縄跳びやマラソンは冬の体育の定番です

自転車をわすれたこと
ぼくはコルトンプラザにおじいちゃんとい
く予定で、友だちと遊んでいて、おじいち
ゃんが来たからあわてて行きました。それ
でとちゅうでおじいちゃんに

小学生の遊びの定番ですね。

っかりと書くことができています。ドッジボールは

きていますね。途中で狙われてしまった理由もし

日常の一コマを上手に切り取ることがで

小(四 ＳＹさん )

ドッチボール
今日、朝クラスのみんなで
ドッチボールをしました。
一回ボールをキャッチし
ました。それでと中 でねらわれたけどよ
けました。十五分になっ
たら朝自しゅうで
十五分になったのでかえりました。たのし
かっ
たです。

ろへ行きましたね！羨ましいです。

っかりと書けています。それにしても色々なとこ

いていますね。また、そこで自分が思っ
たこともし

どこに行ったのかということを詳しく書

小(四 ＯＨ君 )

お正月のひとときを上手に切り取るこ
初めての神戸
とができていますね。何をしたのかだけではなく、 ぼくは十日に神戸に行きました。グリコ
その時の自分の気持ちをしっ
かりと書けていると
のかんばんや、甲子園
ころがとても良いですね！
球場にもいきました。
ダルビッシュ記ねん館
にも行きました。
★★ 自分の思いを伝える★★
フィギュアやグローブも
あっ
てすごかっ
たです。
問だいにこたえてシールをもらいました。
セブンイレブンがおしゃれだっ
たりしてすご
かっ
たです。
次もまた、神戸にいって、たのしみたいと
思いました。

ね。結びの「もっと高い目標を目指して」という表

体育
今日、学校で体育がありました。
なわとびををやりました。なわとびは前
とび二百回できました。
あやとびは三十六回
できました。二重とびは
十回できました。
次はもっと高い目標を目ざしてやりたい
です。
（
小三 ＹＳ君）

気持ちの変化を丁寧に表現しています

現からＹ君のやる気を感じることができますね！

有効な手段です。みなさんも真似してみて下さ

ね。このように時間は場面の表現において非常に

いの距離なのかということが読み手にわかります

時間の経過を書くことによりどのくら

かとり神ぐうにいっ
た
お家から車で一時間
半の所まで行きました。
着いたら出店がいっ
ぱい
ありました。
ぼくが食べたのはりんごあめとたこやき
です。あとおだんごもも食べました。
おまいりをしてからおまもりを買いまし
た。
すごくたのしかっ
たです。
（
小三 ＲＹ君）

頑張っ
て下さい！

ね！「
ドキドキ」
という擬態語を使うところもと
ろしくね！

てもいいですよ。これから一緒にがんばろう！よ

はじめてのじゅく
土曜日の朝ぼくは、ドキドキしながら目
をさましました。その日は、まちにまった
じゅくの日でした。
ご前 中は、サッカーがあり ました。みん
なとれんしゅうしている時もじゅくのこと
で頭の中がいっぱいでした。家に帰ってすこ
しして、じゅくの車がむかえにきました。
車にのっ
てじゅくにつきました。先生たちが
たくさんいて、ぼくはなんのべん強するの
かしんぱいでした。すこしまちがっ
てしまっ
たけど、これからもがんばりたいです。
（
小二 ＳＮ君）

キッズみんなの日記
とうとう冬本番という寒さになってしまい
ました。寒いのが苦手な私にとってはとても
嫌な季節の到来です。しかし、キッズのみん
なはとても元気です。
「子供は風の子」という
言葉がありますが、まさにその通りですね。
そして、私は「大人は火の子」という言葉通
さて、今月の日記ですが、お正月に家族で

りになってしまっています。
過ごしたひとときについてのものが多かった
のが印象的です。何をして過ごしたのか、ま
た、その時どんな気持ちだったのかを詳しく
書けている作品が多くありますので、日記の
基礎である、場面を詳しく書くということを
これらの作品から学んでいただければ幸いで
す。また、接続語を上手に使っている作品も
ありますので、こちらも今後の自分の日記の
参考にしてみてはいかがでしょうか。

優秀作品紹介

２月号

家ぞくでお正月
きのう、九人でわたしの家でお正月のし
★ 日常の一コマを生き生きと★
ょ
くじをしました。
おせちりょうりや、
おせち
おもちを食べました。
わたしは、おせちを
わたしがすきなのは
たべました。おせちは、
おかあさんがつくっ
ておいしかっ
たです。く くりきんとんです。
ろまめと、くりきんとんとかまぼこと、あ あと、おもちがおいし
かっ
たです。食べた後は
とそのほかもありました。
いとこたちと屋上でなわとびをしました。
おいしかっ
たです。
（
小二 ＫＫさん） いとこにあやとびとこうさとびを見せても
らいました。わたしも、出来るようになり
誰がおせち料理を作っ
てくれたのか、ま
たいです。
た、どんな料理があっ
たのかを詳しく書けていま
さいごにお年玉をもらいました。
（
小二 ＫＴさん）
ね。結びに料理の感想があるのもいいですね！

い。
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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

かっ
たですね！

徴的で素敵です。久しぶりのカニを堪能できて良

ね！また、「おいしさが倍になる」という表現も特

カニの様子をとても詳しく書いています

小(六 ＭＦさん )

「
自転車わすれた」
ちみつと書いてあっ
たので甘すぎるのかなあ ターチと水で作れます。ハートの型とほし くじで凶以外を出したいので、また来年、
といっ
たら、
と思いました。でも、食べてみるとこくもな 型と丸型を作りました。とてもきれいにお 家族全員で行きたいです。
「
もうそろそろだから」
くうすくもなくちょうどいい感じの甘ずっ いしくできました。
小(六 ＨＫさん )
お参り に行った時の様子をとても詳し
といっ
て帰っ
てきたら家に
ぱさでした。二つのジェラートは、私が今ま
だけど、マカロンは
く、また、自分の気持ちを織り交ぜながら上手
おいてありました。なので
で食べてきた
大失敗しました。
に描くことができています。良かったことと悪かっ
友だちに聞いたら、
ジェラートと
マカロンは、「 」
と
LOFT
たことを並べる書き方もとても良いですね！
「
とどけたよ」
少しちがいました。
いう所で買いました。
といっ
ていたので、安心しました。
でも、レモンのかわが
それを作っ
たら、やきすぎて、黒こげになっ
小四 ＲＩ君
入っ
ていたりいちごの実やつぶが入っ
ていてお てしまいました。
大きなカニ
(
)
おじいちゃんや友達とのやりとりを、 いしかっ
たです。
でも、味は、まあまあおいしかっ
たです。
私は家族といとこと一緒におばあちゃん
会話文を使うことにより生き生きと描くことが
ま
た
行
っ
た
ら
、
今
度
は
ち
が
う
味
を
食
べ
て
小(五 ＳＴさん ) の家に行きました。久しぶりに会うので最
できています。皆さんも会話文を使って、場面を
この作品も逆接の接続語を上手に使っ 初はとても緊張していました。
みたいです。
表現してみてはいかがでしょうか。
小(五 ＳＹさん ) ていますね！接続語を活用すると読み手にわか
そしてお昼ご飯の準備をしている時、た
逆接の接続語を上手に使って自分の気
りやすい日記を書くことができますので、皆さん くさんの料理がでてきてびっ
くりしました。
持ちを表現していますね！また、ジェラートの説
も是非真似してみて下さい。
その中でも一番びっ
くり
★★★出来事や気持ちを
明がとても詳しく、どんなジェラートなのかという
したのは、カニでした。
より細やかに伝える★★★
赤くて、身がぎっ
しりと
つまっ
ていたのでとても
おいしそうでした。
そしてお昼ご飯を
食べる時に、私はまっ
さきに
カニを食べました。久しぶりに
カニを食べたので、おいしさが倍になり ま
した。私はおなかいっ
ぱいになるほど食べま
した。とてもおいしかっ
たです。また食べた
いです。

ママとおかし作り
土曜日に、ママとおかしを作り ました。
おかしは、マカロン、ラムネです。ママがマカ
ロンを作っ
て、私はラムネを作りました。
ラムネは、クエン酸と粉ざとうとコーンス

ことが想像できます！お見事！
お参り
クラブ活動
今日は、成田山新勝寺にお参りに行き
今日、クラブ活動で
都道府県テスト
ました。三年程前から、毎年家族で行く
コンピュ
ータークラブ
東部地区小中一斉
のですが、今年は父の仕事が忙しく、父は
なのに学校のコンピュ
ー
都道府県テストの
お参りに行くことが出来なかっ
たのが残念
ターを全てタブレットに
でした。
変えるからコンピューターが使えませんで 続きを書きました。
全部の県を書けたのですが、二 つの県の
朝の八時に家を出て、電車に乗って成田
した。その代わりに教室でゲームをしまし
て 市に向かいました。家を出る時間が早いの
た。なぞを解くゲームで楽しかったです。 新潟と大阪府の漢字をまちがえてしまっ
は、有名で人気のうなぎ屋の予約をとるた
班に頭のいい子がいたけどすごくむずかし 九十六点でした。とても残念でした。
次はしっ
かり全部の県と漢字を覚えてパ めです。
くてなかなか解けませんでした。また、挑
ーフェクトをねらいたいです。
成田市について、まず
戦したいです。
小(五 ＲＭ君 ) うなぎ屋の予約をとり
小(五 ＲＹさん )
残念に思った気持ちを書くことにより、 ました。随分早く来た
「なぜ」に当たる部分を書くことによ
次回へのやる気が強調されています！心情は日記
方だと思っ
たのですが、
り 、読 み手 にわかり やす い日 記 になっています
の基礎ですが、非常に大切ですね！次回は満点
番号は百九十六でした。
ね！事実だけを書くのではなく、理由を書くこ
を獲得できるように、是非頑張っ
て下さい。
その後、参拝は早めに終わりました。おみ
とは非常に大切ですね。
くじは二年連続凶でした。悲しかっ
たです。
メインの目的の参拝が終わりましたが、う
なぎには、メインより待たされました。ち
ょうど昼辺りに呼ばれたことだけは良かっ
たです。
う なぎもおいしかったし、次 こそはおみ

ジェラート
私はこしがやレイクタウンに行ってジェラ
ートを食べました。私が食べたのは、はち
みつレモンといちごです。はちみつレモンはは
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