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  原  点 

副会長 高野 克彦 
 

 感染力の強い変異株が勢いを増した第６波の広がりによって、令和３年

度新潟県学校スキー指導者講習会 兼 第51回新潟県学校スキー研究協議会

は、厳しい制限をかけた中で開催されました。私自身は、その場に参加す

ることが許されず、とても残念に感じております。また、積み上げてきた

成果を多くの参会者に公開することができなかった妙高高原北小学校の職

員、関係者の皆様の心中お察しいたします。本会報では４頁に渡り、研究内容及び当日の授業の

様子の一端を紹介させていただきました。私も素晴らしい実践に学ばせていただきました。 

 さて、新潟県学校スキー研究会は、創設50年を経て、新たな歩みを進める時期に入ったように

思います。学校体育におけるスキー振興を目指すその先は、雪国に生きる子どもたちの人格を、

明るくたくましいものに育むことではないでしょうか。 

 学力向上といじめ防止は県の最重要課題です。教員の働き方改革も進めていかなければなりま

せん。しかし、その荒波に飲み込まれるように、スキー研創設の原点が切り捨てられるようなこ

とは、あってはなりません。それらすべてを並び立たせる努力が、現在我々に求められているよ

うに思います。 

 私が現在勤務している南魚沼市立石打小学校は、今年度末をもって閉校し、上関小学校と統合

しますが、ここ数年をかけて、スキー活動は様々な変革と進化を遂げました。アルペンスキーを

基盤とする教育課程を編成する中で、１年生も多くの児童がポールコースを経験できる技能を身

に付けるようになりました。高学年は、学習用のポールセットから発展して、大回転競技の基本

的ラインまで学びます。また、「しみわたり」を教材化することで、クロスカントリースキーへ

のモチベーションを高め、学習の質を向上させています。 

 これらの実践を支えたものは、教職員各位の弛みない研修です。スキー用具に関する理解を深

め、Ｓ-Ｂ-Ｂシステムを学ぶために、東京で開催されたスキープロショップ向けの講習会を自費

で受講し、スキー用具について学び、ＳＭＯＬ（Ski Material Opinion Leader）資格を取得し

た者がいます。また、ウィンタースポーツにかかわる事故や裁判事例に触れて、学校が行うス

キー活動の安全対策を整理した者がいます。ポールセットのやり方や考え方を学ぶために、地域

のスキー指導者に教えを請うた者もいます。これらの「研修」は、もしかしたら「働き方改革」

とは正反対の位置にあるものかもしれません。しかし、子どもたちに『質の高い活動』を提供

し、無駄のない『精度の高い指導』を保証するには、必要な営みだったと改めて感じています。 

 スキー研の会員諸氏におかれましては、久遠の理想に向かって研鑽し、活躍されることを期待

します。そして、雪に親しみ、互いにスキーをする仲間でいたいと思います。そのためには、健

康であることが前提です。スキー研創設の原点を心に刻み、頑張りましょう。 
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期 日：令和４年１月21日（金） 

会 場：妙高市立妙高高原北小学校 

 
 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴いまん延防止等重点措置が発令された。そのため、今

年度の公開授業は、妙高市に勤務する会長 福保雄成と評議員 湯浅昭司のみの参観とした。猛吹雪の天

候ではあったが、笑顔で活動を楽しむ児童の姿を見ることができた。なお、午後の実技講習会も中止し

た。 
 

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 

 

 授業構想 
 第１・２学年 生活科「ふゆとなかよし～ゆきとあそぼう～」 

日 時  令和４年１月21日（金）9：30～10：30 

会 場  妙高市立妙高高原北小学校グラウンド 

指導者  松風 幸恵  堀川 千恵美 

１ 本単元の指導に当たっての考え方 

 児童は雪深い妙高高原に暮らし、今までの生活経験やスキー授業などで雪に慣れている。雪と

共に暮らす大変さを知っているが、それに勝る雪の楽しさも知っている。本単元では、雪と上手

に付き合い、良い関わりをもっている子供たちが、より雪に愛着をもち、雪と共に過ごす生活を

楽しむ態度を育てたいと考えた。また、友達と思いを伝え合い、試行錯誤を繰り返しながら考え

を深めたり、雪を対象に活動に没頭したりすることを通して、雪で遊びを作り上げていく達成感

を味わわせたい。 

 ２年生（なかよし学年）には、昨年度経験した行事の経験を踏まえ１年生をリードしていく姿

を、１年生（なないろ学年）には、２年生と共により雪と自分の世界を広げていく姿を期待す

る。 

 

２ 本時の指導（６・７／８時） 

（１）ねらい 

 友達と一緒に力を合わせ、みんなで楽しく遊ぶために工夫をしながら雪遊びをする。 

 

（２）本時の構想 

 児童は本時に至るまで、雪との多様な関わり方（投げる、掘る、積む、滑るなど）や、道具

（スコップ、バケツ、スノーシュー、そりなど）を使う経験をしながら、雪遊びを楽しんでき

た。また前時では、二つのグループに分かれて活動し、自分たちの追求したい遊びを試してみ

た。そこでは、雪と関わる楽しさやコツとともに、難しさも見えてきた。 

 そこで本時では、前時で感じたことや考えたことをもとに、「もっと」という思いをもち、友

達と共に没頭して思いをかたちにしていく。教師は必要に応じて、子供の思考を行動につなげる

声掛け（「○○したいんだね。△△してみたらどうかな。」）や、思考を広げたり深めたりする

声掛け（「○○な方法や△△な方法もあるよ。」「一人で大丈夫かな。」）で、児童の思い描く

かたちにより近付けるよう支援する。 

 単元全体を通して、「なななかチャレンジ」を合い言葉に、挑戦・進化を促してきた。本時で

も失敗を恐れずに思い切って活動する姿を期待する。また、友達と一緒にやり遂げた達成感や友

  今回の授業で活用した 

← 子ども用の 

  プラスチックかんじき 

校 章 
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達を喜ばせることができた成就感を実感させ、さらなる意欲や自信につなげたい。 
 

（３）読解力育成を踏まえた指導のポイント 

「推論」；活動を振り返る場面では、自分の感じたことに理由を付けて説明する。 
 

（４）展開（60分間） 

時間 ○学習活動・予想される児童の反応 
◇教師の支援 ■評価 

【 】読解力の分野 ※読解力育成との関連 

導入 

（5） 

〇本時の学習の流れとねらいを知

る。 

 

◇児童がいつでも選んで使えるように、道具などは

前時に使った物の他にも用意する。 

 

 

◇児童が安心して活動できるように、教師がいつで

も相談にのるということを伝える。 

展開 

（30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 

〇２つのチームに分かれて活動す

る。 

・もっと雪を高くしたい。 

・今日の雪はふわふわ雪だから、バケ

ツに押しながら詰めよう。 

・もっと大きくしたいから、みんなも

手伝って。 

・ルールを工夫したらもっと楽しく

なるよ。 

・危険だから少しやり方を変えよう。 

 

○お互いのチャレンジ（遊び）を楽し

み、振り返る。 

・すごいと思った。どうしてかという

ととても大きな作品ができたか

ら。みんなが協力したからだと思

う。 

・とても楽しかった。コースやルール

が工夫してあったから。 

・道具を工夫したり、役割分担をした

りしたら、前よりもっと作業がは

かどった。 

・○○さんが手伝ってくれてうれし

かった。 

・もっとやってみたいと思った。 

・自分たちが作った遊びで、みんなが

楽しんでくれてうれしかった。 

子供が考える遊びの例 

①競う 

・宝探し ・リレー ・雪積み ・雪合戦  

・的あて ・カーリング 

②飾る・作る 

・雪だるま（雪像） ・かまくら ・滑り台  

◇安全に配慮して見守りながら、必要に応じて児童

の考えを広げたり深めたりするために声掛けを

する。 

 

 

◇子どもの思考を深め、言葉で表現させるために問

い返す。 

・「上手にできた」「よかった」「すごい」ってどうい

うこと？ 

・どうして（何が）楽しかったの？ 

◇児童の発言を意味付ける。 

・誰でも楽しめるように、ルールを工夫していたね。 

・使う道具を工夫したり、役割を分担したりして協

力していたね。 

・雪を使ってみんなが楽しめる遊びを作ることがで

きたね。 

■友達と一緒に力を合わせ、みんなで楽しく遊ぶた

めに工夫をしながら雪遊びをする。（行動観察） 

【推論】 

※どんな気持ちだったか、なぜそう思ったかを問

い、話すよう指導する。 

終末 

（5） 
○本時を振り返る。 

 

◇達成感や成就感が感じられるような言葉掛けを

する。 

 

学習課題 〝なななかチャレンジ″をもっと楽しもう 
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 “なななかチャレンジ”をもっと楽しもう！ 

 [作る] もっと速く長くそりチーム 

３つのチームに分かれて活動しよう！ 

 活動前に目標を立て、イメージを膨らませます。 

 [作る] もっと高く雪積みチーム 

ハラハラドキドキ・スリルがあって楽しいコースを作ろうよ！ 

コースやルールの工夫をしよう！ 

 吹雪の中でも雪国の子どもらしく、雪に親しみ雪の活動に没頭する姿が見られました。 

大きいバケツがいいな！ 支えていないと倒れちゃう！ 雪をギュッと詰めよう！ 下を大きくしよう！ 

 チームで話し合い、試行錯誤を楽しみながら、高く積み上げていきました。 



－ ５ － 

 [作る] もっと広くかまくらチーム 

 互いの“なななかチャレンジ”を楽しむ 

 “なななかチャレンジ”で広がる喜び（児童のふりかえり） 

みんなが入れるくらいのかまくらを作ろう！ 隣のかまくらとつなげちゃおう！ 

 活動にあった道具を選び、考えながら活動する姿が印象的でした。  

 自分の活動だけでなく、友達の活

動にも関心をもち、感想を述べた

り、相手を思いやる言葉をかけた

り、相手意識をもった活動に高まる

様子を見ることができました。 

・雪のおかげでみんなと仲良く

なれました。 

・いっぱい声かけをしたら心が

ウキウキしました。 

・みんなが楽しんでくれたの

で、ぼくもうれしくなりまし

た。 

・雪の中でもみんなと一緒に工

夫をしたので、高く積み上げ

ることができました。 

 子どもたちは、“なななか

チャレンジ”を通して、作る喜

びや伝える喜び、認めてもらう

喜び、楽しんでもらう喜びを感

じていました。 

【授業後の協議会より】 

・ダイナミックであればあるほど、一人一人の活動が充実して、協働性が生まれていた。 

・「もっともっと高く」など分かりやすい目標があったため、子どもたちは没頭して雪遊びを楽し

めた。子どもらしい自由な発想力がとても素敵だった。たくさんの笑顔が見られた。 

・雪の降らない地域の学校でもできるよい提案になった。 

・目的を共有し、活動後にシェアすることで、雪遊びの教育的価値が高まったと感じた。 
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       令和３年度 活動状況報告 
 
全県について         
 現在も猛威を振るっているCOVID-19の影響は、今年度の当会の運営にも大きな影響を与

えている。しかし、会としての歩みを止めないためにも、できること、できないことを見

極めながら、会務を遂行した。 

 全県評議員会・幹事合同会議は令和２年度に引き続き、書面会議として開催した。今年

度の役員人事や事業計画などが承認され、前年度の副会長１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４名に授与された。 

                 （指導者証 第342号、第343号、第344号、第345号） 

＜指導者講習会・研究協議会について＞ 

 令和３年新潟県学校スキー指導者講習会・第51回新潟県学校スキー研究協議会を令和４

年１月21日に妙高高原北小学校を会場として開催した。ちょうど新潟県が「まん延防止等重点措置」を発

令する日と重なったため、参加者を妙高市内と限定するなど、大幅に規模を縮小しての開催となった。 

 妙高高原北小学校の１，２年生による「雪遊び」の授業公開を行った。過去の会報等を調べたが「雪遊

び」をテーマにした授業公開は一度も行われていないようである。冬季学校体育の振興を図るための新し

い視点での授業提案として、高く評価できる素晴らしい授業であった。 

 午後、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計画をしていた実技講習会は、中

止とした。 
 
上越地区について 
幹事会 ６月10日（木）に開催し、今年度の活動の方向性を確認した。 

役員会 ６月18日（金）に開催し、今年度の地区役員の選出と事業計画について協議と確

認した。 

 ９月21日（火）に予定していたが、中止した。 

総 会 11月20日（土）に開催した。今年度の指導者証・章の授与や会務予定及び事業計

画の報告がなされ、今年度の活動の大枠が決まった。フリートークでは「地域（育

成会）と学校の連携」「各学校のスキー指導の実際」について活発な意見交換が行

われた。 

研修・実技講習会 

 12月25日（土）、26日（日）に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 兼 第４４回上越地区学校スキー指導者養成講習会」を開催

した。アルペン、クロカン、雪遊びの３つのコースに分かれ、目的を明確にして技能向上と指導法

について学ぶことができた。１月21日（金）新潟県学校スキー指導者講習会・第５１回新潟県学校

スキー研究協議会を実施した。新型コロナウイルス（第６波）の感染拡大のため、実技講習会及び

協議会は中止とした。 
 
中・下越地区について 
幹事会 ６月と11月の２回開催し、３年度の組織確認や役割分担確認、総会・実技講習会

等の計画・準備を行った。 

 ９月25日（土）に予定されていたが、新型コロナウイルスの拡大により中止とし

た。 

総 会 11月27日（土）に南魚沼市立浦佐小学校で開催した。35名の参加であった。総会

では、６名の顧問先生から激励を頂き、各種の報告・協議事項を審議した。その

後、長尾顧問先生への功労賞伝達と３名の対象者へ指導者証・章の伝達を行った。

毎年総会後に行われていた懇親会は、コロナ禍により前年度に引き続き中止とし

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25日（土）26日（日）の２日間の日程で開催し

た。25日はクロカン講習（十日町クロスカントリースキー場＜六日町欠之上から会場変更＞）、26

日はアルペン講習（ムイカスノーリゾート）と、研修を深めることができた。宿泊も可能（懇親会

なし）として、ほぼ例年通りに開催することができた。51名の参加であった。 

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 

山本未知雄 


