
エチカなんでもチャレンジ

１ 目的
（１）一人一人の力が発揮できるように、いろいろなことに取り組み、

挑戦する態度を養う。
（２）それぞれが努力した成果をみんなで大喜びし、学校として絆を深

める。

２ 認定条件
（１）記録達成が証明されること。

（可能な限り、映像又は写真で証明）
（２）記録が数量化できること。

（回数、本数、時間）
（３）記録を超すことができること。

（次回に挑戦できる、他の児童生徒が挑戦できる）

３ 方法
（１）子ども一人でできること、または、子どもと教師が一緒にできる

ことに挑戦する。
（例）・何秒同じ動作を続けられるか。（握る、見る、座るなど）

・追視をどこまで（頭の動き）できるか。
・ある動作に合わせて、手のひらの開閉を何回できるか。
・どれだけの音量や明暗で笑顔が見られるか。
・何個並べられるか。何個積めるか。何個入れられるか。
何本倒せるか。

・何秒（分）以内に、どれだけできるか。
・じゃんけんで何回連続勝てるか。

（２）事前にエントリーし、日時を決めて開催する。対戦競技（ボッ
チャ等）をする場合は、校内で事前申し込みをする。授業参観日
に設定したり、事前に連絡したりして、多くの人が見られる機会
を作る。

（３）内容は、学校ホームページで報告する。



みんなの挑戦内容

挑戦内容

あお向きの姿勢で鈴を何秒間持ち上げられるか。

鉄棒やろく木にどれだけの時間ぶら下がっていられるか。

５ｍをどれだけの時間で歩くことができるか。
（途中で座ったらその位置からリスタート）

歩行器を使って１分間でどれだけの距離を歩くことができるか。

３分間で手すりにつかまって何ｍ歩くことができるか

２分間で目の前のボールを何回蹴ることができるか。

２分間で目の前のボールを何回蹴ることができるか。

１分間で何回iPadに触れて音を出すことができるか。

１階から２階まで、一人で手すりを持ちながら何秒でスロープを上るこ
とができるか。

１分間でウインドチャイムを何回鳴らすことができるか。

歩行器を使って１分間でどれだけの距離を歩くことができるか。

合図でスタートし、歩行器で20ｍを何秒で走れるか。

1.3ｍほどの高さにある籠に、３分間で何個、玉を投げ入れることがで
きるか。

空のペットボトルを的にして風船を打つとき、何ｃｍの距離で倒すこと
ができたか。

ボールを持って、スロープを１階から２階まで何秒で走れるか。

２分程度の曲の間に、教師と両手を動かしながら、自分で親指を何回動
かすことができるか。

立位台を使って立つとき、３分間で何秒顔を上げて立つことができるか。



みんなの挑戦内容

挑戦内容

スクーターボードにあお向きで乗り、足で蹴ってセラピーマット３枚分
（２ｍ70cm）を何分で進めるか。

スイッチを押して扇風機をつけることが、３分間で何回できたか。

自分で体を動かして滑り台を滑り降りることが、何秒でできたか。

おもちゃの銃を使い、３ｍ先にある５つの的を何発で打ち落とすことが
できるか。

１階から３階まで何秒で階段昇降できるか。

左腕でタンブリン型楽器を押して、３分間で何回楽器を鳴らすことがで
きたか。

右腕でボールを払い、３分間で何回ボールを動かすことができたか。

よつばいの姿勢を一人で何秒間保持できたか。

円盤の上であぐら座位の姿勢を何分間保持できたか。

５分間で５ｍ離れた籠に１個ずつボールを持って運び、何個入れること
ができたか。

３分間でそろり歩き（音をできるだけたてない歩き方）ができる歩数を、
どれだけ伸ばせるかチャレンジ。

10の身近なものを何個正確に言葉で言い表すことができたか。

玉入れの球を10投中何投籠に投げ入れることができるか（左右両方測定
する）。

野菜を模したペットボトルを、畑に見立てた箱から何本引き抜けるかに
チャレンジ。

玉入れの球を５投、籠を見て何投入れることができるかチャレンジ。

スラロームで何分何秒でゴールできるか。



みんなの挑戦内容

挑戦内容

野菜を模したペットボトルを、畑に見立てた箱から何本引き抜けるかに
チャレンジ。

ボッチャボールを10回中何回、前方に100㎝以上投げることができるか。

野菜を模したぬいぐるみを取って３分以内に何個籠に入れられるか。

10投で玉をどのくらい遠くから籠に投げ入れることができるか。

10投で玉をどのくらい遠くから籠に投げ入れることができるか。

ジャベリックスローで、何ｍ投げられるか。

スラローム（車椅子）で、何分何秒でゴールできるか。

自転車に乗って、30ｍジグザグコースを何分何秒でゴールできるか。

20ｍ、車椅子を自走して何分何秒で進めるか。

1500ｍを何分何秒で走ることができるか。

手渡された物を何分何秒持ち続けることができるか。

野菜を模したぬいぐるみを10個、籠に入れることを何分何秒でできるか。

フライングディスクを７ｍ先のゴールに10枚中何枚入れられるか。



みんなの記録

記録 活動の様子

あお向きの姿勢で鈴を何秒間持ち上げられるか。
最高記録 11月21日 ４８秒

（挑戦回数 ３回）
鈴の重さを気にせず、自分で持ち上げたり左右に振ったりす

ることができました。小学部での発表会でも、動画を見終わっ
た後に友達や教師から歓声を受けて、うれしそうでした。

鉄棒やろく木にどれだけの時間ぶら下がっていられるか。
最高記録 11月10日 ２５秒

（挑戦回数 ８回）
最高記録の25秒にせまる記録をたくさん出すことができまし

た。体が揺れていても、つかまっているときの姿勢が安定して
きました。握力が強くなり、握り締める手に力強さを感じます。

５ｍをどれだけの時間で歩くことができるか。
（途中で座ったらその位置からリスタート）
最高記録 ９月28日 ２８秒 （挑戦回数 ４回）

小学部での発表会では、一度だけ教師につかまることがあり
ましたが、５メートルの距離を自分の力だけで歩ききることが
でき、みんなからたくさんの拍手をもらうことができました。

歩行器を使って１分間でどれだけの距離を歩くことがで
きるか。
最高記録 11月７日 ２５ｍ

（挑戦回数 ８回）
毎日の歩行器の練習が実を結び、より遠くへと歩くことがで

きるようになりました。足を交互に踏み出すことが上手くなり、
歩くスピードが見ちがえるほど速くなりました。

３分間で手すりにつかまって何ｍ歩くことができるか
最高記録 ２月28日 ２０ｍ

（挑戦回数 ３回）
顔を上げて自分の行く先を見ながら時間いっぱいまで一生懸

命歩くことができました。一部手すりの無いところも、壁に手
をついてすばやく移動することができました。

２分間で目の前のボールを何回蹴ることができるか。
最高記録 11月17日 ７６回

（挑戦回数３回）
クッションチェアに座ってゴールとボールを確認すると足を

大きく動かしてボールを蹴ることができました。小学部での発
表会では、ボールを蹴り落とす程、勢いよく蹴ることができま
した。



記録 活動の様子

２分間で目の前のボールを何回蹴ることができるか。
最高記録 11月17日 ８２回

（挑戦回数 ３回）
小学部での発表会では歓声や応援の声を聞いて、少し緊張し

ていましたが、慣れてくると右足をゆっくり上げてボールを蹴
ることができました。ボールまでの高さを確認して自分からさ
らに足を上げることができました。

１分間で何回iPadに触れて音を出すことができるか。
最高記録 11月16日 ５回

（挑戦回数 ６回）
イヤフォンから聞こえてくる自分の出した音に集中している

様子でした。一回音が出すことができると、もう一度確かめる
ようにiPadに触れている手を動かすことができました。

１階から２階まで、一人で手すりを持ちながら何秒でス
ロープを上ることができるか。
最高記録 １月25日 １分５２秒

（挑戦回数 ７回）
歌を歌いながら楽しく挑戦しました。曲がり角や手すりがな

くなるところは両手を使って慎重に進むことができました。

１分間でウインドチャイムを何回鳴らすことができるか。
最高記録 11月８日 １４回

（挑戦回数 ６回）
頭の振り方で変わる音色を聞き、どんな音がでるのか確かめ

ながら行っている様子でした。「あと10秒だよ。」と言葉をか
けると、最後の力を振り絞って、時間ギリギリまで取り組むこ

とができました。

歩行器を使って１分間でどれだけの距離を歩くことがで
きるか。
最高記録 10月31日 １７ｍ

（挑戦回数 ８回）
体重をしっかりと乗せ、力強く床を蹴って進むことができま

した。歩くときに前を見ることができるようになってきて、歩
く姿勢がよくなりました。

合図でスタートし、歩行器で20ｍを何秒で走れるか。
最高記録 11月29日 ２５秒

（挑戦回数 11回）

３学期は、顔を上げて走ることをねらって取り組みました。
毎回、目標にするキャラクターを選び、「まてまて」と勢いよ
く走っていました。



記録 活動の様子

1.3ｍほどの高さにある籠に、３分間で何個、玉を投
げ入れることができるか。
最高記録 10月７日 ２０個

（挑戦回数 12回）
３学期の挑戦では、１回１回、少し離れた位置から、籠を

しっかりと見て、丁寧に投げ入れることができるようになり
ました。

空のペットボトルを的にして風船を打つとき、何cmの
距離で倒すことができたか。
最高記録 １月12日 ７０㎝

（挑戦回数５回）
前回までにクリアしている距離から取り組み、意を決して

新記録へ挑戦しました。体全体を使って風船を打ち、倒すこ
とができると、照れながらほほえみうれしそうでした。

ボールを持って、スロープを１階から２階まで何秒で
走れるか。
最高記録 12月13日 ３５秒

（挑戦回数 20回）
１回５セットを週３回、継続して取り組みました。途中で

止まることもなく、息を切らしながら走りきりました。ゴー
ルの缶にお手玉を入れると、笑顔で喜びました。

２分程度の曲の間に、教師と両手を動かしながら、自
分で親指を何回動かすことができるか。
最高記録 10月15日 １５回

（挑戦回数 ３回）
教師と手をつないで曲が聞こえてくると、始まりに気付い

て、すぐに左手の親指を動かすようになってきました。曲が
終わるまで、繰り返し動かすことができました。

立位台を使って立つとき、３分間で何秒顔を上げて立
つことができるか。
最高記録 １月27日 ２分２５秒

（挑戦回数 ８回）
鏡や絵本を見ながらがんばって顔を上げました。疲れて顔

が下がってきてしまっても、教師の応援の言葉を聞くと、
ぐっと力を入れて顔を上げることができました。

スクーターボードにあお向きで乗り、足で蹴ってセラ
ピーマット３枚分（２ｍ70ｃｍ）を何分で進めるか。
最高記録 11月21日 １分９秒

（挑戦回数 ２回）
ゴールにある大好きなピーナツバルーンを目指して、大き

な声を出して張り切っていました。足の裏が床に着くように
足首を支えると、力強く蹴って進むことができました。



記録 活動の様子

自分で体を動かして滑り台を滑り降りることが、何秒で
できたか。
最高記録 11月18日 ７分４８秒

（挑戦回数 ４回）
滑り台の上であお向きになると、しばらくして傾きに

気付き、体を動かすことができました。足の裏に触れる
と、足で滑り台を蹴って降りることができました。

おもちゃの銃を使い、３ｍ先にある５つの的を何発で打
ち落とすことができるか。
最高記録 ２月10日 ６投

（挑戦回数 ７回）
持ち方や角度を変え、試行錯誤しながら行いました。

矢の向きを的に合わせたことや、繰り返し練習したこと
で飛躍的に記録が伸びました。

１階から３階まで何秒で階段昇降できるか。
最高記録 11月22日 ２分１５秒

（挑戦回数 ５回）

１階から３階までの昇降に挑戦しました。歩幅や足の
向きに注意しながら行うことができました。

左腕でタンブリン型楽器を押して、３分間で何回楽器を
鳴らすことができたか。
最高記録 11月18日 １８回

（挑戦回数 ３回）
タンブリン型楽器を見ると、楽器に向けて手を伸ばす

ことができました。楽器を押そうと、左腕に力をいれる
ことができました。

右腕でボールを払い、３分間で何回ボールを動かすこと
ができたか。
最高記録 ７月19日 １８回

（挑戦回数 ３回）
車椅子に乗って挑戦しました。右手にボールが触れて

いることが分かると、右腕を動かしてボールを払うこと
ができました。



記録 活動の様子

よつばいの姿勢を一人で何秒間保持できたか。
最高記録 １月21日 ６８秒

（挑戦回数 ７回）
同じ教室の友達や教師からの応援を受けて、徐々に

記録を伸ばしてきました。手のひらでしっかりと体を
支えて、顔を上げて取り組むことができました。

円盤の上であぐら座位の姿勢を何分間保持できたか。
最高記録 ９月20日 ８分

（挑戦回数 13回）
自分の体をうまく使いながら、上手にバランスをと

り、あぐら座位を保持することができました。

５分間で５ｍ離れた籠に１個ずつボールを持って運び、
何個入れることができたか。
現在の最高記録 11月21日 ３個

（挑戦回数 15回）
回数を重ねるごとに集中して取り組むことができる

ようになりました。ボールを籠の上まで運び、手放し
て入れることもできるようになりました。

３分間でそろり歩き（音をできるだけたてない歩き方）
ができる歩数を、どれだけ伸ばせるか。
最高記録 ９月26日 １００歩 （挑戦回数 10回）
背筋を伸ばせているか、足の裏を全部付けることが

できているか、自分で注意できるようになりました。
普段廊下やスロープを歩くときも、意識できるように
なりました。

10の身近なものを何個正確に言葉で言い表すことが
できたか。
最高記録 ２月３日 ８個

（挑戦回数 15回）
動物の写真を提示すると、言葉で「ライオン」など

と答えることができました。

玉入れの球を10投中何投籠に投げ入れることができ
るか（左右両方測定する）。
最高記録 11月９日 左５個 右４個

（挑戦回数 ９回）
少しずつ体が回復して、椅子に座った状態で投げら

れるようになりました。３学期に入ってからも、記録
更新を目指してチャレンジし続けることができました。



記録 活動の様子

野菜を模したペットボトルを、畑に見立てた箱から何
本引き抜けるかにチャレンジ。
最高記録 11月２日 １０本

（挑戦回数 ２回）
「引っ張って」の合図で力強く引きぬけました。

「すご～い」と声をかけるとうれしそうな笑顔を見せ
てくれました。

玉入れの球を５投、籠を見て何投入れることができ
るかチャレンジ。
最高記録 ７月12日 ４球

（挑戦回数 10回）
５球全部籠を見る事は難しかったですが、いつもや

る気を出して取り組めました。自分が投げた球を拾っ
たり、籠に入った球の数を数えたりすることが上手に
なりました。

スラロームで何分何秒でゴールできるか。
最高記録 １月20日 １分３０秒７

（挑戦回数 ３回）
前回からの改善点をしっかり意識し、１本目から集

中して取り組み、好記録を出すことができました。

野菜を模したペットボトルを、畑に見立てた箱から何
本引き抜けるかにチャレンジ。
最高記録 ２月７日 ６本

（挑戦回数 ３回）
左手で４本、右手で２本、にんじんを引き抜くこと

ができました。合図に合わせて引っ張ることもできま
した。

ボッチャボールを10回中何回、前方に100㎝以上
投げることができるか。
最高記録 11月30日 ４回

（挑戦回数 11回）
大好きな絵本を目標物にして、「ここまで投げる

よ」という言葉に応えようと、自らボールを握り、絵
本を見ながら投げることができました。

野菜を模したぬいぐるみを取って３分以内に何個籠
に入れられるか。
最高記録 ２月２日 ７個 （挑戦回数 ８回）
目の前にある野菜をよく見てから手を伸ばして握る

ことがどんどんスムーズにできるようになってきまし
た。野菜を籠に入れるときも、上手に手放して収穫す
ることができました。



記録 活動の様子

10投で玉をどのくらい遠くから籠に投げ入れることが
できるか。
最高記録 １月16日 ５ｍ

（挑戦回数 ４回）
籠をよく見て、ねらいを定めて投げるのがとても上

手になりました。これまでの記録を大幅に更新し、最
終チャレンジで最高記録を出すことができました。

10投で玉をどのくらい遠くから籠に投げ入れることが
できるか。
最高記録 １月18日 ５ｍ （挑戦回数 ４回）
友達と競いながら、挑戦をしました。上手くいかな

いときにはとても悔しがり、意欲的に記録更新をねら
いました。最終チャレンジで最高記録を出すことがで
きました。

ジャベリックスローで、何ｍ投げられるか。
最高記録 １月20日 ２０ｍ９０ｃｍ

（挑戦回数 18回）
１月に入り、久しぶりに取り組むと記録が大幅に向

上しました。１月の２回目の挑戦では、記録がさらに
向上し、これまでの最高記録を出すことができました。

スラローム（車椅子）で、何分何秒でゴールできるか。
現在の最高記録 11月29日 ５０秒１４

（挑戦回数 22回）
改善ポイントを教師と確認しながら取り組むことで、

着々と記録を向上してきました。11月には目標として
きた50秒台を見事出すことができました。

自転車に乗って、30ｍジグザグコースを何分何秒で
ゴールできるか。
最高記録 １月19日 １１秒

（挑戦回数 ８回）
「自転車に乗れるようになりたい」という強い気持

ちから、何度転んでも挑戦しようと自転車に乗り続け
ていました。自力通学を始めたことで体力もつき、バ
ランス感覚が高まったと思います。

20ｍ、車椅子を自走して何分何秒で進めるか。
最高記録 11月８日 １分５６秒

（挑戦回数18回）
意欲的に繰り返し挑戦することができました。記録

更新がなかなか難しかったのですが、毎回笑顔で
「ゴール」と言いながら、教師とハイタッチするなど、
楽しみながら活動することができました。



挑戦内容 活動の様子

1500ｍを何分何秒で走ることができるか。
最高記録 ２月９日 ９分２秒

（挑戦回数 ５回）
１年生のときの記録を上回ることを目標に挑戦を重

ねました。走るごとに記録を更新し、意欲的に走るこ
とができました。初回の挑戦から１分近く記録を更新
することができました。

手渡された物を何分何秒持ち続けることができるか。
最高記録 1月12日 野菜の教具８分３０秒

（挑戦回数 ２４回）
いろいろな素材や大きさの物を持つことに繰り返し

挑戦しました。持ち慣れた教具は、長時間手で握って
感触を楽しむ様子も見られました。

野菜を模したぬいぐるみを10個、籠に入れることを何
分何秒でできるか。
最高記録 11月21日 １分２４秒

（挑戦回数 ４回）
野菜を握った後は、力強く手を引いてもぎ取り、収

穫することができました。全部収穫できたときは、教
師に「できました！」と報告することもできました。

フライングディスクを７ｍ先のゴールに10枚中何枚入
れられるか。
最高記録 11月2１日 ２枚

（挑戦回数 ２回）
フォームを意識して１枚、１枚集中してディスクを投
げました。枠に当たることが多く、あともう少しで入
りそうでした。


