アンケート対象者 平成２６年度雪山研修参加者及び保護者
回答方式

匿名によるインターネット及びＦＡＸによる回答

回答者数

９９名（平成 27 年 1 月 3 日現在）

【研修概要】
開 催 日

平成２６年１２月２８日（日）より３０日（火）

主

催

日本リーダー養成協会

共

催

近江の子リーダー養成研究会

後

援

文部科学省・滋賀県・滋賀県教育委員会

研修場所

白樺湖ロイヤルヒルスキー場（長野県茅野市）

研 修 生

２５５名（小学生

指 導 員

２１８名

中学生 ３４名 高校生 ３名）

３４名（スキー

２２名

ボード １２名）

スタッフ（引率） １６名（社会人

１３名

学

引率看護師

生

３名）

１名

回答は原則として回答原文ママ記載している
なお、回答に「特になし」またはそれに準ずる内容が記載の場合は回答から省いている。
回答記載順序は順不同であり、前項の回答順と次項の回答順が同じ回答者ではない。

日本リーダー養成協会

■数字で見る雪山研修■
参加者内訳

スキー181 名 ボード 74 名

南草津 126 名 彦根 129 名

小学校 218 名

中学校 34 名

高校生 3 名

レンタル内訳

板セットレンタル者 184 名
申し込み内訳

参加者居住地

ウェアセットレンタル者 8 名

小物セットレンタル者 9 名

参加目的について

スキルの向上

69

70%

異学年・異学校との交流

27

27%

6

6%

集団生活への慣れ

28

28%

思い出創り

34

34%

その他

11

11%

レクリエーション

保護者の満足度
満足

72

73%

やや満足

20

20%

普通

5

5%

やや不満

1

1%

不満

1

1%

ブログについて
ブログは何度も確認しました。 更新の回数は良かったと思います。できれば、班ごとの集合写真などを載せて頂けたらと感じました。
ブログは見ていました。 更新頻度は、良いと思います。 随時、状況が確認出来るので安心出来ます。 人数が多いので仕方が無いので
すが、子供が写っている写真が少なかったです。
期間中、拝見していました。子供達の様子が見れて、良いと思います。 大勢の子供達がいるので、致し方ないとはおもうのですが・・・・・・。
一日に一度でも、我が子の元気な姿を確認したいと思う父兄は多いとおもいますので、均等または班ごとを順番に写す、心ずかいがい
ただけると嬉しいです。
楽しくブログを見ることができました
見ました。様子がわかって良かったです。
リアルタイムですごくよかったです。
大変良かった。
何度も見せていただき、楽しそうな雰囲気を感じ、安心してました。
リアルタイムで状況が分かって良かったです 更新頻度も多くて楽しませてもらいました お迎えも待ち時間なく行けたので助かりました
見ていました。行動の様子見れてとても嬉しかったです。
頻回にブログ更新されていたので、初めての研修でしたが安心できました。
例年よりも更新頻度が多くて、見ている人も楽しめたのではないでしょうか。
こまめなブログの発信をありがとうございました。 研修中の様子がとてもよくわかり、見ている私達もとても楽しかったです(*^^*)
今年で 3 回目ですが、毎年ブログを楽しみに拝見しています。 今年はブログの更新が少なくて少し残念でした。 写真もコメントもすく
なかった。
拝見させていただきました。子どもの様子がよくわかり全行程を安心して見守ることができました。ありがとうございました。
研修の様子がよくわかりました。
細かな更新でありがたいです。が、今年の掲載画像(写真)が、ピントの合っていないものがおおかったように感じます。
何度も見ました。 全体的な様子がよくわかって良かったです。
すべて見させていただきました。
3 日間お世話になりました。 初めての参加というのもあり、気になり、ブログは、こまめに見させてもらいました。 頻繁に更新していただ
いてたので、満足でした。
ブログ見てました。 細かい更新に毎回ワクワクして拝見してました。
出来れば写真をもっと載せて欲しいです。
頻繁に更新されてて楽しみでした。 せっかくの写真はブレてるものが多く少し残念でした。
楽しみに見ていました。 特に意見はありません。 お忙しい中、こまめに更新していただいてありがとうございました。
一日何回も見させていただきました。現在の様子や子供の表情が分かり、とてもよかったです。
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頻回にアップして頂きありがとうございました。 ゼッケン番号が分かっているので、もう少し実習の写真があればうれしいです。 あと、
ピントがぼやけていなければなおよかったです。
頻繁に更新されていたので、その都度どんなことをしているかはよくわかったが、食事風景など同じ箇条から撮影されていることが多
く、いつも背中しか見れませんでした。連絡がとれない分、元気にしているか写真でしかわからないので、食事風景だけでももう少し班ご
となど細かくのせて欲しかった。
頻繁に拝見させていただきました。 子供たちの様子がよくわかり安心できました。
写真も多く子供のようすがよくわかってよかったです。帰りの時間もこまめにしらせてくれるので助かります。
本当にありがたかったです。今、○○してるんだ～とか楽しんでいる様子が見れ安心しました。こまめに送って下さりましたが、ピンボケ
が多かったのがちょっと残念でした。
様子がよくわかりよかったです。
一日に何度も見ました。活動内容が見られてよかったです。お迎えの時の到着時刻も予想できありがたかったです。
ブログの存在をすっかり忘れていて、今ほど、初めから見ました。すみません・・・。 スタッフの方も忙しいでしょうに、このようにブログで
「こんな事してます～」とお知らせしていただけると、ありがたいです！
ブログは拝見していました。 定期的に子供の様子を写真を添えて知らせていただけてよかったです。
更新回数も多く、楽しい様子がよく分かり、安心できました。
随時、拝見しておりましたが、人数も多い事もあって我子及び友達の映っている数が少なく、写真の出力ができませんでした。班ごとに、
もう少し撮影して 数が多いと良かったと思います。スタッフの条件等が有り無理な要望では有りますが？
ブログは常にチェックさせていただきました。リアルタイムでの報告有難かったです。宿泊部屋は友達と一緒とわかっていましたが、研修
班の編成がどういうものか不安であったので、写真を通していろいろと推測させていただきました。
現在地やスケジュールがわかって便利ですし、安心でした
２～３時間ごと。適度だと思う。
見ていないです
まめに更新して下さったので、親としてはとても安心でした。ありがとうございました。
よく見ていた。 よかったです。
ブログはよく見ていました。更新がマメに行われていて良かったです
見せていただきました。様子がわかり安心します。ありがとうございます。
見てないです。知らなかったです。
様子を知ることができました。ありがとうございます。 写真の縦横の変換をしてもらえると見やすくなると思います。
毎日見てました。内容がみられるのでありがたいと思いました。
結構マメに載せていただいて、楽しんでる様子も見れて良かったです。 写真は多ければ多いほど、嬉しいですが… 食事など全体の写
真の写りがボケていたのはわざとだったんですかね〜。
ごめんなさい。ブログをされていることを知りませんでした。
忙しい中、現地の情報を伝えてもらったのは良かったです。 欲を言えばきりがありません、充分です。
マメに UP して下さったので今子供達が何をしているのかも分かり易くて良かったです。しいて言うならば、班ごとにもう少し UP してほし
いです。
随時に更新されていて、今何をしているのかわかって安心できました。ただ写真がボケ過ぎです。もう少しいい写真をブログに上げてほ
しいです。全体を撮ろうとすのはわかりますが、枚数を増やすとかしてもっと人物をよく写してほしいです。
ブログ、随時見させていただきました。 更新頻度は今ので結構です。
ブログは見させていただきました。行動がよく分かり、楽しみに見させていただきました。人数が多いから仕方ないのかもしれませんが、
もう少しいろんな子供が写るようにしてもらえると良かったかなと思いました。
もう少し多く写真を載せてほしい
研修中何度も見ました。子どもたちの様子がわかり良かったです。更新頻度は、良かったです。もう少しスキーを実習している写真がたく
さんあればうれしいと思いました。食事の様子など、元気そうな姿が見れたので安心していました。
何度もアクセスして拝見しました。やはり写真つきの更新がうれしく、アップされるたびに拡大して我が子を探しました。 スタッフさんのお
優しい気遣いの言葉も、ありがたく感じました。
確認が難しいとは思いますが全員を掲載してほしいです。 また、班の写真は掲載するのなら全班を希望します。 写真の説明がほしいで
す。 帰りの距離の説明は迎えに行く時間の参考になるので良かったです。
何度も更新して頂き様子がよく分かったので安心できました。 ただ、画像があまり良くなかったのが残念です。
写真はぼろぼろ。twitter の投稿のような内容でなんのためのブログなのかわからない。写真は多く良かった。活動報告なら内容を伝え
て戴きたい
研修地到着と帰着時間の確認に見ました。
毎日何度も拝見していました。短文でわかりやすかったです。帰宅した子どもに食事のメニューなどを話すと、なんで知ってるの？！と驚
いていました(笑)
ブログは何回も見ました。 写真があると雰囲気が伝わってきて、よかったです。 特に帰りの到着時間を細かく教えてくださり、助かりま
した。
こまめに更新して頂いて、よかったです。
ブログの更新が楽しみでした。 もう少したくさん写真を見たかったです。
頻繁にアップしてもらってよかったです。 子供がわかりにくく、バスの号車が書かれてて探しやすかった。
よく見ました。活動の様子がリアルタイムにわかり、帰ってからの会話も弾みました。実習中のアップが班ごとにあるとなお良かったです。
写真をもっと載せてほしかったです。
見た。 楽しみに見ていた。よかった。
見ました。様子がわかり良かった
更新頻度が多く、子供達の動向が詳細に確認できて良かったです。
更新を楽しみにしておりました。現地の天気や気温も教えていただけたらいいのにな。と思いました
頻繁に更新してくれていて良かった 。帰路の現在地も分かりやすく表記してもらえて助かった。
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全体的なものばかりでなく、もう少し色んな場面での小さなグループなどでの活動の様子が見れれば有り難かったです。 写真の対象が
大きすぎて、よく分からず、そのことが少し残念でした。
研修中の様子が見れてとても良かったです♪
大変、丁寧に更新していただいたので、非常に楽しくまた安心して待つことができました。
度々の更新ありがとうございました。様子も解りやすく、帰ってからの子供との会話が深まりました。頻度、内容ともに調度良かったです。
見ていました。 更新頻度は適度だったと思います。 写真がぶれているのが残念でした。
マメに更新して頂き大変楽しませて頂きました。 中には写真に写らなかったと言うご意見も有るかも知れませんがブログ更新はあくま
でスタッフさんの心使いで近況報告して頂いてるので問題なしと思います。
ブログがあることを知りませんでした。
何度も拝見しました。 現状が良くわかり安心して帰りを待つことができました。
忙しくしておりまして、見ておりません。
とてもこまめにブログ更新されていて、親は子の様子がよく分かり安心しました。
ブログ 楽しみに ちょいちょい見ていました。 活動の時間(子供の就寝時間までは更新していただけるとありがたいです。)
ブログは更新頻度も多く、携帯電話でも見ることができたのでいつも見ていました。
見ていない
頻繁に更新されていて様子がわかりよかったです。楽しみに見ていました。
とても良かった
頻繁に写真をアップしてもらって様子がよくわかりました。 グループや部屋での写真もみたかったな。 食事もリクレーションもよくしても
らっててありがたかったです。

事務局対応について
満足

69

70%

やや満足

20

20%

普通

10

10%

やや不満

0

0%

不満

0

0%

事務局対応について
特に『？』と感じる事もありませんでした。 解散時に思った事は保護者が荷物を先に持って行こうとする事がありました。 案内にもブロ
グにも書いてもらってはいますが中には両方目を通して無い人も居るかも知れないのでバス到着前に駅に居られたスタッフさんが拡声
器などで PR して頂けるともっと周知出来たかなと思います。
資料は送付されたとのことでしたが、案内は届いていませんでした。
親切でよかった。
特に問題などありませんでした。
対応はとても丁寧で親切でした。電話での対応が留守電での折り返しなので、返信が遅かったり、ちゃんとご連絡頂けるのか少し不安で
した。
キャンセル待ちでの申し込みだったんですが、丁寧な対応をしていただき、ありがとうございました。
特になし。
対応ともに資料も解りやすかったです。
当日までのやりとりも丁寧に対応してくださいましたわ。
始めての参加でしたが、資料など細かく記載されていて、よく分かりました。 着替えの量は迷いましたが、そこは個人の判断だと認識し
ておりますので、十分な説明がなされていたと思います。
電話対応がないと記載があったが即座に電話戴いた 質問にも即答で安心感を持った
お電話での説明は丁寧でしたし、資料も十分に安心して申込みが出来る内容でした。
このままで大丈夫です
特になし
詳細な説明がありとてもわかりやすいです。 利用していませんが直接の電話対応の時間を知らせて頂けたのは安心材料です（昨年も
あったのなら見落としです） しおりが毎年ほとんど同じで昨年のアンケートに書いたパジャマの件が反映されていないのは残念です。
子供の友達と一緒のタイミングで申込が出来なかったのですが、ちゃんと対応して下さいました。 有り難かったです！ 資料はとても詳
しくて分かりやすかったです。
特に不都合は感じませんでした。
よく分かりました。
問題ありません。
わかりやすくてよかったです。持ち物チェックはよかったです。
全体的にそつが無く、不備な点などはありませんでした。
とても良かったです。
鞄に付けるタグが紙なので、ビニールケースに入れるタイプに変更してみてはどうか。
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しおりが可愛くて素敵でした。
質問にも親切に答えて頂いて、申込にあたり不安はありませんでした。ありがとうございました。
特に問題無いと思います。
申し込み確認の電話があり、良かった。
質問や問い合わせする必要がないくらい、親切な内容でした。
事務局の対応ももう一歩たりません。
申込みの連絡もすぐにいただきましたし、資料もわかりやすかったと思います。
お電話をいただいたときに、わからないところをお聞きしたら、丁寧に教えてくださいました。
特にありません。
しっかりした対応
昨年、申し込みしたときには、受付期間内にかかわらず、満員との知らせでがっかりしていました。小学校に配布されたときには、もう遅い
ときき、不公平を感じます。より多くのこどもたちが参加できる、公平な抽選できまることが理想とおもいます。
兄弟での参加で申込の時間差があったのですが、バスを同じにしてくださり、ありがたく思いました。折り返しのお電話の方の話し方が丁
寧でお優しい雰囲気でした。振込が 2 人分まとめてできると手数料の節約になるので助かるのですが、事務作業が煩雑になるため無理
でしょうかね。
資料は丁寧で、準備も不安無くできましたが、もう少し早く資料をいただけるとありがたかったです。
わかりやすかったです。
資料はとても詳しく、初めて参加するものとしても安心して当日を迎えることができました。 事務局の方の電話対応も親切で好感をも
ちました｡
お金の振り込みが遅くなってご迷惑をおかけしました。すみませんでした。
いつも電話の応対が丁寧でとても安心できます。
一部、集合時間の表示間違いがありましたが、丁寧で分かりやすかったです。
質問にも丁寧に答えていただいたし、資料も分かりやすくて良かったです。
資料もわかりやすく丁寧に書かれていました。申込してから、すぐにおでんわ頂きました。有難うございました。
資料、分かりやすかったです。
わかりにくいところはなかったです。分からなければいつでも電話してくださいということなので安心でした。
すごくよかったです。
こまかいところまで配慮して頂いたり、資料もよくわかりました。アレルギーもちの息子でも安心してまかせられ、感謝しかありません。
行くまでは不安でしたが、会の様子が伺えたので安心できたし、暖かさが伺えた。
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雪山研修以外の活動について

参加させたい

59

60%

どちらともいえない

40

40%

0

0%

参加させたくない

参加費について

安い

11

11%

やや安い

12

12%

ふつう

52

53%

やや高い

22

22%

2

2%

高い

今後の雪山研修の参加について

参加させたい

86

87%

どちらともいえない

13

13%

0

0%

12/28-30（月-水）

70

71%

12/25-27（金-日）

25

25%

4

4%

参加させたくない

次年度開催日程について

その他
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ご意見ご感想
昨年より滑れるようになって、楽しかったそうです。ありがとうございました。
子供が楽しんで来たので良かったと思います。スキーの腕にも少し自信がついたようです。
ブログがあった為、子供の様子がよく分かり研修中も安心出来た。
ご指導ありがとうございました。昨年に引き続き今年も参加させていただきました。とても楽しかったようですし、スキーの技能が上達し
たことを大変喜んで話してくれました。 安全に気をつけて３日間お世話頂き、ありがとうございました、。
昨年参加後もう行かないといってたのですが、お友達と話が盛り上がってまた参加することにしたようです。行く直前に風邪をひき、も
のもらいで目がはれた状態での参加でとても心配でしたが、元気に帰ってきてくれてよかったです。本人も楽しめたようです。ありがと
うございました。
送り迎えで、グループでの参加が多いと感じました。本来のリーダー養成趣旨から言えば、グループ参加しても、行動は個の単位が必要
と思います。 仲良しグループで行動してしまえば、只の旅行になってしますのではないでしょうか？また、他の地域 学年と交流する機
会を損なうと思いますので、募集は個人のみで良いのではないでしょうか？
友達がいない中での参加でした。 向こうへ行って友達を作るって言って参加しました。 私(親)も小学校 4 年で、滋賀県スキー連盟のス
キー教室に 3 泊 4 日参加したことは、今でも大切な宝物となっていますから、子供にも参加させたかったのはあります。 冬山での研修は
滋賀ではなかなかさせることはできません。サラサラの雪、寒さの中でもスノーボード友達、リーダーとのかかわり、全てが子供にとって
大切な宝物となっているはずです。ありがとうございました。
集団生活の学びとしてたいへん有難い時間を提供頂いていると思っています。来年もぜひ開催をお願い致します。
昨年は、疲れて帰ってきたので心配していましたが、「めっちゃ楽しかった～」とニコニコ笑顔で帰ってきました。友達もたくさんでき、ずっ
と楽しかったそうです。悪さもたくさんしたと思います。スタッフの皆様に感謝いたします。本当にありがとうございました。
特になし
お世話になりありがとうございます。 次年度は子どもの判断にて申し込む予定です。
1 日目から、最終日まで、実習の時間がたくさんあり、本人も、初日は、滑れなかったのが、2 日目から滑れる様になり、大満足でした。 あり
がとうございました。
お世話になりました。子供たちも楽しかったようです。 彦根駅集合だったのですが受付に時間がかかり寒い中凍えてしまいました。もう
少しスムーズにできるとありがたかったです。
子どもたちがとても楽しみにしていましたし、帰って来た後もすごく楽しかった様子でした。来年も参加させたいです。
3 日間大変お世話になりありがとうございました。とても楽しかったとのことでした。
子供たちはよかったみたいだけど、部屋が同学年だとよかったなと思います。
研修ちゅ、子供がいじめにあっていました。いじめた子どもは同じ班の上級生３人。３人対１人での陰湿ないじめが毎日、３日間とも続きまし
た。毎日、ゲレンデで一人で泣いていたそうです。 スタッフに相談しても改善されず、班替えもしてもらえず食事も班ごとのため、いじわ
るされ、あまり食べることができなかったそうです。 まだ、１０歳の子が、親から離れたところで、家に帰ることもできない中、連絡もとれ
ない状態で、３ｊ日間ただ我慢するしかなかった子どもがかわいそうでなりません。楽しく過ごしていると思っていました。まさか、こんな
つらい思いをしているなんて、思ってもみませんでした。子どもには、本当にかわいそうなことをしたという思いでいっぱいです。いじめ
た３人の子とその親には、怒りが止まりません。そして、スタッフの方々には、子供をたすけてほしかったという思いがあります。 研修で、
いじめは絶対に許さない！いじめは絶対にしてはいけない！と指導するべきですし、いじめがあった場合は厳しい対応をすべきです。
今回のようなことが二度と起きないよう、多作をお願いします。
子どもは大変満足して帰ってきました。とても良かったと思いますが、一点、ホテルの部屋で 7 人が 4 枚の布団に寝たと言っていたので、
改善していただけると幸いです。
全体を通して良かったが、朝の集合チェック(彦根)に、大変時間がかかっていました、もう少し手際よく、していだだけるとありがたいで
す。 解散時バスの荷物入れから荷物を出すとき、投げていました。見ていてちょっと残念でした(涙)
遠方での研修 、スタッフの皆さん ありがとうございました。 今年で三度目の参加でしたが やはりまた来年もと 今から張り切ってま
す!! よほど楽しかった様子です。 本当にありがとうございました♪
おかげ様でスキーの腕がびっくりするほど上がりました。 スタッフ方の指導のおかげだと感謝しています。
大変楽しかった様子で、参加させてよかったです。 朝の集合時と、帰りの解散時に しおりに書いてある注意事項が守れていない保護者
の方がたくさんいて、びっくりしました。 参加者側も気をつけないといけないなと思いました。 ありがとうございました。
子どもが、本当に楽しかったと言っていて良かったです。
初めて参加しました。 バスを降りての第一声が、「楽しかった!! もっと行っていたかった!!」でした。 学校でのスキー研修に備えての参加
でしたが、基礎から丁寧にご指導いただき、スキーそのものが大好きになったようです。 振り返りや修了証を通して、保護者も子どもの
様子を知ることができ有り難いです。 スタッフの皆さま、大変お世話になり本当にありがとうございました。
スタッフの方々にもよくしていたたけたみたいで、とても楽しかったと帰ってきました。新しい友達もできたと喜んでいました。来年も中学
生になりますが、参加したいと言っています。ありがとうございました。
お世話になり、ありがとうございました。
急遽、一人での参加になり、スタッフの方には本当にお世話になりました。なんとか 3 日間を過ごせたのもスタッフの方々のおかげだと感
謝しております。本当にありがとうございました。
初めてのスキーで緊張したようですが、先生が楽しく教えて下さったのでとてもよかったと申しておりました。 ご指導頂き本当にありが
とうございました！ 同じ班の 6 年生とﾄﾗﾌﾞﾙがあったりしたようですが、それも経験なのかなと思いました。
知らない人が多い集団生活に自分から参加したいと言ってくれたんでこの企画に対しありがたく思います。 ありがとうございます。 私
がウィンタースポーツをしないので子供たちにウィンタースポーツを経験させてあげられて無かったんですが帰って来て『また行きたい』
と言ってるんで是非行きたいと考えます。 そう思うと子供の成長って環境が影響する部分って大きいですね。 スタッフの皆さんご準備
から大変だったと思いますがお疲れさまでした。 準備等大変だったと思いますがお疲れさまでした。
集合での受け付けが時間がかかるなと思う。
子供は、もっと自由に滑らせてもらえると思って参加していたので、ちょっと滑り足りない感じだったようでした。
今回参加して骨折してしまい、当初の保健の先生の判断だと「大した事ない。」「本人も痛くないと言っている」との事でしたが、本人は
ずっと痛いと言っていたとの事でした。どのような判断の仕方をされているのか疑問です。保健も金額戻ってくる分でもなく、今回で参
加はやめようと思っています。
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子供もすごくやさしく教えてもらった！と嬉しそうに報告しくれました！今年初めて参加させていただきましたが、来年是非参加させて
いただきたいと思っています！
少人数制で教えていただき、みっちり時間もとっていただき、上達したと思っています。 オリエンテーションも楽しめるようにいろいろ考
えていただいたようで、とても楽しんだようです。 食事も大満足のようでした。 本当に至れり尽くせりの旅で、ありがとぅございました。
朝の南草津の集合の際、バスの前での受付の待ちの例が歩道の真ん中になっており、一般の方の通行の妨げとなっていた。また、盲人用
の点字ブロックの上に並んでいるバスもありました。リーダー養成の団体なのであれば、そういった点まで気を配って頂きたかった。駐車
のこともありましたが、周りの迷惑になっていました。
優しく丁寧な指導ありがとうございます。 中々難しいとは思いますが、 夜、家に電話をできる時間があれば嬉しいです。
我が子を一人で出すのは不安で仕方ない 結果 楽しんでかえって来て興奮している様子なので安心した 受付の方が質問に答えられ
なかったりこれだけの数の人を集めているのに近くにトイレがないのは検討戴きたい
全体を通じては、良かったですが、行き帰りのバスの中で高学年や中学生のマナーが悪く、参加した子ども達はみんな迷惑をしていまし
た。次回も行かせたいと思いますが、バスの中のマナーも指導してもらいたいです。今の所、子供は、「いきたいけど、バスがいややー」と
言っています。親としては参加させて良かったと思っているので次回も改善期待しています。
子供が次も行きたいと言ってます。きっと、楽しかったと思います。
子どもが、一回り成長して帰ってきたような気がします。 ありがとうございました。
滋賀県下の小中学生の交流が出来るのは、大変良い事なのですが人数が多すぎるのでは？出来れば、二つのグループを作りスケジュ
ールを組み、研修、交流会共に十分な時間が、取れたらもっと良かったとのではと思います。
スキーの向上だけでなく、青少年育成の面からも指導していただたことが大変ありがたかったです。 ぜひ、来年も参加させたいです。
3 日間大変お世話になりました。 お陰様で子供にも素敵な思い出ができたと思います。
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子供が行きたいと言いましたが、最初は高額であることもあったり、内容の詳細もあまりわからなかったので考えましたが、道中や研修
等十分なフォローがされていて、子供も大変喜んでいました。スキーに関しては現在ジュニア２級を持っており、出来れば１級に繋がるよう
な指導を期待していましたが、楽しみながらアドバイスももらえたと子供の中でも少し収穫があったようです。スタッフのみなさん、有難
うございました。
泊った部屋が狭くて、2 人で一つの布団で寝ている友だちがいたそうです。
今回初めて参加させて頂きました。一人での参加でしたので不安もありましたが、とても楽しかったと満足して帰ってきました。丁寧にご
指導して頂いたようで、滑り方の癖を教えてもらって、直して滑れた。と言ってました。 振り返りのノートの先生の言葉もよかったです。
このような研修を企画、実行して頂いてありがとうございました。 スタッフの皆様に感謝しております。 来年も参加したいです。
今回は大変お世話にありがとうございました！子どもも楽しんで帰ってきました。 ただ、指導してくださった先生がとても真面目な方だ
ったらしく、スキー研修の部分では少し面白みに欠けていたみたいです。これは相性ですので、仕方ないとは思うのですが…。 あと、ホ
テルの部屋が寒かったらしいです。
子供の集団生活の育成として、良い経験をさせてもらったと思います。
子どもに強く参加を希望されて申込みましたが、参加させて良かったです。 不登校児で規則正しい生活が難しかったですが、無事研修
を終えて笑顔で帰宅出来た事が何より嬉しいです。
彦根集合だったのですが、受付に時間がかかり朝の寒い間スタッフの方も大変だと思いますがちょっとしんどかったです。保護者サイン
の忘れを書くのは横に別の机を用意するかしてスムーズに流れる様にするのはどうでしょうか？
今年はデモンストレーションが中止になり、3 回目の参加なので 良かったようです。滑れる時間が増えた方がうれしいようなので、来年も
デモンストレーションはした方がいいか検討してほしいです。
2 泊 3 日という初めての体験と雪山という詩がではなかなかできない経験をさせて頂いて本当によかったです。班行動など他の友達に
なじめるか心配でしたが、「来年も行きたい！！」と喜んで帰って来ました。スタッフ皆様のおかげです。本当に３日間ありがとうございま
した。是非、年間通してのキャンプなども検討したいと思います。
行って来たのは子供で実際に体験していない親が、外から何か言うことは特に有りません。 色々なご意見があるかと思いますが、帰っ
てきた子供が満足していればそれが一番です。
始めての参加でした。 私も、子供自身も親元を離れて他府県で過ごす 2 泊 3 日は始めてで、何もかも手探り状態で緊張を不安とワクワ
ク感でいっぱいでした。子供も送る車中で軽くパンを食べさせましたが、半分も食べられず・・・緊張してたんだと思います。でも彦根駅で
スタッフの方々のニコニコした笑顔や「おはようございます！」と大きな声で声をかけてくださったりしたので、『大丈夫だわ!』と思えまし
た。 帰って来た時のバスから私を見つけて手を振る顔は とても満足した生き生きした笑顔でした！「スキー行かせてくれてありがとう。
楽しかった！」と言ってくれたので本当に良かったです。 解散の時に スタッフの方が「またね！」「また会おな！」と声をかけてくれま
した。嬉しかったです。 なかなかできない貴重な経験をさせてもらったと感謝しております。スキーの技術向上はもちろん、自分で自分の
モノや時間を管理したり、皆に合わせたりルールを守る事、等々・・・きっと、失敗したり他の人に迷惑をかけたりもした事と思います。それ
でも日頃は経験しない事をたくさん経験させてもらい、『生きる力』を育んで帰ってきたと思っています。 次の日の朝、自分で荷解きして
ました！そうそう！そういうトコロ、とっても大事なんです。たくさんの洗濯物も嬉しく感じました。 たくさんのスタッフの皆様、バスの運
転手さん、ホテルの皆様、一緒に合宿に参加した子供たち、皆様のおかげで楽しく安全で学びの多い合宿になったと心から感謝しており
ます。ありがとうございました。
一人で行かせて親としては不安だったのですが、同じ部屋の子と仲良くできて楽しかったと言っています。ただ、同学年が一人もいなく
て話が合わなかったとも言っていますので、できるだけ同学年は最低二人はいるように部屋の配分をして頂きたいです。 今年も無事に
研修ができ、我が家に帰ってきたことに感謝します。 スタッフの皆様ありがとうございました。
楽しかった！と行って帰ってきました。親としても心配が多々あったのですが、無事に帰ってきてくれた上に笑顔で研修中のことを話して
くれたので本当に行かせて良かったと思いました。 3 日間お世話になりありがとうございました。
スキーに連れて行くことが出来なかったので、子供にスキーの経験させてあげられる機会ができてよかったです。 スキー以外に集団行
動や自分のことは自分でやらなくてはいけないなどの経験もできたことは良いことだと思います。
一人で参加する子だけの班にしてほしかった。 友達同士の中に一人で参加する子がいてもなかなかな仲良くなれない
たくさんお世話になりありがとうございました 子供も大満足で、来年はボードに挑戦したいと言っています
一人でしかも全くの初心者での参加でしたので、とても心配しておりましたが、迎えに行った時の娘の表情を見て、参加させてよかったと
思いました。
兄弟 2 人ともリピーターですが、毎回大満足で満面の笑みで帰ってきます。付き添いやご指導の方に感謝しています。
スタッフの方には本当に感謝しています。いろいろな子供さんの対応は大変そうだと思います。ありがとうございました。
まだスキーの経験があまりなく、恐怖感の強い息子でしたが、丁寧に指導していただき、恐怖感が無くなり楽しみになって、帰ってくるこ
とが出来て、本当にお世話になりました。 違う学校のお友達も出来て、良い集団体験が出来ました
スタッフの人数が少ない中、250 人以上の子どもたちをまとめて頂いて、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、よろしくお願いしま
す。
今回で 2 回目の参加で、毎回、楽しかったと帰ってくるので、私も嬉しいです。他校の人とも友達になれた事が、嬉しかったようです。本当
にお世話になり、ありがとうございました。
まだ、４年生なので、少し心配していましたが、３日間無事に・・・そして「楽しかった！！」と笑顔で帰ってきてくれたことをうれしく思いま
した。スタッフのみなさんや指導員さんホテルのみなさんの温かい対応のおかげだと思います。
一昨年までは、スタッフがが個人の滑りをビデオ撮影をし、DVD にして頂いたと思いますが、それでは DVD の製作時間に費やしてしまうの
で、次のようなことはどうでしょうか。バスビデオや雪山研修の様子等は、従来どおり希望者のみの販売にして、個人の滑りに関しては、
指導員の方がビデオカメラを持参し、子どもたちの滑りを撮影し、ふりかえりのときにそれを見ながら滑りのアドバイスをするというのは
いかがでしょうか。きっと子どもたちも喜ぶと思います。
ボードのスキルアップよりも、お友達との交流について心配していましたが、 帰りの車の中で、休む暇もないくらい思い出を話してくれて、
参加させて本当に良かったと思いました。 研修の間だけでも、準備も含め、自分のことは自分でする、判断することができたと思うので、
スタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。 来年も参加すると言ってます。 ありがとうございました。
この三日間親元を離れ、研修に参加したことで、一回り大きく成長できたと思います。 このような研修に子供が自発的に行きたいと言え
ば是非参加させたいと思います。
全くの初心者で、しかもたった一人で参加させてしまい、心配していましたが、子供の「すべれた」「友達できた」「楽しかったー」という感
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想を聞いて、参加させて良かったと思いました。何もかも、一から教えていただき、友達作りの楽しい企画を考えて下さって、ありがとう
ございました。
自分のことを自分でする、自分の物は自分で持つ、など徹底されていて良かった
インストラクターの方に付いてもらい、毎年、上手になって帰って来ます。（今回３回目）親が教えるよりやはり向上が早いので助かってま
す。 ブログやスタッフの対応もよく何より子どもが楽しく喜んで帰って来てくれて一番に「ジャンプできる様になった」って嬉しそうに話
してくれました。今年で３回目、毎年楽しみにしています。ありがとうございました。て嬉しそうに話してくれました。今年で３回目、毎年楽
しみにしています。ありがとうございました。
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スタッフの対応

良い

78

79%

普通

21

21%

悪い

0

0%

指導員の対応

良い

80

81%

普通

18

18%

悪い

1

1%

良い

82

83%

普通

16

16%

悪い

1

1%

良い

81

82%

普通

16

16%

悪い

2

2%

実習について

食事について
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ホテルの設備について

良い

43

43%

普通

51

52%

悪い

5

5%

良い

39

39%

普通

59

60%

悪い

1

1%

バス車中について

次回の雪山研修の参加について

参加したい

75

76%

わからない

22

22%

2

2%

参加したくない
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雪山研修以外の活動（おもしろそうなもの）
カヤック体験

26

26%

ヨット体験

21

21%

滋賀でサマーキャンプ

35

35%

沖縄でサマーキャンプ

55

56%

登山・山歩き

19

19%

カヤックで琵琶湖横断

26

26%

ヨットで琵琶湖横断

16

16%

9

9%

野外炊飯

20

20%

自然の工作

31

31%

職業体験（伝統や農業）

13

13%

オリジナルソング創り

9

9%

オリジナルダンス

5

5%

ドラゴンボート大会出場

4

4%

運動会

10

10%

青春 18 切符の旅

19

19%

雪合戦大会出場

51

52%

大工体験

23

23%

1

1%

オーバーナイトウォーク

その他

上記のような雪山研修以外の体験について

参加したい
参加したくない
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90

91%

9

9%

今回の雪山研修の感想
とて楽しかった。また来年も参加したいです。
ごはんがもうひとつだったが、スキーを優しく指導してもらえてよかった。
スタッフの対応も優しくて３日間も楽しくすごせました。指導員の人にも丁寧に教えて下さったのでまだ、出来ていなかったシュテムター
ンが、出来るようになり嬉しかったです。 だからこそ、他のスキー場で、うまくなったシュテムターンをやってみたいです。
★良かったこと ・スキーの指導。左右のターンや止まり方の教え方を丁寧に教えてもらえた。 ・苦手だったリフトの降り方を教えてもらえ
た。 ・食事が美味しかった。 ★嫌だったこと ・レクレーションのダンスのときに、カッパが女の人のスカートを捲ったこと。 ・ホテルの部屋
が狭かった。
ジャンプができるようになりうれしい ２泊３日が楽しすぎてもっと長ければよかったのに・・・ 部屋の皆とも楽しく過ごせてよかったが、朝
は時間があまりなく、歯磨きができなかった。
良かった事は、スキーがとても楽しかった。友達ができて良かった事です。 悪かった事は、ありません。 3 日間ありがとうございました。
僕は、ヒットです。
良かったこと 他の学校の友だちができたこと 悪かったこと バスが長い
とても楽しく、指導員の先生も分かり易く教えて下さったのでだいぶん滑れる様になりました。
洋式トイレないと困る (男子トイレ) 妖怪ウォッチのレクレーションが低学年すぎた。
パウダーで滑れたこと、ボックスができたこと、先生が優しかったことが良かったことです。 部屋がせまかった、バスが暑いし狭かった。
良かったこと…ご飯がおいしかった。 悪かったこと…ドライヤーが調子が悪く、使えなかった。シャワーの数が少なかった。指導員の先生
が面白くなかった。同じ部屋の人がうるさかった。ハンガーが少なかった。部屋の暖房がつけ忘れられていて、寒かった。 3 日間お世話に
なりました。ありがとうございました！
部屋がせまかった。 スタッフや指導員はとても良かった。夜のレクリエーションが楽しかった。
とても楽しかったです スキーが滑れるようになって嬉しかったです 来年はボードに挑戦したいです ありがとうございました
班の人や、部屋の人と仲良くなれて良かった。 ホテルの中では、レクレーションやお風呂の時間が、班行動なので、部屋の人と同じ時間に
行動できる方が良かった。時間が違うことで、一人で部屋にいる時間もあったからです。楽しかったです。ありがとうございました。
指導員の人の教え方がよかった。
二泊三日間本当に楽しかったとのことで話が尽きることがありません。スタッフの皆さんもすごくおもしろい人たちばかりだったと言って
います。特にたまさんにとてもお世話になったが帰りにみえなかったみたいで残念そうでした。そ解散時に責任者（と思われる）の方が他
の皆さんにインカムで指示をされたり、他の親御さんとお話されていることや機敏に動かれている姿に安心できましたし感動しました。
我が家の子供もその方の様になってくれればと思いました。 ただ、その方はバス到着後に走り回られていたので受付が不在になってい
ました。荷物なども置かれていたので代りに監視しておきました。気をつけた方が良いです。 2 年目の参加で来年は中学生になりますが、
来年もぜひ行きたいと申しています。
橋口コーチがとても分かりやすくて、楽しくスキーができてよかったです！
部屋が狭かった。 デモンストレーションが中止になり滑れる時間が増えてよかった。
バスビデオはクオリティーが高くて楽しかったです。ある号車ではバス内（行き）でレクリエーションをしてなかったので、これからはどの
号車も簡単なレクリエーションをしてほしいです。もっと交流が深まると思います。
スキーが上達できて嬉しかった。悪かったことは特になし。
ホテルの部屋が狭かったです。 部屋のトイレが使えませんでしたがなんでかなと思いました。 初めて参加しましたが、スキーでみんなと
並んで滑るのが楽しかったです。 実習班の子と友達になれてよかったです。 スキーもうまくなれてよかったです。
実習の時の先生が本当に優しくて解りやすく教えてもらえて良かった。
スキーは初めてでしたがとても楽しかったです。また行ってみたいです。
ホテルの食事がとってもおいしかった。また、指導員の方が優しく教えてくれたのでよかった。
ご飯は美味しかったし、全てにおいて楽しかった。バスの中の排気ガスがしんどかった。
上達してよかった。 楽しかった。
指導員の方の声が小さくて聞き取りにくかった。 ホテルの部屋でのトイレとテレビが使用出来なく不便だった。
今まで 1 回しか滑った事がなかったけれど、教えてもらって滑れるようになってよかったです。
食事時間がみんなと話せて楽しかった。 スキーするのも楽しかった。 スタッフがおもしろかった。 スタッフに雪だるまパーツを書いても
らうのもおもしろかった。 スキーの先生が楽しい人でした。
先生の教え方が上手かった。
先生が面白くて、とても、楽しく実習ができて、とても楽しかったです。
いっぱい滑れて楽しかった。 ホテルの部屋のトイレを使いたかった。
上手く滑れるようになって嬉しかった。 滑れるようになるとたのしかった！
全体に楽しく過ごさせていただき、ありがたく思っております。スキー関しては子どもも出発前より自信をつけて帰宅し、親子で満足して
おります。ただ、子どもの話から、ベテランの指導員の先生に失礼な態度ー会話ーで接していたようで、楽しく盛り上げてくださると同時
に礼儀なども含めていただけると幸いです。是非とも来年も開催して頂き、参加させていただきたいと思います。ありがとうございまし
た。
スノボーが出来る様になったので、良かったです。
スキーのスキルが向上して、嬉しく思います。ホテル料理がとてもおいしかったです。
部屋で一緒になった子とのおしゃべりが楽しかったです。 実習は先生が楽しくしてくれたので、よかったです。 スタッフの人も面白かった
です。 来年も行きたいです。
楽しかった。 また行きたい。
とても楽しかったです。一人で参加したけど、友だちもできました。また参加したいです。
とても楽しかったです。スキーをすべることはもちろん、食事も何もかも楽しかった!! スタッフや指導員の先生方の対応もすごくよかった
です。 ありがとうございました!!!
ボードですべるｋとおや部屋はたのしかったが、女の子３人の私への悪口は悲しかった。できたら班をかえてほしかった。でも、できるかぎ
りのことをしてくれたのは、うれしかった。
初めてスキーをやったので、滑ることができるか不安でしたが、先生のおかげで滑ることができて嬉しかったです。もっと滑りたかったで
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す。
とても楽しかったです。 また来年も 行きたいなぁ。
昨年よりも友だちが増えてうれしかった。
いろいろ教えてもらえて楽しかったです。うまく滑れるようになって嬉しいです。食事もおいしかったです！ 又参加したいと思います。
スタッフがおもしろかったです。 ボードしてるときが一番楽しかったです。 行く前よりボードが上手になって良かったです。 ご飯がおいし
かったです。 お土産買ったり、レクリエーションが楽しかったです。
スキーで参加しましたが、自由滑走の時間がほとんど無くて、あまり面白くなかった。
ちょっとスキーが滑れるようになって、うれしかった！来年いきたいです！ ホテルのお風呂が汚くてそれだけが...です。
はじめは、すべれなかったけど、あとからいっぱいすべれてうれしかったです。
夜のレクリエーションが夜ちょっとおそかったのですごくねむかったです。その他はすごく良くて楽しめました。
楽しかったです
友達ができなかったと言ってました。
いろいろな友達がてき、よい経験になりました。ありがとうございました。
・部屋が狭く、布団が人数分なくて、2 人で一つの布団で寝なくてはいけないのがイヤだった。 ・トイレで歯磨きするのがイヤだった。 ・和
式トイレの水のながれが悪かった。 ・ご飯がおいしかった！
先生がとても優しく接してくれていたそうです。大変楽しい経験ができたようです。参加することができてよかったと思います。
本人の強い希望で申し込みさせて頂きました、1 人での参加だったので、親としては少し不安でしたが、とても楽しかったみたいです。有
難うございました。
楽しかった。 また行けたら行きたい。
初めてだったけど、うまく滑れるようになったこと。友達ができたこと 行き帰りのバスで、後ろの高学年や中１の子たちが椅子を足でけっ
たり、大声で話す、窓を開けるなどしていやだった。
今まで知らなかった人と友達になれた事は良かった。 初めていったので、着替えをどれだけ持って行ったらいいのかわからなかった。
指導員の先生がわかりやすく教えてくれた やさしかった。 こりたときも友達同士で助け合いできた。知らない友達とも仲良くなった。
こりた友達に手を差し伸べることができなかった。
スキーの説明が解りやすかった。
サラダがおいしかった 先生がやさしかった 洋式トイレがなかった
ホテルの食事が豪華で嬉しかった。先生も面白かったから嬉しかった。
とても良かった。来年も参加したいです。
スタッフの方によくしてもらい、ありがとうございました。 さみしかったけどなんとかがんばれました。 スキーは楽しかったです。
スキーの技術も向上したし、スタッフや指導員さんも楽しい方ばかりでとても充実した３日間でした。食事もとてもおいしかったです。グル
ープの友達にも、とても親切にしてもらいました。強いて言えば、朝のタイムスケジュールがとてもタイトで大変でした。
好きなスキーに好きな友達と参加出来て、いい思い出になりました。ありがとうございました。
指導者の方が丁寧に教えてくれたので、良かったです。 また、絶対行きたいです。
ｽﾉﾎﾞｰﾄﾞが始めてだったので色々体験出来て良かったです。
たのしかったです。もっと滑りたかったです。
実習が楽しかったです。上手になれたので良かった。
部屋が狭かったのが、残念でした。友だちと一緒の部屋にしてもらい安心して過ごせました。 スキー研修は楽しくて良かったです。もっと
たくさん滑りたかったくらいです。 帰りのクリームパン配布は食べられないので、できれば事前選択制か、あんぱんとかにして欲しいで
す。おぎのやで、おやきを買って代わりに食べたので大丈夫でしたが。
滑るじかんが多かったのでスキーを満喫できた。 お土産を買うのも楽しかった
先生がおもしろくて、分かりやすく教えてくれた。 スタッフも楽しかった。
ぼくは最初あまり足がそろわなかったけど、先生におしえてもらって、だんだんそろうようになってきました。ご飯もおいしかったです。ス
タッフ、先生がたの皆様どうもありがとうございました。来年も絶対、雪山研修に参加します。
楽しかった。 もっと上手くなりたい！
いっぱい友達ができて良かった。
スキーが出来るようになった。 レク 思ってたより…普通だったみたいです？
楽しかったです。
実習班にレベルに差のある子がいたとの事で、指導員さんが付きっきりになる事があったようです。もっと教えてほしかったと言っていま
した。 バスでのレクレーションは特になかったと言っていました。 帰りのバスでテレビの音が大きすぎで、寝られず車酔いをしたとのこと。
人数が多いためか、移動がダラダラしていて全体的におそいくらいであとはすべて最高でした。ありがとうございました。来年も参加し
たいと思います。
スノボどころかスキーも初めてで、緊張しましたが、とても楽しかったので、よかったです。
体験が出来て楽しかったでも、もう少し部屋を広くしてほしいと思った。
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