
［回答者数：135名］

１．講演は勉強になりましたか？
勉強になった 108名 80.0%
まあまあ勉強になった 26名 19.3%
勉強にならなかった 1名 0.7%
回答なし 0名 0.0%

２．記述ページへ

３．講演で楽しかったのはどれですか？
加藤啓太のエピソード 107名 79.3%
未来への手紙 25名 18.5%
夢について 54名 40.0%
回答なし 5名 3.7%

４．夢に対する気持ちは変わりましたか？
はい 118名 87.4%
いいえ 16名 11.9%
回答なし 1名 0.7%

５．4で「はい」と答えた人に質問します。
　夢に対してどのような気持ちを持つようになりましたか？（複数回答）

夢は叶えられると思うようになった 78名 57.8%

書くことの大切さ 60名 44.4%
夢を叶えるために自分の
良い所を理解する大切さ 52名 38.5%

障害はあるけれどやれる！と思った 23名 17.0%

その他 5名 3.7%

参加したい 61名 45.2%
どちらかといえば参加したい 72名 53.3%
参加したくない 2名 1.5%
回答なし 0名 0.0%

加藤啓太講演アンケート結果（児童用）

６．また講演会に参加したいですか？
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（児童用） 

２．勉強になったところは何でしたか？ 

 

・1％の可能性でも諦めなければ、成功すると言うこと。 

・夢についてのこと。 

・1％の可能性でも、信じて、諦めずに頑張りたいと思いました。 

・挑戦し続けることが大切だなと思いました。 

・最後まで諦めないこと。 

・諦めなければやれる 

・夢への思いや気持ちが変わった。これから可能性が少なくてもちょっとでも信じる！頑張りたい！ 

・全て、何があっても諦めずに夢に向かって頑張る所とかが勉強になった。 

・夢を叶えるためには、どういうふうなことをして行けばいいのか細かく書くこと。 

・障害がある人もない人も皆夢は叶えられるということ！ 

・1％の可能性を信じれば夢が叶うこと。 

・信じる気持ちと挑戦の大切さ。 

・可能性が 1％でも諦めてはいけないこと。 

・諦めない気持ち。 

・やりたいことがあるから、夢を叶えようと思えるっていうのが、凄く心に残りました。 

・1％の可能性でも信じることが大切だということ。夢が叶う人の 10 個のこと。 

・たった 1％の可能性でも、努力すればやれることが増えていくんだと思いました。 

・1％の可能性を信じて日々色々なことに挑戦すること。常に前向きで笑顔でいること。 

・1％の可能性でも挑戦することの大切さが分かった。 

・強い気持ちを持つこと。 

・1％の可能性を信じれば夢は叶うという考え方。 

・1％の可能性ということ、いつでも諦めないことなど。 

・1％の可能性を信じること。 

・ボールを転がしていたのが凄かったです。 

・障害があっても夢に向かって頑張っているところ。 

・夢を叶えてる人は、言い訳や文句、人の悪口を言わないとか。 

・1％の事でも叶える事は出来るという事。 

・障害があったとしても夢を諦めなければ成功するということ。 

・夢は、できないと勝手に、決めて、簡単に諦めてはいけないということ。 

・1％の可能性があれば、努力をして夢を叶えれるということ。 

・1％しかない可能性を信じるという凄い人の考え方生き方など。 

・何があっても諦めないという心を持つこと。夢に向かって生き続けること。 

・チャレンジしなかった時は後悔ができるけど、チャレンジした時に失敗したときは後悔しないと言

っていたところ。 

・予想で出来そう出来なさそうと決め、やる・やらないを決めるんじゃなく、なんでもチャレンジする



ことが大切ということ。 

・障害だからと言って諦めない気持ちや、何事にも挑戦する気持ち。 

・たった 1％だけど、その 1％を信じることの大切さ自分の強い意志や気持ちスポーツは「見る」「支

える」「する」「伝える」「作る」。 

・自分の夢があまり達成できるものではないけど 1％を信じてやろうと思いました。 

・例え重い障害があっても、1％でも夢と持っている事が大切だと分かった。 

・スポーツを楽しむことを学んで勉強になりました。 

・1％の可能性を 100％信じている加藤さんは、とてもかっこ良かったです。目標を書く大切さに気付

きました。 

・1％の可能性を信じているところ。 

・1％の可能性を信じていれば夢は叶うということ。 

・叶えたい気持ちがあれば、夢は叶うこと。 

・挑戦をして、失敗をする確率が高くても、その少ない成功率を信じることが大切だと分かりました。 

・最後まで諦めないところ挑戦し続けるところ 

・夢があるなら全力でその夢に向かって突き進んでいくことと、1％でも可能性があれば夢を叶えるこ

とができること。 

・夢を叶えるためにやることやお金をたくさん稼ぐためにどんなことをすればいいのか分かった。 

・1％の可能性。 

・夢に対して、1％でも諦めず、信じてやっていくこと。 

・色んな人がいて頑張って生きている人がいること。パラリンピックのこと。 

・どんなにきつい状況でも、少しの可能性を信じて頑張ることが大切だということ。 

・1％の可能性があれば挑戦していく姿がとても勉強してなりました。 

・今まで、夢が叶うのはほんの一握りの特別な人間だけだと思っていたけれど、頑張って努力すれば、

普通の人間でも夢が叶うということが勉強になりました。 

・夢を持って諦めなければ、いつか夢は叶うこと。 

・夢を、紙に書くことは大切だということが分かりました。 

・夢は叶う。 

・夢に向かって努力することが大切 

・少しでも可能性があるなら、諦めないという事。 

・少ない可能性でもやれば叶うかもしれないということ。 

・1％を信じて、夢に挑む。 

・1％の可能性を信じること、夢を追いかける原動力とかも勉強になりました。 

・夢への手紙を書いた方が 10 倍になる所が驚いた。 

・諦めずに努力すれば、夢は叶うから諦めないことが大切だということ。 

・夢を叶えている人は○○というのが凄くそんな風に考えるのかーと思った。 

・1％の可能性を信じれば夢は叶うというところ。 

・自分を信じ続ければ、いつか夢を叶えられること。 

・誰でも夢は叶うんだなと思いました。 



・やりたいことがあって、1％でも可能性があれば挑戦しないと損！夢、目標は、書いた方がいいこと。 

・どんなに不自由な体でも目標を持って努力すれば大きい夢でも叶うこと。 

・1％の可能性を信じることの大切さ、目標をもち、書き出すことの大切さ。 

・「障害者」をして、ではなく「人」としてその人を関わることが大切。 

・実際に成功したことを教えてもらえて、夢とかの実現が具体的になったところ。 

・諦めないでやり続けることが大切と分かった。 

・1％の可能性を信じること。 

・1％の可能性があるのなら、その可能性を信じて、挑戦すること、やると決めたことを最後まで諦め

ずやり続けるということ。 

・諦めずに努力し続けることで夢は叶うということ。障害があったとしても障害がない人と同じよう

な気持ちでいて、前向きな気持ちがどれほど大事なことなのか。 

・未来に向けて、大事なことや、失敗すると成長が出来るということ。 

・1％の可能性さえあれば、不可能なことはないという加藤さんの考え方 

・生まれた時から今までのこと全て話していてとてもよく分かり自分にも自信がつきました。 

・1％でも諦めないと成功できるかもしれないこと。 

・障害を持った人でも、同じ人間として、夢を持つことが出来ることや、絶対に無理なんてことはない

ということが分かりました。 

・何事にも諦めず 1％の可能性を信じていけば、夢は叶うということ。 

・夢のお話をされていた時。 

・何でもチャレンジ失敗しても 

・1％の可能性を信じ、努力すれば、夢は叶うこと。 

・体が不自由でも諦めなければ夢は叶うということ。 

・1％の可能性を信じることが大事だと分かりました。 

・何事にも全力で取り組み、諦めないことの大切さ目標を紙に書くことの重要さ。 

・どんなに重い病気でも頑張れば夢は叶う。 

・1％でも可能性があるのなら諦めずに努力すること。夢ややりたい事をもつ大切さ 

・夢は叶えられると前向きな気持ちになれたところ。 

・1％の可能性を最後まで信じること。 

・どんなに辛くて、苦しくても、自分を信じていけば、叶うことが分かって、私もこの先辛いことがあ

っても頑張ろうと思えた。 

・何事にもチャレンジする大事さ。 

・誰でも諦めずに最後まで挑戦し続ければ、必ずできるということ。99％無理と言われたり思ったり

しても、残りの 1％を信じること。 

・何か不自由なことがあっても元気な所 

・1％でも、可能性を信じること。 

・夢を追いかける気持ちと、障害者という所を個性と捉えている所がとても、凄いと思ったし、勉強に

なった。 

・夢についての所 



・夢に対する意識について分かった。 

・何でもチャレンジすること。 

・1％でも諦めないで、自分だったら出来ると思えば出来るということ。 

・1％の可能性を信じること。 

・目標をもって、紙に書いた人の方が収入が多いことが分かった。夢は、たった 1％でも沢山努力すれ

ば叶うこともよく分かった。 

・1％の可能性があるなら、諦めない方がいいこと。 

・夢を叶えられるの１０か条 

・どんな人でも生きる意味があると感じた。 

・何があっても反対されても、諦めずに夢に向かうとすることが、とても勉強になった。 

・夢は、紙に書くことが大切。 

・書くことが大切ということ。 

・夢を明確に持つことの良さが分かった。 

・夢を紙に書けばより実現出来るというところ。 

・将来の夢を決めて、紙に書くこと。 

・1％しか確率がなくても信じていたり、紙に書いたりすることで、夢が実現するということ。 

・諦めないこと、他人に何と言われようがやること。 

・1％の可能性がある限り諦めない心。 

・諦めずに夢に向かっていくところ。 

・1％の可能性があるなら挑戦すると言うところが勉強になった。 

・可能性が 1％でもあればできる。 

・「障害のへの理解＝共生社会」だということが、とても勉強になりました。 

・諦めずに少しでも挑戦すること。 

・人それぞれの生き方があるということ。夢は叶うということ。 

・1％の可能性でも、信じて頑張れば、夢が叶うこと。 

・夢への思いと、可能性を信じること。また、夢に対して持つ気持ち。 

・1％の可能性でも諦めなければ夢は叶うこと。挑戦をすることの判断基準をできる/できないではな

く、やりたい/やりたくないにすること。 

・どんな人でもやろうと思ったことをやり続ければ、必ず夢は叶うということ。例え、自分には向いて

いないことであっても、自分で、やりたいことに向かい続ければ、やりたいことができるということ。 

・1％しかなくても、1％あると思えるようになれたところ。 

・「人に何て言われても 1％でも可能性があったら、諦めず挑戦するべき」ということ。 

・障害者の重みを実感した。人一倍努力が見られた。 

・1％の可能性でも諦めないこと。夢をもって、目標をもって前向きに挑戦すること。 

・障害者という肩書きがあるだけで、接し方がいい方に変わらないと知らないうちに傷つけていると

いうこと。 

 

 



７．自由感想欄（講演の感想、お悩み、夢など、なんでも…！） 

 

・諦めなければできるという大切さが分かりました。 

・夢を諦めない大切さが分かった。 

・何もしないと何も分からないとおっしゃっていたのが心に残って私も色んな事に挑戦しようと思い

ました。 

・「1％の可能性」というところが自分の将来の生き方に大切になると思いました。 

・凄く楽しかったです。夢に向かって私も頑張りたいと思ったし勇気づけられました。本当にありがと

うございました。 

・加藤啓太さんの武勇伝が面白かったです。 

・自分に障害があったら諦めてしまうと思いう、でも、この講演に参加してみて夢に対する思いが変わ

りました。 

・とても強い人だなって思いました。 

・凄く加藤啓太さんの話を聞いて、勇気づけられたし、私も夢に向かって頑張ろうと思いました。 

・私は保育園の頃から保育士になりたいという夢があります。このお話を聞いて自分もなれるように

頑張ろうって思いました。 

・夢や未来について色々話してくれて、夢は何でも叶えられると思いました。 

・心が折れてしまうこととか沢山あると思うけれど 1％の可能性を信じて挑戦することの大切さが学

べました。加藤さんの話を聞いて自分も前向きに生きようと思えました。 

・まだ将来の夢は決まっていないけど、決めたことは諦めずに頑張りたいと思った。 

・今日はありがとうございました。僕は今将来について大きな夢はありませんが、今の中学校生活の些

細な夢でも、1％の可能性を信じて頑張って行きたいです。 

・講演会では、夢を叶えられることや諦めない気持ちが大切なんだなーと思いました。 

・今回は、貴重な話しありがとうございました。 

・凄く分かりやすくて、面白かったです。自分も夢に向かって頑張りたいです。 

・そのたった 1％の可能性を信じることはとても大切なことだなと思いました。 

・夢を叶えられるように自分で頑張りたいと思います！ 

・障害の人でも夢を叶えられる人だと思いました。でも仕事などは、何回も断られてしまい落ちてしま

ったりしたと言っていたので大変だなと思いました。 

・夢は、人を笑顔にできる仕事に就くこと。叶えられるように、頑張ってみようと思います。 

・面白いお話もされて、障害はできない理由と捉えれなくなって、私たちと同じなんだと強く思わせて

もらった良い機会でした。 

・私の夢は、結構頑張らないと叶えられない夢ですが、その夢に対しての思いが変わりました。ありが

とうございました。 

・加藤啓太さんは諦めない人で、私も今までチャレンジせずに諦めるということを何回も繰り返して

きたので、話を聴いて勇気をもらえた。 

・講演って聞くと、笑いがない、真剣な姿で話をしているようなイメージがあるけど今回の講演は笑い

や質問もあったり、とても楽しかった。 



・夢や目標を紙に書き出すことの大切さや、周りの人に何を言われようが諦めない心を持つことが、叶

えることに繋がるということがとても心に残りました。 

・今回からスポーツを楽しみたいなと思います。 

・加藤さん、沢山のエピソードとためになるお話ありがとうございました。 

・とても書くことの大切さが分かり自分の夢などが見つかったらどんどん書いていきたい。 

・自分は自分の夢について曖昧な気持ちでしたが今回の講演を聞いて自信がつきました。 

・本当に 1の可能性を信じることがどれだけ大切かが、分かりました。自分が無理だと思っても、諦め

ずに挑戦することも大切だと分かりました。 

・自分の夢に、前向きに取り組めそうです挑戦することが大事だと分かりました。 

・問題とかに対する答えが面白かった。ボッチャの上手さにびっくりした。 

・話しが面白くて良かった。パラリンピックなどの考え方が少しだけ変わった。 

・どんな時でも常に笑顔でいて凄いと思いました。 

・加藤さんの話しを聞いてどんな大変な障害があっても 1％の可能性があってそれに努力をすること

が出来たら夢を叶えられると分かったからその生き方に勇気をもらうことが出来ました。僕はまだ夢

とかはないけど夢が出来たら加藤さんのように諦めないで頑張って努力をしていこうと思いました。 

・今、特に自分がやりたいと思うものが無いのですが、どうすれば良いですか？ 

・1％の可能性を信じてそれを諦めないことが本当にすごいと思いました。 

・とても明るくて夢に向かって努力をされている所が勉強になりました。 

・目標を自分で決めて、紙に書く大切さを学べました。良い経験をさせてくれて、ありがとうございま

す。 

・ボッチャの滑り台の調節が凄かった。 

・夢を叶えていて、そのための経験を話している言葉は凄く重みがあって、勇気を貰いました。ボッチ

ャ凄かったです。 

・私もこの講演を参加して 1％しかなくても信じようと思います。 

・私はイラストレーターになりたくて、絵を描いているのですが、最近思うような絵が描けません、で

も今回の講演でそういうのは気にせず、ずっと志を持っていこうと思いました。 

・講演ありがとうございました！ 

・今回の講演誠にありがとうございました。私は 1％の可能性を信じると聞いて夢に自信が持てまし

た。やると決めたことは最後までやる、それはとてもかっこいいことだと私は思いました。これから私

も色んな事に挑戦したいと思います。 

・夢を持った時、夢を夢で終わらせるのではなく、0％叶わない夢は無いから少しの可能性を信じて夢

に向かって自分も今から頑張っていこうと思いました。 

・夢を持ち、何事にも前向きに取り組んできたことが伝わり、凄く素敵だなと思いました。私も自分を

信じて、少しでも可能性があれば、挑戦出来るようにしたいです。 

・障害が重たくても、前を向いている加藤さんは凄いと思った。 

・ボッチャのボールに触ることが出来て良かった。 

・ボッチャで見ているだけでも凄く楽しかったです！ 

・最初は自分の夢に自信がなかったけど、講演を聞いたことで自分の夢に自信がつき、叶えたいという



気持ちになりました。夢を簡単に捨てず叶えるために諦めない心を大切にすることを学べました。 

・加藤さんのお話しを聞いて、体が不自由でも、挑戦していくことが格好良いことなんだと知ることが

できました。また、99％の可能性がなくても、たった 1％を信じることの大切さを知りました。 

・講演で、自分達のことを思ってか、時々面白いことを言っていただき、将来について改めて考える機

会を貰う事が出来ました。 

・私は将来の夢はまだ決まっていないけど、不可能なことはないと不可能なことはないと思ったので

視野を広くして、自分がやってみたいと思ったことはどんなに難しいことでもチャレンジしたいと思

った。 

・加藤さんは本当に明るくて、見た目は障害を持った人だけど中身は同じ人間で、話などを聞いていく

うちに、障害を持っていることなんて、忘れてしまうぐらい面白かったです。どんなことにも前向き

で、笑顔でいて周りも明るくなると思います。 

・私は、今自分が将来の夢に向いているか、不安だったけど、加藤さんの話で、諦めずに頑張ろうと思

えました。講演ありがとうございました。 

・ボッチャ見ていてとても凄いと思いました！ 

・僕は、はっきりとした夢は決まっていないけど、やりたいと思ったことがあれば 1％にかけてやって

みたい。 

・諦めず夢を叶える！ 

・たまに冗談が入ったり、とても面白い講演でした。 

・お話しを聞いて、夢は叶えることが出来ると前向きな気持ちになれて、私も、叶えたい夢があるので、

頑張って叶えたいと思うことが出来ました。 

・とても分かりやすかったです。ありがとうございました。頑張って下さい。 

・昔あった辛いことや失敗してしまったことを私達に伝えてくれて、それでも乗り越えてきたことを

聞いて私も頑張ろうと思うことが出来ました。 

・ニコルの話が面白かった。 

・加藤さんの話から本当に沢山のことを学ばせてもらいました。諦めない心。信じる心、今まで自分は

できない、やっても無駄と思っていたけれど、加藤さんに会って話を聴いて、やってみようという心を

持つことが出来ました。ありがとうございました。自分はまだ夢を持っていませんがこれから見つけ出

したいです。今、夢がない場合は、どうするのが一番いいですか？ 

・ボッチャとても面白かったです。 

・ボッチャがとても上手。 

・加藤さんのボッチャをやっている姿を見て、とてもカッコイイなと思ったしまたすごく上手でびっ

くりしました。 

・様々な観点から夢を見ることの必要性が分かった。諦めないで挑戦し続けていきたい。 

・とても興味深い話や、少しギャグが入ったり、面白く話を進められていてとても楽しめました。 

・将来の夢は、トラック運転手になること。 

・とても面白くて、笑いながら講演を聞くことが出来ました。 

・夢を叶えられる１０か条を聞いて、諦めてはいけないと思いました。ボッチャでは仲間と協力しあえ

た所が良かったと思いました。 



・夢とか簡単に諦めないで頑張ろうという気持ちになりました。ボッチャが凄く上手だと思いました。 

・自分の夢に向かおうとする加藤さんの姿が、かっこいいなと思いました。 

・とても楽しく参加出来ました。 

・ボッチャが楽しかった。 

・ボッチャが凄かったです。 

・ボッチャめちゃめちゃ見てて面白かったです！ 

・面白く、分かりやすく、説明していて良かった。将来の夢までの図がはっきりしてきた。 

・ボッチャの実力が凄かった。障害があるのにここまで頑張れるのか凄いと思いました。 

・自分の中で明確な夢がまだない... 

・ボッチャが凄かった。あの距離からボールをつけれるのは凄いと思った。 

・1％の可能性があるなら自分も夢や目標に向かって頑張ろうと思いました。 

・パラリンピックや、ボッチャ、夢への見方が変わりました。 

・今回の講演を受けて、私は美容師になりたいという思いはまだ変わっていません。多分もう頭が悪い

から無理だと思ってたけど、また夢に向かって頑張ろうと思えた。 

・障害を持っていても、自分次第で人生は変わっていくこと、また障害を持っていない人でもそう言え

るのだと思いました。夢は、叶わないと自分の中で決めていたけれど頑張って目指そうと思うことがで

きました。 

・講演している時のギャグが、面白かったです。自分の夢は、警察官なので、叶えられるように頑張り

たいです。 

・夢に対する向き合い方が変わりました。 

・今回の講演で夢は諦めなければ叶うことが一番心に残ってます。また、加藤さんの前向きな心が夢を

叶えたんだと思い、凄いと思いました。自分も夢に向かって頑張ります。 

・最後に、加藤さんからもらった色紙が私は心に残っています。生きれる可能性が 1％だった人が字ま

で書いていて、私達のために、一生懸命言葉で伝えて、その加藤さんの何でもできるみたいな気持ちに

勇気をもらいました。私も、夢に向かって、挑戦していきたいです。 

・ボッチャをやった時は、体が自由に動く私達よりも正確に近づけていて、凄いと思いました。こんな

ことが出来るのも、何でも、自分の目標のために原動力に変える加藤さんだからだなと思いました。今

日の講演でも、日常生活で生かせるところは生かしたいです。 

・自分は、獣医師になりたいです。親には、すっごい難しいけど大丈夫？って言われるけど、まだでき

ないって決まってないし、辞めるなんて思わんからこれからも頑張ります。 

・将来、障害者をサポートする仕事をしてみたいです。とても興味を持てました。人助けをするのがと

ても好きです。これからも障害者と共に頑張りたいです。 

・自分は夢がないけど、早く決めて、目標に向かって頑張ってみたいと思いました。ボッチャも楽しく

てもっとやってみたいし、他のパラリンピックのスポーツも調べてみたいです。 

・自分の夢に向かう姿が凄いカッコイイなと思いました。夢を諦めずに続ければ叶うということが分

かりました。 


