ふれあいボランティアパスポート感想文集
※特定の地域や学校名が分かるものは、地域・学校名を除いています。

【 小学生編 】
1 年生もチャレンジしました。
○ そうじをてつだったり、おるすばんをしたりご はんをつく ったりして、たのしかった。
（おうちの人のひとこと） これをきっかけに、 お手伝いをする意欲がでて きました。今後、家の外でのボランテ ィアに
つな げて いけたらと思いま す。
○ ともだちをま もって あげた。ともだちもま もってく れた。
○ やさしくしたらじぶんにもどってきたじぶんもやさしくされる。
○ ボランテ ィアは人の心をぴかぴかにすると思いました。 ボランテ ィア をして よかったで す。 知らな い人にほめて もらっ
た。

２年生は感じています。
○ 早くやりたいな ーボランテ ィアないかーと思うくらいすきになりました。
○ ボランテ ィア をして みんな に「 ありがとう」 と言われたので うれしくなりま した。 これからもボランテ ィア をして 、みんな
に、「ありがとう」ともっとたくさん言って もらえ るようにしました。私は心の中で めあて をきめて いま す。そのめあては、
「続けよう、自然豊かな・・・」です。
○ 私はふれあいボランティアかつどうをする前は、 このかつどうのような ことは大人がやるのが当たり 前だと思ってい
ました。で もこのパスポートをもらってから、やるのは誰がやって も悪くな いということがわかりました。 そして何でも
すすんでやるくせがで きました。いいことをすると気持ちいいです。
○ ６冊目が終わったのは、とてもうれしいで す。１年生のパスポートをあわせて８冊なので 、いっぱいやったんだなと思
いました。
○ ほかのひとにもいっぱいボランテ ィア をしてほしいで す。

みりょく

３年生はボランティアの魅力に気づきました。
○ 人のためになることをかんがえたらすごくたのしく なって きました。
○ ボランテ ィア をやるととて も気持ちがいいし、ゲーム をやっているような楽しさを感じ、 どんどんやり たくなしま す。だか
らやったらすぐ書きま す。
○ ボランテ ィア をするだけで、自分の気持ちがすごくきもちよくなりま す。ボランテ ィアは人のためで もあり、 自分のため
にもな るということがわかりま した。ただやるだけでなく 心をこめてやることが大切だと思いま す。つづけて いきたい
です。
○ 私はボランティア活動をして、心がきれいにな った気がしま す。私はこれをきふして世界の子どもたちの命を助けた
いで す。 これからもボランテ ィア を続けて いきたいで す。
○ 小学校３年＆母
母親のほうが意気込んで いて本人にとっては主体的に取り 組むのが難しかったようで す。使命感より 楽しんで 取り
組むことが大切だなあ…ということと、 どんな 小さな ボランテ ィア で もきっと誰かの役に立って いるという実感を持つ
ことができま した。日々のひとつひとつのことを大切にして いきたいで す。

４年生は周りの人を笑顔にしました。
○ ボランティア をすると思いやりの心があるような 気がして、良かったで す。それに周り の人もえ がおにな ってく れまし
た。 これからもボランテ ィア を続けて いきたいで す。
○ ぼくはボランテ ィア でよい経験をしました。それはボランテ ィア であいさつやごみ拾いをしたら喜んでく れました。僕
はこれからもボランテ ィア を続けたいで す。そうして小学校に笑顔がいっぱいにな ってほしいです。
○ ぼくは、野球を３年の人たちに教えて、 野球をつづけて ほしいな と思いました。これからも教えたりしてあげて、 うま
くなるようにぼく もつづけたいで す。
○ あいさつをしたら相手が笑顔で こたえてく れたら気持ちが良かったのでまたやりたいで す。ごみ拾いをしたら道がき
れいになったら続けて やりたいです。 ボランテ ィアパス ポートに書かなくてもいろんな ことをして いきたいで す。
○ この寄付によって ワクチンの量が少しで も増え、 一人で も命を救うことができるといいで す。このパス ポートのおか
げで 近所の人たちと仲良く なる事がで き、ゴミの分別にもくわしくなれたので良かったで す。これからもこのような活
動を行って行ききたいと思います。
○ 最初は、 お掃除やお花に水をあげたり するのはめんどうくさいなぁ、と思っていたけど、じっさいやってみたらな んだ
か気持ちがよく て、落ち葉をひろって そうじをすることも楽しくて、町がよろこんでいるように見えま した。これからも
きれいになるようにおそうじしたいです。

５年生はやりがいを感じている。
○ 毎年ボランテ ィアパスポートをやって いて 先生に出して いるけど、（寄付をすることで）外国の子どもたちはこれでど
うなって いるのかぁ と思った。 これからもやり たいで す。
○ 近所の人たちが毎日にようにやってく ださって いるそうじな どを当たり 前のように見て いるけれど、 実際にぼくたちが
やって みると大変で した。 バスの中で席をゆずることができな いので、これからはしっかり と席をゆずり たいで す。
○ いろいろな 人とふれあうことは、 とても大切な ことだと思いました。ふれあうこともボランテ ィア のひとつな んだなと思
いました。 これからもいろいろな人たちとふれあって、ちょっとしたボランティア活動に参加したいで す。

６年生はこれからも続けたい。
○ 私は、ボランテ ィア をして いたらな んだか自分が変わったようにみえま した。あとお母さんたちが笑顔にな ってくれ
たので、これからもボランテ ィア をしたいと思いました。
○ ボランテ ィア パスポートをやっていろいろなコトを学びました。ボランテ ィア をやって感謝するということがわかりまし
た。
○ 障害者や高齢者のためのボランテ ィア活動にも参加したいで す。
○ わたしは、このパス ポートをもらって から、今ま で やらな かったボランテ ィア を進んでやるようにしました。 このパス
ポートはなくて もこれからも進んで ボランテ ィア をしたいで す。
○ 今年やってみて、心がゆたかになったように思いま した。これからも人を助けたりしようと思いま す。

以上

