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　今見た映像を見るまで世界一難しいリレーっ
て何？って思ってたけど映像を見て、世界一難
しいリレーということばが出てきたので、リ
レーを見たところを思い返すと、バトンを渡し
て走ってるだけに見えました。でも途中で止め
させられたり、二人で走ったりしていました。
バトンを渡して走るのが難しいのかなと、思い
始めてきて、バトンをスムーズにパスしたり途
中でつっかかったりしないようにするのも世界
一難しいリレーなんじゃないかと思いました。
バトンをスムーズにパスするにはちょうど良い
距離が必要。距離を取るには調整が必要。調整
するにはパスする側される側同士のチームワー
クが必要。これで難しいとわかりやすくなりま
す。チームワークはチームの気が合わないと難
しいので、バトンパスが世界一難しいんじゃな
いかと思いました。

・・・
　世界一難しいリレーは、一人一人が努力しみ
んなで協力することだと思いました。
　走る前は砂とかで遊んでいる人もいたけど走
るときは一人一人は真面目に走っていました。
障害者か分からないけどその人が一人では走れ
なそうで、もう一人ひとが一緒に走っていて良
かったです。運動会になると砂とかで遊んでい
る人もいなかった。リレーで遅れているチーム
から応援と声が聞こえました。最後まで諦めな
かったのでとても良かったです。

・・・
　この映画に出てる人はすごいと思う。なぜな
ら一人一人が一生懸命だったし世界一難しいリ
レーをしてもみんなあきらめないで最後まで
やっていたからです。障害者の人も仲間外れに
しないで一緒に遊んだり走ったりしていてすご
くいいと思いました。あと、校長先生が一人一
人のことをよく理解していて良かったと思いま
した。大空小学校はみんなが仲が良くてみんな
優しいから鴨居小も大空小を見習っていい学校
にしてみたいです。みんなが何をしても諦めな
いで、みんなで頑張っていて良かったです。

・・・
　今日見た映画はすごいと思いました。リレー
の練習の時に校長先生が「今年のリレーは世界
一難しいリレーになる。｣ と聞いて、なぜ世界
一難しいリレーなのかわかりませんでした。映
画の続きを見て、やっと分かりました。先生が
言っていたことをみんながやっていなかったの
も一つの難しいリレーなのかなと思いました。
ある男の子が運動会の時に遅れてしまい、前に
立ってマイクで話すのに間に合わなくてどうす
るのかなと思っていたら、リレーですごく頑
張っていました。障害をもっている人たちに手
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を差しのべてあげて助けていました。すごく練
習より上達していてびっくりしました。

・・・
　僕たちの学校では 4、5、６年がリレーをや
るけど全学年でやるのはすごいと思いました。
　それに校長先生がみんなの名前を覚えている
のはそれほど一学年ずつの人数が少ないと分か
りました。
　二人で走ったりしていたからなぜ二人で走っ
ているのだろうと思いました。
　命の平等さがみんな分かっていた。
　６年生では、みんなで分かり合えないという
かさくら学級みたいな人がいるのにしっかり道
を教えてあげていなかったと思いました。
 　運動会ではみんな勝敗関係なしにみんな楽
しんでいたのでしっかり運動会の意味が分かっ
ていました。道を教えていた人もしっかり仲良
く気持ちよく誘導していたのでいいと思いまし
た。
　鴨居小は選ばれた人しかリレーには出れない
けど、みんな出て楽しく出来て良かったです。
　勝敗関係なくみんな楽しく出来ていて大空小
学校はみんな友達って感じでした。僕は学校の
中でも知らない人はまだいるけど大空小学校の
みんなは一人一人の命の大切さが分かっていま
した。

・・・
　自分が思ってた世界一難しいリレーではあり
ませんでした。自分で考えた難しいリレーより
難しかったです。あの難しさはあの学校でない
と成し遂げるのは難しく、みんなが力を合わせ
てようやく１位になれると思います。一人でも
力を抜く人がいたら楽しくできる運動会も楽し
くできなくなります。だからこそみんなの力を
ひとつにしなくちゃいけないと思いました。
　そのことがつらなって、卒業式があり、いっ
そう「この学校を卒業するのは力だ｣ という気
持ちは僕は感じられました。その気持ちは校長
先生がきっかけだと思います。一人一人その人
のことを言う「先生しっかり見てくれたんだ｣
と思えるのかな、と思います。

・・・
　障害の人が友達に助けてもらいながらも一生
懸命諦めずに最後まで一周してバトンをつなげ
られたのが良かったと思いました。一緒に走っ
た隣の人たちもコミュニケーションを取りなが
ら頑張っていたのも良かったなと思いました。
みんなで協力しながらリレーをするのは相手の
気持ちを知りながらどの距離で渡してもらえば
いいのか、というのがあるので世界一難しいリ
レーだったと思いました。でも私は校長先生の
怒られる前のは、みんな力を抜いていた感じが
あったのでそこはもう少し頑張ればいいと思い
ました。

・・・
　私は世界一難しいリレーをみて思ったこと
は、リレーを障害のありそうな人とない人で協

力しながら遅くても一生懸命練習をして本番も
一生懸命になっていて頑張っているんだな、と
思いました。練習もあまり先生たちが関わらな
くても子供たちでやっていてすごいと思いまし
た。
　卒業式では校長先生が一人一人に言葉を贈っ
ていていいと思いました。
　遠足でもみんなと障害の人と軽蔑せずにみん
な楽しい遠足になったと思いました。校長先生
が遠足にもついていって子供のことを考えなが
ら積極的に子供と向き合っていていいと思いま
した。障害の子と障害のない子の中で絆が深い
と思いました。

・・・
　私が世界で一番難しいリレーだと思った理由
はナレーションで６年生はうまく走れない子が
いると言っていて、その子たちと一緒に協力し
ないと、バトンをスラスラ受け取ったりする
ことが出来ないからです。でも６年生の人たち
は、うまく走れない子達と協力しながら頑張っ
て走っていたのが分かりました。
　卒業式では校長先生が一人一人に言葉を言っ
て賞状を渡していてすごく心に残りました。
　遠足で障害者の人は砂を手に持っていたりし
て、校長先生が手を洗わせていてその時の校長
先生はすごく笑っていて遊んでいるようでし
た。
　校長先生たちが船に乗っているシーンがあっ
て、その時横にいた子に赤い門みたいのがあっ
て校長先生は子供みたいに「あれだよ。見てみ
な。｣ など言っていてムードを盛り上げていま
した。

・・・
　世界一難しいリレー、何度も何度も体育の授
業で練習して悪かった点や良かった点、皆で集
まり復習した。最初の方は全く何にも意識しな
いでやっていたからあんまり上達していなかっ
たんだけど後からは色々な意識をしてリレーが
上達していった。障害者っぽい人がリレーをし
ている時、横で一緒に走っている人がいてこれ
がチームワークなんだと思いました。運動会で
世界一難しいリレーをやり遂げて嬉しそうな顔
をしていました。
　卒業式の時には一人一人に校長先生が言葉を
かけていいと思いました。とくに「自分のため
に頑張れ｣ という言葉が心に残りました。

・・・
　６年生が挑んだ世界一難しいリレー。正直
いったところ今の 15 分くらいだとちょっとよ
くわかりませんでした。でも 15 分じゃあ分か
らないくらい大空小学校の６年生は頑張ってい
たと思います。校長先生に「世界一難しいリレー
なんだよ…｣ と言われて６年生は「！？｣ ちょっ
と戸惑っていました。でもその言葉があったか
らこそできたと思います。自分に自信を持ち、
自分を信じて立ち向かえば何でもできる、とい
うオーラが校長先生
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から伝わって来ました。僕たちも見習っていき
たいです。
　キャンプでは力を合わせて出来ていたので修
学旅行でも出来ると思います。僕たちの学年に
も Y さん（注釈：特別支援学級在籍児童）が
います。Y さんはあいさつをよくしてくれます。
やっぱり障害者は何もみんなより上なのです。

・・・
「支援の必要な人とみんなの力｣
　支援の必要な人は、自分なりに出せる力を出
してリレーに励んでいた。もし自分がそうだっ
たら落ち込むと思ったり自分を責めたりすると
思う。でも支援の必要な人は前向きだった。だ
から力を出してリレーが出来たんだと思う。
　支援の必要な人とみんなが助け合ってできた

「世界一難しいリレー｣ なんだと思う。もしそ
こでみんなが助けなかったらリレーは出来ない
と思った。だから鴨居小学校も支援が必要な人
とみんなが力を合わせていい学校にしていった
方がいいと思った。
　A さんが「本気で走りたい人もいたと思うけ
ど障害者のペースに走っていて優しいと思っ
た。｣ と意見に同感です。なぜならリレーで本
気で走っている人と支援の必要な人に合わせて
走っている人と２つに分かれていたからです。
　私だったらたぶん走ってしまいます。その気
持ちを抑えて支援が必要な人のペースに合わせ
ていて「すごい！優しい！｣ と思ったからです。

・・・
　世界一難しいリレーは学校の全員でやってい
てすごくいいなと思いました。しかも協力して
いてさらに６年生は難しいと言われていても
やっていて、いいなと思いました。障害者の人
がいても頑張っていたのでいい学校だなと思い
ました。みんないつも笑顔ですごくいい雰囲気
だなと思った。
　卒業式で校長先生がみんな一人一人に言って
いていい校長先生だと思った。校長先生がみん
なの名前を覚えているのでびっくりした。
　リレーで最後の人がゴールしたとき、みんな
拍手をしていたので最後の人のことを考えて
やったんだなと思いました。広島に行っている
とき外国人の人に英語で質問していたので外国
人の人に答えやすくしていたのもいいと思いま
した。

・・・
　足が不自由な人も人と人で助け合って全力で
頑張っていた。
　卒業式では伝えたい人に伝えられて特別な学
校だと思いました。
　自分は運動会が１位２位だったら怒ったり悪
口を言ったりすると思うけど大空小学校の全校
の人たちは優しく言っていたと思うから僕も助
けたり優しく言ってあげたいと思います。

・・・
　世界一難しいリレーは一人一人の絆、思い、
をみんなでバトンで繋げて走ることだと感じ

ました。大空小学校（大阪）の校長先生は「学
校は誰が作るの？｣ と聞いて、子供たちは自分
と答えていて、鴨居小学校も自分たち（一人一
人）で自分が思う小学校を作りたいです。あと
１年間くらいで６年生も終わりなのでそれまで
に素敵な鴨居小学校を作りたい。（大切な約一
年間にしたい）卒業式では本当に自分が伝えた
いことを発言したいです。人にとって考えると
いうことはとても大切だと思いました。今見た
DVD は家族とかにも見せてあげたいと思いま
した。（大切だから）大空小学校の子供たちは
仲良いと思いました。みんな協力してやっと最
後ゴール出来たと感じました。校長先生（大空
小学校）は、優しい時、厳しい時ときっぱりし
ていました。

・・・
　私はこの映画ですごいと思ったことがいくつ
かありました。まず１つ目は、思いやり助け合
いです。障害者の人を生徒が助けているのがと
てもすごいと思い、優しいなぁと思いました。
鴨居小でもあればいいなぁと思いました。２つ
目は校長先生の熱心な思いです。一人一人に思
いを伝え、かつというよりは「頑張れ｣ という
思いがとても良いと思いました。３つ目は映画
がもっと上映されて一人一人の細かいことを知
れればいいと思いました。４つ目は生徒の熱心
に頑張る姿がとても目に焼きつきました。大空
小学校は男女関係なく仲良くして優しくしてい
るところがとても良くぜひ鴨居小でもやってみ
たいです。

・・・
　世界で一番難しいリレーは、みんなで協力し
て一人一人が一生懸命やって心を一つにすれば
世界で一番難しいリレーが作れると思う。心に
残ったシーンは最後の卒業シーンが心に残っ
た。障害者の方もいて友達が助けていたのが心
に残った。あと世界で一番難しいリレーは最初
は全然バトンパスがあまり出来ていなかったけ
ど最後の方になると最初と比べたら上達してい
るな、と思いました。最後の卒業の時が校長先
生の言葉が心に残った。リレーは校長先生が指
導されていて、校長先生は厳しいのによく乗り
越えたな、と思いました。

・・・
　世界一難しいリレーは、一人一人が同じとき
に力を発揮することが難しいと思いました。
　心に残ったことは卒業式のときに校長先生が
その子に合った的確の言葉をかけていたところ
が心に残った。あと、校長先生が一人一人に丁
寧に接していたところがすごいと思いました。
学校のみんなが障害の子に鼻水を拭いてあげた
り、遠足の時手を繋いだり、みんなすごいな、
と思いました。それも校長先生がそういう姿を
見せ、みんながそういうことをやっているのか
な、と思いました。わたしも人の役に立つこと
をやりたいです。

・・・

　世界一難しいリレーは相手のことをよく知ら
ない、相手の気持ちを考えない。みんなの思い
がまとまらない。リレーをしている時、校長先
生がアドバイスにきていて、いいなと思いま
した。自分たちで作っていきたい。障害者がリ
レーをやるのは大変だけど、みんなが助け合え
ば勝っても負けてもいい一年になると思う。も
し自分が障害者だったら大変なことを助けても
らうとすごく嬉しいと思います。だから僕も助
けようと思います。

・・・
　私が思ったのは、障害を持っている子もリ
レーを一緒に参加していて素晴らしいなと思い
ました。障害を持っている子は普通の子よりも
少し違うところがあるのにみんなと一緒に頑
張っている姿を見てとても感激しました。リ
レーはバトンパスがとても難しいです。この映
画は他の学校の子にも見てほしいと私は思いま
した。最後の部分はチーム関係なく応援してい
て良かったなと思いました。大空小学校はすご
いいい学校だなと感じました。なぜかというと
みんな一人一人がすごく頑張っているからで
す。障害を持っている子は普通の子より人一倍
頑張っているんだろうと思いました。障害の
子は自分で出来ないことを友達が自分で進んで
やっていて素晴らしいなと思いました。校長先
生が言った自分のために頑張れって言葉が心に
残りました。すごいイイ言葉だなと思いました。

・・・
　世界一難しいリレーって何？って思いまし
た。一人一人が人のことを思い、どこにいたら
良いの？この子は何をしたら良いの？と考えな
がらもリレーをする。その事でした。リレーっ
てただ走って勝てば良い。それだけではないと
いうことがこの映像で誰もがそう思ったと思い
ます。でもその学校は一人一人が必ず走るリ
レーで普通は一人で懸命に走りますが、二人で
走る子もいました。走るのが苦手な子も他の子
についてもらったり、応援してもらったりして
走っていました。これはすごく良いことだと思
います。もし自分の学校だったら「まだかなぁ
｣ とか「おそっ｣ とか言う人がいるんではない
か、とも思ってしまいます。もしそのような人
がいたらなおしてもらいたいです。これからは
さくら級の子（クラスにはいないけど）大事に
していってもっと仲良く接していきたいです。

・・・
　このリレーは練習してから運動会で力を出し
きれたと思う。
　このリレーは６年生が障害の人とうまく作戦
を立ててやるから世界一難しいリレーだと思っ
た。
　リレーで最初はつまずいていたけど、どんど
ん良くなって運動会でとても全力を出してみん
な満足していると思う。
　６年生で障害者を区別しないでリレーが出来
ていて、少し間違えた
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ら支えていたので絆が深まったと思います。
・・・

　世界一難しいリレーは６年生全員でするのが
難しいと思いました。なぜなら障害を持ってい
る子もやるからです。そういうのを含めて世界
一難しいリレーと僕は思いました。でもその練
習のおかげか運動会の時にはその世界一難しい
リレーがやってはいないけどうまく出来ていた
と思います。障害を持っている子が一人でもい
れば難しいのに何人もいるから難しいと思いま
した。友達の意見は運動会で力を抜くと楽しく
なくなるということが、そうだと思いました。

・・・
　「自分たちで学校をつくる｣「一人一人が関わ
る｣ これは学校に関わる人にとってとても大切
な事だと思う。[ 世界一難しいリレー ] 私の考
え方だと [ 人との付き合い方、接し方の面で難
しいのだと思う ] 例えば、得意、不得意や弱い
強いで差別したりいじめたりするのは絶対して
はいけない。
　誰だって「同じ人間｣ なのだから。今日
DVD をみて思ったのは [ 友達のいる大切さ、
ありがたみ、素晴らしさ ] 平等な立場の私達、
色々な人と関わっていくなかで色々な感じ方が
ある。「その人に対する気持ちの変化のしかた ]
で起きることは変わると思う。DVD の小学校
の人達は、一人一人を大切に、立場をそれぞれ
分かっていたので良かったと思う。これからも
一人一人の立場をよく知って平等にみんなと仲
良くしていきたい。この前テレビで肌の色だけ
で立場が昔は変わっていたというのを聞いて、
なぜそれだけの理由で変わってしまうのだろう
かと考えた。人間という立場以上、いじめ、差
別が起きてしまうのはしょうがないのかもしれ
ない。ただ、いじめたくもないし、いじめたり
する人にはなりたくないし、いじめは起きない、
平和な世界になってほしい。

・・・
　僕はこの DVD を見たことがあって、でも２
回目でも何見ても、飽きたりしないです。
　あと自分の妹が実際に障害者で来年１年生に
なるので、あの DVD の小学校になってほしい
です。（いじめのない小学校）あの校長先生の
言っていることは正しいし大空小学校自体がい
い学校で、鴨居小学校も大空小学校も同じよう
な小学校にしていきたいです。僕も自分のため
に頑張れという言葉がいいと思いました。本当
はあの DVD は全部見ないとほとんど分からな
いと思います。

・・・
　この映画はどんな友達とも仲良くして、そし
て平等にするということが感じとれました。世
界一難しいリレーは６年生が最初あまりしっか
りしていなくて、一人一人が自分の力を出しき
れていなくて世界一難しいリレーだと思いま
す。でも障害のある子と一緒に走っている人が
いてみんな平等に扱ってるように見てて良かっ

たです。
　みんなそれぞれ違っていて色々な友達がい
て、みんなの命は平等に同じように接すること
が大切ということが分かるいい映画でした。僕
もみんなと仲良くそして平等にできるようにな
りたいです。

・・・
　大空小学校のふれあい運動会の中で一番感動
したのはリレーです。なぜなら練習できつくて
も頑張ってた事。それが１つ。２つ目は、障害
者の人と同じスペースで走ってあげた事です。
他の人は本気で走る人もいれば、障害者の人と
同じようにゆっくり走ってあげている子もいま
した。
　一緒に走ってあげている子は本当は速く走り
たいと思っているかもしれないのに優しいと思
いました。「世界一難しいリレー｣ は最初普通
のルールと違うルールのリレーだと思っていた
んだけど、障害者のいるリレーだったのは最初
だけ驚きました。でもしばらくすると障害者の
リレーは本当に難しいと思えてきた。なぜなら
障害者にとってリレーはすごく大変だと思った
からです。Y さんの考えで、「助けがなければ
リレーできない｣ の一言が良かったと思いま
す。

・・・
　卒業式で校長先生がある子に「自分のために
頑張れ。｣ の言葉がすごく素敵だと思いました。
卒業式は小学校の最後の別れなので感動しまし
た。私も中学校、高校、大学に行っても自分の
ために頑張りたいと思っています。

・・・
「６年生の頑張り｣
　６年生は運動会はラストでした。リレーの練
習で先生に６年のリレーは世界一難しいリレー
だと言われました。６年生はその言葉を聞いて
６年生には障害者もいるけど助け合ったりして
世界一難しいリレーを切り抜けることができま
した。修学旅行でもグループに分かれて人に聞
いたりしてすごいです。私もそういう６年生に
なりたいです。
　卒業式は校長先生が一人一人にメッセージを
贈りました。その言葉を聞いて６年生は中学で
も頑張れるんだなと思いました。私はこのビデ
オを見て６年生でも頑張ろうと思いました。今
度で運動会はラストです。私はリレーに出られ
なくても、他の競技でも頑張っていきたいです。
６年生には修学旅行があります。今のビデオを
見たら６年生は自分から知らない人に聞いたり
してすごかったです。私も６年生になったら修
学旅行にいくけど私も知らない人に聞いてみた
いです。

・・・
　学校は一人一人が作っていくと言うのを知り
ました。ビデオで見た校長先生は厳しい。だけ
どそうだから子ども達が育っていくのかと思い
ました。リレーでは「目標を立てたのを生かせ

た？｣ など言っていたように感じました。運動
会ではみんなで協力し助け合いをしてみんなで
頑張っていました。私も今年は６年生は一番大
変だけど協力し助け合って良い６年生になりた
いです。だから今から頑張っていこうと思いま
す。

・・・
　世界一難しいリレーっていうのは自分たちで
努力して頑張ることが世界一難しいリレーとい
うことなんだなと思った。この映画からはリ
レーだけでなく自分が頑張って努力してその先
に頑張った甲斐があるということが分かった。
僕は世界一難しいリレーというのは競技が難し
いのかと思いましたが違いました。一人一人が
頑張って力を振り絞って世界一難しいリレーを
乗り切ったのが心に残りました。

・・・
　最後まであきらめない黄色がいいと思う。
　一人一人のことを知っている校長がすごい。
　一人一人に声をかける校長がすごい。
　うまくリレーができない友達にゆっくりペー
スを合わせてリレーを教えていることがすごい
と思う。
　最後の黄色のリレーではチーム関係なく応援
できている所が、いい学校なんだなぁーという
雰囲気が伝わってきた。
　リレーはうまくできる人がやって感動という
か嬉しい気持ちになるけどリレーがあまりやっ
たことがなかったり苦手な子でも関わらずやる
から感動が大きいと思いました。一人一人が手
を抜いたら楽しい行事が台無しになってしまう
と思った。
　交流を深めるために遠足、運動会といった行
事を大切にしていった方がいいと思う。

・・・
　最初は「これはなんのビデオなんだろう｣ と
思っていました。運動会のこともビデオに出て
くる人達が障害者ということも分かりませんで
した。
　けど、意見の交流で色々と分かりました。僕
は理解力はありませんが、自分は自分なりにで
きることをすればいいと思います。

・・・
　このリレーは６年生のリレーで６年生があま
り練習をしていなくて、でも運動会で一生懸命
世界一難しいリレーをやることはすごいと思い
ます。今見た世界一難しいリレーは６年生がで
きるかもしれないけど５年生でやると難しいと
思います。

・・・
　今日見た映像は本当にすごいと思いました。
普通の練習とは違って何度も何度もやり直して
一人一人が頑張っていたからすごいと思いまし
た。誰もが諦めないで頑張っていたからすごい
と思いました。障害のある人も仲間外れにしな
いで仲良くしてたのですごくいいなと思いまし
た。障害のある子と
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一緒に走っていていいなと思った。
・・・

「支え合って！｣
　勝っても負けてもいい思い出になると思いま
す。みんなで協力していて楽しそうでみんなで
支え合っていました。先生たちも頑張っていて
運動会も笑って終われました。

・・・
　みんなで一人一人助け合ってバトンを繋げて
いって頑張り楽しい一年をみんなで過ごして
いって人とのつながりを深くするなど、人との
関わりなど、困っている人がいたら助け合う姿
がすごいと思いました。

・・・
　世界一むずかしいリレーは障害をもっている
人といっしょに走るからだと思う。先生は生徒
に対して優しかった。普通の生徒が障害をもっ
ている生徒をフォローしていた。

・・・
　すごいと思いました。全体的に。障害のある
子を優しく支えてあげているところがすごくい
いと思いました。

・・・
　６年生がいっしょに走るリレーをしていたけ
どサクラの子といっしょにペアを組んで走って
いてしっかりとサクラ
の子にコースをおしえながら走るのがすごいな
と思いました。

・・・
　心に残ったのは宮島と原爆ドームです。原爆
ドームの近くの外人に質問していてどんなこと
を聞いたのかわかりませんが知らない人に声を
かけれる事がすごいと思いました。

・・・
　障害の人もリレーに参加しているので鴨居小
のリレーよりむずかしいと思いました。ただし
障害の人もがんばってリレーをやっていてすご
いと思いました。

・・・
　心に残ったところは、助け合ってリレーをし
ているところです。理由は障害のないリレー一
人で走るけど、大空小学校は二人でリレーをし
ている場面があったからです。

・・・
　世界一むずかしいリレーは練習ではできな
かったが本番で成功して良かったと思います。

・・・
　リレーの場面でみんなが必死でいっしょに
走っていたり、わからない子にそっとやさしく
おしえてた。子どもも大変だけど先生たちも大
変だった。

・・・
　世界一むずかしいリレーとは、あの、大阪の
小学校では、全員がリレーに参加していたの
で、走るのが苦手な子もみんな参加していたの
で、世界一むずかしいリレーだったのが分かり
ました。心に残ったことは、運動会や卒業式で

全員で協力しているところが心に残りました。
リレーでは一人一人が自分なりにがんばってい
たのも 心に残りました。練習ではうまくいか
なかったことも、本番ではしっかりできていた
ので良かったと思いました。

・・・
　大阪の小学校の世界一むずかしいリレーは、
みんな全員が最後まで走り抜いたり、障害があ
る子どもには一緒に走ってあげたり、優しく教
えてあげたりしていました。

・・・
　鴨居小学校は、さくらの子が走るのを助けて
あげたり、一緒に走ったりしないけど、大空小
学校は、すごい、みんなで助け合っていた。
　練習の場面でも、校長先生が、世界一むずか
しいリレーだと言っていた。それは、足の速さ
とか、全部関係なしで、みんなが走るリレーと
言ってたから走るのが苦手な子も足が速い子も
全員が走るから世界一むずかしいと言ってたの
かもしれない。

・・・
　先生が生徒に対して優しい態度をとってい
て、厳しくするときは厳しくしていて良いと思
いました。他の生徒が障害を持っている人を
フォローしていた所がいいと思いました。

・・・
　リレーのときにみんなが必死にがんばってい
て人の肩を持っている人もちゃんと人がやさし
く教えてあげてちゃんと走っていました。

・・・
　世界一むずかしいリレーと言っても私たちの
鴨居小とは、ほとんど同じだったけど違うとこ
ろもあった。リレー以外にも、近いところも同
じところもあった。運動会も頑張っていて、す
ごいと思いました。一人一人が助け合って協力
しての運動会だからなにがあってもくじけない
でほしいと思いました。だから、鴨居小も負け
ないでほしいと思いました。リレーの練習が本
番の運動会につながるものなんだなーと思いま
した。だから、鴨居小もどの学校にも負けない
でほしいと思いました。

・・・
　世界一むずかしいリレーは、障害者も障害の
ない人もいっしょに支え合って走っているとこ
ろが印象的でした。

・・・
　６年生のみんなが一人一人がんばってすごい
と思いました。障害をもっている人に、他の人
たと同じように話をしたり、活動したりしてい
る所をみて、みんな偉いと思いました。バトン
を渡したりするときに前に出たり二人で走った
りしているのをみて、その人たちのことを大事
にしているんだなと思います。助け合うことは
すごく大事だということを学びました。

・・・
　世界一むずかしいリレーを何回も練習して、
運動会本番で６年生がおもいっきり走っていた

ので、本番前に何回も練習したからこそできた
走りだと思いました。世界一むずかしいリレー
は、障害のある人にも優しくして、一緒に走っ
ていたのですごいと思いました。私が思うに、
世界一むずかしいリレーは、全員で協力をして
運動会を成功させることだと思いました。障害
のある人も仲間はずれにしないで協力していて
すごいと思いました。

・・・
　人は人で障害があっても一人の人です。

・・・
　世界一むずかしいリレーは自分にとっての世
界一むずかしいリレー。

・・・
　世界一むずかしいリレーてなんだかわからな
かったけど、動画をみたらこれが世界一むずか
しいリレーってわかりました。たとえば、うま
く走れない人を手伝ったりしてともだちを助け
合うように学校がある。

・・・
　世界一むずかしいリレーはいろいろな障害を
もっている人たちもいるなかで差別などのこと
をせずにみんなが楽しめてて良かったと思いま
した。

・・・
　世界一むずかしいリレーで障害のある子を一
緒にリレーをしていたので一人一人の思いやり
がすごく伝わりました。そしてその障害の子も
すごく頑張っていてすごいと思いました。やっ
ぱり一人一人の思いやりというのがすごく大事
だと思いました。みんなの意見を聞いてそうい
う考えもあるんだと思いました。

・・・
　世界一むずかしいリレーは一人一人が真剣に
練習をしていた。運動会の時、練習していると
きより上手になっていて真剣にやっていてすご
かった。みんなが仲良くしていた。歩くのをや
めて止まって先生に挨拶している子がいた。ほ
とんどが挨拶をしていた。

・・・
　校長先生が学校全員の名前をおぼえていたの
がすごかった。世界一むずかしいリレーの意味
がわからない。

・・・
　ぼくがこの動画を見たとき、障害の子が笑っ
ていて、その子は多分この学校が好きだったか
ら笑っていたのだと思い、それをみてぼくは、

「大阪の学校はすてきだな～」と思いました。
・・・

　心に残ったことは、「世界で一番むずかしい
リレー」が心に残りました。理由は、赤のリレー
で障害のある人を助けながら走っていた所が心
に残りました。感じたことは、障害のある人、
障害のない人で協力し、助け合っていてとても
いい学校だなと思いました。

・・・
　世界一むずかしい
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リレーは、苦労してでもやる価値があると思い
ました。好きなことをするのはまちがっていな
いことだし、むしろ色々なことに挑戦するのは
いいことだと感じました。誰にだって楽しむ権
利はあると思います。

・・・
　障害がある子にやさしく教えてあげたり、み
んなが最後まで走りぬけていたことがすごいと
思いました。

・・・
　普通の人は簡単だけど障害を持った人も走ら
ないといけないので障害にとっては世界一むず
かしいリレー。生徒が変なことをしていてもや
さしく対応しているので良かった。生徒が欲し
いものを写真を撮るときに出してあげてたので
やさしいと思った。普通の人が障害の人をフォ
ローしているのでやさしいと思いました。

・・・
　世界一むずかしいリレーは、足が速い人、走
るのが苦手な人、障害をもっている人みんなで
走っていた。足が速い人は一人で走っていれば
簡単かもしれないけどみんなで走っているから
難しかったんだと思う。例えば、バトンパス
が上手な子もいれば苦手な子もいるからそのた
めにどうすればいいか、走るのが苦手な子はど
うしたらもっと速く走れるかなど、みんなで考
えるから難しかったんだと思う。運動会では先
生を頼らず一人一人が協力していて良かったと
思う。一人で走れない子もみんなが助けていっ
しょに走ったり声かけをしていて良かった。普
段の生活も障害があるとか関係なくみんなの仲
が良くていいなと思った。鴨居小もそんな学校
になればいいなと思った。

・・・
　運動会のリレーの練習の時にみんなが真剣に
練習に取り組み、仲間
との絆を深めていてすごいと思いました。校長
先生が生徒全員の名前をおぼえていてすごい。
校長先生が卒業式の時一人一人丁寧に言葉をか
けていて優しい校長先生でした。あんな先生が
いるなんて羨ましいです。学校は一人一人がつ
くると知りました。

・・・
　むずかしいリレーを見て大変だなと思いまし
た。リレーで最後まであきらめないところがい
いと思いました。

・・・
　障害のある人たちといろいろなことを一緒に
やっている所がすごいと思いました。世界一む
ずかしいリレーというのは、ぼくが思うに協力
する事が難しそうでした。

・・・
　障害の人や普通の人、いろいろな人がいるけ
どみんながいるから学校が成り立っていく。助
け合うことがすごく大事。卒業式に校長先生が

「あなたがいたから勉強がすすんだ」と言った
言葉が人に差別はないと思った。

　世界一難しいリレーは、みんなが力を合わせ
ないと走れないリレーで、とても 1 人 1 人の
力も大事だけどみんなでゴールへとバトンをつ
なげていくのがとても難しいリレーだと私は思
いました。

・・・
　障がいのある子もいっしょに走るからバトン
をつなげるのが難しいと思った。
　体が不自由な子がいる中でみんなで協力して
やるリレーは、ふつうのより難しい。
　障がいを持つ人が多い 6 年生のリレーだか
ら世界一難しいリレーなのかなと思った。

・・・
　体が不自由な人もいる中でみんなで協力して
やるリレーは勝つことどころか、やることまで
難しいような気がした。
　障害を持つ人が多い 6 年生のリレーだから、
世界一難しいリレーだと言ったのだと思った。
体が不自由な人とふつうの人たちが協力して
走っていると心に残った。

・・・
　どんな子も、サポートを受けながらも、リレー
でみんな一周走ってて、凄いと思いました。そ
れぞれみんな速さも違うのに練習をがんばって
いて速さじゃなくてみんなで協力してゴールす
ることに意味があるんだと思いました。
　一人では走れなかったりする子のサポートを
するまわりの子や先生もすごいなと思いまし
た。いやがらないで、態度を変えたりしないで、
みんなと同じように接しているのが凄いと思い
ました。
　とても仲がいいんだとも思いました。

・・・
　体育の時間、しょうがいがある人をクラスの
仲間が支えあって、校長先生がせいと一人一人
をよく見ていることがわかりました。

・・・
　一部の生徒が障害をもっていても仲間はずれ
にせず仲良く協力して一人で走れなくても手
伝ってあげていて頑張っていると思いました。
自分ができなくても周りの人がフォローしてい
ていいと思いました。

・・・
　大空小学校の人たちはみんながみんなを助け
あっていたのですごいなと思いました。
　リレーは走ることが難しい人たちもいれてみ
んなで走っていたので印象に残りました。そう
いう人も他の友達に手を引いてもらったり一緒
に走れば走れていたので友達ってやっぱりすご
いなと思いました。体育の時間もすごいやり直
しをしていたからこそ本番でもあそこまでス
ムーズに進むんだなと思いました。

　修学旅行の時に校長先生が障がいのある子と
楽しそうに遊んでいるのを見てみんなが平等に
楽しく生活しているんだなと思って心に残りま
した。

・・・
　6 年生全員でリレーをしていて障害のある人
も一緒にやっていて障害のある人はちゃんと走
れないから障害のない人が一緒に走っていてす
ごいなあと思った。みんな団結していて練習の
時もみんな力を合わせて、障害の人もみんな力
を合わせていた。助け合っていた

・・・
　リレーで、6 年生がみんな走っていて足の速
さなど関係ないような感じがあってゴールした
時に、みんなで協力して、きずなをふかめる意
味があったのかなと思いました。一人で走れな
いかわからないけど、その子の事を手伝ったり、
一緒にがんばって走っていました。しょうがい
しゃの人の事も、なかまはずれにせず、みんな
楽しくすごしていてよかったなと思いました。

・・・
　障害のある人も周りの人がささえることでリ
レーを最後まで走りきれていた。この映画を見
るとどんな人でもみんなで力をあわせればなん
でもできるようなきがしました。

・・・
　六年生全員での力を合わせてリレーの練習を
していて、一人一人自分で考えて行動していて
障害がある人ともいっしょにいっしょうけん命
力を合わせて（いた。）

・・・
　障がいの持っている人でもがんばってバトン
をつなごうとしていた。
　必死さが見ていた方にも伝わった。障がいの
ある人でもがんばればリレーができると思いま
した。リレーをがんばっていてすごい。

・・・
　今回ビデオを見てみんなの協力が大切だなと
思いました。大空小学校の先生や、せいとはみ
んなで協力しあっていてみんな仲良しだったの
で良かったと思いました。先生とせいとのコ
ミュニケーションが多くてみんなが楽しそう
だった。

・・・
　この映画を見て、ぼくはしょうがいのある人
とふれあって友達になることが大切だと思いま
した。
　そしてこの学校にも「桜」があるので、同じ
ようにふれあったほうがいいと思いました。つ
まり
①１人１人しょうがいのある人といっしょにふ
れあうことが大切
②この学校には「さくら組」があるので、その
人たちともふれあいたいと思います。

・・・
　大空小学校は運動会のリレーを 6 年生全い
んでやっていていいと
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おもった。校長先生みずからしょうがいのある
このめんどうをみていていいとおもいました。

・・・
　リレーのことをきいた時、最初はどういうこ
とか分からなかったけれど、ビデオを見て、確
かに世界一難しいリレーだと思いました。支え
ん級の人がうまく走るにはどうしたら良いか、
みんなで考えて、協力していて、すごく良い学
年だなと思いました。鴨居小の 6 年生にも支
えん級の人がいるけど、ビデオみたいにはでき
ていないと思うので、卒業まで少ししかないけ
ど、もう少し改善しなければいけないと思いま
した。
　みんなが協力できるのは、先生たちがいるか
らだと思います。ビデオの中で、先生たちがみ
んな校門に立ってあいさつをしている場面があ
りました。先生たちがあいさつをしたりしてい
るから、いい学校になるんじゃないかなと思い
ました。
　リレーの時に、だれも「おそい」とか文句を
言っていなくて、みんながちゃんと 1 人 1 人
を理解しているからかなと思いました。

・・・
　私が心に残っったのが大空小学校の運動会で
す。運動会ではしょうがいの人をたすけあって
いてすごいと思いました。れんしゅうとかでは、
こうちょう先生が少しきびしくしどうしていて
本ばんにつながってすごいと思いました。

・・・
　ぼくが一番心に残った場面は、映画の中ばん
に大空学校みなさんが、リレーのれんしゅうと
運動会（リレー）です。リレーのれんしゅうの
時は、大空学校の 6 年生が運動能力の事でも
あたまを使いしょうがいをもつ子をどうやって
走らせるかをかんがえているところがいんしょ
うにのこりました。
　しょうがいをもつ子とのふれあいも大事だと
おもいました。

・・・
　世界一難しいリレーは、一人で走っていた人
もいたし、二人で協力して走っている人がいま
した。協力して助け合うことが大切だと思いま
した。バトンをわたす時に上手くもらえなかっ
たりわたせなかったりしていました。

・・・
　世界一むずかしいリレーで思ったことはみ
んな心を 1 つにしてたと思いました。なぜか
というとみんな自分が走っている時は全力で、
走っていない時は仲間の応えんしていたからで
す。

・・・
　あまりちゃんと走れない人、ふつうに走れる
人で二人で走って協力していたのが心に残っ
た。
　みんな仲良く友達ってすごいなと思いまし
た。

・・・

・リレーの時みんな団結でがんばっていたと思
います
・障害の人もみんな平等にリレーをやっていた。
・校長先生の一人一人への言葉もよかったと思
います。
・鴨居小学校と違ってみんなリレーにでれてい
ていいな ? と思いました。

・・・
　運動会で「世界で一番むずかしいリレー」で
六年生が全員走るのが鴨居小とはちがったりし
てやっぱりその学校によって様々なんだなと思
いました。あと一年生か二年生の子がすすんで
手をあげていてすごいなぁと思いました。
　リレーの練習で校長先生が自分で六年生の授
業をしていてすごくきんちょうしたと思いまし
た。

・・・
　世界一難しいリレーは、1 人ではうまく走れ
ない子と二人三きゃくで走る、すごいリレーだ
と思いました。みんなが協力しあって、「いやだ」
という言葉は一言も言わず、真剣に取り組もう
としている事が伝わりました。先生達も、あき
らめないで、根気よく教えていて、二人三きゃ
くというより、みんなで走っている感じが伝わ
りました。世界一難しいリレーは、1 人で走っ
ているけれど、みんなで走るリレーだと思いま
した。みんなは、あきらめずに、真剣に取り組
もうとしていて、先生達も、根気よく教えてい
て、すごいと思いました。

・・・
　大空学校の人たちは障害のある人の事をサ
ポートをしていていいなと思いました。
　鴨居小にも、さくら学級があるので自分もサ
ポートできるならしてみたいと思いました。
　大空小学校の運動会のリレーは、足の速い人
だけじゃなくて、みんなが走るから他の人の事
まで考えて走らないといけないので障害の人
を、手伝ってあげている所がいいと思いました。
　校長先生は、思いやりのある人だと思うし、
みんなのためを思っていっている所がいい先生
だなと思いました。

・・・
　みんなで助け合っていて、どんな子もサポー
トをしたりしていて、すごいと思いました。運
動会の映ぞうを見て、リレーのれんしゅうの時
もみんなで協力しててすごいと思ったし、本番
の運動会でも、一人で走れない子がいたら、一
緒に走ったりして、すごいと思いました。校長
先生が生徒たちの勉強に参加していたり体育の
じゅぎょうでも参加していて、すごいと思いま
した。
　大空小学校の人達は、みんなで助け合ったり、
協力し合っているので、すごいと思いました。

・・・
　ぼくは、しょうがい者でも、1 人の人間だと
見ていて、助け合いをしているのがいいと思い
ました。リレーや、遠足、何でも、さくらの先

生達のような人が、いるのではなく、１人、１
人が助け合い、しょうがい者だからといって、
へん見を持っていなくて、いいと思いました。

・・・
　なんで「世界一むずかしいリレー」なのかな
と思っていたけど、見ていくうちに、みんなが
力を合わせないと走れないリレーだと分かっ
て、しょうがい者だと二人三きゃくで走って、
次の人へとバトンをつなげていって、とても 1
人 1 人の力も大事だけど、みんなでゴールへ
とバトンをつなげていくのが「世界一むずかし
いリレー」だと私は思いました。

・・・
　世界一むずかしいリレーってなんだろうって
おもったけどビデオを見たら、わかりました。
　ぼくは、障害者でもリレー二人三きゃくがで
きると、見て、思いました。どんな人が真剣に
とりくめば、本番では成功する。

・・・
　リレー練習が何時間あってもあきらめたりせ
ずに障がい者にもやさしく、助け合ったりして、
すごいと思いました。

・・・
　学校にいる全員の人たちがどんな人でも助け
合ったりしていていいと思いました運動会の時
も卒業式の時もみんなで助け合って成功させて
いた。

・・・
　この動画を見て思った事はこの大空小学校の
人たちは障害をもっている人をサポートした
り、手伝っていた所が心に残りました。
　クラスの絆や仲間の大切さを知りました。
　大空小学校の校長先生は生とを 1 人 1 人大
切にしているのがよく分かりました。
　運動会のリレーは、障害のある人をサポート
しながら走っている所も心に残りました。

・・・
　障害者をみんなでサポートをしていたし、と
ても仲良く過ごしていたと思います。
リレーでは 1 人で走っていた人もいた障害者
の人は 2 人で走っていて協力をしていた。

・・・
　大空小学校の生徒や先生はとても協力できて
やさしさがあるということが第一印象です。
　障害がある人が多くてもみんなでがんばって
バトンをつなげて走っていたところがよかった
です。
　卒業式ではみんな一人一人の感想を親や PTA
の人達に伝えていて感動しました。校長先生の
一人一人への言葉もやさしさを感じられまし
た。
　大空小学校の 6 年生は障害者が多いみたい
だったけど、みんなで先生達とも協力していて
とても感動しました。他にも生徒それぞれでみ
んな支え合っていたところがよかったと思いま
す。
　鴨居小学校もこんな
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支え合い協力的な学校にしていきたいと思いま
す。

・・・
　リレーで全員でるリレーがあるんだなっと思
いました。うんどう会の時、みんないっしょう
けんめいがんばっていた。6 年生たちが協力し
て、しょうがいの人がまよっていたりしたら、
みんなてつだっていて、すごいと思いました。

・・・
　鴨居小学校ではやっていないのに大空小学校
ではリレーの時はしれない子と 2 人ではしっ
て助け合いをしていた。みんな仲が良かった。
　2 人で走っている時にみんな「がんばれ」て
おうえんしていた。協力しあっていた。
　修学旅行で鼻をかんであげていた。私はでき
ないからすごい。

・・・
世界で一番むずかしいリレーについて
・二人で走る子は、大変そうだけど楽しそうに
見える。
・一番むずかしいリレーなんて大変そうだった
けどイヤイヤやるよりは、自分からすすんで。
卒業式について
・いろいろな子供たちに言葉をあげていてすご
いと思った
・自分の学校じゃあ人々の違う目とかもあるか
ら
・そうゆう一人一人親や大切な人に言葉をあけ
ていていいと思いました。
・自分たちの学校じゃああんなすごいことして
ないと思いました
・卒業式は、自分自分の卒業式があるから楽し
みながら卒業するのもありかなって思います。

・・・
　世界一難しいリレーでは障害者といっしょに
はしるということでいっしょうけんめいにバト
ンをつないでいる所が心に残りました。世界一
難しいリレーは障がいをもっている人でも協力
して友達とがんばってバトンをわたすというこ
とがわかりました。鴨居小ではできないことが、
大空小ではふつうのことで、大空小は、一人一
人自分で学校を創ることで、いいことができる
ようなふうでいいと思いました。みんながみん
なでがんばっているところが感動しました。

・・・
・一人一人助け合っていた。
・仲良しだった。
・一人で走れない子が他の子と一緒に走ってい
た。（サポートしていた）協力しあっていた。
・楽しさが伝わった。
・青空小学校の人の優しさは鴨居小にはないと
思った。
・自分はあんなに優しくできないと思った。
・青空小学校の人たちみたいに優しくなりたい
と思った。

・・・
　世界で一番難しいリレーで学んだことは、支

援が必要な人とどのように関わればいいかで
す。
　見て思ったことは、みんなでささえ合って（た
すけあって）リレーをしている姿がかっこいい
と思いました。足の速さかんけいなく全員で
走ってました。
　電車の中で女の子が男の子の鼻をかんであげ
ていたことがしょうげきでした。さりげなく
しててすごいとおもいました。自分は 3 才の
いとこがいてなれているから、たぶんできると
思ったけど、ほとんどができないと思いました。

・・・
　どうして世界一難しいのかよくわからないけ
ど、一人一人いっしょうけんめいがんばってい
る事はとてもつたわりました。鴨居小学校とは
ちがって、しょうがいしゃといっしょに走って
る人がいました。その人たちは、やさしいなと
思いました。
　鴨居小は、えらばれた人しか走れないけど、
みんなが走れるのはいいと思います。
みんな、協力したり、助けあったりして、一つ
にまとまっている感じがしました。

・・・
　リレーのとき、障がいを持ってる人といっ
しょにきょうりょくして走っているところが心
に残りました。2 人で走ることが世界で一番難
しいリレーなのかなと思いました。

・・・
　リレーのときになかなかすすんでいなかった
けど、まわりの人たちがやさしく教えてあげて
いた。
　うまく走れない人たちがいても、あきらめな
いで二人で走っていたり、バトンパスが全然う
まくいってなかったけど、最後まで走っていて
すごいなと思いました。

・・・
　しょうがいをもつ人の多い 6 年生だからリ
レーをやる事がむずかしい。
　クラスのみんなの仲がいいと思った。
　みんな勝ちまけを気にしてないように見え
た。

・・・
世界一難しいリレーについて
・障害をもっていても、一生けんめい練習して
いてまわりの人と助け合っていて団結してい
た。
卒業式について
・校長先生が一人一人に対して言葉をかけてい
たのがまとまってるなと思いました。
・先生たちが大変そうだった。
まとめ
・リレーも卒業式もまわりの人が助け合ってい
て一人一人一生けんめいしていてすごいなと思
いました。鴨居小学校もこうなってほしいなと
思いました。

・・・
　みんな一生けんめい学校生活を送っていて、

鴨居小とはまたちがう学校生活を送っていて、
みんなで助け合っていたと思いました。みんな
助け合っていて、何も言わずに助け合っていて、
それがすごいなと思いました。私も何も言わず
に助け合いたいです。大空小学校の友達はみん
なやさしく接していたのがすごいなと思いまし
た。

・・・
　世界一難しいリレーの場面を見て、障がいを
もっている生徒も一緒に走っていて、大空小学
校は仲がとても良く、団結していてみんな楽し
そうでした。障がいをもった生徒と二人で走
るとても難しいリレーだから、世界一難しいリ
レーなのだと思いました。

・・・
　世界一むずかしいリレーはかちまけがないと
思いました。みんながリレーにでるから 1 人 1
人がんばらなきゃいけないし、1 人 1 人とゆう
言葉が強くつたわりました。

・・・
・体が不自由な子がいる中で、みんなで協力し
てやるリレーは、勝つことどころか、やること
まで難しいような気がした。
・体が不自由なこともいっしょに走り、バトン
をつなげるのがとても大変。
・リレーは障害のある声と協力してやることだ
とふつうのリレーより難しく感じた。
・障害を持つ子が多い 6 年生のリレーは難しい
と思った。
・体が不自由な子が多い中でリレーをやるのは、
バトンパスも走るのも難しく世界一難しいと感
じた。

・・・
世界一難しいリレーについて
・障害をもっている子も一緒に走っていた。
・みんな協力し合いながら走っていた。（2 人
で走っていたところなど…）
卒業式について
・校長先生が、1 人 1 人に言葉をつたえていて、
すごいと思った
・大空小学校の子ども達が、楽しそうだった。
・みんな助け合っていた。
・修学旅行の電車で「ぱっ」とティッシュでは
なをかんでいたのが、すごいなと思った。
・校長先生が大空小学校のみんなと、たくさん
関わっていた。
・砂をさわっていた男の子の手を取って校長先
生が笑顔で、手を洗っていた。

・・・
世界一難しいリレーについて
・障害を持っている子もいたけどみんなで協力
して走っていたから団結していると思った。
卒業式について
・校長先生が 1 人 1 人にむけて言葉を言ってい
たのがすごかった。
電車の中で
・となりの子のはな
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みずをふいてあげているのがすごく仲良しな学
校だと思った。

・・・
　私は、運動会のリレーで 2 人で走っている
人もいたからなんでだろうなと思いました。鴨
居小だと、選ばれた人しか走れないし、1 人だ
から違うなと思いました。でも、2 人で助け合っ
て走ったりしてて、みんな優しいのかなと思い
ました。
　校長先生が朝会みたいなので、名前を覚えて
いるのがすごいなと思いました。

・・・
・先生がすこししかいなくてたいへんそうだっ
た
・とてもたのしそうにしていた。

・・・
世界一むずかしいしいリレー
・しょうがいしゃがいるから？なんで世界一わ
からない
・2 人でやっている人がいるから？人のかんけ
い
・あんなに協力しているのは凄いと思った。
　そつぎょうしょうしょが、一人一人行ってい
てていねいだった

・・・
　障害のある子も一緒に走るからバトンをつな
げるのが難しく感じだと思いました。
　障害のある子とない子が一緒にリレーをやる
のは勝つことよりも走りきることが難しいから
助け合っていたことが感じた。

・・・
　大空小学校の校長が色々とやっている

・・・
　障がい者が多く走る。ささえて走ったりして
いるのか多かった。（協力）支援が必要。

・・・
・みんなが協力し合っていた
・全員がリレーに参加していた
・自分だけでなく、周りのことまで考えていた。
・みんな助け合っていた
・先生がイキイキしていた。
・やさしい子がたくさんいた。

・・・
世界で一番難しいリレーのこと・かんじたこと
・やってることが鴨居小た全然ちがう。
・登校しているときにみんなで歩いている。
・校長のいい方が強気

・・・
　僕は、すごい校長先生が生と一人一人のこと
を見ていると思いました。

・・・
・1 人 1 人がリレーに、いっしょうけんめいに
取りくんでみんなでたすけあいながらやってい
てた。
・みんな参加していた。
・リレーのときに手をひっぱて協力していた。

・・・

・みんな助け合っていた。
・仲良くしていた。
・全員がリレーに参加していた。
・障害者の人たちをまわりの人たちがひっぱっ
てリレーをしていた。

・・・
・世界で一番難しいリレーはてをつないだりし
て二人で走ることだと思いました。
・リレーでたすけあってすごいと思いました。
・1 人 1 人走るのをがんばっていたところがい
いと思いました。

・・・
・よくがんばっていた
・しょうがいをもっているこがいてその子をサ
ポートしている  たすけあっている
・修学りょこうの電車で女の子がサポートして
いるのがすごいの思った。

・・・
・「世界一難しいリレー」で、大空小学校ほ障
がいのある子もみんな一緒に「世界一難しいリ
レー」をやっていて感動しました。
・みんな仲良く楽しそうで、良いと思いました。
・色々助けあっているところが良いと思った。
・校長先生が体育の授業を熱血におしえていて、
良いなと思った。

・・・
　しょうがいをもつ人が多い 6 年生のリレー
だから、世界一むずかしいリレーだと言ったの
だと思った。体が不自由な人とふつうの人たち
が、協力して走っているところが、心にのこっ
た。

・・・
　世界一難しいリレーは、一人で走っている人
もいたし二人で協力して走っている人がいまし
た。

・・・
・助け合い、サポートなどを書いている人が多
かったと思いました。
・みんなだいたい似ている事を書いていました。

・・・
・障害を持っていても運動会にむけて協力して
練習している× 2
・協力して走っている。障害の子も走っている
・障害を持っている子もいたけど協力して走っ
ているから世界一難しいリレーだと思う

・・・
・リレーも卒業式もまわりの人が助け合ってい
てすごい。
・世界一難しいリレーだな
・鼻をかませてあげるところがびっくりした。
私にはそこまでできないなと感じた。

・・・
・みんなが 1 人 1 人走るからがんばらなきゃい
けないと思いました。
・1 人 1 人がリレーをがんばって走っていてす
ごいなっと思いました。
・そつぎょう式のときに校長先生が 1 人 1 人に

言葉をいっていたところがすごいと思いまし
た。

・・・
・一年生も進んで手を挙げてすごいと思いまし
た。
・大空小学校は、全員が弱音ははかないし、あ
きらめない心を持っていていいと思いました。

・・・
・6 年生のリレーがサポートをしながら走って
いる所がすごい。
・校長先生が生と 1 人 1 人への思いがすごい
・障害の人をサポートしている。
・全員で助け合っている。

・・・
・障害を持っているこがリレーで走っていると
きにサポートしているところがやさしいと思っ
た。
・楽しそうに見えた
・みんな友達思い
・みんな助けあっていた

・・・


