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一小 １年生・ 女子 げんきにいつもみてくれてありがたいで

す。 

いつもあさはやくからいえをでて、いつ

もみんなをみまもってくれてありがと

うございます。いきかえりみまもってて

くれてありがとうございます。これから

もよろしくおねがいします。 

一小 １年生・ 女子 いつもあいさつをしてくれてとってもう

れしいです。 

いつもみてくれてありがとうございま

す。これからもよろしくおねがいしま

す。 

一小 １年生・ 男子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ２年生・ 女子 いつもあいさつをしてくれてうれしかっ

たです。 

毎日あいさつしてくれてありがとう。 

一小 ２年生・ 女子 まい日あいさつをしてくれて、ありがと

うございました。 

雨の日も、あいさつをやってくれてあり

がとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 今もあいさつをしたら、もどってきたの

でうれしかった。 

毎日みまもりありがとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 あいさつができてよかった。   

一小 ２年生・ 男子 雨の日もえがおであいさつをしてくれて

るのを見てかんどうしました。 

毎日見まもってくれてありがとうござ

います。かぜをひかないようにしてくだ

さい。 

一小 ２年生・ 男子   かぜをひかないでください。 

一小 ２年生・ 男子 いつもずっと立ってあいさつをしてくれ

てありがとうございます。雨の日もあい

さつしてありがとうございます。 

かぜをひかないでください。 

一小 ２年生・ 女子 あいさつをかえしたりしてたのしかっ

た。 

いつもあめの日もあいさつしてくれて

ありがとうございます。 

一小 ２年生・ 女子 やさしくあいさつをしてくれたからかえ

せた。 

風の日も雨の日もみまもってくれてあ

りがとうございます。これからもあいさ

つをつづけます。 

一小 ２年生・ 男子 いつも「おはよう」といってくれるから

うれしい。 

雨の日もきてくれてありがとうござい

ます。 

一小 ２年生・ 女子   雨の日もあいさつをしてくれてありが

とうございます。 

一小 ２年生・ 男子 あいさつをしてくれる。 雨の日もがんばってくださいあいさつ

を。 

一小 ２年生・ 男子 いつも大きいこえであいさつをしてくれ

てありがとうございます。 

  

一小 ２年生・ 男子   かぜをひかないでください。 

＜小学生からのエピソード、メッセージ全文＞ 



一小 ２年生・ 女子 「気をつけてかえってね。」といってもら

えてうれしかったです。 

あいさつをしてくれてうれしいです。こ

れからも、あいさつをわすれません。 

一小 ２年生・ 女子 あいさつをしてくれてありがとうござい

ます。 

見まもってくれてありがとうございま

す。 

一小 ２年生・ 女子 えがおだった。 あめの日もあいさつをしてくれてあり

がとう。 

一小 ２年生・ 男子   いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。これからもがんばってくださ

い。 

一小 ２年生・ 男子   雨のなかあさのなかありがとうござい

ます。 

一小 ２年生・ 男子   雨の日、かぜをひかないでください。 

一小 ２年生・ 男子 あいさつをしたらかえしてくれた。 いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ２年生・ 男子 あいさつでしっていた人にもあいさつし

た。 

元気にあいさつしてくれてありがとう。 

一小 ２年生・ 男子 あいさつをしたらかえしてくれてうれし

かった。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。これからもよろしくおねがい

します。 

一小 ２年生・ 女子 あいさつをしてくれてうれしかった。 ハタのあいずだけじゃわかりにくいの

で、「わたっていいよ。」など声をかけて

ほしいです。元気にわたしもあいさつを

がんばるので「みまもりパトロール」の

人たちもあいさつしてね。 

一小 ２年生・ 女子 えがおであいさつをしてくれたので、わ

たしもあいさつをしたらよろこんでくれ

ました。うれしかったです。 

みまもりをしてくれていてありがとう

ございます。雨でもがんばってくださ

い。 

一小 ２年生・ 女子 わらって、わたしをみまもってくれてあ

りがとうございます。 

パトロールをがんばってください。 

一小 ２年生・ 女子 えがおであいさつをしてくれたので、元

気にえがおでいられる。 

雨の日もたい風のときもまい日見まも

ってくれてありがとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 「おはよう。」といってくれたのがうれし

かったです。 

毎日あいさつをしてくれてありがとう

ございました。学校にはいろうとした

ら、「おはよう」といってくれたので、い

くきぶんになりました。 

一小 ２年生・ 男子 ぼくが、校門をとおろうとすると、パト

ロールさんのほうから、さきに、あいさ

つをしてくれたのがうれしかったです。 

いつもたくさんあいさつをしてくれて

ありがとうございます。これからもたく

さんあいさつをしてください。 

一小 ２年生・ 女子 いつもみんなに、おはよう！！といって

くれてうれしいです。 

いつもあさと、よる、おはよう、さよう

なら！といってくれてありがとう。 



一小 ２年生・ 男子 毎日通りかかるとき、あいさつをしてく

れてありがとうございます。 

これからも長いあいだパトロールをし

てもらいますが、これからもパトロール

をおねがいします。 

一小 ２年生・ 女子 いつも「おはようございます」とやさし

くこえをかけてもらえるからうれしいで

す。 

毎日やさしくこえをかけてくれてあり

がとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 やさしくあいさつをしてくれてうれしか

ったです。 

いつもはやおきをしてきてくれてあり

がとうございます。いつかわゆっくりし

てください。 

一小 ２年生・ 女子 「おはようございます」とやさしいえが

おであたたかく、あいさつしてくれた。 

いつも、あつい中、さむい中、わたした

ちを、見まもってくれて、ほんとうにか

んしゃします。これからも、ぼくたち、

わたしたちを、やさしく見まもってくだ

さい。 

一小 ２年生・ 男子 おはようございますというと気もちよく

おはようといってくれうれしかったで

す。 

いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ２年生・ 男子 １人 1 人にあいさつしてうれしいなと思

いました。そして、みんなにお話をして

たのしいお話だなと思いました。 

８時ぐらいまでありがとうございます。

たいへんだと思うけどがんばってくだ

さい。わたしたちは、あいさつをしてく

れるから元気にとうこうできるのでが

んばってください。 

一小 ２年生・ 男子 いつもみまもりパトロールからあいさつ

をしてもらってうれしかったです。 

いつもあいさつをしてくれてありがと

うございます。 

一小 ２年生・ 男子 いつもとう校下校をみまもってありがと

うございました。 

これからもみまもりをつづけてくださ

い。 

一小 ２年生・ 男子 「おはよう」といってくれてありがとう

ございます。 

いつもあいさつをしてくれてありがと

うございます。 

一小 ２年生・ 男子 あんぜんに学校にいけてよかったです。 さむいなかあつい中毎日あいさつして

くれてありがとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 しんごうをわたろうとしているときに

「わたっていいよ。」てゆってくれてうれ

しかったです。 

毎日校門のまえで雨の日もおはようと

いってくれてありがとうございました。 

一小 ２年生・ 男子 みまわりパトロールさん、かさをとじて

くれてありがとうございます。 

みまわりパトロールさんへいつもあい

さつをしてくれてありがとう！！ 

一小 ２年生・ 男子 あなたのきもちがぼくにつたわります。   

一小 ２年生・ 男子 わたしがないてとうこうしたときしょう

こうぐちまでつれてってくれた。 

わたしがないたときにしょうこうぐち

までつれてってくれてありがとうござ

います。あといつもとおったら「おはよ

う」といってくれてありがとう！ 



一小 ２年生・ 女子   さむい中やあつい中でもいつも「おはよ

う」と言ってくれていて、いつもありが

とうございます。 

一小 ２年生・ 女子 わたしは、みまわりパトロールの人にこ

ろんだときにたすけてもらってうれしか

ったです。 

みまもりパトロールさんへ いつもさ

むいなか、あついなか、みまもってくだ

さりありがとうございます。これからも

よろしくおねがいします。 

一小 ２年生・ 女子 いつもあいさつをしてくれてうれしかっ

たです。 

あめの日とかさむい日とかでもあいさ

つをしてくれてありがとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 いつも気もちよくあいさつをしてくれて

うれしいです。 

これからも、ぼくたちを見まもっていて

ください。いつもありがとうございま

す。 

一小 ２年生・ 女子 いつもさきにあいさつをしてくれたのが

うれしかったです。 

いつもみまもってくれたりあいさつを

してくれてありがとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 いつも見まもってくれている人があいさ

つをさきにしてくれること。 

いつも朝見まもってくれえありがとう。

雨の日もさむい日もあつい日も１時間

見まもってくれてありがとう。 

一小 ２年生・ 女子 あいさつができてうれしかった。じてん

しゃもさきにとおらせてもらっててつだ

ってもらったこと。 

これからもあしがいたいかもしれない

ですけどがんばってください。 

一小 ２年生・ 女子 いつも一人で学校にいってるけどあいさ

つをしてくれるので元気がでました。 

いつも早おきをしておうだんほどうで

はたをもってくれてありがとうござい

ました。 

一小 ２年生・ 女子 毎日元気よくあいさつをしてくださっ

て、朝早くに見守ってくれているので安

心できます。 

これからも毎朝雨の日もあいさつして

くださってありがとうございます。これ

からも、毎日みんなにえがおをとどけて

ください。いつもありがとうございま

す。 

一小 ４年生・   学校におくれた時に「がんばれー！」と

言ってくれたり、やさしくあいさつをし

てくれたことです。 

いつも、私たちを見守ってくださりあり

がとうございます。これからもおねがい

します。 

一小 ４年生・ 男子 いつもあいさつをしてくれる人を少しむ

かついていたけど何日かたつとたいへん

だなうれしいなあとあいさつをたくさん

できるようになった。 

たいへんだけどとてもうれしいので、つ

づけてください。いつもありがとうござ

います。 

一小 ２年生・ 男子   いつもおはようといってくれたのがう

れしかったです。 

一小 ２年生・ 男子 下校をしているとき気をつけてねといっ

てくれたこと。 

いつもしんぱいしてくれてうれしいで

す。 



一小 ２年生・ 男子 学校をかえるときにいつも元気だねって

いわれる。 

いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ２年生・ 女子 いつも学校にきたとき、あいさつをして

くれてありがとうございます。 

いつもわたしたちのことを見まもって

くれてありがとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 みまもってくれるからあんしんします。 いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ２年生・ 女子 いつも見まもってくれているので、いつ

もあいさつをしています。みまもってく

れているからかんしゃしています。 

パトロールは、たいへんですか。パトロ

ール、がんばってください。おうえんし

ています。 

一小 ２年生・ 女子 わたしは、あいさつがあまりすきじゃな

かったけどすきになった。 

とう下校をみまもってくれる人たちへ  

いつもみまもってくれてありがとう。お

かげであいさつができるようになりま

した。わたしからもあいさつをするので

かえしてね！ 

一小 ２年生・ 女子 いつもみまもってくれてうれしかった。 いつもみまもってくれてうれしいです。

ありがとうございます。 

一小 ２年生・ 男子 あいさつをしてくれてうれしいです。 毎日毎日雨の日でも来てくれてありが

とうございます。 

一小 ２年生・ 男子 あいさつをいつもゆっていていいきもち

になりました。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ２年生・ 男子 あんぜんを見まもってくれるしあいさつ

をしてくれることです。 

いつもあんぜんかあいさつをしてくれ

るのでぼくは、ゆうきがでてきます。い

つもありがとうございます。 

一小 ２年生・ 女子 いつもかえるときにさようならといって

くれてありがとう。 

  

一小 ２年生・ 男子   なにがきっかけにこのしごとをはじめ

ましたか？ 

一小 ２年生・ 男子 学校からかえるときさようならといって

くれた。 

いつも一小で、たすけてくれてありがと

うございます。 

一小 ２年生・ 男子 いつも学校にきて「おはよう」といって

くれてありがとうございます。 

いつもあんぜんを見まもってくれてあ

りがとうござます。 

一小 ２年生・ 男子 いつもあいさつをしてくれるからとても

うれしいです。 

いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ２年生・ 男子 さよならといってくれた。 いつも一小にきてたすけてくれてあり

がとう。 

一小 ２年生・ 女子 なにかを一ことしゃべってくれた。 いつも見まもってくれててありがとう

ございます。 

一小 ２年生・ 女子 かえるとききもちよくいつもあいさつを

してくれるからです。 

いつもあいさつしてくれてありがとう。 

一小 ２年生・ 女子 いつもかえるときに道とかこえをかけて

くれるのでうれしいです。これからもあ

いつもわたしたちみんなをみまもって

くれてありがとうございます。これから



んぜんかくにんおねがいします。 もしごとをがんばってください。 

一小 ２年生・ 男子   いつもぼくたちを見まもってくれてあ

りがとう。 

一小 ２年生・ 男子 いつもえがおでしんせつにあいさつをし

てくれてる。 

いつもあいさつをしてくれてありがと

う。 

一小 ２年生・ 男子 きのうはなしかけてくれてありがとう。 いつも元気にあいさつしてくれてあり

がとう。 

一小 １年生・ 男子   学校をまもってくれてありがとう。 

一小 ２年生・ 女子の保

護者 

登校も下校も門を静かに出るより「あい

さつ」が出来る事が嬉しい。安心します。

１人で帰る時は心細いので元気がでま

す。鼻血が良く出るので、大丈夫？と気

にかけてくれたりするのも嬉しいです。

特に事件があった時は不安な気持ちでい

るので元気にさようなら！と言ってくれ

ると安心します。 

いつも明るく声を掛けてくれて安心し

ます。感謝しています。不安な気持ちか

ら一気に元気になれます。これからも見

守り宜しくお願いします！ 

一小 ３年生・ 女子   これからもわたしたちをみまもってく

ださい。 

一小 ３年生・ 女子 帰るときに門の前にたっててくれてすご

くうれしいです。帰るとき安しんしてい

つも帰れます。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

一小 ３年生・ 男子 ぼくが、「さようなら」など言ったら「さ

ようなら」と元気に言ってくれたこと。 

いつもぼくたちのことを見まもってく

れてあいさつをしてくれてありがとう

ございます。とてもうれしいです。これ

からもおからだに気をつけてぼくたち

のことをみまもっていてください。 

一小 ３年生・ 女子   いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。これからもよろしくおねがい

します。 

一小 ３年生・ 女子の保

護者 

あいさつを返してくれていつも笑顔でみ

まもってくれて嬉しく思う。ケガをした

友達がいた際、学童へ連絡してくれたり

と子供たちのためにすぐに対応していた

だき助かりました。 

いつもあたたかく見守っていただきあ

りがとうございます。これからもよろし

くお願いします。 

一小 ３年生・ 女子 いつもえがおでさようならをいってくれ

るからわたしもえがおになれた。 

いつもみまもってくださってありがと

うございます。わたしもみなさんがみま

もってくれていることをむねにげこう

します。 

一小 ３年生・ 男子 学校から帰る時にあいさつをしてくれた いつもぼくたちをみまもってくれてあ

りがとうございます。これからもがんば



ってつづけてください。 

一小 ３年生・ 女子 帰る時え顔であいさつしてくれてうれし

かったです。 

毎日あいさつをしてくれてありがとう

ございます。 

一小 ３年生・ 男子 いつも門で「さよなら」って言ってくれ

たことがうれしかったです。 

いつもぼくたちを門とかいろいろな場

所でみまもってくれてありがとうござ

います。 

一小 ３年生・ 女子   いつもえ顔でわたしたちを見まもって

くださってありがとうございます。みま

もりパトロールのみなさんはみまもる

だけではなくあいさつもしてくれるの

でうれしい気持ちになります。 

一小 ３年生・ 女子   いつも見守ってくれてありがとうござ

います。 

一小 ３年生・ 男子   毎日登下校のときにあいさつをしてく

れてありがとうございます。 

一小 ３年生・ 女子   毎日、わたしたちが安全に登下校できる

ようにみまもってくれて、本当にありが

とうございます。とてもうれしいです。 

一小 ３年生・ 男子   いつもみまもってくれて本当にありが

とうございます。 

一小 ３年生・ 女子   いつも、こうもんであいさつをしてくれ

てありがとう。 

一小 ３年生・ 男子   いつも登下校をみまもってくれて、あり

がとうございます。これからもみまもっ

てください。 

一小 ３年生・ 女子 毎日「おはようございます」と言ってく

れて、すごくうれしいです。 

登下校のとき見まもってくれて、ありが

とうございます。すごくうれしいです。 

一小 ３年生・ 男子 毎日あいさつをすると笑顔であいさつを

してくれてうれしかったです。 

毎日立ってくれたりあいさつをしてく

れてありがとうございます。 

一小 児童     登校する時、しんごうがないからそこで

まっていて、元気にあいさつしてくれて

いるので、とてもたのしみです。 

一小 ３年生・ 男子   いつも登下校をみまもってくれてあり

がとうございます。これからもみまもっ

てほしいです。 

一小 ３年生・ 女子   これからもいろんな所でみまもりをつ

づけてお元気にみまもってください。 

一小 ３年生・ 男子 毎日帰る時に「さようなら」とゆってく

れているからうれしかったです。 

これからもぼくたちのことをまもって

ください。よろしくおねがいします。 

一小 ３年生・ 男子 安しんして帰れてうれしかったです。 いつもみまもってくれありがとうござ

います。これからも元気に体にきをつけ



てみまもってください。 

一小 ３年生・ 女子 わたしがあいさつをしたら「がんばって

ね」といってくれて、帰りも「さような

ら」と言ってくれたので、まいにちあい

さつがしたくなりました。 

これからもみまわりをつづけて、元気に

あいさつやみまもりをしてください。 

一小 ３年生・ 男子 あいさつをしてくれるときがうれしかっ

たです。 

これからもあいさつをつづけてくださ

い。 

一小 ３年生・ 男子 本がちらばったときにひろってくれてう

れしかった。 

いつも、学校の門に立ってあいさつをし

てくれてありがとうございます。 

一小 ３年生・ 女子   いつも学校の帰り道にこう門の前に立

ってわたしたちが家に帰るのを見まも

ってくださりありがとうございます。 

一小 ３年生・ 男子 おじいさんおばあさんがあいさつを登下

校をしてくれたからうれしかった。 

いつもみまもってくれているからぼく

が大人になったらやりたいです。 

一小 ３年生・ 女子 え顔であいさつをしてくた。自分からあ

いさつをしたらかならずあいさつをかえ

してくれた。あいさつをえ顔でしてくれ

てとてもうれしかった。 

いつも登下校をみまもってくれてあり

がとうございます。これからもよろしく

おねがいします。 

一小 ３年生・ 女子 学校の門の前に毎日立っていてあいさつ

をひびかせてくれています。いつもあさ

あそびをしているときに 10 分になった

ら「ほら、もう 10 分だよ」とゆびさして

おしえてくれます。 

いつもわたしたちのために、いろいろな

ことを見まもって下さってありがとう

ございます。毎日の人生の時間をけずっ

てみんなのことを見まもっていてくれ

ているのがありがたいと思います。これ

からもつづけてくれたらうれしいなと

思います。 

一小 １年生・ 男子 あさ、こうもんでまいにちあいさつした

のをこたえてくれて、うれしかったです。 

  

一小 １年生・ 女子の保

護者 

  いつも登下校を見守って下さりありが

とうございます。新１年生で登下校が心

配ですが、みまもりパトロールの方々が

いらっしゃって心強いです。 

一小 ４年生・ 女子の保

護者 

  安心して学校へ行くことができていま

す。うれしいです。 

一小 １年生・ 女子 いつもあいさつしてくれてうれしかっ

た。 

いつもあいさつを元気にしてくれてあ

りがとうございます。これからもよろし

くおねがいします。 

一小 ３年生・ 女子 友だちと下校している時に、あいさつを

え顔でしてくださってうれしかったで

す。 

いつもあいさつをしてくれてありがと

うございます。 

一小 ・ 保護者   いつも校門でお会いしますが、子供達を

あたたかく見守ってくださっているの



で安心できます。ありがとうございま

す。 

三小 １年生・ 男子 がっこうでやったことをしゃべった。 いつもみまもってくれてありがとう。 

三小 １年生・ 女子 てをふってくれてげんきがでた。 いつもこどもをみまもってくれてあり

がとうございます。 

三小 １年生・ 女子 とけいをみせてくれたこと おじさんいつもありがとう 

三小 ２年生・ 男子の保

護者 

帰宅後、子供（小 2・男子）が「パトロー

ルの人が、自転車が来た時に守ってくれ

たんだよ！」と嬉しそうに話したことが

ありました。（パトロールの方が自転車を

誘導して下さったのが嬉しかったようで

す。） 

・低学年は特に不安がたくさんあるの

で、心強く安心したようです。 

・親としても、入学式の時から働いてい

るので、したくても見守りが出来ないの

で、とても有難く思っております。入学

時に子供に「パトロールの方の有難さ」

を説明し、登下校の時は「感謝を込めて」

あいさつをするように話してあります。

私も、保護者会に行く時など「いつもあ

りがとうございます。」と必ずごあいさ

つしております。 

三小 ２年生・ 女子の保

護者 

朝、ごあいさつをしてくれるのでうれし

いと娘が申しております。 

毎朝、本当にありがとうございます。安

心して登校させることができます。 

三小 ２年生・ 女子 いつも「おはようございます。」と言って

くださっているおかげで「おはようござ

います。」と言うしゅうかんがつきまし

た。気もちのいい朝になってすごくいい

朝になっています。 

とう下校を見まもってくれている方が

たへ 

いつも、とう下校を見まもってくださっ

てありがとうございます。見まもってく

れているおかげで、あんしんして通れる

ようになって、いつもたのしく学校に行

けています。さいきんは、PTA の方がた

がきてくださっています。これからもよ

ろしくおねがいします。 

三小 ２年生・ 女子の保

護者 

小学校に入って７日目の帰り道、どこに

帰ったらよいか分からない娘を丁寧に見

守って下さり、家までおくり届けてくだ

さいました。どうもありがとうございま

した。 

  

三小 ２年生・ 男子   いつも見まもっててくれてありがとう

ございます。 

三小 ３年生・ 女子 帰るときにじゃんけんをしたりはいたっ

ちをして帰った。帰るとき人が少なかっ

たときずっと見まもってくれていた。 

これからもがんばってください。よろし

くおねがいします。いつも楽しく帰った

りずっと見まもってくれるすがたが心

強いです。ありがとうございます。 



三小 ５年生・ 女子 車やトラック、バイクなどが来た時「あ

ぶないから止まって」と言ってくれたの

がうれしかったです。また、下校中「今

何時ですか？」と聞くと、「○時○分だよ」

と教えてくれたのも、すごくためになり

ました。なぜかというと「あっ、少しお

そいからいそがなきゃ」や「今日は少し

早いからだいじょうぶだ」と歩くスピー

ドを調節できるからです。 

いつも見守ってくれてありがとうござ

います。大変だとは思いますが、わたし

たち子供にとってはすごく安心して登

下校できるのでとてもうれしいです。こ

れからもどうぞよろしくお願いします。 

三小 ３年生・ 男子 いつも、登下校のときにおはようござい

ますとゆうのがやっぱりうれしい。 

まだずっとおはようございますとゆっ

たらぼくはうれしいです。 

三小 ６年生・ 男子 毎回笑顔であいさつしてくれることと、

笑顔でハイタッチをしてくれたことで

す。 

これからも僕達の登下校を優しく温か

い目で見守って下さい。よろしくお願い

します。 

三小 ６年生・ 男子   いつもありがとうございます。 

三小 ６年生・ 女子 いつも笑顔であいさつしてくれてる。 これからも学校の人が安全で楽しく登

下校をできるようにこれからもよろし

くおねがいします。 

三小 ６年生・ 男子 転入したとき、門の前であいさつをして

くれたので、うれしかったエピソード 

これからもみまもってください。 

三小 ６年生・ 女子 いつも、今日あったことについてのお話

をしてくれます。時間を教えてくれたり、

毎日が楽しくなります。車が来ていると

きに「車、来てるよ」と教えてくれて、う

れしいです。 

いつも私達を見守ってくださりありが

とうございます。毎日が安全で楽しく過

ごせています。これからも、がんばって

下さい！ 

三小 ６年生・ 女子   いつも登下校の時に、見守っていてくれ

てありがとうございます。みまもりパト

ロールがあるから、安全に、帰っている

し、学校にも、通っていけます。 

三小 ６年生・ 男子   ぼくたちの安全を見守ってくれてあり

がとうございます。ぼくは、今のパトロ

ールのおかげで、狛江が安心安全な町だ

と思います。これからもぼくたちを見守

っていてください。 

三小 ６年生・ 女子   いつも登下校をみまもってくれてあり

がとうございます。下校するときに「さ

ようなら」や、登校のときは「おはよう」

といってくださりありがとうございま

す。みまもってくれるので、事故などが

まったくありません。これからもがんば

ってください。 



三小 ６年生・ 女子 私が友達と帰っている時、パトロールの

人が「友達と仲良く帰ってるね！」や「仲

がいいね！」などと、言ってくれた。 

いつも、登下校の時に、安全かみまもっ

ていただき、本当にありがとうございま

す。私達が、こうして安全に下校するこ

とができるのは、みまもってくれている

人達のおかげだと思います。本当にあり

がとうございます。これからも、よろし

くおねがいします。 

三小 ６年生・ 男子   いつも事故のないように、ぼく達を見守

ってくださり、ありがとうございます。

門を入る時に、あいさつをしたり、少し

お話をしてくれたりして明るくむかえ

てくれている所がとてもうれしいです。

これからも、たくさんの危険からぼくた

ちを守っていってください。よろしくお

願いします。 

三小 ６年生・ 男子 門に入ってからも、自動車が来たときに

すぐにみんなをはじによせてくれたの

で、いつでも見守ってくれているんだな

ぁ、とうれしかった。 

登下校の安全を維持してくださり、あり

がとうございます。僕達の先生のよう

に、小学校生活にも関わっているので、

今後残りわずかですが、これからもお願

いします。 

三小 ６年生・ 男子   いつも、かげから見守ってくださり、あ

りがとうございます。これからもよろし

くおねがいします。 

三小 ６年生・ 男子   いつもぼくたちの安全を見守っていた

だきありがとうございます。これからも

よろしくお願いします。 

三小 ６年生・ 女子 遊びにいく時、習い事でいく時、「いって

らっしゃい」と一言いってくれる。低学

年の時は、いろいろしゃべってくれた。 

いつも、ありがとうございます。朝のあ

いさつ、帰りのあいさつがとてもうれし

いです。中学いってもあいさつをいしき

してがんばります。 

三小 ６年生・ 男子 一人で学校に来ていた時、角に注意しな

いであるいたけどみまもっている人に角

に注意しなよ。といわれてしかたなくや

ったら、自分の前に自転車が一台とおっ

たのです。あの時、注意されなかったら

と思った話です。 

いつもありがとうございます。交通ルー

ルを守っているから事故がなくとうこ

うできています。ありがとうございま

す。 

三小 ６年生・ 男子   毎日三小のみんなをみまもってくださ

りありがとうございました。毎日毎日安

ぜんにかえるためにみまもり本当に安

しんです。 

三小 ６年生・ 男子 登下校の時「おはようございます」「さよ

うなら」などの声をかけてくれたりした

いつも僕たちの登下校をみまもってく

ださり、ありがとうございます。これか



おかげで僕も楽しくあいさつをでき、１

日やる気になれたり楽しかったなという

気持ちになれます。 

らあと少しだけれどよろしくおねがい

します。 

三小 ６年生・ 男子 登校のときに元気に「おはよう。」と言っ

てくれたり、下校のときに「さようなら」

と言って下さるようなあいさつのおかげ

で、とてもすっきりしたり、心配なこと

がふっとんだりなど、とても心地よい生

活を送ることができました。 

いつも僕達の登下校を見守って下さり、

誠に有難う御座います。僕達はこれから

も安全に気を付けて登下校しますので、

よろしくお願いします。 

三小 ６年生・ 男子   いつもありがとうございます。 

三小 ６年生・ 女子   いつも私達の登下校を見守って下さり

ありがとうございます。学校のみんなが

何事も無く帰れるのは、パトロールの方

がたのおかげだと思っております。 

三小 ６年生・ 女子   いつも私たちの登下校をみまもってく

ださってありがとうございます。いつも

みなさんがみまもってくれるので事故

なく登下校ができます。これからも私た

ちを見守ってください。よろしくおねが

いします。 

三小 ６年生・ 男子   登下校をみまもってくれてありがとう

ございます。 

三小 ６年生・ 男子 下校中に、今の時間を教えてくれる人が

いて、いつもクイズ形式なので、毎日楽

しく下校ができる。 

雨の中暑い中寒い中いつも見守ってく

れて、ありがとうございます。 

三小 ６年生・ 女子   いつも、私たちのことをみまもってくれ

て、ありがとうございます。登校中には、

「おはよう」や「いってらっしゃい」な

どと声をかけてくれて、下校中は「さよ

うなら」や「気をつけて」など声をかけ

てくださいます。いつも、ありがとうご

ざいます。 

三小 ６年生・ 女子   いつも私達が安全でいられるように見

守ってくれてありがとうございます。 

三小 ６年生・ 女子 下校する時にいつもハイタッチをしてく

れると、明日も元気に登校しようと思え

る。 

いつも私たちの登下校を、毎日見守って

いただき本当にありがとうございまし

た。そのおかげで毎日の学校生活が楽し

いです。 

三小 ６年生・ 男子   いつも登下校みまもってくれてありが

とうございます。これからもよろしくお

ねがいします。 



三小 ６年生・ 男子   いつもぼくたちの登下校を見守ってく

ださってありがとうございます。 

三小 ６年生・ 女子 友達と遊ぶ時とかにあうと「こんにちは、

気をつけてね」といってくれたのがうれ

しかった。 

いつも私たちのことをみまもってくれ

てありがとうございます。 

三小 ６年生・ 男子の保

護者 

友人と一緒の下校時、「今、何時かな

～？？」と話していたら、パトロールの

おじさんが教えてくれました。それから

毎日教えてくれるようになり、今では

「今、何時でしょうか？？」と反対に質

問されるそうです、それが毎日…毎日…。

息子はとても楽しみにしております！あ

りがとうございます。 

  

三小 ５年生・ 男子 いつも立っていてくれて安心。笑顔で話

しかけてくれるのがうれしい。 

いつも低学年から高学年まで見守って

くれてありがとうございます。雨や天候

悪い日でも笑顔で心が温まります。 

五小 ６年生・ 女子   いつも学校の前であいさつをしてくれ

て、元気な１日のスタートをきれるの

で、うれしいです。いつもありがとうご

ざいます。 

五小 ６年生・ 男子 よるまでみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

かえりにあいさつします。 

五小 ５年生・ 男子 毎日毎日いてくれてあいさつをしてくれ

て気分がよくなるし、いてくれるだけで

守ってもらっているのだと感じます。 

いつもぼくたちの安全を守ってくれて

ありがとうございます。いてくれると、

とても安心します。これからもよろしく

おねがいします。 

五小 ５年生・ 男子の保

護者 

登下校の時、いつも見守って頂き、とて

も感謝しています。子供が低学年の時に、

家を出る時は大丈夫だったのですが、登

校中に突然吐いた事がありました。みま

もりパトロールの方が、わざわざ連れて

帰ってくれ、受診の心配までしてくれま

した。子供の事がとにかく心配で受診に

走りました。お礼に行くと、子供の吐物

まで片づけてくださったり等人づてに聞

き本当にお世話になりました。 

ただ安全を見守ってくれるだけでなく、

温かい声かけお心づかいに、こちらも気

持ちが温かくなります。ありがとうござ

います。そして、これからもよろしくお

願いします。 

五小 ５年生・ 女子 私はあまり、人にあいさつをするのがと

くいじゃなかったけどパトロールの人た

ちが、やさしく「おはようございます。」

と声をかけてくれてあいさつができるよ

うになりました。他には、すごいスピー

ドでとばしてきた自転車をとめてくれて

パトロールの人たちがいないと、事故が

多数あるかもしれないので、すごくかけ

がえのないそんざいです。これからも私

をみまもってください。みなさんお体大

切に。 



みんながあんぜんにとおれるよう声かけ

えをしてくれました。 

五小 ３年生・ 女子 みまもりパトロールの人たちのおかげ

で、わたしたちは元気に登下校できるの

でとてもうれしいです。あとは、車がき

ていたのではたをふってくれたときもう

れしいと思いました。 

いつも登下校をみまもってくれてあり

がとうございます。これからも、よろし

くおねがいします。 

五小 ３年生・ 男子   いつもありがとうございます。 

五小 ３年生・ 男子 下校のときおかえりとかいってくれたの

でうれしかったです。 

いつも下校をみまもってくれてありが

とうございます。 

五小 ３年生・ 女子 いつもあいさつや声をかけてくれてうれ

しいです。 

いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。 

五小 ３年生・ 男子 門の前でいつもあいさつしてくれてうれ

しかった。 

いつもあいさつしてくれてありがとう

ございます。 

五小 ３年生・ 男子 おはようございますといってくれる。 これからもがんばってください。 

五小 ３年生・ 男子 登下校の時あいさつをしてくれてうれし

かったです。 

登下校の時あいさつしてくれてありが

とうございます。 

五小 ３年生・ 女子 いつも「おはようございます。」を言って

くれている。 

いつも登下校をみまもってくれてあり

がとうございます。いつもあいさつをし

てくれてありがとうございます。 

五小 ３年生・ 女子   いそがしい中、わたしたち小学生の登下

校を見まもっていただきありがとうご

ざいます。これからもよろしくおねがい

します。 

五小 ３年生・ 男子 おもしろい話をしてくれて楽しかった。

いろいろおもしろい話をしてくれてあり

がとうございます。 

いつも見まもってくれてありがとう。安

ぜんのためにみまもってくれてありが

とうございます。 

五小 ３年生・ 男子   登下校をみまもってくれてありがとう

ございます。こんどお話をきけたらきき

たいのです。 

五小 ４年生・ 女子 いつも登校や下校のときにあいさつをし

てくれているのでうれしかったです。 

いつも私たちを守ってくれてどうもあ

りがとうございます。みまもってくれる

人がいないと事故がおこってしまうの

で、とてもあなたたちがいると安心でき

ます！これからも私をみまもっていて

ください！がんばってください。 



五小 ４年生・ 女子の保

護者 

  登下校、パトロールの方たちが見守って

いてくださることで、朝早くから仕事に

出かける時でも安心して子どもを学校

へ行かせることができます。子どもだけ

でなく、通勤中の大人にも笑顔であいさ

つしてくださることがとてもうれしい。

いつもありがとうございます。 

五小 ４年生・ 女子 ー私が登下校をするときうれしいことー 

私が生活で大切にしている事は「あいさ

つ」です。なぜなら、あいさつは人との

コミュニケーションの中で、一番大切な

言葉だからです。みまもりパトロールは、

校門で朝早くから、登校する生徒 1 人１

人にあいさつを毎日かわしてくれ、その

事から、「私たちは見守られているんだ

な」と思うと、とても安心して、うれし

くなりました。これからも、あいさつを

心がけていきたいです。 

いつも、みまもりありがとうございま

す。あいさつを大切にする事を知ったの

は、みまもりパトロールの人のおかげか

もしれません。私は、ちいさいころは、

内気でしたが、あいさつをきに外で元気

にあそべるようになりました。これから

も元気にがんばりましょう！ 

五小 １年生・ 男子 まいあさげんきよくあいさつしてくれて

がんばるぞというきもちになります。 

いつも晴れのひもあめのひもあさはや

くからみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

五小 １年生・ 男子の保

護者 

毎日、あいさつをしてくれるので、朝か

ら元気になれます。とても良い気分です。

いつもありがとうございます。 

毎日子ども達を見守って頂き、とても安

心です。これから寒い季節になってきま

すが、体調気をつけて下さい。これから

も宜しくお願いします。 

五小 １年生・ 女子の保

護者 

五小まつりの時だったと思います。私

（母）と仕事が休みだった次男（社会人・

20 才）と娘（小１）と学校に向かった時、

突然次男が「うゎ～懐かし～い あの緑の

おじさん まだ いてくれているんだ～ 

お母さん覚えてる～」と言ってきました。

（見守りパトロールの方々を我が家では

緑のおじさんと呼んでいます。）無論私は

毎日学校に通ってはいなかったので「覚

えてないよ～」と答えました。息子は自

分が通っている時からいらっしゃること

を教えてくれて妹に「ちゃんと挨拶しな

さい」と促していました。普段は先生方

にお世話になりながら日常生活を無事に

過ごしている気でいましたが、他にも沢

山の方々のお陰で『今』があるのだと改

めて気づかされました。いつもありがと

暑い日がようやく終わったと思ったら、

そろそろ寒い日がやってきます。子供達

もお陰様で元気に学校に通うことがで

きています。皆様もお身体ご自愛下さ

い。いつもありがとうございます。 



うございます。 

五小 １年生・ 女子 いつも「おはよう。」と言ってくれるので、

うれしいです。 

  

五小 １年生・ 女子の保

護者 

うちの学校では、民間の某会社の人が毎

朝、通学路の一番トラフィックが多い交

差点に立ってくれています。雨の日も風

の日も毎日、その会社から１人、必ず出

て来てくれて、通学する子供たちを守っ

てくれています。意外と細い道なのです

が、バス通りで結構朝は急いでいる。車

も多いのであの見守りの人がいないと心

配ですが、必ず毎日立ってくれているの

でホッとします。 

１年生で入学した当初、沢山の祖父母が

子供の通学につきそって付いて来てい

ました。それが、すぐに少なくなり、数

ヶ月しないううちにほとんど居なくな

りました。それは、あの大切な交差点に

いつも立って見守ってくれているおじ

さんが居るから、親たちも安心して学校

前迄送らなくなりました。本当に心から

感謝しています。ありがとうございま

す！！ 

五小 ２年生・ 男子の保

護者 

  いつもみまもりありがとうございます。

皆さまのおかげで、親の私たちは子供達

を学校へ送り出せています。これからも

宜しくお願い致します。 

五小 ２年生・ 女子 いつもとうこうしているときに、あいさ

つしてくれた。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。これからもがんばってくださ

い。 

五小 ２年生・ 女子   いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。わたしはいつもえがおで「さ

ようなら」とこえをかけてくれてとても

うれしくなります。車がきたらちゅうい

をしてくれます。いつもいてくれるので

あんしんします。これからもよろしくお

ねがいします。 

五小 ２年生・ 男子 いつもみまもってくれてうれしかった。 自分からあいさつしなくてもしてくれ

たから自分からも言えるようになった。

それにとてもうれしかった。 

五小 １年生・ 女子の保

護者 

  暑い日も寒い日も雨の日も風の日もい

つも子どもたちの安全を見守ってくだ

さってありがとうございます。 

五小 １年生・ 男子   いつもみまもってくれてありがとう！ 

五小 ３年生・ 女子 みまもってくれていること。 いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。おかげでいつもあんしんして

とうげこうができます。 

五小 ３年生・ 女子 雨の日でも毎日自分たちより早くいてう

れしかったです。 

早くからいてかぜをひかないでくださ

い。 



五小 ３年生・ 男子 いつも「おはようございます」といった

ら「おはよう」といってくれてうれしか

った。 

  

五小 ３年生・ 女子 「おはよう」と声をかけてくれたのでう

れしかった。 

あつい日やさむい日も登下校をみまも

ってくれて、ありがとうございます。 

五小 ３年生・ 男子 ＰＴＡの人がみまもりしてくれる。 おじいさんいつもＰＴＡのみなさんい

つもみまもってくれてありがとうござ

いました。 

五小 ３年生・ 男子 いつもあいさつをするとかえしてくれ

る。遠足や社会科見学の行くときにいっ

てらっしゃいとかを言ってくれる。 

いつもぼくたちを見守っていただきあ

りがとうございます。これからもぼくた

ちのことを見守ってください。 

五小 ３年生・ 女子 みまもってくれるから、うれしかったで

す。 

みんなをみまもってくれている人がい

るから安心しました。 

五小 ３年生・ 女子 ぶんぼう具やのおじさんが毎日あいさつ

してくれるのでうれしい。 

いつもありがとうございました。 

五小 ３年生・ 女子 あいさつだけしている。 みまもってくれてありがとうございま

す。これからも、あいさつをわすれない

ようにできるだけしようと思います。 

五小 ３年生・ 男子   いつも、見まもってくれてありがとうご

ざいます。これからもぼくはいつも、あ

いさつします。 

五小 ３年生・ 男子   いつもありがとうございます。雨の日も

風の日もたいへんですね。これからもお

体にきおつけて、がんばってください。 

五小 ３年生・ 男子   いつもみまもってくれる人がいるから

登下校するときにあんしんして登下校

できます。いつもありがとうございま

す。いつもさきにあいさつしていつもい

われてからいうのでじ分でもさきにい

うことをいしきしようと思っています。

またこれからもぼくたちがあんしんで

きるようにみまもってください。 

五小 ３年生・ 女子   いつも、いつもおはようございますや、

さようならをいってくれて、とてもうれ

しいです。これからもがんばってくださ

い。 

五小 ３年生・ 男子 朝は、元気よくあいさつしてくれたり、

帰り道は元気よくこんにちはといってく

れてありがとうございます。 

これからも、見まもってください。 

五小 ３年生・ 女子   いつも登校するときに見まもってくれ

てありがとうございます。おかげで楽し

い学校へ行けたり、じこにならなかった



りします。これからは朝、元気よく、「お

はようございます。」と言います。これか

らも見まもってください。よろしくおね

がいします。 

五小 ３年生・ 女子 いつもみまもってもらってとてもうれし

いです。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。みまもってもらってとてもう

れしかったです。 

五小       ありがとうございました。 

五小 ３年生・ 女子 私は、学校の行き、帰り毎日あいさつを

していて、たまに「いつもありがとうね。」

と言ってくれるので、やりがいがあって

とてもうれしかったです。 

登下校を見守ってくれているので、安心

して安全に登校したりじゅぎょうをう

けたりできます。朝早くから、夜おそく

までお仕事はたいへんですがこれから

もよろしくおねがいします。 

五小 ３年生・ 女子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。帰りなどにお話をする時間が

あればしてください。がんばってくださ

い。 

五小 ３年生・ 女子 あいさつをすると、いつもえ顔であいさ

つをしてくれます。お話してくださるこ

とも、多いので、元気がもりもりわいて

きます。 

いつも登下校のときの、わたしたちを見

まもっていただき、ありがとうございま

す。あいさつをするときに、え顔でかえ

してくれるので、朝に元気パワーがチャ

ージされて、気持ちのいい朝になりま

す。これからもおねがいします。 

五小       いつもみまもっている人いつもみまも

っててくれてありがとうございます。 

五小 ３年生・ 男子   いつもありがとうございます。これから

もよろしくおねがいします。 

五小 ３年生・ 女子   いつも登下校を見まもってくれてあり

がとうございます。これからもよろしく

おねがいします。 

五小 ３年生・ 女子 いつもあいさつをするとかえってくるの

がうれしいです。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。みまもってくれる人はみなさ

んやさしくていつもほっとします。これ

からもがんばってください。 

五小 ３年生・ 女子 いつも「きをつけてね」「おはようござま

す」「いってらっしゃい」をいってくれて

うれしい。 

いつも登下校している時、見まもってく

れてありがとうございます。安全に学校

に行けてうれしいです。これからもがん

ばってください。 

五小 ３年生・ 男子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。これからもみまもってくださ

い。 



五小 ３年生・ 男子 いつも安全を見まもってくれてうれしか

った。 

いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。これからも、ずっと見まもっ

てください。 

五小       いつも五小のみんなをみまもってくれ

てありがとうございます。 

五小 ３年生・ 男子   いつもありがと。いつもみまもってくだ

さってありがとうございます。 

五小 ３年生・ 女子 いつもやさしく話しかけてくれて、悲し

いときも元気がでます。友だちをまって

いるときに「きょうはどうしたの」とい

うふうに聞いてくれてうれしいです。 

いつもわたしたちのことを見まもって

くれてりがとうございます。またお話し

てください。 

五小 １年生・ 男子の保

護者 

  いつも「きょうの給食は何だったか

な？」と声掛けしてもらっている様で

す。いつもみまもってくれてありがとう

ございます。 

六小 ５年生・ 女子 とても安心します。元気をもらいます。

面白おかしくあいさつをしてくれるの

で、とても楽しいです。 

毎日、あいさつをしてくれるので、１日

がとても楽しくなります。本当にいつも

ありがとうございます。 

六小 １年生・ 女子   いつもみまもってくれてありがとう 

六小 １年生・ 男子 さようならっていってくれた。うれしか

った 

いつもみまもってくれてありがとう。 

六小 ２年生・ 女子 元気に「おはよう。」と言ってくれてうれ

しかったです。 

これからも私たちを見守ってください。

いつもありがとう。 

六小 ２年生・ 男子 いろいろおしゃべりしてくれたり「おは

よう」って言ってくれたりしてくれてう

れしいです。 

また、いろいろ話してね。ふしんしゃが

いるときはまもってね。 

和泉小 １年生・ 男子の保

護者 

  朝の登下校は車の交通量も多く危険な

箇所もありますが、みまもりの方々が毎

日立ってくださっているおかげで安心

して子供を送り出すことができます。朝

早くから、また雨の日も笑顔で横断歩道

で誘導して下さる姿に本当に頭の下が

る思いと感謝の気持ちでいっぱいです。

子供達にもそんな方々のお陰で安全に

通学できることを感謝できるよう、しっ

かり伝えていきたいと思います。この場

を借りてみまもりパトロールの方々に

いつもありがとうございますとお伝え

ください。 

和泉小 １年生・ 女子の保

護者 

主人が娘と登校した際に娘からもあいさ

つをしたようですし、パトロールの方も

いつも子供たちの安全のために朝早く

からありがとうございます。これからも



あいさつをしてくれたようでした。安全

を見て頂いている方と気持ちよいあいさ

つをして登校できているようです。 

どうぞよろしくお願い致します。 

和泉小 １年生・ 女子 こどもたちをみまもってくれてありがと

う。 

これからもこどもたちをまもってくだ

さい。 

和泉小 ２年生・ 女子 毎日おはようやこんにちはなど声をかけ

てくれて嬉しい。 

いつも見守ってくれてありがとう。 

和泉小 ３年生・ 女子 私が、１年～３年生の時に、学校の帰り、

いつもジャンケンしているおじさんがい

ました。ジャンケンは３回くらいしてい

て、いつも、その時を楽しみにしていま

した。楽しかったです。 

私はあまり会った事がありません。だけ

ど、いつも（会ったとき）に見まもって

くれて、ありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 女子 いつも、あいさつをしてくれるのがうれ

しかったです。 

いつも、みんなのことをみまもってくれ

てありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 男子 しんごうわたるときじゃんけんしてくれ

てありがとうございます。 

いままでありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 男子 １年生の時にジャンケンをしてくれる人

がいました。２回ぐらいかって１回ぐら

い負けました。 

いつもみんなの安ぜんをみまもってく

れてありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 男子 １年生の時にジャンケンをしてくれる人

がいました。５回ぐらいかちました。３

回ぐらいまけたりもしました。 

いつもみまもってくださいましてまこ

とにありがとうございます。さいきんあ

まりみませんのでお元気でいてくださ

い。 

和泉小 ３年生・ 女子 おうだんほどうのときに、「車がくるよ

ー。」や「おかえりー。」ていってくれて

とてもうれしかったです。 

わたしが、通るときにまもってくれてあ

りがとうございます。これからもみまも

ってください。 

和泉小 ３年生・ 男子 登下校のときに、あいさつをしてくださ

ってありがとうございました。 

これからもおからだにきをつけてがん

ばってください。 

和泉小 ３年生・   あいさつをいつもいつもしてくれてあり

がとうございます。そのあいさつでわた

しは元気になります。 

いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。元気でいてください。 

和泉小 ３年生・ 女子 ランドセルの中に物を入れるときその日

が雨がふっててかさを持ってくれまし

た。 

いつもありがとうございます。これから

もお元気でがんばってください。 

和泉小 ３年生・ 女子 いつも、友だちと歩いているときに明る

い声で「おはよう」といつもいってくれ

てとてもうれしかったり、元気になった

りしてうれしかった。 

いつもみまもっていてありがとうござ

います。 

和泉小 ３年生・ 男子 いつもおとうとといくときや、ひとりで

いくとき、今日はふたりともいっしょだ

ね。とか、もうおとうとはさきいったよ。

とはなしをかけてくれます。 

いつもありがとうございます。おげんき

で。 



和泉小 ３年生・ 男子 おはようございますっていったら、じゃ

んけんしてくれました。 

いつも、みまもってくれてありがとうご

ざいます。 

和泉小 ３年生・ 男子 登下校している時にあいさつをしたら、

かえしてくれうれしかったです。 

これからも、よろしくおねがいします。 

和泉小 ３年生・ 男子 ぼうしをとりあったりして楽しかった。 ありがとう。 

和泉小 ３年生・ 男子 １年生のときにじゃんけんをしたり、近

くのちゅうしゃじょうのこともはなして

くれた。 

いつもはなしてくれたりあいさつをし

てあぶないところはおしえてくれてあ

りがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 女子   いつも、みまもってくださってありがと

うございます。いつまでも元気でいてく

ださい。 

和泉小 ３年生・ 女子 わたしがいつもとおる時におじさんがタ

ッチをしてくれた。とおるたびにイェー

イタッチといってくれています。 

いつもタッチやイェーイをしてくれて

ありがとうございました。 

和泉小 ３年生・ 女子 わたしが行くときに「ハローグッバアイ」

と言ったあと、わたしに「ハローグッバ

アイ」とかえしてくれたことが、楽しか

ったのとうれしかったです。 

これからも、わたしたちのことをあんぜ

んにそれからやさしく「おはようござい

ます」言ってくれればうれしいです。 

和泉小 ３年生・ 女子 じゃんけんをしてくれたりした。 いつまでも元気でいてほしいです。 

和泉小 ３年生・ 男子 みまもりの人にジャンケンをしてうれし

かった。 

いつもありがとうございました。これか

らもがんばってください。 

和泉小 ３年生・ 男子   とう下こうのときみまもってくれてあ

りがとうございました。これからもいろ

んなことをみまもってください。 

和泉小 ３年生・ 男子 じゃんけんしてたのしかったです。 パトロールいつもありがとうございま

す。いつまでもおげんきで、ぼくもがん

ばります。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつもありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 女子 わたしはきょうも学校がんばって、とい

われたのがうれしかったです。 

いつもおはようございます、といってく

れてありがとうございました。 

和泉小 ３年生・ 男子 いつも「おはよう」と言ってくれました。 いつもあいさつをしてくれてありがと

うございました。 

和泉小 ３年生・ 男子 友だちとのまちあわせばしょにいったと

きにジャンケンをしてくれてぼくはうれ

しかったです。 

いつも登校をみまもってくれてありが

とうございました。ことがらもみもって

ください。 

和泉小 ３年生・ 女子 ほごしゃ会で、おかあさんがいなかった

とき、家の前のおうだんほどうで、ぶじ

にわたれるように見まもっている人が、

いました。わたしは、話しかけてみよう

わたしたちを、見まもってくれて、あり

がとうございます。これからも、げんき

にあいさつをしますので、返してくださ

い。あいさつは、だいじですね。 



とおもいました。そのときその人から話

しかけてくれたので、うれしかったです。 

和泉小 ３年生・ 男子 とおるときに、「おはよう。いってらっし

ゃい。」と言ってくれました。 

いつもいつも、安ぜんにとうこうできる

ようにしてくださって、ありがとうござ

います。これからも、よろしくおねがい

します。 

和泉小 ３年生・ 女子 学校のまえのしんごうでいつもじゃんけ

んしたりしてくれてとてもうれしかった

です。 

これからもからだにきをつけてくださ

い。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。ぼくは通学路でみかけたのが

１回しかありません。ですが、これから

もよろしくおねがいします。 

和泉小 ３年生・ 女子 「おはようございます。」といったら「え

らいね」といわれて、うれしかったです。 

いつまでも元きでいてください。 

和泉小 ３年生・ 男子 じゃんけんがたのしかった。 またみまもってください。 

和泉小 ３年生・ 女性 わたしが友だちと学校にいくときけがを

していてそのとき「だいじょうぶ？」と

言いながらほほえんでくれてとてもうれ

しかったです。 

毎日とてもたいへんなのにありがとう

ございます。 

和泉小 ３年生・ 女性 いつもみんなにあいさつをしてくれてあ

りがとうございます。おかげでわたしは

あいさつってだいじなんだと気づきまし

た。本当にありがとうございました。 

いつもわたしたちをみまもってくれて

ありがとうございます。おかげでわたし

たちは安全に学校にかよえることがで

きます。これからもよろしくおねがいし

ます。 

和泉小 ３年生・ 女子   いつもあいさつをして、みまもってくれ

てありがとうございます。おかげで、わ

たしは、けがなし、元気いっぱいです。

わたしも体に気をつけるのでそちらも

体に気をつけてください。 

和泉小 ３年生・ 女子   みなさんお元気ですか。みなさんほとん

どいつもわたしたちを、みまもってくだ

さってありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 男子   みなさんお元気ですか。まいにちぼくた

ちのことを見まもってくれてありがと

うございます。これからもお体に気をつ

けてパトロールしてください。 

和泉小 ？年生・   いつもあいさつをしてくれる。 いつもあいさつをしてくれてありがと

うございます。 

和泉小 ３年生・ 女子 わたしは、あいさつをいつもしてくれる

ので、すごくうれしいです。 

いつもいろんな学校が事けんやじこが

ないようにみまもってくれて、ありがと



うございます。これからもお体にきをつ

けてがんばってください。 

和泉小 ３年生・ 男子   ぼくは、あったことがありませんが、い

つもみまもってくれてありがとうござ

います。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつもありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 女子 いつもこえをかけてくれるのでうれしい

です。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。わたしはがっこうをがんばっ

てるのでパトロールさんたちもがんば

ってください。 

和泉小 ３年生・ 女子   学校にいくときにみててくれたらあん

全に行けると思います。 

和泉小 ３年生・ 女子   一年生の時からみまもってくれてすご

く心強いです。これからもお体に気をつ

けてがんばってください。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

和泉小 ３年生・ 女子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつも登下校をみまもってくれありが

とうございます。これからもパトロール

をがんばってください。 

和泉小 ３年生・ 女子 みまもってくれること。 いつもみまもってくださりありがとう

ございます。ほかのがっこうでもがんば

ってください。これからもよろしくおね

がいします。 

和泉小 ３年生・ 女子 じゃんけんをしてくれたこと。えがおで

あいさつをしてくれました。 

いつもありがとうございます。とてもか

んしゃしています。これからもよろしく

おねがいします。 

和泉小 ３年生・     いつもありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 男子 いざかやで、あったことがうれしかった

です。いつも見まもってくれたこと。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。これからもずっとみまもって

ほしいです。これからもがんばってくだ

さい。 

和泉小 ３年生・ 女子 いつも会ったときに、あいさつをしたり

話しかけてくれます。 

いつも話しかけて楽しくしてくれてあ

りがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつもぼくたちをみまもってくれて、あ

りがとうございます。これからも、がん

ばってください。 



和泉小 ３年生・ 男子   いつも見まもってくれてありがとうご

ざいます。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつも見守ってくれてありがとうござ

います。これからもお体に気をつけて、

パトロールをがんばってください。 

和泉小 ３年生・ 女子 いつもえがおであいさつをしてくれてと

てもうれしいです。また、いそがしくて

もみまもってくれてうれしかったです。 

これからもわたしもあいさつをするの

でよろしくおねがいします。みまもって

くれてありがとうございます。 

和泉小 ３年生・ 男子   みまもってくれてありがとうございま

す。 

和泉小 ３年生・ 男子   ぼくたちをまもってくれてありがとう

ございました。これからもぼくたちをま

もってください。 

和泉小 ３年生・ 女子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。これからもわたしたちのこと

をみまもってください。 

和泉小 ３年生・ 女子   毎日登下校中に、私たちの安全を見まも

ってくれてありがとうございます。これ

からも安全を見まもってください。これ

からもよろしくおねがいします。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつも下校を見まもっていただいてあ

りがとうございます。これからもよろし

くおねがいします。 

和泉小 ３年生・ 男子   あいさつをしてくれてありがとうござ

います。これからもあいさつよろしくお

ねがいします。 

和泉小 ３年生・ 女子 去年わたしがとうげこう中にあいさつを

えがおでしてくれたのがうれしかったで

す。 

これからさむい日がつづきますががん

ばってください。お体にきおつけてくだ

さい！！ 

和泉小 ３年生・ 男子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。おかげであん心して登下校で

きます。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつも帰りにみまもってくれてありが

とうございます。これからもよろしくお

願いします。 

和泉小 ３年生・ 男子   いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。これからもよろしくおねがい

します。あいさつもしてくれてありがと

うございます。 

和泉小 ４年生・ 男子 車が来たときゆうどうしてくれた。 いつもぼくたちを見守っていただきま

ことにありがとうございます。これから

もよろしくおねがいします。 



和泉小 ４年生・ 女子 どうろのところをちゃんとやって安全に

いける。 

いつもまもってくれてありがとうござ

います。まもってくれるから安全に学校

にいける。 

和泉小 ４年生・ 女子 おうだん歩道をわたる時しっかりみまも

ってくれたり、あいさつをしたらかえし

てくれたり、「おかえりなさい」といって

くれたりしてくれるのでうれしいです。 

いつもみまもってくれていてありがと

うございます。 

和泉小 ４年生・ 男子 元気よくあいさつをしたらおはよう！と

返してもらえた。 

いつも登下校をみ守ってくださってあ

りがとうございます。いつもあいさつを

してくれるのでうれしいです。自分から

も車がきてないか、かくにんして、元気

よく学校に行きたいです。 

和泉小 ４年生・ 女子 車が来てたりしたら車来てるからあぶな

いよとか言ってくれたりすること。 

いままであいさつをしてくれてありが

とうございます。 

和泉小 ４年生・ 男子   ありがとうございます。 

和泉小 ４年生・ 女子 「おはようございます。」と言ったら、「お

はよう。きょうは暑いね。」とかえしてく

れて、とてもうれしかった。 

いつもありがとうございます。まだたま

にしか、自分からあいさつができません

が、少しずつ自分ができるようにがんば

ります！ 

和泉小 ４年生・ 女子 学校から家に帰るときに、おうだん歩道

で「おかえりなさい。」と言われてとても

うれしかったこと。 

これからもちゃんとあいさつをします。

いつも見守ってくれてありがとうござ

います。 

和泉小 ４年生・ 女子 下校のときにときどき立ってくれていま

す。「わたる？」など声をかけてもらって、

うれしいです。 

いつもありがとうございます。こまえ市

のじこやじけんがすこしへってくると

思います。これからもよろしくおねがい

します。 

和泉小 ４年生・ 男子 じゃんけんをしてくれたりあいさつをし

てくれた。 

いつも見守りありがとうございます。お

つかれさまです。がんばって下さい。 

和泉小 ４年生・ 男子 今日はもうチャイムなるから早くいった

方がいいといってくれた。 

いつも見守ってくれてありがとうござ

いました。 

和泉小 ４年生・ 男子 おはようございますやさようならといっ

たらかえしてくれた。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。これからもよろしくおねがい

します。 

和泉小 ４年生・ 女子 こんにちはとかえすと「こんにちは」と

かえしてくれたときうれしかったです。 

いつも「こんにちは」といったら「こん

にちは」といってください。 

和泉小 ４年生・ 男子 みまもってくれている人とあいさつする

のがうれしかった。 

これからもパトロールがんばってくだ

さい。 

和泉小 ４年生・ 女子 「じゃんけんしよう」と言ったら、じゃ

んけんをしてくれた。 

私たちの安全のためにいつもありがと

うございます。自分たちでも気をつけた

いです。 



和泉小 ４年生・ 男子 下校の時もってかえっていた図工の工作

をうまいね、すごいねと、ほめてもらっ

た。 

これからの登下校よろしくお願いしま

す。 

和泉小 ４年生・ 男子 おはようと言ったらすぐにおはようござ

いますとかえしてくれた。 

いつもみまもってくれてありがとう。 

和泉小 ４年生・ 女子 おはようございますといわれて、がんば

ってきてねと言われたとき。 

いつもありがとうございます。これから

はちゃんとおはようございますといい

ます。 

和泉小 ４年生・ 男子 自分がおはようございますと言ったらか

えしてくれた。 

いつもありがとうございます。自分も気

をつけます。 

和泉小 ４年生・ 女子 いつも兄と来ていたのに一人で来たわた

しに「お兄ちゃんといっしょじゃない

の？」と聞かれた時いつも気にしてくれ

ているのだなぁと思いうれしかった。 

いつもわたしたちが安全に登下校でき

るように見守ってくれてありがとう！ 

和泉小 ４年生・ 女子 おはようございますのほかにも、一言い

ってくれた。 

いつもボランティアで安全をみまもっ

てくれてありがとうございます。とても

うれしいです。 

和泉小 ４年生・ 男子 あいさつをしたらかえしてくれたこと。 いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。ぼくたちも車などに気をつけ

ます。 

和泉小 ４年生・ 男子 「おはよう」て言ってくれたとき。 いつもいてくれてありがとうございま

した。 

和泉小 ４年生・ 男子 車くること知らず走っていたら止めてく

れてありがとうございます。 

毎日登校するときもあいさつをしてく

れてありがとうございます。 

和泉小 ４年生・ 男子 サッカーがうまいといわれた。 いつもぼくたちを守ってくれてありが

とうございます。 

和泉小 ４年生・ 男子 大きな声で「おはようございます」と言

ったら「おはようございます」「いってら

っしゃい！」とかえしてくれた。 

いつもぼくたちをまもってくれてあり

がとうございます。これからおねがいし

ます。 

和泉小 ５年生・ 男子の保

護者 

台風の時、登校時間が変更になり、いつ

もとは違う時間になっていたにもかかわ

らず、パトロールの方が、きちんとその

変更時刻にもみまもりをして下さってい

て、助かりました。いつも安心して子供

を送り出しています。 

雨の日も風の日も、毎日毎日みまもりを

して下さって、本当にありがとうござい

ます。松坂屋（旧四小前商店街）前は、

とても歩道が狭く交通量もあるので心

配していましたが、パトロールの方のお

かげで、いつも安心して子供を送り出し

ています。 

和泉小 ５年生・ 男子 信号をわたるときなどいつも見守ってく

れる地いきの人々にとても感しゃしてい

ます。いつも必ずそこを通る時いつも「お

はようございます」といってくれるので、

とてもやる気がでました。 

いつもいつも見守ってくださってあり

がとうございます。いつも「おはようご

ざいます」と言ってくださってありがと

うございます。ぼくはとても感しゃして

います。 



和泉小 ５年生・ 女子 私が一人で登校したとき「今日は妹いな

いの？」と心配してくれました。 

いつも私達のことを見ていてくれてあ

りがとうございます。私もそれに答えて

毎朝あいさつしていこうと思います。 

和泉小 ６年生・ 女子   いつも登下校の時に、私たちをみまもっ

てくれてありがとうございます。いつも

会うたびに声をかけてくれるので、うれ

しいです。朝早くにわざわざありがとう

ございます。これからもよろしくおねが

いします。 

和泉小 ６年生・ 女子 登校中、私が一年生の時に話しかけてく

れたことをよく覚えています。私は友達

が少なくて一人で登校していました。そ

んな時に話しかけてくれたのでとても元

気がでました。ありがとうございました。 

いつも私達を見守っていただきありが

とうございます。いつも皆さんが朝早く

から立っていただいているおかげで、安

心して私達は学業に取り組めます。これ

からもよろしくお願いします。 

和泉小 ６年生・ 女子 最近、いつものパトロールの方が夏休み

明けた日に「身長がのびたね」と言われ

とてもうれしかったです。低学年ぐらい

のときからとてもお世話になっていて、

通学路以外に会うときは新せんなあいさ

つができます。 

いつも私達狛江の小学生の安全を見守

ってくれてありがとうございます。みな

さんが私達にあいさつをかけてくれる

ことで、和泉小ではあいさつをする人が

増えてきました。ありがとうございま

す。 

和泉小 ６年生・ 女子   いままでありがとうございました。毎日

早く来て、雨でも雪でも私たちの安全を

守って、とてもありがとうございます。

私は、毎日登校する時、大きな声で「お

はようございます。」と言って、「いって

らっしゃい。」みたいな返事が聞こえた

とき、心の中は、楽しい気持ちがありま

す。次、私も大きな声で「おはようござ

います。」を言います。 

和泉小 ６年生・ 女子 あいさつをしてくれる。雨がふっていて

も、かさやレインコートをきて登下校を

みまもってくれ、うれしかった。（１、２、

３年生のときに） 

いつも登下校をみまもってくださって

ありがとうございます。これからもよろ

しくおねがいします。 

和泉小 ６年生・ 男子   いつも小学生を安全に登下校させてく

れて、ありがとうございました。これか

らも小学生を安全に登下校させられる

ようがんばってください。 

和泉小 ６年生・ 女子   いつも私たちの登下校を見守ってくれ

てありがとうございます。私の通学路

は、あまりパトロールしているところは

見たことないけど、安心して登下校でき

ているので感謝しています。これから



も、私たちの登下校の安全を見守ってく

ださい。 

和泉小 ６年生・ 女子   通学路でみかけるときもみんなにあい

さつをしているからがんばってほしい

です。 

和泉小 ６年生・ 女子 「おはようございます」とあいさつをし

た後、ジャンケンをしてくれて楽しかっ

たです。かってもまけても、「いってらっ

しゃい」と笑顔でいってくれて、「今日も

一日がんばろう」と思えるのでうれしか

ったです。 

いつもわたしたちの安全をまもってく

れてありがとうございます。これからも

元気にあいさつをするのでよろしくお

願いします。 

和泉小 ６年生・ 女子 大人数で通っても、一人一人目を見てあ

いさつをしてくれてうれしかった。 

いつも見守って下さりありがとうござ

います。これからもよろしくお願いしま

す。 

和泉小 ６年生・ 男子   いつもぼく達を見守ってくれてありが

とうございます。登下校の時はあうこと

がないけれどこれからもよろしくおね

がいします。 

和泉小 ６年生・ 女子   私はパトロールの方に会ったことはあ

りませんが、朝会で紹介される時に「こ

んなにたくさんの人が私たちを見守っ

てくれているんだ」と思いました。パト

ロールの人達に会えないかわりに、朝の

登校時、先生に大きな声であいさつする

ようにしています。これからも元気にパ

トロールしてください！ 

和泉小 ６年生・ 女子 学校に行く時「おはよう」と声をかけて

くてることです。土曜日や日曜日にも出

会ったら声をかけてくれる事です。朝、

いつも、じゃんけんをしてくれるとうれ

しいです。勝ったらうれしいし、まけた

ら明日は勝つぞと思うからです。 

まい日、私たちを見守ってくれてありが

とうございます。朝はやくから見守って

くれると、うれしいです。１年生のとき

からずっと見守ってくれてありがとう

ございました。これからもよろしくおね

がいします。 

和泉小 ６年生・ 男子 朝、登校している時いつもパトロールの

方は、笑顔で気持ちの良いこちらが「１

日がんばろう」という気持ちになるあい

さつをしてくださるのでこちらも気持ち

良く、あいさつできます。ジャンケンな

どもやってくださるのでとても楽しいで

す。 

六年間いつもずっとあいさつをしてく

ださってありがとうございます。いつも

パトロールの方を通りかかる時、ジャン

ケンをして登下校が楽しくなるのでと

てもうれしいです。 

和泉小 ６年生・ 女子 ・私が困っているとき、「おはよう」とい

ってはげましてくれました。 

・１人で学校に行くときに「今日は、体

朝早くから私たち、小学生をみまもって

くれてありがとうございます。みまもり

パトロールの方たちがみまもってくれ



育あるの？」と聞いてくれて、「あります」

とこたえると、ぼくのころは体育なんて

１週間に１回くらいだよ、と昔の話をし

てくれてたのしかったです。 

ているおかげで、私たちは、毎日、楽し

く学校に行くことができます。これから

も私たちをみまもってください。 

和泉小 ６年生・ 女子   いつも、登下校を見守ってくれてありが

とうございます。皆さんが見守ってくれ

ると、安心して登下校できます。これか

らもよろしくお願いします。 

和泉小 ６年生・ 男子   ぼくはあまりみまもってくれている人

には気付きませんでしたが、自分をみま

もってくれている人がいると思うとあ

いさつをしたいと思うのでこれからみ

まもってくれている人があいさつして

くれたら自分から進んであいさつをし

たいと思います。 

和泉小 ６年生・ 男子 うれしかったことはいつも登校や下校の

ときも自分が、おはようございます、さ

ようならといったら、笑顔であいさつを

してくれたときがうれしかったです。 

いつも毎日ありがとうございます。事故

を減らすためにこれからもずっと続け

てください。 

和泉小 ６年生・ 男子   いつもあいさつをしてくれるから気持

ちよく学校に行けます。ありがとうござ

います。これからもお願いします。 

和泉小 ６年生・ 男子 おかえりと笑顔でいってくれたときがう

れしかったです。 

いつもぼくたちをみまもってくれてあ

りがとうございます。もし、あったらあ

いさつをするようにします。これからも

よろしくおねがいします。 

和泉小 ６年生・ 男子 パトロールの人たちがあいさつをしてく

れるとうれしい。ジャンケンもしてくれ

る。４年生ぐらいのころジャンケンをす

るのが楽しみで登下校をしていました。

今は全然会えないので、早く会ってジャ

ンケンをもう一回したいです。 

いつも登下校中見守ってくれていてあ

りがとうございます。ぼくは、パトロー

ルの人たちと全然あったことがないけ

どたまに会うことがあります。そのとき

にジャンケンなどしてくれたりするの

で、うれしいです。これからも登下校中

を見守っていてください。 

和泉小 ６年生・ 男子 いつもの登下校の時「おはようございま

す」とか言われるのがいつもうれしかっ

た。ある時は、時間をおしえてくださっ

たので、スゴクたすかりました。そのお

かげで毎日ちこくしないですむのであり

がとうございます。 

ぼくたちのことをみまもってくださり

ありがとうございます。そのおかげで安

心して学校に行けます！本当に助かっ

ています。これからもがんばってくださ

い！ 

和泉小 ６年生・ 男子   いつもぼくたちを見守ってくれてあり

がとうございます。これからもぼくたち

を見守ってください。 



和泉小 ６年生・ 女子   いつも朝早くからたっていてくれて、あ

りがとうございます。笑顔であいさつし

てくれると、授業も、がんばれます。こ

れからも、よろしくお願いします。 

和泉小 ６年生・ 女子 鼓笛の練習や、委員会がある日に、一人

で朝早く家を出ます。そのときに、だれ

も話す相手がいない時元気よく「おはよ

うございます。いってらっしゃい。」と言

ってくれてとてもうれしかったです。 

いつも朝早くから見守って下さりあり

がとうございます。私は元気良くあいさ

つするのが大好きです。あいさつする事

で顔見知りになるし、あいさつするのが

楽しくなります。ホントにいつもありが

とうございました。 

和泉小 ６年生・ 男子   毎日登下校を見守ってくれてありがと

うございます。毎日ぼくはあいさつをす

るので、これからも小学生を見守ってく

さだい。 

和泉小 ６年生・ 女子   いつも朝の横断歩道で私たちを見守っ

てくれてありがとうございます。これか

らもがんばってください。中学生になっ

てもまた会ったらあいさつをするので

返してください。 

和泉小 ６年生・ 女子 ジャンケンをして勝ったら、登校できて、

負けたら勝つまでジャンケンをするこ

と。 

いつもみまもってくれてありがとうご

ざいます。おかげであん心して登下校で

きます。朝あいさつしてくれてとてもす

っきりしています。これからもよろしく

お願いします。 

和泉小 ６年生・ 男子 １年生の頃、まだ自分からあいさつが恥

ずかしくてできなかったころ、校舎に入

ろうと思ったときに、みまもりパトロー

ルの人が、「おはよう。」と言われて、で

もその頃はやっぱり恥ずかしくて、なか

なか「おはようございます。」が言えませ

んでした。でも、その人たちはいつも、

「おはよう。」「おはようございます。」と

話しかけてくれていて、今では、そんな

『はずかしさ』はなく、今ではちゃんと

自らあいさつができるようになりまし

た。 

上にも書いた通り、自らあいさつができ

るようになりました。僕はきっとそのこ

ろパトロールの人が話しかけてくれな

ければ、今でも「おはよう」は言えなか

ったかもしれません。いつも見守ってく

ださってありがとうございます。 

和泉小 ６年生・ 女子 毎日「おはようございます」と言ってく

れたことがうれしかったです。こんどは

自分からあいさつしたいです。 

いつも登下校をみまもってくれてあり

がとうございます。 

和泉小 ６年生・ 女子   いつも私達の登下校を見守ってくださ

りありがとうございます。 

みなさんのおかげで、登下校の時のけが



や事故などを聞きません。なので私は安

心して登下校できます。私も下級生が危

ない事をして、けがや事故がないよう

に、協力できたらしたいです。これから

もよろしくお願いします。 

緑野小 ４年生・ 男子 登校中、あいさつをしてくれて、うれし

かった。 

いつも朝早くからぼくたちを見守って

くださりありがとうございます。これか

らもよろしくおねがいします。 

緑野小 ２年生・ 女子の保

護者 

誰にでも元気に「おはよう」と声をかけ

てくれます。子供たちにも、通勤する私

にも。ボランティア精神あふれる皆様の

笑顔とあいさつに、元気づけられます。 

いつもありがとうございます。 

緑野小 ３年生・ 男子 朝はやくからきて安定の事をやってくれ

るのでありがたいと思います。 

ありがとうございます。 

緑野小 ４年生・ 女子 わたしの友だちが青信号がてんめつして

いるのにはしってわたっていってそのと

きパトロールの人が「あぶないよ！！」

といってくれてその友だちはちゃんと青

信号でわたるようになりました。 

いつもえがおでみまもってくれていて

ありがとうございます。これからもパト

ロールをよろしくおねがいします。 

緑野小 ４年生・ 男子 登下校みまもってくれたので安心して下

校ができるのでうれしかったです。 

いつも登下校をみまもってくれてあり

がとうございます。これからもよろしく

おねがいします。 

緑野小 ４年生・ 女子 まえに、じゃんけんをしてくれた。はな

せた。 

いつも、わたしたちのことを、あさ早く

から、まもってくださり、ありがとうご

ざいます。とうげこうのとき、はんざい

や、どろぼうがいたときは、こわいけど、

まもってくれているから、あん心してと

うこうできます。いつも、ありがとうご

ざいます。 

緑野小 ３年生・ 女子 下校のとき、正門を通るといつもジャン

ケンをしてくれることがうれしいです。

元気にあいさつをすると、元気にあいさ

つをかえしてくれることがうれしいで

す。 

いつもわたしたちを見守ってくれてあ

りがとうございます。登下校をするのが

とても楽しいです。これからもよろしく

お願いします。 

 


