
自由に感想を書いてください。

楽しかったです。また東小に来てください。

２０２０のパラリンピックはボッチャを身に行きたいと思った

初めてボッチャをしたので，こんなゲームで，むずかしいゲームなんだと学びました。

ボッチャがとても楽しかったです。加藤さんのようにあきらめず，夢に向かって進んでいきたい
です。

今までボッチャをしらなかったけれどたくさんしることができてうれしかったです

わたしは，ボッチャですごかったことは加とうさんは３きゅうでやってすごいと思いました。

ボッチャは，楽しかったけどむずかしかったかとうさんの話が心にのこってよかった。

わたしは，ボッチャを体験して，しょうがいしゃでもできるきょうぎがあるんだなと思いました。

ボッチャでまけてしまったけどボッチャができてよかった。（５－０）

ボッチャをどんなふうにやるのかわからなかったりしたのでやって見て楽しかったです。加勝
（加藤）さんのきちょうな話をきけてよかったです。またやりたいと思います。

ボッチャは，こんなにたのしいとは思わなかったです。おもしろかったです。またやりたいです！
ありがとうございました。☺

加藤さんは，とてもすごい人だとあらためてかんじました。どんなことでもチャレンジするという
言葉をきいてわたしもチャレンジしてみようと思いました。

１パーセントでやりきれるということをおしえてもらっていい体けんになったとおもった

今日のボッチャの体験であきらめないことが大切だとわかりました。また，ぼくは，ボッチャを
やってみたいです。

わたしは，ボッチャをやったことがなかったので，とてもたのしいじかんをすごせたとおもいまし
た。

ボッチャ体験と，加藤さんん（加藤さん）お話は，とても勉強になりました。

かとうさんは自分で大切にしていることばをつくっていて心におどろきました。
すごかったです。

また出来たらやりたいです。また会えたら，いっしょにやってください

かとうさんはすごくボッチャが上手なんだなと思いました。かとうさんのようにあきらめない心を
持ちなにごとにも最後まで取り組んでいこうと思います。今日は，どうもありがとうございまし
た。これからもがんばってください。
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今までボッチャをしりませんでした。やってみるとむずかしかったです。勝とうさんはやっぱり強
いなっとおもいました。

最後にかとうさんと対けつしてかとうさんは近くにボールをなげているのですごいと思いまし
た。

ぼくは，かとうさんとたいけつしなかったのは，少しざんねんだけどボッチャができてうれしかっ
た

加藤さんは３こなのにこっちは９こなのにひきまけ（ひきわけ？）になて（なって）やっぱり強いな
と思いました。

ボッチャという障がい者スポーツ
すごくむずかしいけどなれるとできるでおもしろかったです。

あたしは（わたしは），すこしはずれたけどかとうさんは（左右）といっていてそしてころがして
やってすごくちかくやっていてすごいしつよいなぁと思いました。

挑戦した数だけ，自分がかわり，周りもかわることをはじめてしった。

わたしは，ボッチャは障がいのある人のためにつくられたスポーツなのでもっと世界に広げたら障がい
のある人でもたのしくいきられると思いました。ボッチャは，障がい者にとっていいものだと思うからで
す。

わたしは，何かが１０％以下だとすぐにあきらめてしまうけど加藤さんは１％あるからがんばる
ことにすごいと思いました。

加とうさんとの対けつが楽しかったです。
ありがとうございました。

かとうさんは，つよかった。

初めてボッチャを体けんをして，とてもむずかしくて，加とうさんがすごいと思いました。

人けんがよく分かった　　障がいは，人けんがあるかぎり関係ないということがわかった
かとうさんのお話が面白かった

加藤さんのうまくしゃべれなくても指でさすやつ？で話すのはすごいと思いました。あと，かとう
さんはおもしろいことがすきなんだなと思いました。ボッチャはむずかしくてかとうさんすごい！

加藤さんと対決しただけでもほこらしかったのに，同点までいけたことが本当にほこらしく思い
ました。

わたしは，さいごに，加とうさんと，対けつをできて，たのしかったです。対けつをして，パラリン
ピックに，でている，プロは，つよいことが，分かりました。対けつできて，うれしかったです。

ボッチャ体験で加藤さんは，やっぱりプロなんだなと思いました。

加とうさんは，すごく強くて，すごくびっくりしました。もい（もう）一回加とうさんと対戦したいで
す。

ボッチャは，とてもむずかしかったけど，楽しかったので，またやりたいです。

ボッチャの体験をして，ボッチャのルールが知れました。ボッチャの体験は楽しかったです。

わたしは，加藤さんの話をきいて，パラリンピックやボッチャのことが分かりました。体験をした
いです。
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加とうさんは，すばらしいです。理由は，ボッチャのやり方が上手だからです。次のパラリンピッ
クにでるようにがんばってください。おうえんします。☺

ちがうグループの人が，かとうさんと，ボッチャでたたかっていて，かとうさんは，すごくつよいと
思いました。

ボッチャはむずかしかったです。加とうさんはチャレンジをして，あきらめない気持ちすごいと，
思いました。

わたしは，かとうさんみたいに，「あきらめない」という心があるのでいいと思います。
パラリンピックでゆうしょうしてね！がんばれ！

ぼくはボッチャをやってむずかしいんだなとかんじました

わたしは，このボッチャ体験で，かとうさんのお話と体験がとっても勉強になったのでこの体験
をしたいと思いました。

かとうさんは，すごくおもしろかった。
かとうさんは，強かった。（ボッチャ）

今日，ボッチャ体験をしてボッチャのやり方などいろいろなことを知りました。今日はとても楽し
かったです。

ボッチャの体験ができてすごく楽しかったです。
また，ボッチャをやってみたいと思いました。そして，ボッチャのことをしりたいです。

ボッチャで一点とれてよかったです。

ボッチャができてよかった。

かとうさん，かっこいいー

ボッチャがおもしろくありませんでした。
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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？

夢を追いかける原動力

誰でもゆめを実現できる

１％の可のう性があるかぎり，「ちょうせん」すること。

挑戦した数だけ，自分が変わり周りも変わり夢を実現できること

障害者でもがんばったりあきらめないとなんでもできる

１パーセントのかのうせいがあるかぎりちょうせんすること。

１％でもあきらめずにやりつづけること

「しんじれば，ゆめがかなう」が心にのこりました。

あきらめない心をもちなににでも取り組んでいくこと
一度決めたことは最後までやるということ

やると決めたらあきらめないでやりつづける

どんなに反たいされても，ゆめにむかってがんばる気持ち。

できるまでやることとチャレンジをすること

あきらめないでちょうせんすることや，１％の可能性を信じたり，誰でも，夢を実現できる！とい
うこと

１パーセントでもあればできるということ

あきらめない気持ちがたいせつだと思いました
相手の気持ちを考えることもたいせつだと思った

あきらめない心のつよさ

「１％のかくりつがあるかぎりちょうせんし続ける」というところ

やると決めたらつづけてやる。
あきらめない

自分でやると決めたらやること

やるときめたらあきらめないでやりつづける事が心にひびきました。
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やるときめたらやり続ける

あきらめない心

加藤さんのボッチャが楽しくてさいごまであきらめない心の大切さが心にのこりました

自分をしんじてあきらめずボッチャをするのはびっくりしました

かとうさんは，あきらめず決めたことはやる

ゆめを追いかける原動力

しんじればゆめは，かなう
（がんばれば）

１％のかのうせいが，あるからこそがんばるという話

「やると決めたらあきらめないでやり続けること」というのが心にひびきました。

少しのかのうせいがあれば，あきらめなければかなう
やろうと思ったことはなんでもちょうせんする

１％の可能性がある限りどんなしょうがいがあってもちょうせんする

「１％の可のうせいがあるかぎりあきらめない」という言葉に勇気をもらった

やるときめたらあきらめないことのお話が心にひびいた

加藤さんがすきな言葉
「ＯＷＮ YOUR ＬＩＦＥ！(ＯＷＮ Ｙｏｕｒ ＬＩＦＥ！？)」が心に響きました。

あきらめないで，どんなことにも，とりくむこと
「１％」の力を，信じてやること

いろいろなことにチャレンジすること

チャレンジすること。

挑戦した数だけ自分が変わり周りも変わりゆめを実げんできる！

１％でも可のうせいがあればあきらめずにちょうせんするというお話。

「かこはかえられないけど，今から未来はかえられる」という話

ロンドンのパラリンピックにまけてもあきらめずにがんばっていい記録をだそうと言うがんばる
気持ち。
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ちょうせんをしたこと。

あきらめず，なにごとにもチャレンジ

パラリンピックでまけでもあきらめなかったところがいいと思います。

あきらめないという言葉

自分がやると決めたらやり続けるところ

連らくしていること

やると決めたらあきらめない。

自分のじんせいは自分できめること。
チャレンジをしてあきらめないこと。

一パーセントのかのうせいがあるかぎりやる

しょうがいの人でもスポーツができるんだなあと思った。

かのじょがほしいから大学にはいった

かのじょのために大学
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楽しかった 49名 92.5%
どちらかといえば楽しかった 3名 5.7%
楽しくなかった 1名 1.9%
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 49名 92.5%
回答なし 0名 0.0%

障がいのある人への理解 36名 67.9%
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さ 18名 34.0%
相手の気持ちを考える 19名 35.8%
あきらめない心の大切さ 52名 98.1%
その他 3名 5.7%
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）
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知っていた 12名 22.6%
聞いたことはあった 23名 43.4%
知らなかった 18名 34.0%
回答なし 0名 0.0%

分かった 21名 39.6%
少し分かった 30名 56.6%
分からなかった 2名 3.8%
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 14名 26.4%
知らなかった 39名 73.6%
回答なし 0名 0.0%

参加したい 42名 79.2%
どちらかといえば参加したい 9名 17.0%
参加したくない 2名 3.8%
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 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%

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 1名 33.3%
どちらかといえば深まった 2名 66.7%
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：３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 3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 3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%

・障害者スポーツを体験する機会はあまりないので，子ども達にとってとても良い経験になりました。
また，加藤さんのお話を聞いて，１％でも可能性があるなら挑戦してみようと意識が変化した子が多
く，子どもの心にひびいていました。ありがとうございました。

・一流の技を子どもたちは目の当たりにして競技の奥深さと，その技術を身につけるまでの努力の大
きさを感じたことと思う。

ボッチャをしている加藤さんの姿に対して，障害者として見ていなかったことに気づいた。子ども達も
障害を気にする気持ちを感じていなかったと思う。こういう心の内の体験がとてもよかった。

・人権を考えたり理解を深めるためには，障がいのある方のお話を直接聞くことは，重要だと感じまし
た。子どもたちも，改めて人権について考えたようでした。ボッチャというスポーツを知ることで，パラリ
ンピックに興味を示した子もいました。
　寒い中東小に来ていただき，ありがとうございました。

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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