
楽しかった 60名 74.1%
どちらかといえば楽しかった 17名 21.0%
楽しくなかった 3名 3.7%
回答なし 1名 1.2%

加藤啓太さんのお話 50名 61.7%
ボッチャ体験 72名 88.9%
回答なし 2名 2.5%

障がいのある人への理解 44名 54.3%
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さ 31名 38.3%
相手の気持ちを考える 32名 39.5%
あきらめない心の大切さ 71名 87.7%
その他 3名 3.7%
回答なし 1名 1.2%

【その他意見】
・ボッチャのやり方
・どれだけ確率が低くても
やればできるということ
・障害をもっている人ももっ
ていない人も関係ない

［回答者数：８１名］

ボッチャ体験教室（参加児童用）アンケート結果

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）

0.0% 50.0% 100.0%

加藤啓太さんの

お話

ボッチャ体験

回答なし

0.0% 50.0% 100.0%

障がいのある…

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ…

相手の気持…

あきらめない…

その他

回答なし

楽しかった

どちらかと

いえば楽し

かった

楽しくな

かった

回答なし



知っていた 38名 46.9%
聞いたことはあった 32名 39.5%
知らなかった 11名 13.6%
回答なし 0名 0.0%

分かった 50名 61.7%
少し分かった 28名 34.6%
分からなかった 2名 2.5%
回答なし 1名 1.2%

知っていた 14名 17.3%
聞いたことはあった 19名 23.5%
知らなかった 48名 59.3%
回答なし 0名 0.0%

参加したい 49名 60.5%
どちらかといえば参加したい 24名 29.6%
参加したくない 8名 9.9%
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？

知っていた

聞いたこと

はあった

知らなかっ

た

回答なし

分かった

少し分かっ

た

分からな

かった

回答なし

知っていた

聞いたこと

はあった

知らなかっ

た

回答なし

参加したい

どちらかと

いえば参加

したい

参加したく

ない

回答なし



H29児童　問４　№1／4

４．加藤啓太さんのどのようなお話が心に響きましたか？

あきらめないこと

１％の可能性のお話が響いた。

１％の可能性を信じること

「１％の可能性を信じて挑戦し続けてきた」と聞いて，とても心に響いた。

あきらめない大切さ

１％の可能性でもあきなめなければ実現できること

「やるときめたらあきらめずに続ける」が心に響きました。

１％の可能性があるかぎり挑戦する。

１％の可能性があるかぎりあきらめないということ

努力は大切だと（いうこと）

１％の可能性を信じるということが心に響きました。

１％の可能性を信じて頑張る事。

「１％の可能性があるかぎりあきらめない」という言葉が心に残りました。

１％の可能性を信じればなにかがある。あきらめたらだめ。

１％の可能性を信じてやり続ければ、実現できる！

１％の大切さ

「１％の可能性を信じること」が大切という話が心に響いた。

「１％の可能性」という言葉が心に残っている

可能性は１％でもかなう

１％の可能性があればあきらめない



H29児童　問４　№2／4

１％の可能性を信じ続け、努力をたくさんした事。

全部

決めた事はあきらめずにやる。可能性を信じる事。

１％の可能性でもやり続ければ実現できる

１％でもあきらめないこと

少しの可能性でもあきらめず信じること

あきらめない心の大切さ

あきらめなければ夢が叶うということ

１％の可能を信じる

１％の可能性でもあきらめないこと。

一人一人違っていい！やると決めたら諦めないでやり続ける。

１％の可能性

１％の可能性を信じること。いくら無理だと言われても、１％があれば挑戦し続けるというのが
心に響いた。

何事もあきらめないでやれば必ず出来る。

１％の可能性でも信じること

１％の可能性を信じてチャレンジすること。

１％の確率があればチャレンジするというところがひびいた。

１％の可能性のやつが心にひびきました。

１％を信じて、やり続けていくこと。

しょうがいでも、運動やスポーツなどをやるということにびっくりしました。

「１％の可能性を、信じてちょうせんしつづけた。」



H29児童　問４　№3／4

１％の可能性があればできることに響きました。

「１％の可能性」っていうのが心にひびきました。

体が不自由で、生活するのも１つの挑戦で、毎日挑戦続きで、それでもあきらめずに毎日すご
してきたのが心にひびきました。

１％の確率でも努力すれば何でもできるということがわかりました。やったことはすべてやりと
げるということが大切だと分かりました。

１％の挑戦でもあきらめないところ

１％の可能性しかないのに、それをあきらめないというとこです。

チームワークと人への気持ちに気づくことができました。

障がいがあるけど、人は人。

加藤さんがパラリンピックの選手だったってことにおどろきました。

障がいをもっていてもふつうの人とおなじように接してほしい。

１％の可能性がある限りあきらめないと思ってとりくんできた加藤さんはパラリンピックにも出
れていたし、知的をなおされていたので、とても心にひびきました。

１％でも残っていたら、あきらめない心がひびきました。

障害が、一人一人ちがうよ。

あきらめない心

１％の可能性、あるいは未満でも夢をかなえるということがひびきました。

ボッチャ歴１５年というところ。

やると決めたらあきらめないでやり続けること。

１％の可能性を信じれば夢は叶うこと。

１％の可能性があればあきらめないところ

あきらめない所の話

あきらめなければできる



H29児童　問４　№4／4

たとえ１％の可能性でもあきらめなければできるということが心に残りました。

同世代の人に負けたくなかった。バカにした人を見返したい。

加藤さんのオリンピックで頑張った事や障害の人は大変なんだと分かりました。

失敗は「挑戦」しているからおこること。

１％の可能性でもあきらめないで信じることや障害があったとしても関係なく、人と人が分かり
あえることです。

夢を１％の可能性を信じていること。

１％の可能性が大切なんだなぁと思いました。

１％の可能性を信じること。

１％の可能性でも信じて生きること。なんでもあきらめない心の大切さ。

１％の可能性をむだにせずあきらめない。

一回窒息して、あと少ししか生きられないといっていたのに、１０年以上訓練を行い、知性は回
復したという話を聞いてあきらめない心の大切さが心にひびいた。

やると決めたら、やるっていった事。

たった１％の可能性でもあきらめないところ

絶対に直らないと言われたことをあきらめないで直している事。

１％でも可能性があるなら、絶対にあきらめないということ。

１％の可能性を信じる。

１％の可能性を信じろ！



H29児童感想　№1／4

自由に感想を書いてください。

今回はきてくださりありがとうございました。

体の不自由な人でもできることは，あるんだなと思いました。

障害は色々人の手が必要だけど，ふつうの人と接することを大切にするということが分かりまし
た。

加藤さんのお話を聞いてたくさんのことを知れた。ボッチャ体験はとても貴重で楽しかった。

加藤さんのお話を聞いてあきらめない事の大切さを知ることができた。

加藤さんはとてもすごいと思いました。理由は障害をもっていても頑張っているし，あきらめずに
続けるということがすごかったです。

ボッチャの体験で『思ったことは，最初は楽しいのかなと思ったけどやってみたら楽しかったので
よかったです。

ボッチャを初めてやったけど楽しかった。

ボッチャは障害者がやるものだと思っていたけど，私たちがやっても楽しかったしかんたんだっ
た。

失敗は何回してもＯＫ。できるまでやり続けていることが大切ということを加藤さんのおかげで自
分に自信がついた。

私達の気付いていない所で苦労している人がいることを知りました。もし困っている人を見かけ
たら声をかけてあげようと思いました。

初めてのボッチャ体験は、最初とまどったけれど、楽しくできたしよかったです。

あきらめたらだめだとわかったし、ボッチャの体験もたのしかった。

ボッチャの体験は楽しかったし、加藤さんのお話もすごかった。

たった１％の大切さが分かりました。

障がいの人は、苦労が多いことが分かった。けれど、ふつうの人と同じくらしをするのって大変
だと思いました。すごいと思います。

加藤さんの話で色々学べて、ボッチャ体験も楽しかった！

ボッチャはとてもたのしかった。

加藤さんの１％の可能性があればあきらめないという言葉がとても心にひびきました。

ボッチャが意外とむずかしくて加藤さんはすごいと思いました。



H29児童感想　№2／4

すごいなと思った

障害の人でも楽しめる楽しい競技があるのだと知りました。

人権について改めてよく知れたのでよかったと思います。

１％の可能性でもあきらめないことや努力することはとても大切なことが分かった。

すごくボッチャがおもしろかった。

ボッチャ楽しかったです。

ボッチャは、とても難しかった

ボッチャ楽しかったから妹とも一緒にやりたいです。

ボッチャが楽しかった。

ボッチャははじめてやって最初はルールがわからなくて楽しくないと思ったけど、やってみて少し
楽しかったです。

回復していったのがすごいと思った。

私は、ボッチャ教室をやっていないのでわかりません。でも、ボッチャは楽しそうだなと思いまし
た。

ボッチャ体験、ボッチャをやる時むずかしかったけど、とっても楽しかったです！ありがとうござ
いました。

ボッチャ体験とかが楽しかったし、ボッチャというのは、フランス語でボールという意味だと分か
りました。

多くのことが知れて良かったです。

説明してくださる時も、とてもわかりやすかったです。加藤啓太さんがパラリンピックの選手とき
いた時とてもびっくりしました。

とても楽しくてボッチャはむずかしくて啓太さんのはなしもよく分かってよかったです。

今回は、とても貴重な体験をさせてくださり、ありがとうございます。

すごい大切なことをおそわりました。これからは何事もあきらめず、信じてやっていこうと思いま
した。

５、６時間目のボッチャ体験は楽しかったです。これからもあきらめない心の大切さを忘れず、が
んばりたいと思いました。

「ボッチャ」という競技は聞いた事がなかったけど、今回の体験を通して、知れてよかったです。
私は２０２０年のパラリンピックを見ようと思いました。今回の体験教室とても楽しかったです。

ボッチャ体験が楽しく、最初見た時は、地味だと思ったけどとてもおもしろかった。

加藤さんのお話を聞いて１％でも可能性があったら頑張ったほうがいいと分かりました。あと、
失敗しても何が悪かったかを考えて改善していくのがいいということも分かりました。

毎日、毎日あきらめず、自分のやりたい事に挑戦し続けて、私だったら出来ないと思ったら、すぐにあきらめてし
まって、啓太さんは１％の可能性を信じて出来たから私もこれからあきらめず、最後まで挑戦したいです。

ボッチャ体験はすごく楽しかったです。障がいを持っている人達といっしょにできるので楽しいと
いっしょにあそべるということは一石二鳥ですね。



H29児童感想　№3／4

ぼくはボッチャ体験をして思ったところはとても楽しくてこれをやって啓太さんは優勝してすごい
と思った。

ぼくはボッチャをやって、ちょっとむずかしかったけど楽しくできた。

とても楽しくてあてるとすごくきもちがよくなった。

人権について、もっと、はっきりと知りたくなった。

ボッチャ体験をしてただボールをころがして白い玉にあてるのがむずかしかったし、力の調整も
むずかしかった。

とても楽しかったので来年もきてください

ボッチャ体験教室のボッチャもとても楽しかったし、加藤さんのボールの的中率が高くてすごかったです。加藤さん
のお話も実体験をまじえて話してくださったので、聞き入ってしまったし、心にとても残りました。

ボッチャがとても楽しくてむずかしかった。１％でもあるかぎりこれからあきらめないようにすごし
ていきたいです。

ぼくはボッチャの体験教室の参加したいけど、少しずつ加藤さんのそのしょうがいがなおって下
さい。

ボッチャ体験は、とても楽しく加藤さんのお話もとても心に来ました。あきらめない!!とゆうのがす
ごかったです。

私は前に、同じようなスポーツ（ボッチャ）をやって、とても楽しかったので、またやれてうれし
かったです。わたしも、１％の可能性を信じて挑戦していこうと思います。

ボッチャという言葉はあんまり耳にしないし、パラリンピックも見たことなかったけど、これからは
見ようと思った。

ボッチャ体験がとても楽しかった。

１％の可能性でもあきらめずに前にいけば夢を叶えられるということを知れました。

しょうがいがある人もない人も同じというのが分かった。

すごく楽しかったです。

知らない競技があった。パラリンピックでは、まだ知らない競技があるかもしれない。

ボッチャ体験をして、とても楽しかったです。またどこかでボッチャ体験があったら、絶対参加し
たいです。

障がい者でもできる遊びや競技が知れてよかったです。六年生のときもあると思うので早く六年
になって、もっと知りたいです。

ボッチャ体験で、ボールを投げて敵にあてるのがむずかしかったけど、とても楽しかったです。

加藤さんの話で、いろいろ勇気づけてくれる言葉があったのでとても良かったです。

ボッチャ体験は、とても楽しかったです。１％の可能でも、あきらめなくて追い続ければいつかは
必ずかなう。ぼくは、そのことを聞いて、夢はいつか必ずかなうと思いました。

ボッチャは白のボールに近いところにやるのがむずかしいのに加藤さんは近いところにできて
すごいと思いました。

ぼくは、このボッチャ体験教室の１％の可能性がすごくいい事なんだと思いました。次は６年生
で会いましょう。

ぼくは「１％」の可能性を信じて、これからやっていきたいと思いました。そして、最後まであきら
めずにがんばりたいと思いました。



H29児童感想　№4／4

ボッチャ体験では、体が不自由な人でもできる遊びでもあって、すごいと思いました。それに、加
藤さんは、パラリンピックの選手だと聞いて、そんな人が明倫小にいらっしゃって驚きました。

ボッチャというのははじめ何のことかあまり分かっていませんでした。しかし、加藤さんの話を聞
いたり、実際に体験が出来てとても楽しかったです。

ボッチャのルールが簡単で楽しかったです。

昨日、加藤さんの話を聞く事が出来てよかったです。ボッチャ体験をやる事が出来てよかったで
す。

ボッチャ体験はとても楽しくて見本で加藤さんがやった時ねらった場所にやれててすごいなと思
いました。

ボッチャは、どんな人でも楽しめていいと思いました。加藤さんのお話は、とてもおもしろかった
です。

ボッチャ体験が楽しくて、またやってみたい。

いろいろ学べて勉強になった。楽しかったです。

加藤さんは、いつもがんばっていると言っていたので、日本代表にまたなってほしいです。

障害がなんだとか、１％を信じるとか、ボッチャについてとかいろいろありがとうございました。



良かった 2名 66.7%
どちらかといえば良かった 1名 33.3%
良くなかった 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

良かった 3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 66.7%
どちらかといえば深まった 1名 33.3%
深まらなかった 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

ボッチャ体験教室（教員用）アンケート結果

　　【加藤啓太氏の講話】

　　【ボッチャ体験】

［回答者数：３名］

1．ボッチャ体験教室の内容は，いかがでしたか。

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。

良かった

どちらかとい

えば良かっ

た

良くなかった

良かった

深まった

どちらかとい

えば深まっ

た

深まらなかっ

た

回答なし

良かった

どちらかとい

えば良かっ

た

良くなかった



知っていた 2名 66.7%
聞いたことはあった 1名 33.3%
知らなかった 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

行うべき 1名 33.3%
どちらかといえば行うべき 2名 66.7%
行わなくてよい 0名 0.0%
回答なし 0名 0.0%

・実践できたので，よい体験になりました。
　体験活動を入れるのは，とてもいいと思います。

･障害のある方と触れ合う機会が少ないので，一緒にゲームを楽しむことで，身近な人・みんな同じと
いう気持ちを持てる。
　加藤さんの明るさや人柄，ボッチャの技術は子どもたちに大きな感動を与えたと思う。
　ありがとうございました。

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。

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。

知っていた

聞いたこと

はあった

知らなかっ

た

回答なし

行うべき

どちらかとい

えば行うべ

き

行わなくてよ

い


