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 夢中になって滑ったあの頃に戻って考える 

副会長 長尾 昭浩 
 

 去る１月22日に『令和２年度新潟県学校スキー指導者講習会・第50回

新潟県学校スキー研究協議会』が舞子スノーリゾートを会場に開催され

ました。コロナ禍の中、首都圏を中心に緊急事態宣言も出されるなど、

実施が危ぶまれましたが、無事開催できたことをまずもって感謝申し上

げます。開閉会式及び協議会をなくし、公開授業と実技講習だけという

簡略化した研究会でしたが、県教育庁保健体育課より課長代理小山史

様、南魚沼市教育長岡村秀康様、湯沢町教育長島村文男様からも御参会いただき、充実した研究

会となりました。 

 何よりも、授業公開校である石打小学校の児童の笑顔が印象的でした。雨交じりの天候にもか

かわらず、意欲的にポールセットした斜面を滑っていました。参観された方の感想に「指導者の

話は短く、滑走時間がしっかり確保されているところが素晴らしい」とありました。笑顔の秘密

はまさにそこにあるのではないでしょうか。 

 スキーに限らず、スポーツの世界が奥深いことは、皆さん御承知のことと思います。その奥深

さに魅了されたからこそ、こうしてスキーに夢中になったことは間違いありません。そしてコロ

ナ禍の今、もう一度自分たちがスキーに夢中になった原点に立ち返り、子どもたちが自ら動き出

すスキー授業の在り方はどうあればよいか考えていく必要があると思います。今回の研究会での

公開授業を通して、そのヒントをもらった気がしました。 

 研究会の４日後、自分の勤務する神田小学校の１～３年生のスキー教室が五日町スキー場であ

りました。リフトに乗ったことのない子はもちろん、スキー場に来ることが初めてという子ども

も多くいる中、学校スキー研顧問の皆様の

お力もお借りしながら、どんどん滑れる

コース設定をしていただきました。緩やか

な斜面なので、何回も何回も滑ることが出

来ます。グラウンドで歩くことが精一杯

だった１年生が嬉々とした表情で滑ってい

る姿に感動しました。 

 今こそ、私たち一人一人があの夢中に

なって滑った原点に立ち返り、スキーの楽

しさを子どもたちに伝えていかなければい

けないと思います。 

 学校スキー研究会会員が力を合わせ、学

校スキー振興、発展に向け頑張っていきま

しょう。 
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期 日：令和３年１月22日（金） 

会 場：舞子スノーリゾート 

研修テーマ 

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 

  日程  ９：００～１０：００ 受付（舞子高原ホテル） 

     １０：００～１１：００ 公開授業（舞子高原ホテル前ゲレンデ）  

     １１：００～１２：００ ポールコース体験滑走 等（舞子高原ホテル前ゲレンデ） 

     １４：００～１６：３０ アルペン実技講習（舞子スノーリゾート） 
 
 今年度は、コロナ禍の実施となり、全体会は行わず、全て屋外での活動となった。公開授業は、小雨ま

じりの天候となったが、意欲的に滑る児童の姿を見ることができた。また、ポールコースを滑る貴重な機

会となった。午後からの実技講習では、それぞれの課題・レベルに応じ充実した講習が行われた。 
 

授業構想 
【指導計画改訂の方針】 
 石打小学校は、従前、クロスカントリースキーを１年生から６年生まで行っていた。また、アルペンス

キーは２年生から６年生が、シーズンあたり半日日程を２回体験する指導計画で行ってきた。（平成26年

度から試行的にポールを取り入れた活動を開始し、令和元年度から指導計画を改訂した。しかし初年度は

極少雪により、ポールを使った活動ができなかった。） 

 学校の周りには、石打丸山スキー場をはじめ、舞子スノーリゾート、上越国際スキー場、シャトー塩沢

スキー場など、半径５㎞圏内に６つものスキー場を有している。また、社会的には、湯沢地域とともに上

越線沿線のスキーのメッカと認識されている土地柄である。この好適な立地を生かして、児童にはアルペ

ンスキーにもっと親しんでもらいたいと考えた。一方、学校周辺は平地が多く、伝統的にクロスカント

リースキーの活動を大切にしてきた経緯もある。 

 これらを総合的に勘案し、低学年におけるスキー活動では、アルペンスキー用具を使ってアルペン、ク

ロカン双方に共通する技能を育成し、その後、中学年において、ポールを使った活動を取り入れながら、

プルークボーゲンから基礎パラレルターンやシュテムターンの技能を身に付けることを目指すことにし

た。さらに、高学年のアルペンスキー活動では、GSLの基本的なライン取りまで意識して滑ることができる

ように指導計画を立てた。 

 また、４年生以降のクロスカントリースキー活動は、生涯スポーツを指向した活動を中心に据え、レー

スに適性の高い子（意欲のある子）が主に課外活動の中で活動できるように機会を設けた。 
 

石打小学校 令和２年度 スキー指導全体計画 
南魚沼市立石打小学校  

１ ねらい 

 恵まれた環境を生かし、冬のスポーツであるスキーを授業に取り入れ、自然環境に関心を高めたり、雪

国の暮らしの楽しさを味わったりすることで、生涯にわたって運動に親しむ態度を育てる。 

クロスカントリースキー、アルペンスキーの基本的な技能の習得を図る。 

２ 指導の基本方針 

（１）指導内容について 

 ・生涯にわたって運動に親しむという観点からアルペンスキーを中心に授業を進める。 

 ・１年、２年はアルペンスキーを使って活動する。 

 ・３年から６年はクロスカントリースキーとアルペンスキーを行う。 

 ・４年から６年の課外活動は、クロスカントリースキーとアルペンスキーから選択する。 

（２）指導時数について  〇全学年ともに指導時数は12時間程度とする。 〇天候を考慮して指導する。 

 【１・２年】アルペンスキー授業として12時間（学校：４時間、スキー場：８時間）程度指導する。 

   ※学校４時間の中にツアー的活動を可能な範囲内で取り入れる。 
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 【３・４年】クロスカントリースキー授業として８時間程度指導し、アルペンスキー教室（２時間＋２

時間）を行う。※クロスカントリースキーの中でツアー的活動を可能な範囲で取り入れる。 

 【５・６年】クロスカントリースキー授業として６時間程度指導し、アルペンスキー授業として５時間

（実技４時間＋理論１時間）を行う。※クロスカントリースキーの中でツアー的活動を可能

な範囲で取り入れる。 

（３）スキー授業実施中の時間割及び指導体制  （省略） 

（４）スキー授業の場所及びコース設定   （省略） 

（５）指導内容  ※指導計画による。 

３ 指導にあたって 

 ・スキー授業のねらい、心構え、指導計画（指導内容）の作成等に十分配慮して指導を行う。 

 ・用具の点検（アルペンスキーは特に）、整理・集合の仕方、準備体操、コースの準備についての指 

   導を行う。 

  ※スキー置き場の利用については現場で具体的な指導を行う。 

  ※用具点検（アルペンスキー）に関する便りを配付（２０２０／１２／０３） 

  ※技能調査（アルペンスキー）に関する便りを配付（２０２０／１２／１２） 

 ・安全に関する指導を徹底する。（スキーの基本的なマナー、スキー場でのマナーも含む。） 

  ☆スキー授業に参加できない場合は、保健室か職員室で自習をする。 

４ 用具について  ※個人で用意する。（以下省略） 

 

学

年 
ねらい 

指導する基礎技術及び内容 

クロスカントリースキー アルペンスキー 

  

  

  

１ 

・ 

２ 

 

○平地や緩

い坂で、歩

いたり滑っ

たりして遊

ぶ。 

＊１・２年生はアルペンスキー用具を活用して基礎技能の習得を図る。 
1．初歩動作 
【ねらい】スキー・ストックと身体の動きを調和させる。 
 ・歩行・方向変換・推進滑走・短く緩やかな斜面で自由登行・転倒
と起き上がり方・開脚登行の要領・ストックを持たずにリレー 
2．大また滑歩 
【ねらい】スキーの滑り出しに合わせて膝を曲げ、しっかりと体重を
乗せながら大腿部を前後に大きく開いて滑歩ができるようにさせる。 
 ・膝を少し曲げた構えでの自由な滑歩・ストック無しでの自由な滑 
 歩・腕を大きく振りながらの滑歩 
3．片ストックの使い方 
【ねらい】ストックを左右交互に使って滑らせることができるように
させる。ストックを突く位置と前に倒す突き方を分からせる。 
 ・片ストックでの押し滑り降り・平地での押し滑り・ストックを生 
  かした大また滑歩・緩やかな登りでのストックの使い方 
4．交互滑走を志向した大また滑歩 
【ねらい】膝を軽く曲げながらスキーを雪面から離さないようにして
一歩一歩を大きく滑らせながらリズミカルに滑歩できるようにする。 
 ・ストック無しでの大また滑歩・緩い下り斜面での大また滑歩(ス 
  トック無し＆有り) 
5．正しいストックの動かし方 
【ねらい】推進力となるようなストックの突き方や力の入れ方を身に
付けさせる。 
 ・正しいストックの動き、角度・ストックでの押し滑り・力の入れ 
  方と突き放し・滑歩とストックの動きのリズム 
6．正しい膝の曲げ 
【ねらい】安定した姿勢を保って滑走するため、膝の角度を正しく保
持できるようにさせる。 
 ・膝の曲がりと上体の構え・ストック無しでの大また滑歩・フリー 
  滑走(ストック使用) 
7．スキーの突き出し 
【ねらい】力強いスキーの突き出しがスピードを上げ、滑歩から滑走
へと移行できるための条件であることを理解させ、正しい要領を身に
付けさせる。 
 ・突き出しの要領・突き出しによる滑走・斜め前方への突き出し 
  (スケーティング) 
8．交互滑走 
【ねらい】正しいストックワーク、スキーの突き出し、膝の曲げなど
の要領を総合的に結合し、交互滑走の動きを理解して滑走できるよう
にさせる。 
 ・交互滑走のフォーム・交互滑走 
 

1．スキーの運搬・着脱な
どの初歩動作 

2．平地での初歩動作 
3．緩やかな地形での歩行 
4．緩い斜面の上手な登り
降り 

 ・正しい姿勢と初歩滑
降 

 ・ストックを持たない
滑降 

 ・動作を加えた滑降 
 ・滑降からの停止 
5．やや長い斜面の上り下
り 

 ・大きい斜面の上り方 
 ・斜滑降・直滑降 
6．プルーク 
 ・プルーク姿勢と遅滑 
  りプルーク 
 ・プルークファーレン 
 ・伸ばしプルークと曲 
  げプルーク 
 ・斜行プルーク 
7．プルークボーゲン 
 ・片スキーの押し出し 
 ・プルークギルランデ 
 ・蛇行プルーク 
 ・プルークボ－ゲン 
8．横滑り 
 ・斜滑降から斜めプ 
  ルーク 
 ・谷開きの斜めプルー 
  ク 
 ・斜滑降から谷開きプ 
  ルーク 
 ・谷開きからプルーク 
  から横滑り 
 ・斜滑降から斜め前へ 
  の滑り 
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・ 
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○できる滑

り方で、い

ろ い ろ な

コ ー ス を

滑ったり、

新しい滑り

方に挑戦し

たりして楽

しむ。 
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9．一歩滑走 
【ねらい】一歩滑走の要領を身に付けさせ、滑走方法に幅を持たせる
とともに、変化のあるコースをよりスピーディーに滑走できるように
させる。 
 ・一歩滑走の要領・下りでの一歩滑走・スピードのある一歩滑走 
10．キック 
【ねらい】正しいキックの要領を理解させ、力強いキックを生かして
滑走できるようにさせる。 
 ・キックの要領・キックと突き出しのつながり・キックを使った滑 
 走・左右交互のキックによるスケーティング・ワンキック・ダブル 
 ストックのスケーティング 
11．腰のブロック 
【ねらい】膝の角度を保ちながら、「腰を入れる」ことによって重心
の左右への移動を楽にし、フォームを安定させることができるという
ことを理解させる。 
 ・腰をブロックする要領・腰のブロックを意識した滑歩・腰をブ 
  ロックした交互滑走 
12．スピードのある交互滑走 
【ねらい】滑歩と交互滑走との違いについてイメージをもち、正しい
フォームを意識しながら「スキーの突き」を鋭くして、滑らせながら
走ることができるようにさせる。 
 ・交互滑走のための５つの技術ポイント・スピードアップのための 
  条件(突きの速さとピッチ) 
13．変化のある地形における総合滑走 
 

 
9．山回り 
 ・プルークボーゲンか 
  ら横滑り 
 ・滑りながらコースを 
  変える斜滑降 
 ・横滑りから山回り 
 ・山回り 
10．基本的なパラレル
ターン 

11．制限滑走 
（ポールの技術） 

 ・正確なスキー操作 
   （大回りターン） 
 ・アルペン競技のコー

スどりの基本 
 ・競技関係の基礎知識 
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・ 
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○変化のあ

る コ ー ス

を、安定し

た滑り方で

滑る。 

第５学年・第６学年 体育科学習指導案 
         授業者 指導者： 教諭 高野浩志      教諭 石塚有希 

                教諭 齊藤達也      教諭 高野智世 

             教諭 原 寛一  教諭 佐藤大知 

１ 単元名 アルペンスキー（ポールを活用した活動） 

２ 単元の目標・評価 

・アルペンスキーの用具や装備の扱い方やスキー場のマナーがわかる。 

・大回転の基本的なライン取りがわかる。 

・自分の力に合わせて滑るコースを選び、安全に滑走することができる。 

・クロスオーバー局面（ターンとターンのつなぎ目）に小ジャンプを取り入れることで、プルークス

タンスからパラレルスタンスへと、ターンの質を向上させる。 

・アルペンスキーの特性に触れ、楽しさを味わう 

３ 単元と児童、授業構想  ※５･６年生児童：男子14人、女子16人、計30人 

 《技能》 ・中斜面をパラレルターンで滑ることができる ······ ４人 

  ・緩中斜面をプルークボーゲンで滑ることができる ·· 24人 

  ・緩斜面でプルーク停止ができる ·················· ２人 

    《リフトの乗降》 一人でできる：28人        大人と一緒ならできる：２人 

    《南魚沼市共通リフト券》 有：17人   無：13人 

    《今シーズンはじめから令和３年１月７日までの滑走日数》 

              ０日：16人   １日：９人   ２日：１人   ３日：４人 

・技能的にはプルークボーゲンから基礎パラレルターンレベルの児童がほとんどなので、ここに指導

者３名を配置する。 

・ポール滑走の基本的ラインと小ジャンプ（クロスオーバーポイント：COP）の目安を青インクで示

す。 

・指導者は、児童への指導（アドバイス）の他に、スタート管理、コース管理、などの役割を適宜担

う。 

・プルークボーゲンを安定して行うことができない２人の児童に対しては、マンツーマンで担任２人

と指導者１名が付き、技能指導やポールコースへの途中からのエントリーをサポートする。 

４ 単元（本時）の指導計画 

 ・１次 オリエンテーション（１時） （《図１》をつかった教室での授業） 

    ・GSLの基本的なライン取りを理解するとともに、クロスオーバー局面における小ジャンプのよい 

    イメージをつかむ。 

 ・２次 ポールコースを滑る  ※《図１》のコースを滑る 

    （１時・２時）：令和３年１月２０日  （３時・４時）：令和３年１月２２日《本時》 

事
前
の
自
己
申
告 
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     実技講習会 
 
＜受講者の感想から＞ 

 学校スキー研究会の実技研修に参加させていた

だきました。研修では、「ストックを腹に挟む」

「ターンの前に足首を触ってみる」等、技能向上

に向けた具体的な動きや手法を指導者の方から教

えていただきました。研修を受けながら、「子供

たちと一緒にこの練習をしてみたいな」という思

いが沸いてきました。この研修で学んだことを今

後のスキー授業や課外活動に生かしていきたいと

思います。御指導いただき、ありがとうございま

した。 

南魚沼市立栃窪小学校 谷内田 辰則 
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       令和２年度 活動状況報告 
全県の活動状況報告         
 令和２年度後期の緊急事態宣言など、COVID-19 感染拡大の影響は、教育活動にも大きな
影響を与えている。 
・全県評議員・幹事合同会議を書面審議として開催した。書面審議において、今年度の役
員人事や事業計画などが承認され、前年度の正副会長３名に学校スキー功労賞が授与され
た。また、学校スキー指導者証・章が３名に授与された。（指導者証 №339、340、341
号） 

・学校スキー研究会創設50周年記念事業の一部を実施した。令和２年11月14日に計画され
ていた記念式典や記念祝賀会等を当面中止とし、記念誌発行と記念クリアファイル作成、
記念アウターウェアの作成を行うこととした。 

・令和２年度新潟県学校スキー指導者講習会・第50回新潟県学校スキー研究協議会を、令
和３年１月22日に舞子スノーリゾートを会場として開催した。午前の研究協議会は、南魚
沼市立石打小学校５・６年生のアルペンスキー授業が公開された。ポールを使った活動の有効性が提案さ
れて、協議については参観レポート集約形式で行った。また、授業で使ったポールコースの体験滑走も
行った。午後の実技講習会は、クロスカントリースキーは行わず、アルペンスキーを開催した。レベル
アップを目指したコースや指導法について研修するコースなど、参加者のニーズに応じた講習会となっ
た。なお、運営役員会等は行わず、書面による確認とした。 

・会報「にいがた学校スキー」の発行については、全県評議員・幹事合同会議の開催が遅れたことなどか
ら、第92号の発行が10月までずれ込んだ。第93号は、計画どおり年度末までに発行できる見込みである。 
 
上越地区の活動状況報告         
幹事会 ５月26日（火）に縮小して開催し、今年度の活動の方向性を確認した。  
役員会 中止した。 

 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。９月24日（木）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５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。  

総 会 11月15日（日）に開催した。総会では、事業計画の協議・承認、学校スキー研創
設50周年記念事業の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 鴨井課長様から情報提供をしていただいた。また、フリートーク（①スキー学
習における地域（育成会等）と学校が連携した取組、②学校のスキー授業の取組）
では、活発な意見交換が行われた。  

研修・実技講習会 
 12月25日（金）の１日開催にして、国立妙高青少年自然の家、赤倉観光リゾートスキー場を会場
に第５回スキーと雪に親しむ研修会を開催した。参加者は、アルペン、クロカン、雪遊びの３つの
コースに分かれ、技能向上と指導法について研修した。 

地区別実技講習会 
 １月16日（土）に地区別実技講習会（上越地区４市）を行った。アルペンは赤倉観光リゾートス
キー場で、北陸信越山岳観光索道協会との共催による新しい試みで実施した。クロカンは国立妙高
青少年自然の家で、①クロカン指導と②冬季の自然観察研修を実施した。 
  

中・下越地区の活動状況 
 ５月と７月に２回開催し、２年度の活動の見通しを確認した。  

幹事会 ８月と１１月の２回開催し、総会や実技講習会等の計画・準備を行った。 
評議員会・横山館様への感謝の会 
  ８月29日（土）ホテル坂戸城にて開催した。評議員会では、２年度の事業計画を

確認し、指導者講習会等の運営について意見交換を行った。その後、横山館様ご夫
妻をお招きし、感謝の会を行った。 

総 会  11月14日（土）に南魚沼市大和公民館で開催した。総会では、５名の顧問先生か
ら激励を頂いた後、各種の報告・協議事項を審議した。毎年総会後に行われていた
懇親会は、コロナ禍により中止した。 

研修・実技講習会 
  指導者養成講習会/指導者証所有者研修会を、12月27日（日）の１日日程で開催した。アルペン講

習（ムイカスノーリゾート）・クロカン講習（欠之上クロスカントリースキー場）の２会場に分か
れ行い、研修を深めることができた。  

地区別実技講習会 
    十分すぎる雪の中、各地区で計画通りの日時で実施することができた。  

副幹事長 

板垣 幸男 

副幹事長 

二瓶 昭夫 

幹事長 

高野 克彦 


