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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。
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5組
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。

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。
「サ
「 プリーズ」や
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

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、
う
「ふしぎなすイフ」です。すイ フが、面白lv L形 になるとしヽ
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
・お世話の仕方を教えて<だ さったおか￨ず
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
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。
ありがとうございました。
ボランテイアの皆様には大変お世話にになりました。
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
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

とってもせが大き<な
いまのわたしのきゅうこんは、
いました。
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
どう
は、いままでそだててきてよかつたなあとおもいました。
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

えいごサポーターさんヘ
おどろきました.あ そびなが
グリーンモンスターのときは、
￨ざ <はうれし
かったです.ど うしてか
らえいごをまなぶのが、
うと、
本であそびながらえいごをまなべるからです。
としヽ
ありがとうございました。
いままでたのしかつたです。

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。
ました。
いままでありがとうござしヽ
いわせ 日より

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。
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毎週、金曜 日に本を読んで くださって、あ

ぱくは、「ぼんたの 自どうはん売き」 とい う

りが とうございます。わた しは、絵本が大す

本が一番心にのこっています。ぼくは、ぼんた

きなので、毎週楽 しみに しています。読み聞

の よ うに、や さしい子にな りたい と思いま し

かせの後は、楽 しい気分にな ります。これか

た。これか らも、いろいろな本を読んで くださ

らも、よろしくおねがい します。

い。

いい じま

￡

きほ

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

今年度も、ボランティアさんのご協力

3年

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。
松本 瑶
また、 えい語 を教 えて くだ さい。

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
英語サポー ター さんヘ
私たち に英語 を教 えて くだ

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.

さつて、あ りがとうございま し

本の世界 に弓￨き こまれた読み聞か

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

せ。一年間、ありがとうございました。

くれ たの と、名前の種類がた く
さんあつたからです。

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

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

読み問かせポランティアさんヘ

てい ま した。

4年

これか らも楽 しくワクワク

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

する英語活動を待 つています。
山内 怜奈

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。
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英語サ ポー ター さんヘ
石井 瑞姫
「
ベ
私は、 最初 アルファ 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
いたりしよう思いました。

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
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
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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。

,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―
がとうございました。
リー
車橋子体験を教えてくださつた方々ヘ
藤園 文哉
￨‐ 1
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

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

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。

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。

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。

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。

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
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