
自由に感想を書いてください。

ボッチャはとてもむずかしかった。でもとてもおもしろかった。

ボッチャのボールはやわらかくてうまいことなげられなかったけど自分なりにできたと思った

加藤さんありがとうございました。
東京パラリンピックもがんばってください。

ボッチャの，ボールが，思ったよりころがって，おどろいた。けど，たのしかった。

ボッチャの楽しみをおしえてくれてありがとうございました。また，日本だいひょうになれるように
がんばってください。

とてもたのしかったし，ぼくはこのボッチャが大好きになりました。

ボッチャを体験してみて，すごくかんたんそうに見えたけど，少しむずかしかったです。

ボッチャは以外（意外）とむずかしくて加藤さんのを見て，どうしたらこんなにきれいに出来るの
かとすごく気になりました。これからもボッチャを続けてほしいと思いました。

加藤さんの話もボッチャの体験も良かったです
障がいがあっても楽しくスポーツができるんだなと思いました

加藤啓太さん上手かった。

今までボッチャというスポーツはしらなかったです。
やってみるとけっこうむずかしかったけど楽しかったです。

ジャックボールに近づけるときにどれぐらいの力でやればいいのかむずかしかったボッチャを
またやりたい

ボッチャを体験してすごく楽しかったので，またやりたいと思い，家で代わりの物をさがしてやってみまし
た。加藤さんの話のときも，おもしろくて，とても楽しい人だなと思いました。考え方が変わりました。

またボッチャを体験したいと思いました。

障害があっても人ということはかわらないから人としてせっしたいと思った。

障がいのある人でも，できることなんだなと思いました。

加藤さんは，最初みたときは，すごい強そうだなと思いました。しかも，ボッチャは，すごくたの
しかったです。また，ボッチャをやりたいです。

ぼくは，ボッチャ体験をしていただいて，最初はどんなのか分からなかったけどやってみるとむ
ずかしいけど楽しくなれるというきちょうな体験をしていただきました。

ボッチャは楽しかった。

ボッチャの体験が，できてよかったです。かんたんそうにみえて，少しむずかしかったです。
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かんたんだと思っていたけど，いざやってみると，ボールもちょっと重くて，むずかしかったけ
ど，とても楽しかったです。

相手のボールをはじくために，どうやってボールをころがすか考えていて，その力かげんがす
ごいと思いました。（加藤さんの）

ボッチャは聞いたことがなかったけど楽しかったです

ボッチャは見たときはかんたんそうだったけどやってみたらむずかしかったのがいがいだなと
思いました。

おもしろくて，強よかった（強かった）。

もう一回やりたいと思った。

いろいろな人がきてくださってありがとうございました。

ボッチャは最初はかんたんだと思っていたがやってみたらすごくむずかしかったです。

いろいろなことをおしえてもらった

白いボールの近くに，球をなげるのがとってもむずかしかった

楽しかった

ボッチャをたいけんしてみてとてもむずかしかったです。
また，たのしかったです。

ボッチャは，初めは知らなかったけど，実際にやってみると，とてもむずかしかったです。また
やってみたいです。

しょうがいしゃのたのしめるスポーツがむずかしいことをはじめてしった。

思ったよりボールがちいさかったのがびっくりした。
加藤さんのパフォーマンスがすごかった。

ボードをつかってともだちとはなせるのがふしぎにおもいました。

おもっているよりも，とってもむずかしかったです。

ボッチャは，思っていたよりむずかしく楽しかったです。

とても楽しかったです

〈ボッチャについて〉
最初に，加藤さんの手本を見たときは，ボールをなげるだけのかんたんなゲームだと思ったけ
れど，じっさいやってみるととてもむずかしくておもしろかったので，またやりたいと思います。
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あきらめない心を大切にして，これから，何にでも，やってみようと思いました。

色々な話をきかせてもらって，色々なことを学べました。
ボッチャ体験も，いがいとむずかしくて，楽しかったです。

ボッチャは楽しかった

また，ボッチャをやりたいです。かとうさんともたたかいたいです。

ポジティブな障害者もいるんだなと思いました。

勝とうさんがたくさんお話をしてくださって，あきらめない気持ちの大切さや，ボッチャのたのしさ
などがわかりました。とてもたのしかったです。

ボッチャはどんな人でもできるスポーツだと分かりました。

田んぼにおちてからどうやってのぼったの

ボッチャをむずかしかった。

「ボッチャ」は，見たことも聞いたこともなかったので，とても勉強になりました。

最初は，とてもかんたそうに見えたけど，とても，むずかしかった。

かんたんそうにおもってたけどいがいとむずかしかった

加藤さんに，次はかちたいです！

たのしかったです

加藤さんのボッチャをみて，これでも，パラリンピックにしゅつ場する人なんだなと思った。

ボッチャはたのしくたれにでも（だれにでも）できることがすごいと思いました

加藤啓太さん話がこころにのこった。

ジャックボールに近づけるのがとてもむずかしくて，それもまたやりがいがあってとっても楽し
かったです。

むつかし（むずかし）かったけどなぜか楽しかったです
またやってみたいです

啓太さんは，パラリンピックにいけたけど，負けてくやしい気持ちが分かりました。あと，ボッ
チャのデモンストレーションを見たとき，技がうまくて，感動しました。

きょりときょりのあいた（あいだ？）のかんかく，弱したり（弱くしたり）強くしたりもむずかしかった
ですがおもしろかったです。
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加藤啓太さんはとてもすごい人だな～と思いました。理由は，ボッチャで参加したしとても上手
だと思ったことです。

またかとうけいたさんとたたかいたいと思いました。

ボッチャをたいけんできてうれしかっこ（うれしかったこと？）です

自分が一度やると決めたら，何があろうとあきらめずに挑せんし続けることの大切さが分かり
ました。これから私も挑せんし続けようと思います。

しょうがいがあってもうんどうをしている人がいるとしった。

思っていたよりも，ボッチャはむずかしかったです。

まず，ボッチャというものをしらなくてやってたのに楽しかった。

まぁまぁたのしかった

またぼちゃ（ボッチャ）をやりたい。

とても楽しかったです。ボッチャはとてもかんたんとおもっていましたがとてもむずかしかったで
す。

とても楽しかったですが，ボッチャが正式きょうぎだっていうことを始めて（初めて）しりました。

ボッチャがむずかしかった

またどこかでボッチャをやりたいと思いました。

おもしろかった

２０２０年のパラリンピックは，テレビで見ようかなと思いました。

めちゃくちゃたのしかった
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４．加藤啓太さんのどのようなお話が心に響きましたか？

少しでも課能性（可能性）があればあきらめない

どんな時でもあきらめないでたちむかう話

しょうがいがあってもあきらめないとがんばるとゆう（いう）心のはなし

ロンドンパラリンピックの，しゅつじょう。

１％の可能性があったら，あきらめないで，やりたい事を，やりつづけて夢をかなえた話です。

まだ君たちは若いから夢があっても，絶対にあきらめないように。

１％の可能性があれば，あきらめないということ。

おもしい（おもしろい）ジョーダンを入れた大切な話。

障がいがあってもがんばる，あきらめないこと

あきらめないことがだいじという話。

１％の可能性があるかぎり，あきらめない

あきらめないと言ったとき

夢をつかむために，「１％」をチャレンジしつづける話。

「かのじょがほしかった。」というお話。

あきらめないことが大切ということ

すこしのことでも，あきらめないということ。

あきらめないその心の強さが強いんだなっとおもった。

やるときには，やるというと（いうのと）あきらめないという話。

あきらめずいっしょうけんめいやることが分かりました。

あきらめない心の大切さ
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あきらめない心の大切さ。

あきらめない心の大切さの，お話

「少しでも可能性があるなら，あきらめない」という話です。

障がいのある人でもあきらめない心の大切さの話

あきらめるな，どんなに小さなことでも気がるに体験しよう！というお話が心に響きました。

あきらめない心のこと

どれだけはんたいされてもあきらめないとゆう（いう）こころ

１０年連続日本代表
あきらめないことが大事

ぜったいあきらめない心の大切さの話

日本代表から，おろされてしまっても，あきらめずにまた日本代表をめざしていること

とても心にのこりました。

あきらめないきもち

可能性があること

ない

一度きめたことは必ずやりとげること。

どんなことでも積極的にやってみるということ。

かのうせいがあれば，やること

ちょうせんすることが大切だという話

あきらめないこと

あきらめない

１％の確率があるかぎり挑戦する

6／12



できないと思っても，やってみること。

あきらめないことの大切さ，障がいがあっても，色々出来るんだという話

障がいをもっていても自分はあきらめないと思う強さ

決めたことをあきらめないことです。

あきらめない心は，どれだけ大切なのか。

なんでも自分で決めたことをあきらめないでやりつづけるということです。

どんなに負けてもあきらめないこと。

田んぼにおちた

あきらめない

ボッチャというスポーツは，障がいのある人でもできるスポーツだということ。

自分で決めたことは，かならずやりとげる事。

がんばったけど，まけたこと

ちょうせんすれば，かのうせいは広がること。

しんがくの話

なにもかもすぐあきらめないというところ

しあいにはやくまけたこと

パラリンピックにしゅつじょうしたことがすごいです。

あきらめない心の大切さ

あきらめない所の心の強さがすごいと思いました。

やるときめたらやる人とであきらめない人って話です

ボッチャで参加したことやゆうしょうしてすごく心にのこりました。
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あきらめない心

あきらめない心の大切さ

あきらめずに挑せんすることが大切だというお話。

しょうがいがあってもきょうぎをしていることがわかった。

障がいがあっても，1人ぐらしをしている

１％をしんじること

試合でまけても次は勝つという気持ちのこと

日本のしあいでまけた

「まけても何度でもちょうせんするあきらめない！」という心の大切さ

あきらめない心の大切さが分かりました

あきらめないと言うきもち。

あきらめなければできるという話

あきらめない

あきらめない。

ぶゆうでん
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楽しかった 66名 83.5%
どちらかといえば楽しかった 11名 13.9%
楽しくなかった 2名 2.5%
回答なし 0名 0.0%

加藤啓太さんのお話 21名 26.6%
ボッチャ体験 77名 97.5%
回答なし 0名 0.0%

障がいのある人への理解 46名 58.2%
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さ 29名 36.7%
相手の気持ちを考える 20名 25.3%
あきらめない心の大切さ 72名 91.1%
その他 2名 2.5%
回答なし 0名 0.0%

［回答者数：７９名］

ボッチャ体験教室アンケート結果（児童用）

１．ボッチャ体験教室は楽しかったですか？

2．ボッチャ体験教室で，楽しかったのはどれですか？（複数選択可）

３．ボッチャ体験教室ではどのようなことを学びましたか？（複数選択可）
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知っていた 63名 79.7%
聞いたことはあった 12名 15.2%
知らなかった 4名 5.1%
回答なし 0名 0.0%

分かった 51名 64.6%
少し分かった 26名 32.9%
分からなかった 2名 2.5%
回答なし 0名 0.0%

知っていた 0名 0.0%
聞いたことはあった 20名 25.3%
知らなかった 59名 74.7%
回答なし 0名 0.0%

参加したい 53名 67.1%
どちらかといえば参加したい 21名 26.6%
参加したくない 5名 6.3%
回答なし 0名 0.0%

６．「人権」とはどういうことか分かりましたか？

７．「人権擁護委員」を知っていましたか？

８．また，ボッチャ体験教室に参加したいですか？

５．今までに，「人権」という言葉を知っていましたか？
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0.0% 知っていた

聞いたこと

はあった

知らなかっ

た

回答なし

67.1%

26.6%

6.3% 0.0%
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良かった 4名 80.0%
どちらかといえば良かった 0名 0.0%
良くなかった 0名 0.0%
回答なし 1名 20.0%

良かった 4名 80.0%
どちらかといえば良かった 0名 0.0%
良くなかった 0名 0.0%
回答なし 1名 20.0%

深まった 2名 40.0%
どちらかといえば深まった 2名 40.0%
深まらなかった 0名 0.0%
回答なし 1名 20.0%

２．今回のボッチャ体験教室を通じて，参加した児童が，障がいのある人への理解を深めたと思いま
すか。

ボッチャ体験教室アンケート結果（教員用）

　　【加藤啓太氏の講話】

　　【ボッチャ体験】

［回答者数：５名］

1．ボッチャ体験教室の内容は，いかがでしたか。
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知っていた 2名 40.0%
聞いたことはあった 0名 0.0%
知らなかった 2名 40.0%
回答なし 1名 20.0%

行うべき 3名 60.0%
どちらかといえば行うべき 1名 20.0%
行わなくてよい 0名 0.0%
回答なし 1名 20.0%

・障がいのある方も健常者と同じように社会の中で生活し，すばらしい力も発揮できることを加藤さん
を通して，子どもたちがよく理解できたと，思います。今後もこのような体験教室を行ってほしいと思い
ます。ありがとうございました。

・障がいがあろうがなかろうが，同じように夢中になってみんな笑顔で過ごすことができるボッチャとい
う競技を知ることができ，とてもうれしく思った。見た目以上に集中力やかけひきがあり，奥深い。子ど
もたちが素直に心から楽しみ，加藤さんの技能に驚いていたのが，印象的。また，ぜひ，子どもたちに
体験させたい。

・たくさんの方が準備から来ていただけたので，教員は児童指導にあたれた。これくらい人数がいると
大変ありがたい。体験自体もスムーズにでき，児童たちも満足した様子だった。

・子どもたちは大変喜んでプレーすることができました。加藤さんの生きる力が子どもたちに何らかの
変化をもたらしたと思います。１％でも可能性があれば挑戦し続ける姿をまねていってほしいと願いま
す。ありがとうございました。

・加藤啓太先生の講話は，建前的な話ではなく，障害者に対する「差別解消悲観論」の考えを払拭で
きる内容だったので，みんなの努力により少しずつでも軽減できるという希望を私たちが確認し合え
た。
障害者スポーツの一つであるボッチャの体験は，子どもたちが楽しさを十分に味わえたこと，加藤先
生とともに楽しめたことが人権の大切さを理解できるよい機会であった。

５．今回のボッチャ体験教室についての感想や改善点，今後の人権啓発活動についてなど，ご意見
をお聞かせください。

４．今後も，ボッチャ体験教室のような人権啓発活動を行うべきだと思いますか。

３．今までに，人権擁護委員の存在を知っていましたか。
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