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横浜市立西柴小学校

校 長 小塚 光明

平成 24年度 教育ボランティアだより

早春の候、教育ボランティアの皆様 0保護者の皆様には、日頃より西柴小学

校の児童のために、ボランティア活動に参加していただき、誠にありがとうご

ざいます。

さて、今年も教育ボランティアとしてたくさんの方々に来校いただきました。

お陰様で児童の学習への興味 。関心が高まり、理解も深まりました。英語活動

サポーター・本の読み問かせ・お話会・図書室の環境整備・福祉体験に伴う各

施設の皆様の協力・球根の植栽・交通安全指導 。新体カテス トの測定など、多

くの皆様の学校へのご理解とお力添えの結果と感謝しております。

広報よこはま金沢版に金沢区長の林琢己様が、新年の挨拶を載せていました。
「金沢区では、多くの皆様がさまざまな分野で活動されています。このことが

人のつながりを生み、支え合いや助け合い、そして、人を育む地域をつくって

いるのです。これからも世代を問わず、皆さまが生き生きと活躍されることを

願っています。」(抜粋)

地域の方々とふれあう多様な経験により、児童の学ぶ喜びが広がりつつあり

ます。また、児童への励ましや多くの支援が得られ、地域の方々との絆も生ま

れています。

今後とも、ご支援よろしくお願いたします。

■‐★・ユ議

英語サポーターさんヘ

「野菜スープを作ろう」では、7種類の野菜の英語を知る

ことができてよかつたです。「フルーツパフェを作ろう」では、

フルーツの英語を党えられてよかつたです。「プリーズ」や「サ

ンキュー」などの英語を何度も練習できてよかつたです。

6年 篠暗 颯斗

昨年度に弓|き続き、読み聞かせボラ

ンティアの方に入つて頂くとともに、

今年度は、英語サポーターの方にもご

協力頂きました。
いろいろな方に支えられていると

いうことを子どもたち1こ伝えること

ができました。

5組

読み聞かせボランティアさんヘ

いつも楽ししヽ読み聞かせをありがとうございます。毎回、

楽しみにしていました。特に、私が面白かつたと思つた本は、

「ふしぎなすイフ」です。すイフが、面白lv L形 になるとしヽう

ところが好きでした。読み闘かせの本は、どれも面白かった

です。ありがとうございました。
4年 内野 朱理



「3日はどんなお話かなあ。」わ<わ <した読み聞かせやお話会、ゲームを通して友達とコミユニケー

シヨンをとることを楽しんだ英語活動、そして球根の植え声・お世話の仕方を教えて<ださったおか|ず

で、されいな花が咲<のをつから楽しみにしている一年生です。

ボランテイアの皆様には大変お世話にになりました。ありがとうございました。

きゅうこんうえのポランテイアさんへ

きゅうこんのうえかたをおしえて<ださってありがとうござ

いました。いまのわたしのきゅうこんは、とってもせが大き<な

っています.まい日、学校にきたら水をあげています。わたし

は、いままでそだててきてよかつたなあとおもいました。どう

してかというと、おはながさいごきれいだからです.

犬<|ゴ よしの

よみきかせボランテイアさんへ__

いままでたくさんの本をよんで<だ

さつてありがとうございました。

金よう日によみきかせをき<と、

「よし、あと1日がんばろう。」

という気もちになれました。わたしは

もともと本がすきで、よみさかせはじ

ゅうまつのたのしみでした。

いままでありがとうござしヽました。

いわせ 日より

えいごサポーターさんヘ

グリーンモンスターのときは、おどろきました.あそびなが

らえいごをまなぶのが、|ざ<はうれしかったです.どうしてか

としヽうと、本であそびながらえいごをまなべるからです。

いままでたのしかつたです。ありがとうございました。

おがた ゆう

子どもたちも担任も、金曜日の読み

聞かせをいつも、楽しみにしていまし

た。いろいろなお話に、どきどきわく

わくしながら聞いていました。

ありがとうございました。

毎週、金曜日に本を読んでくださって、あ

りがとうございます。わたしは、絵本が大す

きなので、毎週楽しみにしています。読み聞

かせの後は、楽しい気分になります。これか

らも、よろしくおねがいします。

いいじま きほ

■ 1

ぱくは、「ぼんたの自どうはん売き」という

本が一番心にのこっています。ぼくは、ぼんた

のように、やさしい子になりたいと思いまし

た。これからも、いろいろな本を読んでくださ

い。

うめ本 たくと

£ わたしは、毎週金曜日の読み聞かせがとても楽しみです。月曜日だと、「読み聞かせは、まだまだだ

なぁ」と思います。でも、金曜 日だと「やったあ、今日は読み聞かせだ」と思います。これからも、

読み聞かせをつづけてください。

いのわき 花音



3年
今年度も、ボランティアさんのご協力

で楽しく充実した学習ができました。

1年間ありがとうございました。

えい語サポーターさんヘ

私たちにえい語を教えてくださって、ありがとうござ

いました。わたしは、この間のえい語の学習で、月の言

い方や自分のたん生日が言えるようになりました。それ

で、えい語のかるたなどが早く取れるようになり、とて

もうれ しいです。だから、今まで以上にえい語が楽 しく

感じるようになりました。

また、えい語を教えてください。    松本 瑶

お話し会ボランティアの方ヘ

わたしは、毎年お話しの会を楽しみにし

ています。

今年のお話の中で一番気に入つたのは
「じごくのラーメン屋」です。

私が思つているのとはちがい、ハッピー

な話だつたところがよかつたです。他の話

も、とてもおもしろかつたので、家に帰つ

て、お家の人に話しました。

私は、お話しの会の人のように、相手に

自分の気持ちが伝わる話 し方をしたいと

思いました。来年も、楽しみにしています。

石渡 彩桂

読み聞かせボランティアの方ヘ

毎週金曜日に、本を読みに3年 2組に来てくださつて、ありがとうございます。雨の日も雪の日もありが

とうございます。

わたしは、金曜日が大好きです。なぜなら、読み聞かせのかたが来てくださるからです。毎回、知らなか

つた本を、役になりきつて間かせてくださるからです。わくわくのお話、ふしぎなお話、毎日、とても楽し

い気分になれます。

これからもわたしたちを楽しい気分にしてください。 1年間ありがとうございました。
`     横尾 有海

今年も、ボランティアさんのおかげ

で、楽しい学習ができました。上郷で

の宿泊体験。わくわくした英語活動.

本の世界に弓|き こまれた読み聞か

せ。一年間、ありがとうございました。

英語サポーターさんヘ

私たちに英語を教えてくだ

さつて、ありがとうございまし

た。特に私が楽しかったのは、

食べ物の名前を当てたゲーム

です。なぜなら、英語で言うこ

とができたら、たくさん褒めて

くれたのと、名前の種類がたく

さんあつたからです。

これからも楽 しくワクワク

する英語活動を待つています。

山内 怜奈

読み問かせポランティアさんヘ

毎週金曜 日におもしろい本

や、やさしい本を読んでいただ

きありがとうございます。いつ

も金曜が来るのを楽 しみにし

ていました。

5年生になってもたくさん

の本を読んでください。楽しみ

にしています。

柄澤 怜花

4年

上郷宿泊体験ボランティアさんヘ

上郷ではお世話になりました。森のウォークラリーや野外炊事など、色々な場面で助けていただ

き、私たちの思い出は広がりました。ボランティアさんにとつても良い思い出になっていたらう

れしいです。ありがとうございました。 津軽 長子



宿泊体験で箱根旧街道をともに歩いたり、バーベキューをしたり、英語の学習では、丁寧な発音や楽しいゲ
ームで英語の学習をしてくださいました。月一回の読みきかせでは、楽しい話を聞かせていただきました。ま
基準T撃菫像撃魯絶ふふ傷2電季負辱λtti涯逸纂雷[霊浄よ手:｀LTふ言;魯晋ぃました。 価

いたりしよう思いました。 ました 1本当にありが とうございました。

読み聞かせボランティアの方ヘ

久我 笑莉

金曜日読んでくださる本は、ワクフクしたリドキドキしたりする本ばかりでした。いつもどんな本を読んでく
ださるのかとても楽しみです。みなさんは気持ちを込めて読んでくださるので本の世界に入つてしまいそうで
す。本を読んでくださる方々にありがとうという気持ちでいっぱいです。

一，■・́・・・・
■器特

英語サポーターさんヘ

石井 瑞姫
私は、「最初アルファベットなんて読めればいい。」
と思っていました。しかし、二回目の授業中に中
学校でのアルファベットの話を聞いてアルファベ

ントの文字の大切さが改めてわかり、今度からは
アルファベット書くときには、マスを見て書いた

り、書き順を意識して、しっかりと線につけて書

車橋子体験を教えてくださつた方々ヘ

|  1               藤園 文哉
‐
車崎子のことについて詳しく教えてくださって

ありがとうございました。とても貴重な体験ができ
そ難しかったです。車喬子に乗られている方は、助
けがないと困ることがたくさんあることに、実際に
乗ってみて感じました。また段差のある道では、し
つかり力を入れて押さなξすればい :す ないことも学
びました。体験したことや学んだことを生かして、
困つている人がいたら自分から声をかけ、助けてあ

げることのできる人になりたいです。

読み聞かせボランティアの方々へ
:   ‐           小沼 由依

いつも楽しい本を読んでくださり、ありがとうご

ざいます。月の始めの金曜日が楽しみでした。
6年間、読み聞かせをしていただいて、たくさん

の本に出会いました。おもしろい本、感動する本、

不思議な本、悲しい本、楽 しい本など、こんなにた

くさんの物語に出会えてとても嬉しいです。
6年間、本当にありがとうございました。これか

らも西柴小学校のみんなにたくさんの本を読んで

ほしいと思います。よろしくお願いします。

出前授業を行つてくださった方々ヘ

千代澤 美叡
野菜についてわかりやすく説明してくださってあり
がとうございました。野菜を実際にもってきてくださ
り、新鮮な野菜の見分け方や野菜の育ち方を楽しく学
ぶことができました。たくさんの野菜の種類と量にび
つくりしました。帰つて家族に自1曼 しました。野菜を
持つて帰ると家族のみんなも笑顔で私も嬉しくなり

英語サポータニさんヘ

小島 今日子
6年間英語を教えていただきありがとうござい

ました。英語サポーターさんは英語の先生のように

とてもていねいに教えてくれるので英語がよく分

かります。ゲームの時には、色々な単語が書いてあ

るカー ドで遊んで楽しかつたして単語も覚えられた

ので良かったです。英語サポニタニさんとやる授業

は少なかったけれど、英語が勉強できて良かったで

す。中学生になっても英語をがんばりたいです。あ

りがとうございました。

図書ボランティアのみなさんヘ

松井 将大

季節によつて図書室のかざりを変えてくださつ

たり、本をきれいに整理してくださつたりしたおか

げで楽しく本を読むことが出来ます。

また、破れていたり、ページが抜けていたりして

困つていた本が直つていると、「おぉ」と感激 しま

す。本当にいつもありがとうございます。

ぼくも、図書ボランティアのみなさんを見習つ

て、大入になったら何かボランティアの協力をした

いです。これからもよろしくお願いします。

,今年も様々な方々にサポートしていただきました。貴重な経験となった福祉体験、わくわくした外国語活
動t木め世界に弓iき 込まれた読み聞かせ、使いやすからた図書室。1年間、本当にあ―リーがとうございました。


