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ニットーキッズ 巡回指導 7月訪問ダイジェスト版  写真館 

 

 

 

 
 

キッズ巡回指導は、2004年から、これまでサッカーに親しんだことがない幼児も含めて、より多くの子ども達がボールを

蹴る楽しみを 身近に味わえる機会を提供し、「からだをうごかすことが楽しい！うれしい！おもしろい！」と感じてもらえ

ることを目的とし、岩手県内全域の幼稚園・保育園を訪問し実施しています。 

 

 このたび、新日東鋼管株式会社様（県内8拠点を構え、水と空気に関わる機器とそれらをつなぐ配管機材を取り扱う卸

売業）と、岩手県サッカー協会は、2020年7月14日に、キッズ年代を対象とした巡回指導に関するスポンサー契約を結び

ました。7月1日からスタートの『キッズ巡回指導』を、7月27日から『ニットーキッズ 巡回指導』という名称変更して、岩手

県サッカー協会および新日東鋼管(株)様が協働で取り組みます。 

 

【主  旨】 ： これまでサッカーに親しんだことがない幼児も含めて、より多くの子ども達がボールを蹴る楽しみを身近に

味わえる機会を提供し、「からだをうごかすことが楽しい！うれしい！おもしろい！」と感じてもらえることを

目的とする。 

【主  催】 ： 公益社団法人岩手県サッカー協会 

【主  管】 ： 公益社団法人岩手県サッカー協会キッズ委員会 

【後  援】 ： 岩手県教育委員会、盛岡市、一関市、31市町村教育委員会) 

【協  力】 ： いわてグルージャ盛岡 

【特別協賛】： 新日東鋼管株式会社 

 

【募集期間】： 一年を通じて募集しております。冬場も室内で活動可能です。 

【対  象】 ： 未就学幼児（年中、年長）、児童（小学１年生～４年生） 

【会  場】 ： 園庭及び小学校校庭、その他の施設 

【内  容】 ： サッカーだけに特化することなく、誰でも楽しめるボール遊び（手や足で）、動きづくり、鬼ごっこ、ゲーム等

を通してからだを動かすことの爽快さを体感してもらいます。 

【時  間】 ： 1回60分程度 

【指 導 者】 ：  公益財団法人日本サッカー協会 公認キッズリーダー 84名  

         （新日東鋼管(株)社員の皆さん22名、ニットーキッズ巡回指導スタッフ52名、インストラクター10名） 

 

 

 
           ニットーキッズ巡回指導スタッフ集合写真（7月23日キックオフミーティングにて） 

 

 

 

 

https://www.nitto-kokan.co.jp/


【7月訪問実績】 
訪問月NO 園名・学校名・施設名 市町村 訪問日時 訪問指導者 コマ数 対象 合計 男　 女　 会場
7月 1 むらさきの幼稚園 北上市 7月7日 鳴尾直軌・瀬川涼 2コマ 年長2クラス 50 25 25 同施設
7月 2 見前保育園 盛岡市 7月8日 いわてグルージャ盛岡スタッフ2名（塩野良太・比嘉孝広） 2コマ 年中・年長 55 28 27 同施設
7月 3 西根保育所 雫石町 7月10日 いわてグルージャ盛岡スタッフ2名（安楽健太・畠山涼） 1コマ 年中・年長合同 14 7 7 同施設
7月 4 くりやがわ保育園 盛岡市 7月10日 水沼聡 2コマ 年中1コマ、年長1コマ 39 20 19 同施設
7月 5 むらさきの幼稚園(北上） 北上市 7月10日 鳴尾直軌・平野伸 2コマ 年長1コマ、年中1コマ 50 27 23 同施設
7月 6 玉山保育園 盛岡市 7月13日 いわてグルージャ盛岡スタッフ1名（本田聡太朗）、佐藤範幸 1コマ 年中・年長合同 18 8 10 同施設
7月 7 まつのまるこども園 二戸市 7月13日 内田将裕・いわてグルージャ盛岡スタッフ1名（安楽健太） 2コマ 年中のみ 32 14 18 同施設
7月 8 盛岡白百合学園幼稚園(盛岡） 盛岡市 7月13日 いわてグルージャ盛岡スタッフ2名（畠山涼・比嘉孝広） 2コマ 年中1コマ、年長1コマ 50 18 32 同施設
7月 9 はまゆり子ども園 普代村 7月14日 神谷敏行 1コマ 年中・年長合同 21 14 7 同施設
7月 10 若柳幼稚園 奥州市 7月14日 藤原一裕・佐藤梢 1コマ 年少・年中・年長 10 6 4 同施設
7月 11 つつみこども園 大槌町 7月15日 佐藤洋充・菊池優 2コマ 年中1コマ、年長1コマ 29 15 14 同施設
7月 12 南巣子保育園(滝沢） 滝沢市 7月15日 いわてグルージャ盛岡スタッフ2名（本田聡太郎・比嘉孝広） 2コマ 年中1コマ、年長1コマ 45 20 25 同施設
7月 13 かまいしこども園 釜石市 7月15日 佐藤皓・新沼真介 1コマ 年長のみ 17 6 11 同施設
7月 14 幸町保育園 久慈市 7月15日 千葉貴子 1コマ 年長のみ 14 8 6 同施設
7月 15 認定こどもかわぬき 久慈市 7月16日 千葉貴子 2コマ 年中1コマ、年長1コマ 27 13 14 同施設
7月 16 仙北保育園 盛岡市 7月17日 いわてグルージャ盛岡スタッフ2名（安楽健太・佐々木翔） 1コマ 年長のみ 20 9 11 同施設
7月 17 むらさきの幼稚園(北上） 北上市 7月17日 鳴尾直軌・平野伸 2コマ 年長1クラス、年中1クラス 49 26 23 同施設
7月 18 さくらがおか保育園 盛岡市 7月21日 いわてグルージャ盛岡コーチ（塩野良太）・水沼聡 2コマ 年中・年長 18 11 7 同施設
7月 19 侍浜保育園 久慈市 7月27日 神谷敏行 1コマ 年長のみ 13 5 8 同施設
7月 20 日頃市保育園 大船渡市 7月28日 新沼真介・佐藤仁 1コマ 年長のみ 8 2 6 同施設
7月 21 よつばこども園 盛岡市 7月31日 いわてグルージャ盛岡スタッフ2名(安楽健太・佐々木翔） 2コマ 年中1コマ、年長1コマ 32 16 16 同施設  
 

【活動の様子】7月13日まつのまるこども園（二戸市） 

 
 

【活動の様子】7月14日はまゆり子ども園(普代村) 

 



 

【活動の様子】7月15日かまいしこども園(釜石市) 

 
 
【活動の様子】7月15日つつみこども園（大槌町） 

 
【活動の様子】7月16日認定こども園かわぬき(久慈市) 



 
【活動の様子】7月21日さくらがおか保育園(盛岡市) 

 
 

【活動の様子】7月28日日頃市保育園(大船渡市) 



 
 

＜ニットーキッズ 巡回指導スタッフのコメント＞ 
・みんな話をよく聞けて、テンポよく進行することができました。（7月7日むらさきの） 

・みんなとても元気に楽しんで頑張ってくれました。（7月8日見前） 

・全員が最後まであきらめないプレーしているのが印象的でした。次回も楽しみです。（7月13日玉山） 

・お互い初対面でしたが、すぐに打ちとけ最後はみんなニコニコ笑顔でこちらも元気をもらいました。次回もたのしみです。

（7月13日まつのまる） 

・みんなと楽しく活動できました。話をきく姿勢がよかったです。（7月13日白百合） 

・とても元気が良くて楽しくできました。（7月14日はまゆり） 

・少人数でも元気いっぱいサッカーをしてくれて、コーチも楽しかったです。またサッカーやりましょう！（7月14日若柳） 

・初めてで最初は不安でしたが、子どもが楽しそうにしていたので安心しました。（7月15日つつみこども園） 

・ボールに徐々に慣れてサッカーがもっと楽しくなるきっかけになればと思います。次回も楽しみです。（7月15日南巣子） 

・あいさつから整列まで、元気よく行ってくれました。お話も真剣にきいてくれ、ボールも一生懸命追いかけすごくかっこ良

かったです。（7月15日かまいしこども園） 

・初めての年中さんは話しを聞く姿勢やボール扱いも上手で、外で伸び伸び試合できず残念でした。昨年から継続の年

長さんは、動きもボール扱いもとても上手でした。（7月16日かわぬき） 

・お話も良くきけ、泣く子も一人も出なく、強い子たちでした。（7月17日仙北） 

・サッカーの理解があるので、楽しくスムーズにゲームができました。（7月17日むらさきの） 

・しっかり話をきいて、色々なことにチャレンジしていました。転んでも泣かず、最後まで楽しそうにサッカーしてくれました。

（7月21日さくらがおか） 

・こどもたちの『楽しかった』『またやりたい』という声がきけて良かったです。（7月28日日頃市） 

 

＜指導内容（1部紹介）＞ 

動きづくり 
・いろいろな歩き方 

・コーチから逃げながらのステップ 

・ものまね動き 

・アイスブレイク 

・身体ジャンケン 

・ボール落としてジャンプ 

・シャッターチャンス 

・ビブスキャッチ 

・忍者シュリケン 

鬼ごっこ 
・グループに分かれて氷オニ 

・ビブスしっぽ取り 

・おしりボール当ておにごっこ 

・４つの家を移動しておにごっこ、ドリブルで 

・手つなぎオニ 

・節分オニ 

ボールフィーリング 



・手を使ったボール遊び、ボールキャッチ、手でボール回し 

・一人ボール1個でお散歩、ボールストップ、ボールタッチ 

・ボール走って追いかけてシュート 

・ドリブルシュート 

ゲーム 
・男女分かれて6vs6 ボール3個 

・4チームに分かれて 

・子どもVS大人 

 

＜受け入れ先施設からの感動・ご意見＞ 
・子どもたちを引き付ける声掛け、丁寧で優しいことばづかいがとても良かったです。なかなかサッカーになじめなった子

に対して一人一人に寄り添っていただき、子どもも安心できました。（7月7日むらさきの） 

・室内でも楽しめる工夫がされて、こどもたちが良い表情で喜んで参加できました。（7月8日見前） 

・最初に鬼ごっこをし、体をほぐしながら初めてもらい、ビブスやボールに触れ徐々にサッカーへの意識につなげて、楽し

んで取り組めました。ゲームでは悔しがったり、ゴールし喜んだり、様々な思いを引き出すことができ本当に良かったで

す。（7月10日西根） 

・今回の活動に刺激され、サッカーを日常でするようになりました。（7月10日くりやがわ） 

・細めな休憩があった点は良かった。シュートも一人ずつ行う時間が多く良かったですし、方向が一緒で分かりやすかっ

たです。（7月10日むらさきの） 

・子どもたち一人一人に声をかけてくれてよかったです。できたことを褒めてくれてうれしそうでした。（7月13日玉山） 

・急な天候の変化により、会場園庭から、ホールへ移動も対応してくださり助かりました。（7月13日まつのまる） 

・ウイルス対策がきちんと守られ良かったです。（7月13日白百合） 

・予想外の暑さだったので、熱中症を考慮し次回配分を検討したい。（7月14日はまゆり） 

・ボールを触れる前に、導入としてビブスやコーンを使った遊びがあって良かったです。ただボールをけるだけでなく、ボ

ールを止めたり、手でまわしたり、ゲームをしたり様々な遊び方があることを知り、子どもたちもとても楽しんでいました。

（7月15日つつみ子ども園） 

・子どもの声に耳を傾け指導していただき、子どもたちもすぐに親しみを持ちながらコーチと接することができました。（7

月15日南巣子） 

・サッカーゴールを使ってサッカーするのが初めてだったので、子どもたちは喜んで参加することができました。グリーン

カードの効果もあって、お友だちを認めたり、応援したりする姿もみられていたので良かったです。（7月15日かまいしこ

ども園） 

・サッカーを好きな子どもたちが多いため、最後まで張り切って参加することができました。（7月16日かわぬき） 

・とても楽しく指導していただき、ありがとうございました。サッカーが楽しく毎日ボールをけっている子たちです。とても喜

んでいました。コーチが大好きになったようで「また一緒にサッカーをしたい」と言っております。（7月15日仙北保育園） 

・鬼ごっこからの導入で取り組みやすかったです。（7月21日さくらがおか） 

・サッカーをする前に、基礎運動で体を動かすことで、遊びへの興味が深まりより一層サッカーを楽しむことができて良か

ったです。（7月27日侍浜） 

・支援児もおり、動きの面で心配でしたが、片足になるところや、動きが２つ以上となる場面などで、挑戦する姿が見られ、

保育士にとっても良い経験をいただきました。（7月28日日頃市） 

・まだはじめてで、ルールをわからない子どもたちですが楽しむ姿がみられよかったです。（7月31日よつば） 

 

 

 

    編集：事務局 蝦名 


