きな声で歌いました。
「
たくさん練習した」
という言葉を繰り
生活の最後の校外学習とても楽しかっ
たで 「
なんで手を上げているの」
ステージに立つときん張したし、どのくら
返すことで、その練習量の多さを想像することが
す。
と聞いた。そしたら
いみんなの声がでているのかわからなかっ
た
できます。その頑張りはきっ
とお父さんやお母さ
小(六 ＡＮさん ) 「
音楽発表の役割をきめてるみたいだよ」
から、少しこわかっ
たです。でも終わっ
たら
んに伝わっ
たはずですよ！
校外学習での出来事を細かく伝えるこ
その時はもうおそかった、もうソプラノに すっ
きりしました。
とができています！また、その時々の気持ちも丁
決まっていた。おかげでのどがいたくなって
小六 ＭＴさん )
(
音楽会での意気込みやステージに立っ
た
しまっ
た。あ～失敗したとぼくは思っ
た。
小(六 ＴＭ君 ) ときの気持ちなど、その時々の気持ちを丁寧に表

寧に書いていますね！来年からは中学生ですので、
クラブ活動
今回の公開学習で学んだことを是非活かして下
今日、学校でクラブ活動が
さいね！
ありました。私はコンピュ
ーター
クラブで今回のクラブはコマどりをしてそ
れをつなげて一つの動画を作りました。私
寒さ深まり
は友達と『
しまうまの戦い』
というのをテー
だんだんと、外の景色からも寒さを感じ、
マにして作りました。写真を少しずつとっ 外に出るのがつらくなる時期になってきま
てそれをつなげてみると本当にしまうまが した。ぼくが冬・秋で一番きらいな事は、
戦っ
ているような動画が出来たのでうれし 朝ふとんから出るのが毎年つらくてつらく
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