
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％でも可能性があることはあきらめないという話が心に響きました。

１％の可能性であきらめずに努力して生きていけれた。

会社におちてしまっても何度も受けたこと。

障がいのある人でも大学に行けること

どんなことでもあきらめないでチャレンジすること

みんなにぜったいむりといわれても，あきらめないお話。

大学に行くのを反対されたけどあきらめずにいたことです。

お話の中で私が心に響いた所は，年れいは何さいに見える？とか，質問した時に笑顔で話さ
れていてうれしかったです。

あきらめない

全て。加藤さんは，障害者だけれど明るく元気にすごしていてすごいと思いました。

選手村には３週間もいたのに試合はたったの３時間だったという話

どんなに試合に負けてもあきらめないこと

あきらめない心の大切さ

「１％の可能性でもあきらめない。」という話です。たった１％でもあきらめなければ，夢は実げ
んできるかもしれないと思い，心に響きました。

大学生時代の話

何があってもあきらめないというお話。

障がいがあっても人ということは同じこと。

１％でもあきらめないこと。

加藤さんは，すごくおもしろいかたで，ひびいたのは，しょうがいをもっていても，楽しいことは
できるとゆうことが，ひびきました。全国の，しょうがいの人も，同じ人間だと，思いました。その
ことが，心にひびきました。
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あきらめない心の大切さ

あきらめないと言うはなし

１％の可能性をあきらめないこと。

「あきらめない心」を学びました。あきらめない心の大事さが分かったので良かったです。

あきらめない心が心の中にひびきました。

響きましたねぇ

畑におちたけど１７万円で買ったケータイをおとさないようにしないためのこと。

あきらめない心が響きました。

１％の可能性でも，あきらめない

たった１％の確率でもあきらめない心の大切さが心に残りました。

１％でも信じることが大事。

加藤さんは小さいころから障がいをもっていたけれどあきらめずにがんばった話

たった１％でもあきらめずにがんばるということ

どんなことがあっても努力を続ければ夢はかなえられること

何回，負けたり，くやしい思いをしても，あきらめずに努力して，やり続けると言う話

あきらめない気持ち

１％の可能性があったらあきらめない

可能性が１％でもあきらめないということ

１％でもあったらなんでもちょうせんする話がひびいた

オリンピックにおちたけどボッチャをやめなくて，つづける話が心に響きました。

１％もあれば，夢はかなう
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周りの人に大学にいけないっていわれていたのに，あきらめずに勉強していたのが，すごいと
思いました。

あきらめないことがだいじだと分かりました。

どんなことでも，あきらめないというところで，負けてもあきらめないで次に勝つという気持ちの
お話が心に響きました。

あきらめないことの話

障がいが，ある人でも，そういう事ができるという事

いろいろなぶどうでん（ぶゆうでん）をのりこえてここまできたことがこころに残りました。

あきらめないでがんばること

あきらめないこと

１％でもちょうせんする

１％のかくりつで…という話

いいえ
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自由に感想を書いてください。

ボッチャ体験教室で対戦するのが楽しかったです。加藤さんが白いボールにピッタリと近づけ
ていたのですごいと思いました。

１％のことを信じてあきらめない心は必要だなと思いました。

今日，すごく楽しかったし，いろいろなことが，たくさんまなべてかとうさんは，すごくつよかったです。しょ
うがいのかたでも，やれることはあるので，これからがんばってもらいたいなぁと思いました。

ボッチャは，たいせんはしたことがないけど，一回見たことがあったので，すこしきょうみがあっ
たのでこんかいやれてうれしかったです。

ボッチャはとても難しかったけど加藤さんのいろんな話がとてもおもしろく，将来のためになりま
した。本当にありがとうございます。これからもがんばってください。

きょうは，ありがとうございました。ボッチャ体験では，あきらめない心の大切さにきずき（きづ
き）ました　ほんとうにありがとうございました。

ボッチャ体験してみてすごく楽しかったのでまたきかいがあったらぜひ参加したいなと思いました。
すごく勉強になりました。

今日は貴重な体験をさせてくれてありがとうございました。
ボッチャ教室で学んだことを今後の生活に生かしていきたいです。

今日，ぼくが学んだことは，どれだけ負けても，あきらめないで，つづけていく強さです。とても
楽しかったです。ありがとうございました。

ボッチャ体験は，すごく楽しかったです
ボッチャはすごくハラハラしました。負けてしまったけど，すごく楽しかったです。またきてください

ボッチャ体験をして，また一つ新しいことを学べたし，加藤さんの話も心に響いて，とても楽し
かったです。ありがとうございました。

加藤啓太さんは，おもしろいしボッチャもめちゃくちゃうまいからすごいです。

私は，お母さんが障害の人で私は，学校がおわった後はお母さんをお手つだいをしています。
それにお母さんは卓球を私とやっています。障害は，障害があって生きることをやめないで，
私と，友に（共に）生きることを知りました。今日はありがとうございました。加藤さん，ボッチャ
の大会，がんばってください。

今日はおいそがしい中きてくださってありがとうございます。私は，ボッチャという物がなにかし
らなかったけど今日やってなにかわったし楽しかったです。２時間でしたが楽しかったです。啓
太さんのこれからのかくやく（かつやく）をきたいしています。

加藤啓太さんの話をきいて，どんなことがあってもあきらめずにいろんなことをチャレンジをして
いきたいなと思いました。ボッチャ体験では，スタッフの人がいろいろアドバイスをくれて思った
所にボールをなげることができました。加藤啓太さんが思った所に集中してなげていてすごい
なと思いました。

私がボッチャ体験に参加して思ったことは，加藤さんは私たちよりも明るくて，お話の時に使わ
れていたスライダーを見えるかなぁ？と気付かって（気遣って）くださったり，とてもうれしかった
です！！そして「人権擁護委員」のみなさんやお手伝いしてくださったみなさんが，ルールなど
を聞いているときにやさしくていねいにおしえてくれていいなぁと思いました。
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ボッチャは，障害者の方でも楽しくできることがみていて，自分も体験していてよく分かりまし
た。私も最後まであきらめずにがんばりたいと思いました。

障がい者はできるスポーツが，かぎられるので今日やった，ボッチャは，楽しみながらできるのでいいと
思いました。あと，ボールをなげるのはいがいにきょりかんなどがむずかしかったです。

楽しくボッチャができたし加藤さんの話も楽しく聞けたので良かったです。

ボッチャ体験教室に来てくれてありがとうございます。
うまくて，ビックリしました。ありがとうございました。

たのしかった。

ボッチャがどのようなスポーツか，このボッチャ体験で知ることができました。自分が思ってい
たより，ボールのコントロールがむずかしかったです。だから加藤さんはすごいと思いました。

ボッチャ体験は，すごく楽しかったです。また，機会があったらやりたいと思いました。
ありがとうございました。

あしがふじゆうな人がスポーツできてよかったんだとおもいます。

加藤啓太さんはボッチャのプロだったので会えてすごくうれしかったです。車いすにのって頭で
ボールをころがしてすごかったです。

ありがとうございました。

ボッチャは体が不自由な人でも楽しくできていいと思いました。加藤啓太さんのはなしがすごく
おもしろかったです。またボッチャをやりたいです。

ボッチャはそんなにたのしかったのはしらなかったです。たのしかったです。もっとボッチャがや
りたかったです。

加藤さんのお話で，メンタルのことで，すごく，心にひびきました。それなどでぼくもバスケットをやってい
るので，この言葉を胸において，いきたいと思います。こんかいはありがとうございました。

加藤啓太さんは２０１２年にロンドンパリン（パラリン）ピックに出たと知ってびっくりしました。
ボッチャは障害者も楽しく遊べると知りました。

今日は来ていただきありがとうございました。
今日はきちょうな体験を楽しんでやれました。

加藤さんは障害というハンディをもちながらどんなことにもチャレンジして，あきらめていなかっ
たのですごいと思いました。

この度はボッチャ体験教室にきてくださりありがとうございました。どんな障害があっても人生を楽しく生
きく（生きる）ことが分かりました。これからどんなことがあってもあきらめずに努力したいと思います。

今日はおいそがしい中，日進小に来ていただき，ありがとうございます。
今日のボッチャ体験教室では，障がいのある人への理解や，あきらめない心の大切さ，人と人
とのコミュニケーションの大切を学びました。ボッチャ体験もすごく楽しかったです。

私は，ボッチャをしらなかったのでどういうものか楽しみにしていました。じっさいにやってみる
とちょうせいや角度がむずかしかったけどとても楽しくできたのでよかったです。今日は，あり
がとうございました。
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障がいの人でも楽しくできるスポーツがあることがわかりました。自分もボッチャを初めてやっ
たときは，むずかしかったけどやっていて楽しいスポーツだなと思いました。

１％でも０％ではないからがんばれば目標を達成できると知りました。
啓太さんはボールを転がすのに何㎝などがわかってすごいと思いました。

ボッチャは思っていたより頭をつかうスポーツだった。人権の話がよくわかった。
障がいがある人もがんばっていきているということがわかりました。

ボッチャとてっも（とっても）楽しかったです。

最初はジャッチボールにボールをちかづけられなかったけど２回，３回目は，ボールをちかつ
けれて（ちかづけれて）よかったです。またボッチャをやりたいです。

ボッチャは楽しくおもしろかったです。障がいの人が楽める（楽しめる）競技だと分かりました。
車いすに乗って頭でボールをころがしていてすごかったです。

ボッチャは障害（障がい者）がやれるのでみんな楽しい気持ちでてきました（できました）。

今日は，ちょっとルールがあやふやのときにやったのでかち，まけでしかよろこべなかったけど
ワクワク，ドキドキしてとてもたのしかったです。

ボッチャ体験では，障がいのある人への理解や人と人とのつながり（コミュニケーション）の大
切さや相手の気持ちや理解をそんちょうしあうことがよく分かったのでよかったです。

加藤啓太さんは障がいがあるのにあかるくてたのしく生きているんだなぁと思いました。

今日は，ボッチャ体験で，白いボールを，近くになげれるこつを知れたのでよかったです！

ボッチャは，力のかげんなどがすごくむずかしかったです。

ボッチャたいけんでしょうがい者でも，ふつうの人と体とかはいっしょだからさべつはよくないと
いうことがわかりました。ボッチャたいけんはいろんなことが学べたのでよかったです。

しょうがい者でもできるということがわかった。かとうさんがすごくうまかった

さべつがいけないことがわかりました
またこんどもボッチャをやってみたいと思いました。

ボールがおかしかった

ボッチャは他のスポーツのように，体を動かすことが全くなくて，走るとかのスポーツが苦手な
私でも，ふつうに楽しむことができたので，よいと思いました。ボールをどれだけジャックボール
に近づけるかっていうシンプルなルールだけど，これなら，足が不自由な人でも楽しむことがで
きていいと，思いました。
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楽しかった 42名 79.2%
どちらかといえば楽しかった 9名 17.0%
楽しくなかった 2名 3.8%
回答なし 0名 0.0%

加藤啓太さんのお話 31名 58.5%
ボッチャ体験 50名 94.3%
回答なし 2名 3.8%

障がいのある人への理解 35名 66.0%
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さ 17名 32.1%
相手の気持ちを考える 17名 32.1%
あきらめない心の大切さ 47名 88.7%
その他 2名 3.8%
回答なし 0名 0.0%

［回答者数：５３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）

0名 20名 40名
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回答なし
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7／10



知っていた 39名 73.6%
聞いたことはあった 14名 26.4%
知らなかった 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

分かった 33名 62.3%
少し分かった 17名 32.1%
分からなかった 3名 5.7%
回答なし 0名 0.0%

知っていた 4名 7.5%
聞いたことはあった 15名 28.3%
知らなかった 34名 64.2%
回答なし 0名 0.0%

参加したい 34名 64.2%
どちらかといえば参加したい 15名 28.3%
参加したくない 4名 7.5%
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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良かった 2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%

良かった 2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 100.0%
どちらかといえば深まった 0名 0.0%
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：２名］

1．ボッチャ体験教室の内容は，いかがでしたか。

100.0%
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回答なし
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知っていた 2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 2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%

・２時間の体験教室は，子どもたちにとって，とてもよかったと思いました。加藤さんが夢をもって前向
きに生きてみえることがよく分かったと思います。体に障害のあることは，見て分かりますが，たくさん
のサポートを受けて，自分の生活を大切にしてみえることもよく分かったと思います。
実際に，ボッチャの対戦を全員が体験できて，とても楽しい時間が過ごせました。障害者の競技とい
うのもよく理解できたと思います。
前半の講演内容はとてもよいのですが，６年の子どもたちにとっては少々長かったのかもしれませ
ん。聞く態度の気になる子も多々いました。すみませんでした。
　打合せ，準備，教室…たくさんお世話になりありがとうございました。

・子どもたちにとって，とてもよい機会でした。有難うございました。スライドの内容，言葉は，少しだけ
難しいような感じもしました。「１％の可能性」という言葉は，とても心に残ったようでした。

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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