
楽しかった 57名 86.4%
どちらかといえば楽しかった 8名 12.1%
楽しくなかった 1名 1.5%
回答なし 0名 0.0%

加藤啓太さんのお話 34名 51.5%
ボッチャ体験 64名 97.0%
回答なし 0名 0.0%

障がいのある人への理解 47名 71.2%
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さ 22名 33.3%
相手の気持ちを考える 24名 36.4%
あきらめない心の大切さ 62名 93.9%
その他 5名 7.6%
回答なし 0名 0.0%

［回答者数：６６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 17名 25.8%
聞いたことはあった 35名 53.0%
知らなかった 13名 19.7%
回答なし 1名 1.5%

分かった 23名 34.8%
少し分かった 38名 57.6%
分からなかった 4名 6.1%
回答なし 1名 1.5%

知っていた 4名 6.1%
聞いたことはあった 10名 15.2%
知らなかった 51名 77.3%
回答なし 1名 1.5%

参加したい 48名 72.7%
どちらかといえば参加したい 15名 22.7%
参加したくない 3名 4.5%
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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４．加藤啓太さんのどのようなお話が心に響きましたか？

１％でもかのうせいがあればあきらめないこと

１％あればあきらめないこと

あきらめないでさいごまでやるという話が響いた。

１％の可のうせいをしんじる

あきらめないこと

だいがくせいのこと

女の子好きとは以外だと思いました。

障がいのある人への理解のこと。１％の力のこと

「１％の可のうせいがあればなんでもできる」

女の子達にかこまれたいこと

１％でもかのう性があればあきらめない。

１％のかのうせいを信じてがんばる

１％のかのうせいがあれば，ということと，やりはじめたら，あきらめないということ。

ロンドン五輪ピック

しっぱいをしてもあきらめなければなんでもできるとい（いう）話。

大学に行くり由

あきらめない

あきらめるとそこでおわり，あきらえないのが大切

９９％死んでしまうのに，のこりの１％で生きている

あきらめない心がとても心に響きました
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あきらめないで何回もちょうせんすること

あきらめいない

大学に行きたい理由女の子といっしょにいたいからというのが心にひびいた

負けてもあきらめないこと

負けてもあきらめないこと

あきらめない心をもちつづけているのがすごいなと思いました。

１％あればあきらめないこと

あきらめないこと

あきらめない

どんなことを（が）あってもあきらめない

プライベートの話

１％でもあきらめないこと

１％でもあきらめない心

１パーセントの可のうせいを信じてリハビリをつづけた。

あきらめない心のたいせつさ

決めたらやりきる事

おしくまけてしまったお話。

パラリンピックの話

１％でもかのうせいがあれば，あきらめない

まけてしまってもあきらめない

じゅけんの時の話
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障がいもがんばればなおる。

どうして大学に入学しようと思ったか。

女子にかこまれたいから大学に入った

大学の話

１％でもあきらめずにチャレンジしていること

自分を信じる，心が大切

ない

しっぱいしてもあきらめないこと

失敗も成長のもとになる

どんなことがあっても，やると決めたらやりつづける。

あきらめないこと

女の子といっしょにいたいと言ってたことです。

「１％でもかのうせいがあるならがんばる！！」

１％を信じれる心

１％でもあきらめない心

女の子といっしょにいたい
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自由に感想を書いてください。

わたしも，せんばつチームに出たかったです。

またボッチャをやりたいです

遠いところありがとうございました。とても楽しかったです。ボッチャのやり方，楽しさをおしえてもらって
楽しい競ぎなんだなと思いました。ヘルパーさんといっしょに東京２０２０のパラリンピックで優勝してくだ
さい。

ボッチャは意外とむずかしかった

早くパラリンピックみたいと思いました。

楽しかった

かとうさんとたたかいたいです。あのきかいもほしいです

しょうがいがあるのにボッチャのスポーツをやっているなんてすごいと思いました。

１％の力のことが心にひびいた。

今回はかとうさんとたいけつはしていないけど，また，会ったら，たいけつしたいです(=^x^=)

今度は私もせんばつチームに入りたいです！

しょうがいをもつって大変だなと思いました。
ボッチャはとても楽しかったです。

今日は，せんばつチームになれなくて，加藤さんとできなかったので，やってみたいです。

ボッチャはなんかみんなでできるからいいスポーツだと思いました。

ボッチャのボールが重かった

ボッチャはいがいと楽しかった。むずかしかったけどおもしろかった！

１２／４はおせわになりました

せんばつチームにはなれなかったけど，また機会があれば，また対決したいです。

加藤啓太さんともう一回たたかいたい

ボッチャはとても楽しかったのでまたやりたいです。
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ボッチャをもう一回やりたい。

わたしもせんばつチームに入りたかった

ぼくは，ボッチャをはじめてやりました。また加藤さんの話をもっと聞いてみたいです。

わたしは何でもあきらめないでがんばっていこうと思いました。

加藤さんのいろいろなエピソードが心に残って楽しいなと思うことやなるほどと思うことがあって
楽しかったです。

ボッチャをやってかなりたのしかった

せんばつチームにはいってしょうぶしたい

せんばつチームでたいせんしたかったです

せんばつに，入れなくて，くやしいです。

ヘルパーさんがたいへんそうだった。

せんばつチームでたたかいたい

パラリンピックの選手がきててもたのしかった

ボッチャはこんな楽しいことがわかりました。

ボッチャがむずかしいことをはじめて知りました。
かんたんかと思っていました。

ボッチャたいけんがとても楽しかったです。

もういっかいボッチャをしたいと思いました。

ボチャ（ボッチャ）は，楽しかったからもういちどやりたいと思いました。

（赤ボールをなげてみんなが「おっおっ。あ～。」または「おっ！」となってやられてまたたおす，
そして勝つ），というのがおもしろかったです。　　　　　　（人とのコミニ（コミュニ）ケーション）

障がいのある人のことが分かりました

加藤さんとたいけつしてみたいです。

玉をころがすのは少し大へんでした

7／10



玉をころがすきかいがほしい。

カーリングみたいで楽しかったです。

加藤さんはやっぱり強いです。

加とうけい太さんはとてもやさしそうだった。

ぼくもボッチャの選ばつチームに入りたかった

せんばつせんでやってもうすこしでかてたけどまけてもう一度やりたいです。

次，ボッチャたいけんでせんばつチームで加とうさんとたたかいたいです。

楽しかった。

ボッチャが楽しかった。

最初はむずかしかったけど１回ポイントをとれたからうれしい～♪(*^_^*)
とても楽しかった。ぜひ，またやってみたい～♪

障がい者の心や，思っていることが良く分かりました。そして，ボッチャについても理かい出来
ました。私は，この話を聞いて障がい者のことが知れました。本当にありがとうございました。

加藤さんはしょうがいしゃなのに強くてすごいと思いました

わざわざもろわ小学校に来てくれてありがとうございます。もう１回加藤さんとたたかいたかっ
たです。

私は，ボッチャ体験をして楽しかったです。初めてだったので，少しなげ方が私にはむずかし
かったです。けれど……おもしろかったです！！（ボッチャ体験）

ありがとうございました。

楽しかった

ボッチャが初めてやれて楽しかったです。

加藤さんハンパないってー
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良かった 2名 50.0%
どちらかといえば良かった 2名 50.0%
良くなかった 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

良かった 4名 100.0%
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 0名 0.0%

深まった 2名 50.0%
どちらかといえば深まった 2名 50.0%
深まらなかった 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

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：４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 4名 100.0%
聞いたことはあった 0名 0.0%
知らなかった 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

行うべき 4名 100.0%
どちらかといえば行うべき 0名 0.0%
行わなくてよい 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

・加藤さんの講話が少し長く，最後まで集中して聞けなく申し分け（申し訳）なく思います。

・話の中のジョークが４年生にはわからなかったようだ。小学生には２０分ぐらいにまとめていただける
とありがたい。

・前半の開会行事と講話で６０分は，小学生には長過ぎる。集中力が続かないので，４５分までにして
いただけるとよい。寒い時期に体育館の床に長時間座るのも苦痛である。
ボッチャのデモンストレーション，体験はとてもすばらしい。特にトップレベルの加藤氏との対戦は，大
いに盛り上がった。やってみたい，と感じた児童も多かったと思われる。障害があっても目標をもち，
前向きに生きる姿も，感動的に伝わったと思う。

・説明を聞くより，ＴＶで観るより，体験から得るものは大きいので，貴重な経験になった。
対象学年に合わせて，言葉や映像の文字，講演の時間など，内容を変えていただけるとありがたい。
本日の講演は，高学年から中学生向きかと思われた。
障害のある方が，目標をもって，明るくポジティブに生きる姿から児童が学ことは多いと感じ，来校に
感謝したい。
体験教室の構成を，ボッチャの説明→講演→体験とするのもよいかと思った。

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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