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学級だより

ステップ ＆ ゴー！

佐渡市立沢根小学校
Ｈ２９

８・９月

～ Step & Go！～

２学期の始まりです
２学期が始まりました。水泳大会をがんばったり、家族や
親戚とふれあったりして楽しく過ごしたりした夏休み。この
夏休みの様々な経験を糧に、２学期からの学習・生活などに
進んでチャレンジしてほしいと思います。
行事が多い２学期です。９月には佐渡市陸上大会、１０月には文化祭・学習発表会、１１月
は佐渡市音楽発表会と校内だけでなく佐渡市の小学生や地域の方との行事もあります。作品や
発表で自分を表現する個人のがんばりはもちろんですが、みんなの心を一つにして取り組むこ
とが大切です。爽やかな達成感がもてるように、お互いアイディアを出し合い、相手の気持ち
を考えながらゴールに向かって進むことができるように取り組ませたいと思います。

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

陸上・リコーダー・マラソン練習開始
２学期がスタートして１週間。９月になりました。陸上・マラソン
・陸上・マラソン・リコーダー練習も始まっています。昨日は、体育
館でのマラソンがんばりタイムがあり、ペースを考えて一生懸命走る
姿が見られました。それぞれが自分のできることをがんばり、みんなと力と心を合わせて取り
組んでほしいと思います。寒暖の差が大きくなりました。体調管理をお願いします。

★ マラソンのめあて ★
友達に勝つのではなく、自分の気持ちに勝つ！
できるだけペースを落とさずに走る。
全力で走って、ゴールした後に（もう少し走れた）と思わないように走りきりたい。
一位になれるように、走る練習を一生懸命する。
自分のペースで走る。
今年も全力で走り抜き、あわてず、あきらめずに１位をとりたいです。
練習で、同じペースで速く走りたいです。
走る速さを変えないで、同じペースで走りたいです。
去年よりタイムをよくするために、ペースを変えないで走る。
昨年のタイムをこすために、マラソンがんばりタイムで昨年より多く走る。
自分のペースをつくせるようにマラソンタイムで６周走るのをがんばりたいです。
マラソンがんばりタイムだけでなく、家でもがんばって走る。
自己ベストを出し、３位以内に入れるように、最後まであきらめないで走る。
ペースを上げたり下げたりしないようにして、できるだけ速く走りたいです。
途中でスタミナを使い切らないように同じペースで走る。坂は足を多く動かす。

陸上大会に向けて～合同陸上練習
５日に、佐和田地区４小学校の５・６年生が集まる合同陸上練習
が行われました。各種目に分かれ、中学生から様々な体の動かし方
や、走る・跳ぶなどのコツを教えてもらいました。また、同じ種目
に挑戦する人たちと一緒にがんばることで、いつもと違った緊張感で練習に取り組むことができ
ました。来週は、陸上競技場での練習があります。陸上を教えてくださっている地域指導者の方
からのアドバイスをもとに、自分の記録がよくなるように精一杯取り組んでほしいと思います。
私は、うれしかったことが２
つあります。１つ目は、中学生
が手助けなどをしてくれたこと
です。私がスターティングブロッ
クをうまく使えずにいる時、近く
にいた中学生が使うのを手伝
ってくれました。２つ目は、上手
にウォーミングアップができた
ことです。声もちゃんと出せまし
た。

ぼ くは 、走 り 幅 跳 びを練 習しま
した 。中学 生が分 かりやすく教え
てくれて、記録がのびました。や
っぱり陸上部のみなさんはすご
かったです。やさしく教えてくれて
記録ものびて、ぼくは、「やっぱ
り、中学生はすごい！」と思いま
した。この練習で学んだことを生
かし、陸上大会で入賞したいで
す。

佐 和 田 中 学 校 で 、合 同 陸 上 練 習
がありました。中学生の人たちが、
どうやったら速く走れるか教えてくれ
ました。いつもの練習と違う練習を
しました。アップもいっぱいしました。
タイヤ を引きずって走ることもしまし
た。違う学校の人たちが走るのが速
か っ た の で 、大 会 では 負 け ない よ う
に速く走り たい です。

今日の合同陸上練習で、
いいことが２つありました。
１つ目は、みんなとボール
投げをして、友達が増えたこ
とです。
２つ目は、友達と一緒にや
ったので緊張しないでできた
ことです。このまま緊張しな
いで、本番にのぞみたいで
す。

高跳びのアップでは、主に足を高く上げる動きをしました。
お手本の中学生に比べて、私たち小学生はなかなか足が高
く上がらず、中学生の皆さんを「すごいな、かっこいいな。」と
思いました。９５ cm はなんとか跳べましたが、１ｍからは上
手 に 跳 ぶ こと が で き ず 、 ゴ ム が 足 に 引 っ 掛 か っ て しま い まし
た 。他 の 学校 の 人た ちは もっと跳んでいた ので、私も 練習を
がんばって入賞できるようにしたいです。中学生は腕に筋肉
がついていて、練習をしっかりやっていることが分かりまし
た。 私も来年中学生になった時に、練習をなまけないで、同
じようにがんばりたいです。

陸上大会 ～自分を信じて～
２学期から始めた陸上練習。今週は陸上競技場にも行き、大会の雰囲気を味わいながら練習を
行いました。それぞれが自分の記録を少しでもよいものにしようと取り組んでいます。
この３連休で足の疲れをとり、体調を整えて自分に挑戦してほしいと思います。

★陸上大会のめあて
自分の記録よりも良い記録を出す。

足を速く動かし、17秒台をきる。

ペースを落とさないで最後まで走る。 めざすは高跳び１ｍごえ！
ファウルにならず９ｍ以上投げたい。 自分のベストをつくす。
３ｍ以上跳んで入賞したい。

少しでも高く跳べるようにがんばる。

ボール投げでベストを出したい。

自己ベストを出す。悔いの無いように走る。

あきらめずに大ジャンプをする！

今までの記録より速く走る。

沢根魂で14ｍをめざす。

３ｍ50cmを超えるように高く跳ぶ。

足を高く上げて95cmをこえる。

ありがとうございました

授業参観・懇談会

～河原田小にて～

あいさつ運動（６年）

先週、佐和田地区あいさつ運動で、河原田小学校に行きました。
「おはようございます！」の元気な声を届けることができました。

一日のスタートはあいさつから。これからも素敵なあいさつを心がけたいですね。

８日は、お忙しい中、授業参観・懇談会に来ていただきありがとうございました。
悲しい思いをしている人を助けようとする人、言葉で責める人などの様子を読み、

「自分だったら」を考えました。友達に手をさしのべる気持ちを育てたいと思います。

自分の気持ちを俳句・短歌に
国語で学習した俳句・短歌の形をもとに、自分の気持ちを

入れて作りました。情景からそのときの気持ちを想像して読
んでほしいと思います。

あたたかな 春のお便り
君に来る
兄 か ら のさ ん ま の おた より
うれしいな
きも だ め し おど か す人 を
おどかした
く り ご はん 食 え ば 食う ほど
美味になる
十五夜 うさぎが見える
月の中
真夜中に 蛙の合唱
ゲーコゲーコと
夜 の田 に ゲ コ ゲコ カ エル は
かいぎちゅう
まいおちる 桜の花が
つぎつぎに

たのしみは
名前よばれて
テスト百点

笑い出る時

きんちょうし
ここちよい時

たのしみは
朝の学校 友達と
あいさつかわして

たのしみは
ランニングホームラン かっとばし
センターの頭を とびこえた時

たのしみは
だいすきな本に 囲まれて
はなしの中に はいりこむとき

たのしみは
歌手の気分で コンサート
気分爽快 笑顔になる時

たのしみは
お昼休みの ドッヂボール
みんな仲良く たまらない時

たのしみは
犬のにくきゅう さわる時
ぼーっとした顔 おもしろい時

陸上 ～自己ベストを目指して～
よい天気で始まりましたが昼過ぎから一転黒雲が…リレーを
残しての中止となってしまった陸上大会。しかし、子どもたち
は、自分の種目で一生懸命がんばる姿を見せてくれました。
少しでもよい記録に近づくために続けてきた練習。そのがんばりがこれからも生かされること
を期待しています。子どもたちへの応援やテントの片付けなど、大変ありがとうございました。
私の種目はボール投げでし
た。練習より飛ぶか心配でし
た。ボールの重さは一緒なの
に、場所や人数が変わるとす
ごく緊張します。結果は練習
と同じくらいでした。練習で
は（ああ、くやしい）と思う
のに、陸上大会ではすごくす
っきりした気持ちで終わりま
した。なぜなのか不思議です
が、それより楽しくできたと
言う感じです。今年はリレー
ができなくて残念です。だか
ら来年はリレーに出たいです。

ぼくの競技は、走り幅跳び
です。練習が１回で本番が３
回でした。幅跳びで本番の時
全部ファウルだったので、距
離をとることがぼくにとって
難しいことが分かりました。
記録は出なく、入賞もできな
かったけれど、よい反省にな
りました。次やる時には、反
省したところを直していい記
録を出したいです。

私は陸上大会でうれしか
ったことが２つあります。
１つ目は、１００ｍで自己
ベストが出せたことです。
今まで２０秒をきれなかっ
たので、１９秒と知った時
はびっくりしました。これ
からも速くしたいです。２
つ目は、他のみんなががん
ばっている所が見れたから
です。普段は分かれて練習
しているので、みんながや
っているのを見るのは楽し
かったです。
わたしは陸上大会でボー
ル投げをしました。最初は
緊張したけれど、思いっき
り投げました。土屋先生に
教えてもらったことを思い
出してファウルなしででき
たけれど、自己ベストはで
なかったです。でもがんば
ったので来年はいい記録を
出したいです。もっと練習
をがんばりたいです。

本番で緊張しながらボール投げの競技を見
ていました。すると、先頭の人が１３ｍくら
いいったのであきらめかけたけれど、今まで
の練習を思い出してやれる気がしました。自
分の番がやって来て投げたら、１０ｍ５０ｃ
ｍ飛んだのでうれしかったです。でも、２組
の人もいるので、どきどきしていました。結
果が分かる紙を見ると５位になっていたので
すごくうれしかったです。

ぼくは陸上大会でボール投げの
種目に出場しました。ぼくはいつ
も練習のとき９ｍ以下の記録しか
出ず困っていました。何回も何回
も投げたのに９ｍ以下しかいか
ず、少し落ち込みました。一番最
後の練習で思い切り投げたら１０
ｍにぎりぎり届いてすごくうれし
かったです。
本番の３回のチャンスで１回で
もファウルになったらすごくもっ
たいないと思いながら投げたら、
１０ｍ５０ｃｍ近くの自己ベスト
が出て、６位入賞しました。すご
くうれしかったです。
ぼくは陸上大会で、今まで練習
してきた成果をぶつけてやろうと
思いました。走り幅跳びでぼくの
番がきました。３回ともファウル
はしませんでしたが、記録はだん
だん下がっていきました。結果、
ぼくの最高は３ｍ３３ｃｍでした。
けれど、自分の本気を全部出し切
れたので、とてもうれしかったで
す。

陸上大会の走り高跳びでがんばったことは２
つあります、１つ目は最初の足を高く上げた所
です。私が跳んだのは９０ｃｍでした。コツを
も思い出して足を高く上げたら跳べました。め
あては９５ｃｍだったけれど自分の力が出せた
のでよかったです。２つ目はぬき足を棒に当た
らないように上にあげて跳ぶことです。気を付
けて上手に跳べました。リレーはできなかった
けれど、高跳びで精いっぱいの力を出せたので
よかったです。

私は１００ｍに出場しました。今年が最後なので、今まで教
えてもらったことを思い出しながら走りました。練習の時に１
７秒台で、今日走っていて１秒もいっていないかもしれないけ
れど、少し速く走れたような気がしました。目標は１６秒台な
ので、タイムがいいとうれしいです。リレーは天気が悪くてで
きませんでした。とても悲しかったです。でも、自分が持って
いる力を発揮することができてよかったです。

陸上大会で私が気を付けたことは２つです。１つ目は
足を上げることです。高跳びなので、足を上げることで
より高く跳ぶことができると思ったからです。２つ目は
バーに手が当たらないことです。跳べても手が当たるの
で気を付けました。
途中で天気が悪くなり、リレーはできませんでした。
でも、違う小学校の友達ができました。リレーができな
くて残念だったけれど、来年は今の５年生が優勝目指し
て走ってもらいたいです。私は、これからもあきらめな
い気持ちを持ち続けたいです。
私が今年出る種目は高跳びです。練習では、１ｍを
１回しか跳べませんでした。本番では緊張よりも（１
ｍ跳べるか）という不安がありました。私の番が来た
時は、跳べなくてもがんばって跳ぼうと思い、思いっ
きり足を上げて跳びました。そしたら着地していてバ
ーが倒れていませんでした。うれしくてびっくりしま
した。１ｍ５ｃｍでは、３回目の時に左足がバーを越
え、初めて跳ぶことができました。残念ながら１ｍ１
０ｃｍは跳べなかったけれど、自己新記録を出せたの
でよかったです。
リレーは大雨と強風で中止になってしまい、やりた
かった気持ちを残し、終わりになりました。リレーは
くやしかったけれど、高跳びはよい記録が出たのでよ
かったです。
陸上大会がありました。私ががんばったことは２つ
あります。
１つ目は、選手宣誓です。最初、宣誓をすると聞い
た時はびっくりしました。でも、練習をしているうち
に緊張がほぐれてきました。大会では、しっかりと大
きな声ではきはきとゆっくり言えたのでよかったです。
２つ目は１００ｍ走です。練習の時は、１６秒３４
でした。大会で走った後記録を見てみたかったけれど、
天気が悪くなってきて見れませんでした。そして風や
雨が強くなったので、リレーもできませんでした。く
やしかったです。でも、一所懸命走れたし、応援がで
きたのでよかったです。

今日、陸上大会がありました。ぼ
くは、走り幅跳びをしました。目標
は 「自 分 の ベ スト を つく す」で し
たが、本番にベストをつくすことは
できませんでした。
５年生の時は入賞できましたが、
６年生になるとみんなレベルが高
く、とてもすごかったです。入賞は
できませんでしたが、とても楽しか
ったです。
私の目標は「自己ベストを出すこと」
と「悔いのないように走る」というこ
とでした。私の出番まで待つ時は、寒
さと緊張でいっぱいでした。ブロック
は教わった通りにセットしました。「バ
ン！」とピストルが鳴って走りだすと、
何も考えられなくなって、ただひたす
らにがむしゃらに走りました。走った
組の中では、２位か３位だったと思い
ます。記録をまだ見ていないので自己
ベストかどうか分かりませんが、一生
懸命走れたのでよかったです。
ぼくは陸上大会で緊張はしませんで
した。ぼくの競技は、走り幅跳びでし
た。ぼくは友達と招集所に行きました。
練習をして本番になりました。
ぼくは、練習したことを思い出しな
がら跳びました。でも、３回ともミス
をしてしまいました。１回目のジャン
プの時おしりから落ちてしまい、記録
が悪くなりました。２回目は左足でジ
ャンプしてしまい、３回目はファウル
になってしまいました。今度やる機会
があったらがんばりたいです。

一歩一歩登ったドンデン山
よい天気のもと、沢根小最後のドンデン山遠足が行われました。
アオネバの坂道を一歩一歩進んだ子どもたち。足元に気を付けな
がら、息遣いも荒く登っていきました。枝から漏れる光や川の音
花の色に目を向ける余裕まではなかったかもしれませんが、全員が登りきることができました。
ドンデン山に山登りです。前日は、
（そんなにつらくはないだろう）と思っていました。
が、登り始めると、足場を考えて歩くのがとても大変でした。言葉が出なくて、ため息が
たくさんでました。私の心はギャーとさけんでいました。休憩所に着いたときのうれしさ
は思い出になると思います。すごくつらかったけれど、楽しくて気付いたら家に帰ってい
ました。一番びっくりしたのは山荘の景色です。佐渡の半分が見えました。高い所はとて
も美しく、きれいな景色が見えることに感動しました。

今日の遠足で思ったことの１つ目は、「佐渡っ
てこんなにきれいだったんだ」です。ドンデン
山荘から見た景色がとてもきれいでびっくりし
ました。ずっとこのままでいてほしいです。２
つ目は「頂上まで行けなくて残念だなあ」です。
バスの時間に間に合わないのでいけませんでし
た。何かの機会にまた登りたいです。
今日は沢根小最後の遠足でした。ド
ンデン山は思っていたよりもきつくて
疲れました。６年生が、自分の班のこ
とやぼくのことを心配してくれたので
うれしかったです。急な坂や、足場が
ほぼない川などを通るときはとても大
変だったけれど、けがをせず楽しく遠
足ができたので、自分のめあては達成
できたと思います。沢根小最後の遠足
を、楽しく安全にみんなと一緒にでき
て良かったです。
ぼくは今日の遠足は楽かなと考え
ていたけれど、すごくきつかったで
す。けれど、友達と声をかけ合って
がんばれました。歩いている途中、
キノコや虫、植物などがありました。
昼ご飯のとき、友達と仲良く食べま
した。おやつタイムのとき、みんな
と交換したり一緒に食べたりして楽
しかったです。

ぼくは、遠足で一番後ろだったので大丈
夫かなと思っていたけれど、あまり疲れず
にしっかり歩くことができました。友達と
一緒に、少しずつ休みを入れながら歩いて
いました。途中、すごく急になるところが
ありました。だけど、みんなで楽しく歩け
たので良かったです。

わたしは遠足でドンデ
ン山に登りました。登っ
た道はアオネバです。け
っこうけわしい道でし
た。苦しかったです。歩
いているときに息がゼイ
ゼイいったけれど、止ま
って休んだら少し楽にな
りました。おやつタイム
の所までがんばって登り
ました。おやつが甘くて
おいしかったです。

ぼくは最初ドンデン山
の登山道を見たとき（や
ばい、これ疲れるな…）
と思いました。思った通
り急な道でした。もう足
が限界で横になりたいと
思いました。けれど、み
んなががんばっている姿
を見て、ぼくもがんばろ
うと思いました。助けて
助けられて、協力して山
荘につきました。うれし
かったです。

わたしたちは急な所を登りました。岩や川がありま
した。がんばったことは２つあります。１つ目は、足
を高く上げて岩を登ることです。岩がとても大きい所
があったので、手でどこかにつかまって登りました。
２つ目は、川を渡ることです。川の石はすべったりぬ
れたりするので気を付けて渡りました。お母さんにも
支えてもらいました。上手に渡れました。楽しかった
けれど、少し大変でした。

到 着 ！ お弁 当 ！
ドンデン山 荘
での笑 顔

一歩一歩踏みしめて登る…
今年初めてアオネバを登りま
した。最初はどんなところなの
かなと楽しみでした。登ってみ
たら水が流れているところがあ
ったり、急な坂があったり、石
にこけが生えていてすべるとこ
ろがあったりしてこわかったけ
れど、最後まで登れたので良か
ったです。去年に比べて距離は
短かったけれど、歩き慣れてい
なかったので長く感じました。
でも、登り切った後のお弁当は
とてもおいしかったです。疲れ
たけれど、楽しい遠足になった
と思います。

小学校生活最後の遠足でがんばっ
たことの１つ目は、険しい道です。
私はすごくマイペースなので、ちょ
っと空を見ただけでズルッとこけて
しまいました。靴ひもが石に引っか
かったり、川を渡ったりとすごく大
変でした。２つ目はドンデン山まで
の距離です。歩く中で「疲れた～」
などはあまり言わないようにしてい
ました。なぜなら、その言葉で他の
人も自分もよけいに疲れると思った
からです。最後の遠足は険しく足も
痛くなりましたが、みんなで協力し
て登れてよかったです。家族で山登
りがしたいです。

今日はドンデン山に
で山登りをしました。
ぼくたちは、アオネバ
というとても険しい道
を通りました。ぼくは
何度かすべってしまし
ました。また、道には
先日の雨で、道には水
が流れていました。そ
して、山荘に着いてか
らのごはんがとてもお
いしかったです。沢根
小最後の楽しい遠足に
なりました。

最初はドンデン山がどんな山で大変なのかが分かり
ませんでした。でも少し登ってみると道はせまく、た
くさんの木に囲まれていて坂もたくさんあり、とても
きつかったです。水がたくさん流れているところを渡
ったり、手をついて登ったりと汗もたくさんかきまし
た。その中でも一番大変だったところは、最後のアオ
ネバ十字路に行く１ｋｍほど前の道です。足を高く上
げたりと、すごく険しい道ばかりでした。
ついてからのお弁当は、とってもおいしかったです。
みんなのお弁当を見たり交換したりしました。おやつ
交換では１年生とも６年生ともみんなとして、なぜか
最初より少しおやつが増えていました。最後の遠足が
思い出でいっぱいになって良かったです。
私たちが登った所は、急な斜面がある道でした。足
場が悪くて登りにくかったです。私が特にがんばった
ことは、すべらないように気を付けて登ることです。
雨が降った後だったので、すべりやすかったです。で
も、足元を見て注意して登れたので良かったです。
急な斜面を登り切ったら、楽な道になりました。そ
してドンデン山荘に着きました。お昼ごはんを食べま
した。とてもおいしかったです。最後に記念写真を撮
りました。とても楽しい遠足になりました。

遠足の道のりは、私が思っていた以
上に大変な所でした。川や滑る場所、
坂の所は特に大変でした。大変でした
が、景色は緑がいっぱいでとてもきれ
いでした。川の流れる音も聞こえて、
心地よい音でした。
ドンデン山荘から見る景色も、佐渡
の形まで見えてとてもきれいでした。
お弁当もおいしかったです。今度はク
ラスのみんなで登ってみたいです。

ぼくは、今日初めてきびしい道を歩
きました。途中でくじけそうになりま
した。だけど、がんばって登ったら楽
しくなりました。途中で５年生が後ろ
に行ったけれど、大丈夫だったので良
かったです。
登 っ て 山 荘 に 着い て お 弁 当 を 食 べ
て、みんなで遊んで楽しかったです。
尻立山に行けなかったけれど楽しい遠
足でした。

今回、多くのおうちの方からも参加していただきました。子どもたちも安心して登山に取り
組めました。ありがとうございました。ドンデン山荘からの景色、素敵でしたね。今回眺めた
佐渡の形や自然の素晴らしさを心にとどめておいてほしいなと思いました。

コンバイン体験

～稲刈り～

黄金色の稲穂が風にそよぐ田んぼで、稲刈り体験をさせていた
だきました。コンバインに乗って刈りとりの様子を間近で見たり、
収穫したもみを移すのを見たり、生き物の多様さに驚いたり…と
自然と向き合った仕事や、毎日の食事や生き物などを考える機会をもつことができました。
田んぼでの一年の仕事について教えていただきました。ありがとうございました。
稲刈りを見学に行きまし
た。前に見たときよりもイ
ネが育ち、とてもいいイネ
になっていました。コンバ
インに乗せていただき、と
ても楽しかったです。

お米の病気の一つで、黒
い米の病気が分かりました。
鎌でイネを刈る時の刈り方
は、草を切る時と違って、
イネの真ん中あたりに手を
置いて下の方を切ることが
分かりました。

大変なのは、稲が倒れてしまうことで、機械では
刈れないことがあることが分かった。田んぼには、
そこらじゅうにバッタ、カマキリ、カエルなど様々
な生き物がいた。田んぼはお米だけでなく、生き物
の大切な場所だということが分かった。
莉音

私はコンバインに乗ってイネを刈
ってみました。昔は、機械とかなか
ったので、鎌で刈ることが分かりま
した。昔の人々は、こんなに大変な
んだなあと思いました。コンバイン
があって楽になったんだなと思いま
した。

農家の人たちは、難しい機械を使っ
て稲刈りをしていることが分かりまし
た。ぼくは、初めてコンバインに乗せ
てもらったけれど、やっぱり操作は慣
れないと難しそうでした。

がんばったマラソン大会
校舎を周回する沢根小学校のマラソン大会。学校とおうちの方に見守られ、応援を受けなが
らの走りです。それぞれのめあてに向かって苦しくても走りきった子どもたち。ゴールの後の
顔には、疲れとともに満足感も見られました。最後までがんばる気持ち、共に励まし合う心を
もって、これからも「自分」に挑戦してほしいと思います。
私は５分を切れるように次の
２つに気を付けました。１つ目
はペースです。後で疲れないよ
うに自分のペースで走りました。
２つ目は息の仕方です。お母さ
んから聞いたやり方になるよう
にがんばりました。そしたら５
分を切ることができました。う
れしかったです。

私の目標は「３分台をだす」です。
練習では４分１８秒でした。この目
標にしたわけは、大変な目標を超え
ると達成感があるからです。残念な
がら出せませんでしたが、がんばっ
て走った結果で、６年間で初めての
１位だったのでよかったです。自己
ベストは出なかったけれど、満足し
た走りができました。

めあては「後ろを見な
い」でしたが、走ってく
る足音が聞こえました。
でも、あきらめず、５年
男子で１位になりまし
た。これまでぬかされて
悔しい思いをしたので、
ここで本気を出せてよか
ったです。

