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令和3年度 ニットーキッズ 巡回指導 12月訪問ダイジェスト版 

 

 

 

 
 

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。 

 2020年度より、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、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。『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)様が協働で取り組んでおります。 

 

【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 

【申込方法】： こちらの申し込みフォームをクリックして申込みください。日程調整してご案内します。 

【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   

         （新日東鋼管(株)社員の皆さん、ニットーキッズ巡回指導スタッフ） 

 

【12月14日一関幼稚園（一関市）活動の様子】             

 
【12月14日久慈保育園（久慈市）活動の様子】 

 

 

https://www.nitto-kokan.co.jp/
https://docs.google.com/forms/u/3/d/1tmWPKQ1-LVccke0bqS05gM-mYj_mVG0Dbo5INTEohQQ/edit?usp=drive_web


【12月訪問実績】 
ＮＯ 訪問月 園名・学校名・施設名 訪問回数 訪問日時 訪問指導者 コマ数 活動時間 対象 合計 男 女 会場

1 12月 しんじょう幼稚園（奥州） 3回目 12/2(木） 鈴木道将・佐藤梢 2コマ 9：50～11：20 年中・年長 44 21 23 同施設
2 12月 盛岡白百合学園幼稚園（盛岡） 6回目 12/3(金） 水沼聡・新日鋼管社員1名（藤村亮介） 2コマ 10:00〜11:35 年中・年長 42 18 24 同施設
3 12月 田河津市民センター（一関） 1回目 12/3(金） 岩井満昭・菊地ルミ 1コマ 9:30～10:30 年中・年長と保護者 10 4 6 田河津市民センター体育館

4 12月 よつばこども園（盛岡） 7回目 12/7(火） いわてグルージャ盛岡コーチ2名（佐藤公紀・小泉俊哉） 2コマ 9:00～10：30 年中・年長 32 15 17 よつば学童ホール
5 12月 専修大学北上幼稚園 1回目 12/7(火） 平野伸・千葉一輝 2コマ 10:00～11:00 年少 53 21 32 同施設
6 12月 西光寺保育園（一関） 1回目 12/9（木） 鈴木道将・新沼真介 1コマ 9：45～10：45 年中・年長 22 14 8 同施設
7 12月 青山保育園（盛岡） 8回目 12/9（木） いわてグルージャ盛岡コーチ2名（大坪真聖・小泉俊哉） 1コマ 10:00～11:00 年長 31 17 14 同施設
8 12月 むつみこども園（奥州） 8回目 12/10(金） 鈴木道将・佐藤梢 1コマ 10:00～11:00 年中・年長 46 26 20 同施設
9 12月 むらさきの幼稚園（北上） 9回目 12/10(金） 平野伸・森亮 2コマ 10:00～11：45 年中 50 26 24 同施設

10 12月 久慈保育園（久慈） 7回目 12/14(火） いわてグルージャ盛岡コーチ3名（塩野良太・大坪真聖・小泉俊哉） 2コマ 10:00〜11:30 年中・年長 28 11 17 同施設
11 12月 むらさきの幼稚園（北上） 10回目 12/14(火） 平野伸 2コマ 10:00～11：45 年中・年長 45 24 21 同施設
12 12月 一関幼稚園（一関） 1回目 12/14(火） 鈴木道将・岩井満昭 2コマ 10：30～12:00 年長 53 28 25 同施設
13 12月 平山保育園（久慈） 5回目 12/21(火） いわてグルージャ盛岡コーチ3名（塩野良太・大坪真聖・小泉俊哉） 1コマ 10:00～11:00 年中・年長 7 4 3 同施設  

 

 

＜受け入れ先施設からの主な感想・ご意見＞ 
・サーキットを取り入れたことで、子どもたちも十分に楽しむことができました。子どもたちが、「楽しい」「もっとやりたい」と

喜んで取り組むことができました。（12月2日しんじょう幼） 

・年長はコーチの話に耳を傾け、一生懸命ボールを追いかけ良かったです。年中も難しいことに挑戦できがんばっていま

した。（12月3日盛岡白百合学園幼） 

・親子で、ケガ無く楽しみながらできました。スムーズな進行で、コーチの皆さんに感謝いたします。 

（12月3日田河津市民センター親子サッカー） 

・年少児に合わせてボール手を使ったメニューを多くし、みんな楽しく活動できました。（12月7日専修大学北上幼） 

・「右・左・前・後」の指示で動くゲームは、体を動かしながら考える力も育つので、園の遊びでも取り入れていきたいです。

コーチの話に集中できない子もいて、すぐに目と耳を向けられるようにしていきたいです。（12月7日よつばこども園） 

・今までになかったラダーやミニハードルを使った運動は大喜びで取り組んでいました。コーチのわかりやすい指示、声

掛け、グリーンカードを使っての盛り上げ最高でした！（12月9日西光寺保） 

・コーチとの試合は、とても張り切って楽しめました。（12月9日青山保） 

・ホールでの活動は動きに制限がありますが、動きをコントロールしようとする意識がみえました。サーキットを楽しんで

いました。またボール落とししてほしいです。（12月10日むつみこども園） 

・最後ということで、試合がたくさんでき、子どもたちも夢中に取り組んでいました。ゴールを決めたり、守れたりするたび

大喜びで自信になっているようでした。（12月10日むらさきの幼） 

・話をきく時間、めいっぱい動く時間、メリハリがしっかりしていて良かったです。否定的なことばでなく、肯定しながら楽し

ませてくれ、私達も勉強になりました。（12月14日一関幼） 

・冗談や子供達の知っているキャラクターで盛り上がり、楽しく指導してくださりありがとうございます。（12月14日久慈保） 

・説明がわかりやすく集中も途切れず、楽しめました。試合時間も多く子どもたちも満足でした。（12月14日むらさきの幼） 

・雪の上でのサッカーとなり、転ぶこともありましたが泣かずに元気に参加できて良かったです。（12月21日平山保） 

 

 

＜指導内容（1部紹介）＞ 

動きづくり 
・サーキット 

・宝さがしゲーム 

・ビブス投げキャッチ 

・ストレッチ（バランス）とステップワーク 

・進化ジャンケン 

・忍者シュリケン 

 

鬼ごっこ 
・バナナ鬼 

・ボール落とし 

・しっぽ取りゲーム 

・島渡りおにごっこ 

・節分おに 

 

ボールフィーリング 
・キックでコーン倒し 

・コーチの真似 

・ボールキャッチ（手）とボールタッチ（足） 



・ドリブルから、いろいろな体の箇所でボール止める 

・ボール運びリレー 

・グループでボール運び 

・ドリブルストップ 

・ドリブル散歩 

・ゴールに向かってキック 

・ドリブルシュート 

 

ゲーム 
・子どもｖｓ子ども 

・子どもｖｓコーチ 

・親子対決ゲーム 

・全員でどっちのゴールに入れていいよ 

 

＜ニットーキッズ 巡回指導スタッフのコメント＞ 
・とっても元気いっぱいに楽しんでサッカーをやってくれ、お話もちゃんと聞いてくれてうれしかったです。 

・親子で手をつなぎながら楽しくできたと思います。コロナ禍でなかなか交流できない中ですが、少人数で親子の絆も深 

まったのかなと思います。 

・試合ではゴールを目指すこと、ゴールを守ることができました。来年年長さんの教室が楽しみです。 

・ボールフィーリングできない子もいましたが、みんな楽しんでくれたので良かったです。試合ではみんな声を掛け合いな

がら、盛り上がり、うれしかったです。 

・少しずつボールに慣れて上手に扱えるようになってきました。 

・初めてのサッカー教室でしたが、年長さん年中さんとても元気でした。 

・皆、元気に楽しくサッカーをしてくれました。しっかりお話も聞いてくれてコーチも楽しかったです。 

・今年最後の巡回指導でしたが、みんな楽しく元気にサッカーをしてくれ最後にふさわしいサッカーができたと思います。 

・ホールだったので、「優しくサッカー」を合言葉に楽しくできました。 

・何回か訪問していますが、毎回子どもたちの成長におどろかされます。嬉しい限りです。 

・お話もしっかり聞いてくれました。コーチも楽しく活動できました。グリーンカード！ 

・試合では、みんなで１つのゴールに向かって、楽しそうにやってくれ、うれしかったです。 

・あいさつもすばらしく気持ちよかったです。みんな楽しそうにやってくれ、うれしかったです。 

 編集：事務局 蝦名 


