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幾つになってもスキーに親しむことの意味を求め続けよう   
 

副会長   上  村      淳   
 
 

   『令和元年度新潟県学校スキー指導者講習会及び第 49回新潟県学校ス   

キー研究協議会』を１月 24日に開催する予定でおりましたが、記録的な暖   

冬少雪の影響により公開授業と研究協議会をやむを得ず中止といたしまし   

た。当日に向け、全校体制でクロスカントリースキー授業の提案発表を準   

備されてきた上越市立中郷小学校の教職員の皆様、公開授業を期待とともに楽しみにされていた   

参加者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。   

   また、地区別実技講習会や年末の指導者養成研修をはじめとする当会の主要な活動も、軒並み   

中止又は内容の縮減に迫られました。雪の恩恵に対する謙虚さを自省するとともに、異常とも思   

える自然現象の前では私たち人間が如何に無力であるかを、改めて感じさせられた冬でした。   

   しかし、こうした逆境にあっても、「生涯にわたってスキーに親しむ資質や能力を育てる」と   

いう大きな目標の実現に向け、学校スキー研究会は次年度以降も引き続き、事業や活動に取り組   

んでいくことが大切であると考えます。   

   この思いの一端は、次のような出来事に基づいています。   

   かつて勤務した小学校では、村の体育協会主催のクロスカントリースキー大会が毎年開催さ   

れ、会場となる学校のグラウンドは大会の１週間ほど前から練習コースの整備が始まります。あ   

る日の夕方、低学年のお孫さんを連れたお爺さんが会場にやってきました。男の子は大会に出場   

するのでわかりますが、75歳前後と思われるお爺さんもきちんとスキーウエアに身を包み、やや   

型は古いもののクロカンのスキー板とストックを手にしています。やがてお爺さんはお孫さんと   

一緒にコースに出て、ダイアゴナルや推進滑走を始めました。男の子はそんなお爺さんの背中を   

追いかけるように、嬉々としてスキーを走らせます。お爺さんは時折、お孫さんに身振り手振り   

を交えて滑り方を助言しながら、終始、年齢相応の無理のないフォームで滑り終えたのです。ほ   

んの 30～40分間の出来事でしたが、二人の姿は今でも目に焼き付いています。   

   普通は歳をとるに連れ、スキー自体に気持ちが向かなくなるものです。ですが、コースに足を   

運ぶ意欲・健康に加え、滑るスキルを持ち合わせているお爺さんに私は頭が下がる思いでした。   

   楽しさや爽快感、充実感などをスキーを通して味わわせ、併せて基本的なスキー技能を身に付   

けさせることこそ、「生涯にわたってスキーに親しむ資質や能力を育てる」ことにつながると私   

は考えます。このお爺さんのように、幾つになってもスキーに親しむことができる資質や能力   

を、是非とも今の子どもたちに育てたいものです。それは、子どもたちが親になったとき我が子   

をスキーに親しませようと、スキー場やクロカンコースに連れて行くきっかけになるのではない   

でしょうか。そのことが、スキー授業やスキー活動等の最前線で指導にあたっている、私たち学   

校スキー研究会及び会員の責務や使命であることを忘れてはなりません。   

   最後になりますが、今年度の事業を計画・推進するにあたり、新潟県教育委員会をはじめ教育   

公務員弘済会、教職員厚生財団、新潟県スキー連盟、各郡市町教育委員会等の関係機関・関係団   

体の皆様から多大なるご支援とご指導を賜りましたことに心より感謝申し上げ、巻頭の挨拶とい   

たします。     
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期   日：令和２年１月 24 日（金）   

会   場：国立妙高青少年自然の家   

          赤倉観光リゾートスキー場   
 

10:30   11:00   

 

11:40   13:40   

 

16:40   
 

受付   

 

全体会   
昼食   

移動   

 

開講式   

 

実技講習会   

 

閉講式   

（国立妙高青少年自然の家）   （国立妙高青少年自然の家・赤倉観光リゾートスキー場）   
 
 
   「生涯にわたってスキーに親   

しむ資質や能力を育てるための   

学校スキー指導の在り方」を研   

究テーマに、令和元年度新潟県   
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学校スキー指導者講習会、第 49   

回新潟県学校スキー研究協議会   

が行われた。   

   全体会では、山之内方史会長   

のあいさつに続き、新潟県教育   

庁保健体育課副参事  前田友晴   

様、上越市教育委員会教育長   開会のあいさつ（山之内  方史  会長）   

野澤   朗様より祝辞を、新潟県学校スキー研究会顧問   高澤誠一様より激励をいただいた。   

   今年度は、暖冬少雪により、上越市立中郷小学校の公開授業が中止となった。そのため、全体   

会の中で公開授業の概要について発表を行い、新潟県教育庁保健体育課副参事   前田友晴様より   

ご指導をいただいた。   

   実技講習会では、クロスカントリースキーとアルペンスキーに分かれ、それぞれの課題・レベ   

ルに応じ充実した講習が行われた。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟県教育庁保健体育課   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上越市教育委員会   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟県学校スキー研究会   

副参事    前田友晴  様   教育長    野澤    朗  様   顧問    高澤誠一  様   
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授 業 構 想    

 

中郷小学校の「雪遊び・クロスカントリースキー」授業   

 

１   中郷小の目指す人間像   「生涯、雪に親しみ続ける人」   

   「雪遊び、クロスカントリースキー」を通して、どのような人間を育てたいのかを全職員で話  

し合い、目指す人間像を共有することを大切にしている。そして、目指す人間像を具現していく   

ために、雪遊びやクロスカントリースキーを通して得られる「心地よさ」が体感できる授業づく  

りが重要と考え、今回の公開授業を構想した。   
 

２   学年部別指導時間および指導内容   

＜低学年＞     ＜中学年＞   ＜高学年＞   

・国立妙高青少年自然の家での雪遊び  ・そり滑り、タイヤチューブ滑り   ・そり滑り、タイヤチューブ滑り   

  プログラム（雪遊び体験）   
・滑歩から基礎的なダイアゴナル滑走  ・ダイアゴナル（交互滑走）   

・そり滑り、タイヤチューブ滑り   （交互滑走）   
・一歩滑走（ワンキックダブルポール）   

・スキーの運搬・着脱などの初歩操作    ・推進滑走（ダブルポール）   
・ターン   

・滑歩と滑走   ・一歩滑走（ワンキックダブルポール）   
・クラシカルによる総合滑走     

・正しいポールの使い方   ・斜面の登行・滑降   

・緩い斜面の登行・滑り方     ※  一歩滑走は４年生から     
 

３   高学年クロスカントリースキー   単元の指導構想  

（１）本単元設定の意図   

    小学校学習指導要領解説体育編では「心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康  

 を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力」を育成することを体育科の   

 目標にしている。そして、これらの資質・能力を育てるためには、「児童の発達の段階、能力  

 や適性、興味や関心等に応じて、運動の楽しさや喜びを味わい、自ら考えたり工夫したりしな   

 がら運動の課題を解決するなどの学習が重要である」としている。   

    クロスカントリースキーにおける「運動の楽しさや喜び」とは、雪上を滑る爽快感や、斜面  

 を思い切り下る疾走感、辛い上り坂を登り切ったときや、今まで滑ることのできなかったコー   

 スを思い通り滑られるようになった時に得られる達成感といった「心地よさ」と考える。この  

 「心地よさ」を体感する体験を積み重ねることにより、児童は進んで雪に親しむようになり、  

 生涯にわたって雪と関わることを楽しむ人間になっていくものと考える。そこで、クロスカン   

 トリースキー授業においては、「心地よさ」が体感できる授業づくりを目指すことを念頭に単  

 元や授業を構想した。   

（２）「心地よさ」を体感できる授業づくりの手立て   

    クロスカントリースキーを通して得られる「心地よさ」は、基礎基本の技能を身に付けるこ  

 とによって味わえるようになっていくものと考える。児童が基礎基本の技能を身に付けるため   

 に、次の２点を授業づくりの際に大切にしている。   

   ①児童一人一人の課題解決を図るための場づくり   

    クロスカントリースキーの技能レベル、スキーを通して味わいたい「心地よさ」は、児童一  

 人一人によって違う。当校には、夕日ヶ丘と呼ばれる小高い丘がある。この丘の地形を生か   

 し、斜度や長さが違う３つのコースを設置しグラウンドには「平地コース」を用意する。そし  

 て、児童が自分の技量や課題に適したコースを選択できるようにする。   

   ②児童の思いや課題に寄り添った指導をするための地域連携   

    当校は、クロスカントリースキーを経験したことがない教職員が多い。そこで、専門的な知  

 識と技能をもつ中郷ジュニアクロスカントリースキー育成会の指導員と連携を図りながら指導   

 を行う。授業のねらいを達成するために、指導員に協力してもらいたい内容を整理し、事前に  

 打ち合わせを行う。また、授業前にはスノーモービルを用いてのコースの設営にも協力してい   

 ただいている。   
 

      地域の力を生かし地域と協働しながら、「心地よさ」が体感できる授業づくりを進めている。   
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クロスカントリースキーの実技と指導法     

 
 

    （会場  国立妙高青少年自然の家）   

    講  師  駒村俊介様（妙高高原 Jr.スキー育成会コーチ  2006年冬季トリノオリンピック日本代表）   

指導者  小林  保浩（妙高高原北小学校）   外立  努（豊原小学校）   

参加者   受講生 12名   

講習内容     

〇クロスカントリースキーの基礎技術  ～起伏あるコースを滑るために必要な技能～   

・ダイアゴナル      ・推進滑走（ダブルポール）   

・一歩滑走（ワンキックダブルポール）   ・下り坂でのポールの持ち方  等   

〇ゲーム感覚でできるスキー操作向上を目的とした練習方法   
 

アルペンスキーの実技と指導法   

 

  （会場  赤倉観光リゾートスキー場）   

指導者  金子謙太郎（新井小学校・院）      星野  浩一（国立妙高青少年自然の家）   

            横田  信子（新井北小学校）   松本  高志（妙高小学校）   

参加者  受講生 14名   

講習内容     

〇初心者、初級中級者、初級上級者の３グループに分かれ、技能に応じた活動を実施   

〇斜面や雪質に応じた技能講習だけではなく、指導法についても触れながらのスキー講習   
 

受講者の声   
 
   この度、新潟県学校スキー研究会の実技講習会に参加させていただきました。私の勤務校は、   

毎年信越学童親善スキー大会のクロカンの部に出場しています。私自身、クロカンを指導する   

際、どのように指導したらよいか、引き出しの少なさが課題でした。実技講習会では、駒村様よ   

り指導のポイントを丁寧に教えていただきました。そして日々の指導に生かしています。今後   

も、クロカンの指導技術向上を目指していきます。       上越市立牧小学校   長井健太郎   
 

   今回の講習は、クロスカントリースキーに挑戦する初めての機会となりました。たくさんの先生方   

から応援の声や励ましの言葉があり、とても温かい気持ちで活動することができました。また、講師   

である駒村俊介先生のご指導もあり、３つの技とそのポイントについてとてもよく理解することがで   

きました。今回の経験から、雪とともにある妙高の子どもたちと、クロスカントリースキーの楽しさ   

をより深く分かち合い、ともに学び続けたいと思いました。      妙高市立妙高小学校  岩崎未佳   
 

   クロスカントリースキー講習会に参加させていただきました。講習会では、自分の体が思うよ   

うに動かず、うまくいきませんでした。しかし、坂を下った時の風を感じる感覚やできるように   

なった時の喜びを実感することができました。実際に経験することで、児童への指導の仕方や気   

を付ける点を学ぶ良い機会となりました。この講習会で学んだことを生かせるよう、日々取り組   

んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。    妙高市立新井小学校  宮澤俊一   
 

   スキーを履くのは実に７年ぶりのことでしたが、講師の先生方に一からご指導いただいたこと   

で、ポイントを押さえて練習に取り組むことができました。できない悔しさ、できる嬉しさを感   

じ、もっと上達したいと意欲がわきました。実技講習の中では、児童に対する指導の視点も丁寧   

に教えていただき、指導者の心構えを学びました。今回の貴重な体験を、今後の指導に生かして   

いきます。         上越市立春日小学校  尾崎明香   
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   昭和 46年（1971年）に設立した新潟県学校スキー研究会が、半世紀にわたり脈々と取り組んできた   

学校スキー指導者の養成、スキー競技者の育成、生涯にわたってスキーに親しむ資質・能力の育成な   

どの歩みを振り返るとともに、その成果について会員及び関係者一同で共有しましょう。   

   さらに、本会の発展に尽くした創設期からの先人、ご支援いただいた関係者及び関係団体に敬意と   

感謝の気持ちを表するとともに、本会のさらなる充実と発展、ひいては学校スキーの一層の振興を図   

る機会としたいと考えています。   

【テーマ】   これからの半世紀に向けて描き続けるシュプール   

日（土）   

12:30    13:00   14:10   14:20   14:50   15:00   17:30   
 
 
受付   

記念講演  

（1時間 10分）   

 
 
休憩   

記念式典  

（30分）   

 
 
休憩   

記念祝賀会  

（2時間 30分）   
 
 

【会   場】  アトリウム長岡   

 

詳しいご案内及び出欠席の確認は、令   

和２年６月上旬に各会員へお届けする予   

】  小野塚   彩那   様   

定です。今からご予定に入れておいてい   

ただきますようお願いいたします。   

                2014年冬季ソチオリンピック  スキーハーフパイプ  銅メダル（南魚沼市出身）   
 

50周年記念事業は、次のメンバーで企画・運営していきます。よろしくお願いしま
す                        ！  

◇実行委員長  湯浅  昭司（妙高・妙高高原南小） ◇副実行委員長 金子  和宏（南魚・第一上田小）   

■総務部■  ◇部長  湯浅  昭司（妙高・妙高高原南小）  ◇副部長  金子  和宏（南魚・第一上田小）   

  小野      聡（糸魚川・青海小）     二瓶  昭夫（上越・黒田小）     小林   保浩（妙高・妙高高原北小）   

  外立      努（上越・豊原小）     板垣  幸男（南魚・上関小）     近藤   博道（小千谷・小千谷小）   

  竹田      明（十日町・吉田小）     石塚  有希（十日町・十日町小）     小島      誠（魚沼・堀之内小）   

  関         泰（南魚・中之島小）     松本  高志（妙高・妙高小）   

■記念講演部■ ◇部長  小林  辰男（上越・中郷小）    ◇副部長  村山      哲（妙高・総合支援）   

  日木  芳道（上越・春日新田小）     渡辺  耕大（上越・国府小）     有坂   英子（糸魚川・糸魚川小）   

■記念式典部■ ◇部長  川池  雅樹（魚沼・広神西小）  ◇副部長  山本未知雄（県立近代美術館）   

  荒井  一人（南魚・六日町小）     田端  智絵（魚沼・堀之内小）     桑原   利恵（十日町・西小）   

  種岡  和也（南魚・北辰小）   

■記念祝賀会部■  ◇部長  長尾  昭浩（長岡・神田小）    ◇副部長  田邊  輝明（中越教育事務所）   

  髙野  真也（長岡・表町小）     櫻井  有希（南魚・浦佐小）     瀧沢可奈子（十日町・橘小）   

  山口  裕司（柏崎・枇杷島小）   

■記念誌部■  ◇部長  石田  浩久（上越教育事務所）     ◇副部長  高橋      哲（上越・谷浜小）   

  江口  克也（妙高・斐太北小）   
 
  金子謙太郎（妙高・新井小）   

 
  横田   信子（妙高・新井北小）   

  常山  昭男（南魚・北辰小）   
  小菅  哲志（南魚・塩沢小）   

  渡辺   修司（南魚・中之島小）   
 

記念誌の原稿執筆に、ご協力をお願いします。  

   11月 14日開催の記念式典等に併せて、記念誌を発行いたします。記念誌の作成に当たっては、すべ   

ての現職会員の皆様から原稿の執筆をお願いする予定です。お一人 250字程度、テーマは「スキー研   

と私」（案）です。正式な原稿依頼は、６月上旬に記念式典等の案内文書と一緒にお届けします。   
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幹事
長   福保   雄

成   

                     令和元年度  活動状況報告   

 

全県の活動状況報告     

  新潟県学校スキー研究会は、来年度、創設 50 周年を迎える。記念事業は、湯浅実行委員  

長の下、５つの部会により推進する。皆様のご協力をお願いしたい。  

  新潟県スキー場協議会のご協力により「小学校スキー授業事前講習会」を４校で実施し  

た。内容は、①映像で学ぶ（リフトの種類や乗降方法、ゲレンデのマナー、服装など）、  

②実技講習（リフト搬器（二人乗り）を利用）の２部で行われた。初めてリフトに乗る児  

童の不安感を払拭するのにとてもよい講習会となった。  

  当会では、これまでも国体冬季大会（妙高市）や全国中学校スキー大会（十日町市）の  

支援を実施してきた。今年度は、妙高市で開催された全国高等学校スキー大会（インター  

ハイ）の支援を行った。アルペン競技とクロスカントリー競技、ジャンプ競技に、総勢 23 名（延べ 59回）   

が支援を行った。選手のためにという思いを共有し、早朝から汗していただいた皆様に感謝申し上げる。  

私も４回出役し、選手の活躍を間近に見ながら支援することができた。  

  異常とも思える暖冬少雪により、今年度のスキー学習の中止を余儀なくされたという話を聞く。このよ  

うな気象が、今年度だけなのか、それとも今後も続くのか。SDGs（持続可能な開発目標）やグレタ・  

トゥーンベリさんの発言が気に掛かる。「これからの半世紀に向けて描き続けるシュプール」を実現する  

ためにも、私たち一人一人が考え行動することが求められている。  
 

上越地区の活動状況報告     

幹事会  ６月７日（金）に開催し、今年度の活動の方向性を確認した。  

役員会  ６月 20 日（木）に開催し、今年度の地区役員の選出と事業計画の協議と確認を  

行った。  

  ９月 27 日（金）に開催し、今年度の事業計画と進捗状況について確認するととも  

に 12 月の指導者養成講習会・指導者証所有者研修会（第４回スキーと雪に親しむ研  

修会）の運営について意見交換を行った。  副幹事長   

総  会  11月 17 日（日）に開催した。総会では、事業計画の協議・承認、来年度の学校ス  小島   隆宏   

キー研創設 50 周年記念事業に向けて、進捗状況の確認を行った。その後、妙高市教  

育委員会生涯学習課健康スポーツ振興室から情報提供をしていただいた。また、講演会では、妙高   

高原ジュニアスキー育成会理事長 山川 尚様から、ご自身のこれまでの競技スキー経験やスキー指  

導や大会を支える立場からこれからのスキーに対する思いを熱く語っていただいた。  

研修・実技講習会  

  第４回スキーと雪に親しむ研修会を 12月 25 日（水）・26 日（木）に予定していたが、例年にない  

少雪のため中止とした。また、参加申込をしていただいた方には、１月に行う「令和元年度新潟県  

学校スキー指導者講習会、第 49 回新潟県学校スキー研究協議会」への参加を依頼した。  

地区別実技講習会  

  今年度は、令和元年度新潟県学校スキー指導者講習会と併せて開催した。  

  第 69回全国高等学校スキー大会(令和２年２月３日～７日)における競技役員の協力を行った。  
 

中・下越地区の活動状況   

幹事会  ６月、10月、12 月の３回開催し、研修会や実技講習会の計画・準備を行った。  

  ８月に開催し、将来に向けて組織と活動の活性化をテーマに意見交換を行った。  

総  会  11月 17日(日)に開催した。総会では、各種の報告・協議事項を審議し、新入会員  

の紹介なども行った。また、総会前に行われた講演会では、島田敏夫顧問から、  

「スキー、新潟県学校スキー研究会との関わりから」と題して、ご講演をいただい  

た。総会後の懇親会では、顧問から新入会員まで、相互に親睦を深めることができ  副幹事長   
た。  

研修・実技講習会  
高野   克彦   

  指導者養成講習会／指導者証所有者研修会を、12 月 25､26日の２日間開催した。少雪ではあった  

が、銀山平と奥只見丸山スキー場を会場に、研修を深めることができた。  

地区別実技講習会  

  「災害級」と称される少雪で、魚沼、中魚十日町、小千谷、長岡小国の各地区で中止されたが、  

南魚沼地区は実技講習を若干縮小し計画どおりの日時で行うことができた。  
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