での練習についても触れているところがとても良い

記録会での結果だけではなく、それま

だっ
たと思います。けど、ひっ
しにいきて、が
んばっ
ていたのがわかりました。
やねは、わらでできていたり、木をはっ
て、石などをのっ
けて風でとばないようにし
学校のこと
ている家 もあり ました。タイムスリップを
きょう五時間目にひなん
したようでした。
くんれんをしました。つなみとじしんのく
（
小二 ＹＳさん）
展示されているものが何なのかというこ
んれんでした。じしんがきてつぎにつなみ
とだけではなく、それを見た時の自分の気持ち、
がくるくんれんです。
そして、昔の人の暮らしを想像して、更に意見を
きょうしつにいてほうそうがながれてつく
膨らませる。これは素晴らしいテクニックです！お
えの下 にもぐ ってつく えの足 をつかんでも
う一回ほうそうがながれるのをまちます。 見事！
つなみがはっ
せいしましたといっ
てたのでおく
じょうにいきました。ぜんいんきたら先生
★★ 自分の思いを伝える★★
のお話しです。それでもとのきょうしつに
もどります。
持久走
（
小二 ＫＹさん）
今日一時間目に持久走
避難訓練の様子を詳しく説明してく
記ろく会がありました。
れていますね！日記の基本は場面の説明をしっ
か
人数がおおかっ
たからＡとＢにわかれまし
りとすることですので、皆さんもこの点を見習う
た。ぼくは、Ｂでした。持久走で一位でし
ようにしてくださいね！
た。タイムは、四分三十二秒でした。うれ
しかっ
たです。記ろく会までに二百四しゅ
う走りました。
今週の金曜日にしょうじょうがもらえ
ます。金曜日が楽しみです。
（
小三 ＹＭ君）

ようになる。これは嬉しい出来事ですよね。その

ね！最初はできなかったものが、練習してできる

日 常 の一 コマを上 手 に表 現しています

ちょうこく刀の練習
十二月の最初のころに
ちょうこく刀を学校で
買いました。三学期に
学校で使うので一度
練習したいなと思っ
ていました。
お父さんがいすを直すために買ってきた
木材があまっ
たのでそれでためしてみまし
た。最初はなかなかほれなかっ
たけど練習
したら少しずつできるようになっ
てきまし
た。三学期に学校で使うのが楽しみです。
（
小四 ＭＨさん）

あまんきみこさんはほかにも国語 教科
書の作品があって、それはおにたのぼうし
という作品です。あまん
きみこさんの作品は
悲しい作品が多いです。
だけどかんどうさせて
くれる作品なので、少し私も本を書く人
になろうと思いました。
（
小四 ＫＩさん）

です ！また、自分の気持 ちについてもしっかり と

嬉しさが伝わっ
てくる日記です。

クリスマスパーティー
今日、家族でクリスマスパーティーをしま
した。とてもごうかな食事でした。クリス

頑張っ
て下さい。

ついてもとても良いですね！是非作家を目指して

ています！また、結びの接続語の使い方や感想に

なぜ調べたのかという理由を丁寧に書い

書けているところが良いですね！

★★★出来事や気持ちを
より細やかに伝える★★★

キッズみんなの日記
新年明けましておめでとうございます。皆
様にとって、幸多く、実りのある一年であり
ますよう心よりお祈り申し上げます。
今年も皆様に愛されるような誌面作りを心
掛けて参りますので、ご愛読の程、よろしく
お願い申し上げます。
さて、今回の作品ですが、冬ならではのマ
ラソンやクリスマスといった話題から日常の
一コマを上手に切り取ったものまで多種多様
な内容になっています。日頃日記の題材探し
に四苦八苦しているキッズ生達は今回の作品
を今後の自分の日記のヒントにしてみてはい
かがでしょうか。また、場面を具体的に表現
しているものや心情の変化を丁寧に書いてい
る作品もございますので、是非とも真似して
みて下さい。自分の日記がレベルアップする
こと、間違いなしですよ。

優秀作品紹介

国語の勉強
今日、国語の勉強で知りたいことを調べ
て作文 に書く勉強をしました。私が調べ
てみたのはあまんきみこさんの作品です。
二年生の時にきつねのおきゃくさまという
作品を勉強してなつかしいと思ったのであ
まんきみこさんのさくひんにしました。

１月号

日本みん家園
今 日は、川さき市 にある日 本みん家園
★ 日常の一コマを生き生きと★
というみん家の野外はくぶつかんへ行きま
した。むかしの家が二十三けんもたってい
せきがえ
て、中を見ることができます。むかしはお
ぼくは、がっ
こうでせきがえを
米をたくのもおゆをわかす
しました。まどぎわの方にせき
のも自分で火をおこして、
がかわりました。ひさしぶりに
せきがえしたからうれしかっ
たです。また かまどでたきます。時間も
てまもかかっ
ていたので、ふべん
一月にやります。たのしみです。
たと思いました。けど、いろりをかこん
（
小二 ＹＴ君） だっ
日常の一コマを上手に切り取ることがで でみんなでなかよく話して、ごはんを食べ
られるのは、よかっ
たなと思いました。
きていますね。どの位置に移動したのかや席替え
冬はさむかったと思います。すきまから
をしたときの気持ちもしっ
かりと書くことができ
れいきが入っ
て来ていて、さむさにたえなが
ていますね！
らごはんを作っ
ていたのは、かわいそうだな
と思いました。じめんも土でできていてや
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マスプレゼントは、洋服とペンポーチとアク
セサリーと手ぶくろをもらいました。とて
もうれしかっ
たです。
ショートケーキも食べ
ました。おいしかっ
たです。
そのあと、大好きなスター
ウォーズのエピソード１と
いう映画をかんしょうしました。おもしろ
かっ
たです。
来年のクリスマスも楽しみです。
（
小五 ＳＴさん）
クリスマスは一年の中で最もと言っても
過言ではないくらいの一大イベントですよね！だ
から、食事やプレゼントやケーキ、そして映画と
盛りだくさんな内容です！

楽しい図工
今日は三、四時間目に
図工があります。図工
でははんこを作りました。
先生に「このデザインじゃ難しいんじゃない
の？」
と言われたけど、がんばっ
て作りまし
た。とっ
ても難しくて時間がかかりました。
お気 に入 り のはんこができ てよかったで
す。
（
小五 ＳＩさん）
先生との会話や逆接の表現をうまく使
うことによっ
て、Ｓさんの頑張りや達成感が伝わっ
てきますね！お気に入りのハンコを作ることがで
きてよかっ
たですね！

フランダースの犬
フランダースの犬はとても感動する話で
す。なぜかというとラストがとても切ない
からです。しかし、そう感 じているのは、
日本人だけだっ
たのです。例えばアメリカ
人はフランダースの犬はかわいそうすぎる
話だ、として最後をハッピーエンドに作り変

えています。ではヨーロッパではどう でしょ
目的地は千葉市。初めて一人で電車とバ したが、お母さんが、だいじょうぶとこっ
ち
う。ヨーロッパの人は、
スに乗り、待ち合わせの改札に向かうこと を見 てにこにこいう のでなんとか、のりき
フランダースの犬を、
になりました。とても心配で、当日の前の りました。賞はいろいろとっ
たことがありま
「
負け犬の象ちょう」
日から準備をしました。
す が、文化 会館などにいったのははじめて
としています。ひどい。
電車に乗っ
ていた
だっ
たのでとてもいい経験でした。
フランダースの犬は
三十分間、「
この
（
小六 ＫＩさん）
「顔がトマトのように」という 比喩表 現
国民性によっ
てとても
電車でいいのかな」
がとても良いですね！そのくらい恥ずかしかっ
た
感じ方がちがうとわかりました。
とドキドキしてい
ことが良く分かります。比喩表現は文章を豊か
（
小六 ＴＫ君） ました。千葉駅は
文 章 の流 れがとても良く 、読 みやす い 意外と広く、迷路の
にします ので、皆 さんも是 非真 似してみて下さ
日記 ですね！例 を挙げて説明しているところも
い。
様でした。けれど、
非常にいいです！教科書に掲載されている文章を
地図を見ながら
読んでいる気分になりました。
行っ
たら、すぐに
クリスマスのチキン！
改札にたどり着く事が出来ました。千葉
二十五日にクリスマス会を親族でしまし
やっ
と買えたパン
駅の改札からは、友達と一緒にモノレール た。その時 に、友達 のおばさんが作 ってく
今日、かまがや市のパン屋に行きました。 で行きました。景色が良く、あっという間 れた、チキンを食べました。
前に来たときは売り切れで買えなかっ
たの に友達の家に着きました。
私は、もらうときに、
で、今日は早めに出かけました。そのおか
友達の家では、カードゲームや３ＤＳな ケンタッキーのような
げで、いろいろな種類のパンを買えました。 どをしてたくさん遊 びました。友達 と久 骨つき肉なのかなぁと
ぼくは、カレーパンや
しぶりに会えてうれしかっ
たです。
想像していましたが、
メロンパンなどを買い
（
小六 ＹＳ君） 実際は、本物の鳥の
日記を書く上で重要な「
いつ・
どこで・
誰
ました。行く気のな
丸焼きでとてもビックリしました。しかも、
が・どうした」をしっ
かりと書くことできています。 中 に野菜が入 っ
かっ
たお父さんは、
ていて、とってもおいしかっ
また、その時々 の自分の気持 ちも上 手に表現し
パンを一番買っ
ていま
たです。
ていますね！お見事です！
した。さっ
そく家に
来年も、こんなにごうかで無くてもいい
帰っ
て食べたカレーパンは、とてもおいしかっ
から、またみんなで、クリスマス会がしたい
たです。また行きたいです。
薬物乱用の標語で・
・
・
なぁと思いました。
（
小六 ＨＳ君）
薬物乱用の標語で優秀賞をとっ
たので、
（
小六 ＭＷさん）
自分の気持ちだけではなく、お父さん 千葉文化会館 で、賞状をもらっ
「どのよう な」に当 たる部 分 をしっかり
てきまし
の様子やパンの種類などもしっ
かりと書けていて、 た。私は、授業の時、
と書いているので、具体性のある文章に仕上がって
とても読みやすい文章に仕上がっ
ていますね！以
いますね！文章の基本ではありますが、これがな
宿
題
に
な
る
の
が
前は買えなかっ
たパンが今度は買えて良かっ
たです
かなか書けません。お見事です！
いやで、思いつい
ね！
た言葉をただ
書いただけだっ
た
● 「キッズみんなの日記」 に関するご意見・ご感
想は、 info@rikohdai.com
または、編集担当▼藤
ので、こんな賞を
まで、どしどしお寄せ
もらうのがはずかしいくらいでした。行っ 田 n-fujita@rikohdai.com
ください。皆様のご意見を参考に、より良い紙面作
てみると私を入れて四人しか子どもがいな
りに努めて参ります。
くて、顔がトマトのように赤くなりそうで
初めての電車とバス
今日は、ぼくの幼なじみで、今年の十月
に転校してしまっ
た友達に会いに行きまし
た。
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