
 

 

 

 開催： 平成２７年１２月２８日（月）より３０日（水） 

 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 

 

 参加者  小学生 ２０９名 中学生 ２７名 高校生 １０名  計２４６名 

 指導員  スキー ２０名  ボード １１名         計 ３１名 

 引率スタッフ 社会人 １１名  学 生  ９名   計 ２０名 

 引率看護師          １名 

 

 アンケートの目的 

 本研修のふりかえりを円滑に実施するため、事前に課題等の共有を図ることを目的とする 

 また、匿名による回答により意見や感想、改善点を出しやすい環境を構築する 

 改善点、反省点を共有し課題と改善点について今後の事業運営に活かすことを目的とする 

 

 アンケートの公開先 

 日本リーダー養成協会 正会員 

 滋賀県スキー連盟 及び 後援先、本研修関係機関、社会福祉協議会、受入施設等 

 

 アンケートの回答方式 匿名によるＷｅｂ及びＦＡＸ回答方式 

 アンケート回答者  １０９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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-1-               [参加者アンケート回答] 

 

■数字で見る雪山研修■ 

参加者内訳 

            

 

レンタル内訳 

            

 

 

申し込み内訳 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

スキー

70%

ボード

30%

■参加者内訳（参加区分）

スキー ボード

南草津

49%
彦根

51%

■参加者内訳（集合解散場所）

南草津 彦根

小学

生

85%

中学生

11%

高校生

4%

■参加者内訳（学校）

小学生 中学生 高校生

レンタル

75%

持参

25%

■参加者内訳（板セット）

レンタル 持参

レンタル

3%

持参

97%

■参加者内訳（ウェアセット）

レンタル 持参

レンタル

5%

持参

95%

■参加者内訳（小物）

レンタル 持参

前年

48%

年間研修生

4%

インター

ネット

33%

資料請求

15%

■申し込み種別

前年 年間研修生 インターネット 資料請求

１人で申込

19%

２人で申込

39%

３人以上で

申込42%

■お友達、兄弟姉妹での参加割合

１人で申込 ２人で申込 ３人以上で申込

スキー161 名 ボード 70 名 南草津 121 名 彦根 125 名 小学生 209名 中学生 27名 高校生 9名 

板セットレンタル者 185 名 ウェアセットレンタル者 7 名 

名 

小物セットレンタル者 12 名 

Mei 名 



-2-               [参加者アンケート回答] 

 

参加者居住地 

 

                   

 

◆保護者満足度 

 

 

◆お子様を参加させた目的 

 

  

 

 

 

大津

13%

彦根

13%

東近江

13%

長浜

12%

守山

10%

甲賀

9%

草津

7%

野洲

6%

犬上郡

6%

栗東3%

湖南

2%

近江八幡

2%

蒲上郡

2%

愛知郡

1%

京都

1% 高島

1% 米原

0%
竜王

0%

大津市 彦根 東近江 長浜市 守山市 甲賀

草津 野洲 犬上郡 栗東 湖南 近江八幡

蒲生郡 愛知郡 京都 高島 米原 竜王

0 20 40 60 80

その他

思い出づくり

集団生活への慣れ

レクリエーション

他の自動・生徒との交流

スキルの向上 スキルの向上  73 [68.2%] 

他の児童・生徒との交流 55 [51.4%] 

レクリエーション  13 [12.1%] 

集団生活への慣れ  27 [25.2%] 

おもいでづくり  37 [34.6%] 

その他    7  [ 6.5%] 

 

満足

78%

やや満足

18%

普通

4%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

満足   84  [78.5%] 

 やや満足   19  [17.8%] 

 普通    4   [ 3.7%] 

 やや不満    0 

 不満    0 

 

■参加者居住地（市、郡） 



-3-               [参加者アンケート回答] 

 

◆ブログについて  

写真の枚数を増やして欲しい。ブログ回数は丁度よい。 

状況がよくわかりました。頻度もよかったと思います。 

我が子が載っている写真が数枚うり嬉しかったです。ブログで活動の様子などもよく分かり安心させてもらいました。 

今どんなことしてるのかがよくわかって、後から子どもと話が出来て良かったです。 

バスの運行状況もとても役に立ちました。 

頻繁に更新してくださり、研修中の様子がよくわかりました。 

見ました。昨年の保護者の意見が反映されていて良かった。 

写真が少ないかな？ 

頻度や内容は、適切で良かったです。ただ、同じ内容の物が二重投稿になっていたのが残念でした。 

今回は写真がないブログもあり、写真が少ないような印象を受けた。 

連絡事項は的確な内容、頻度で良かった。 

子供達の様子が分かり安心できました。ありがとうございます 

細かく更新してくださりありがとうございました。こどもたちの様子がよくわかりました。 

研修中の様子がよくわかるようなブログで、保護者としては安心することが出来ました。 

子どもたちの様子がよくわかりました。コメントも素敵でした。 

バスの到着時間について、何時頃になるか参考になりありがたかったです。 

子どもの様子を楽しみに 何度もチェックしました。もう少し頻繁に更新されているほうが 安心かも… 

楽しみに拝見させていただきました。ありがとうございました。 

今頃どうしているか？親は気になるものですが、更新される度に様子が見てとれ、安心できました。スワイプすると我が子が

映っていて更新の度に探すのが楽しかったです。スタッフの方々に感謝の気持ちで一杯になりました。 

怪我や体調不良を気にしていましたので、ブログがあり、多分大丈夫なのだろうと安心していました。 

移動中の様子や実習の様子も細やかにアップして下さってました。自分の子が映り込んでるのを探すのが楽しみでした。 

研修中みなさん、おいそがしのに伝えて下さり、とてもうれしかったです。 

写真をたくさん載せていただいていたので、子供たちの様子がよく分かり良かったです。 

更新頻度も、今何をしてるか分かりちょうど良いです。 

実習風景・ホテル内・食事など、子どもたちの顔の随時更新に安心し、ブログを見ることが、3日間の楽しみになりました。 

息子が一人で参加したため、若干の不安があったのですが、友達との食事の姿をアップしてもらったことで吹っ切れました。

米粒のように小さく映っている姿や、後ろ姿を探し、家族で喜んでいました。 

忙しく大変な中、かなりの頻度で Up していただきありがとうございました。 

おかげで、研修中の様子もよくわかり、安心してみまもることができました。 

お迎えの時間も細かに経過報告いただき有り難かったです。 

頻繁に更新してくださり、子供達の様子を伺うことができました。良かったと思います。 

ブログに写らなくて残念だった活動ごとの細かい更新は楽しみだったので良かった！ 

頻繁に更新されてて状況が伝わり安心出来ました。 

特に帰路の状況の更新頻度が高く、迎えに行くのに非常に助かりました。 

よかったです。 

ブログは全て拝見しました。三日間の活動の様子がよくわかり、とても有り難いです。特に、交通事情のお知らせはとても助

かります。ありがとうございました。 

子供の活動の様子が見られて、安心しました。 

とても詳しくまめにブログを更新下さって、合宿の様子がよく分かり安心でした。先生方もお疲れですのに、バスの到着時間

など随時更新して下さり助かりました。本当にありがとうございました！ 



-4-               [参加者アンケート回答] 

 

状況の報告や、写真は有難かったです。 

うちの子は大丈夫だろうか、楽しんでるかなと、心配でしたので、写真を見て家族で一喜一憂してました。 

更新頻度は多ければ多い程、よいと思います。 

ブログは楽しかったです。ありがとうございました。更新頻度もよかったです。 

更新を楽しみに見ていました。我が子の写真が一枚もなかったので残念でした。 

各班ごとの写真が一枚でもあればうれしいです。 

都度状況がわかって良かった 

タイムリーに見ることが出来たことで状況が把握でき、安心に繋がり見守る事が出来ました！ 

自分の子どもが映ると確かに嬉しいですが そんな都合良く映るとは限らないので 全体が移るだけで大満足でした！そこに

コメントがあると尚、リアルに分かりやすく感じました！食事時、スキー時、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ時等、ポイントを押さえてブログに上げ

てあったので 親として今知りたい状況が把握出来た事はとてもありがたい事でした！ 

適宜報告していただけたので、様子がよく分かり安心できました。 

研修中の様子がリアルタイムに分かってよかったです。 

雪山研修中に撮影されたブログに掲載されている以外の写真や動画も公開して欲しいです。 

子供達の様子が見れて良かった。もう少し沢山の写真をのせてほしかったです。 

丁度良い。 

実習中の写真がもっと見たかったです。 

子どもの様子がすぐわかり、帰りの様子もブログでチェックでき到着時間がよみやすかったです。ありがとうございます。 

頻繁にブログ更新していただいてありがとうございます。 

仕方のないことだと思うのですが、なかなかわが子を見つけられませんでした。最終日は何枚か見つけられました。 

楽しみに読ませてもらいました。 

頻繁に更新されておりよかった。 

こまめに更新していただきありがたかったです。 

迎えの時間の参考にしています。 

頻繁に更新されていたので、オンタイムで状況を知ることが出来、よかったです。 

こまめに更新があり、とても安心できました。個人の特定などの観点から、あまり鮮明な写真は撮れないのかもしれません

が、雰囲気がよくわかりよかったです。 

我が子を見つけた時は嬉しいものですが、もっと写ったらいいなぁと思いました。 

でも頻繁にアップされてましたし、お忙しいのにありがとうございました。 

更新頻度は多いですが、もう少し、写真を掲載して頂けるとうれしいです。 

写真掲載により研修の状況が分かり楽しんでいる様子が伺えることが出来ました。更新頻度も良く、帰り到着時間予測掲示

が助かりました。 

写真やメッセージ嬉しかったです。更新頻度も多く 手に取るようにわかりました。 

何度も更新してくださり、よかったです。 

わが子を見つけようとブログの画面にかじりついていました。 

友達を新しく作り寝食を共に出来るニュートラルな感覚でいてくれる子供達をみて精神的な強さや成長を感じました。 

スタッフの方に子供達も支えられていたと思います。 

ブログで子ども達の様子が垣間見ることができて、少し安心しました。 

わが子が写ってなくても、活動の流れや様子がよくわかり安心することができたので、楽しみに見ていました。 

何をしているのかわかりやすくてよかったです。 

忙しい中、頻繁にアップデートしていただいてとてもよかったです。我が子を探すのが楽しかったです。 



-5-               [参加者アンケート回答] 

 

行程毎に更新されたので丁度良かったです。 

活動の様子がよくわかりました。 

お忙しい中、ブログの更新、写真のアップありがとうございました。 

毎日楽しみに一日何度もアクセスしていました。 

各部屋の様子、各班の様子などの写真も可能な限り掲載してほしかったなと思いました。 

写真を増やして欲しい。 

ブログは頻繁に見ました。写真が載っていると見ていても楽しいです。 

帰省準備や曾祖母の入院等、多忙で見たかったが見られなかった。 

3回/日 班ごとの写真を撮ってほしい 

活動の様子がよく分かりとても嬉しかったです。更新もマメにして頂いてありがとうございました。 

大変わかりやすく、娘も写ってたので安心出来ました。しかし写ってない子もいるので、全体写真を UPする方法はどうでしょ

うか？班単位かバス単位か…。 

帰路の到着情報を、もう少し頻繁に UP して欲しかった。 

人数が多いと思うので仕方がないが、ブログに載っているのは一部の子のように思う。頻度はともかく掲載枚数を増やしてく

れたらと思う。 

ブログにより、子ども達の様子が分かり良かった。もう少し写真があると更にありがたかった。 

今何をしてるのかが、よく分かりとても、楽しみでした。ただ忙しい中写メを撮って載せていただいていたとおもうのですが、我

が子の写真がなく思い出を形として残せなくてとても残念に思いました。 

更新頻度はちょうどいいと思います。誤字が時々ありましたがさほど気にはなりませんでした。 

様子が分かりありがたいです。更新頻度もちょうどいいです。 

とても小まめに掲載されていて、毎日楽しみに見ていました。十分満足しています 

全班の写真をあげていただくなどの配慮を頂けるのであればお願いしたい。 

帰路の到着情報を、もう少し頻繁に UP して欲しかった。 

はい、見ました。年末の忙しい時期なのでちょうど良いくらいでした。 

毎日ブログを見ていた。食事内容やゲレンデの情報もあり、何よりみんな楽しく過ごしていることがわかり安心した。 

こまめにブログが更新されていて良かった。 

何度もブログを見ました。ボードの子供さんが写真スナップ的に多いように思われましたが・・・ 

ブログのコメント欄に返信もされていて、対応が細かく、スタッフの方とのコミュニケーションがとれてとても良いと思います。 

 

 

◆事務対応について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足 72[67.3%] 

 やや満足 14[13.1%] 

 普通 19[17.8%] 

 やや不満  2[ 1.9%] 

 不満  0 

 

満足67%

やや満足

13%

普通18%

やや不満2%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満



-6-               [参加者アンケート回答] 

 

◆申込確認について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電話は出られないことがあり、記憶にしか残りませんが、ハガキだと子どもと一緒に視覚でも何度も確認できてよかったと思

います。 

申し込み時の「実施要項」や「申し込み書」に記載されている送付先を目立つようにした方が良いと思います。問い合わせ先

の近江八幡が目立つため間違いやすいです。送付先が問い合わせ先とは違う事を強調すべきでは？ 

どれも丁寧な内容で十分です。 

とても分かりやすかったです。 

突然のレンタル希望にも丁寧に対応して下さり、大変助かりました。 

特に不備はありませんでした。 

特にありませんお世話になりました 

特に問題に感じたことはありませんでした。丁寧な対応で、安心できました。 

いつも迅速に丁寧にご対応くださり、ありがとうございます。昨年同様、お電話でご対応くださった方もとても好感が持て、安

心して参加させることができました。大変お世話になり、ありがとうございました。 

振り込みに関する不備があったものの、迅速に対応されたのでよかったです。 

分かりやすく、お電話もすぐにご返信下さりありがとうございました。 

今回が、初めての参加です。集合の時、沢山の車で駅前がすごいことになっていたので、びっくりしました。他に、よい集合

場所は、ないのでしょうか。 

ハガキでもよいですが、faxなので届いているか心配です。確認は早い方が安心できるので電話がよいです。 

または、申込みはメールのフォームがよいとおもいます。 

子どもから、ホテルのご飯時にデスソース作りをして遊ぶ子どもたちがいたという話を聞いて気になりました。食べ物で遊ば

ないという指導もお願いしたいです。 

受付がもう少しスムーズだと良いと思う。 

参加申し込み完了の連絡がもう少し早ければ助かります。 

何も問題ないです。 

出発時、４号車の準備が遅れていたためか、保護者は外で子供は車内で長時間待ちました。 

もう少し改善頂けるか、理由説明がその場で有ればよかったかと思います。 

とても親切に対応していただき感謝しています。 

電話の対応時間が書かれていたので、その時間に電話で相談できるのはありがたかったです。 

わかりやすかったのでよかったです。 

良かったと思います 

問い合わせなど、素早く対応していただき、満足しています。 

初めての参加でしたので準備の段階でも不安がありましたが、申込や持ち物も詳しく書かれていましたし、質問にも丁寧な

対応なので心配なく子供を送りだせました 

ハガキが良い 90[83.3%] 

電話が良い  4[ 3.7%] 

どちらでも良い 14[13.0%] 

ハガキが良い

83%

電話が良い

4%

どちらでもよい

13%

ハガキが良い 電話が良い どちらでも良い



-7-               [参加者アンケート回答] 

 

大人数で事務処理も大変だと思いますが、細やかな対応ありがとうございました。 

分かりやすくてとてもよかったです。 

写真をネットで購入出来たりするとありがたいです 

ハガキでの確認は良かったです。ハガキの名前のふりがなの間違いと、スキーでの申し込みがスノボと記入されていたため

メールで問い合わせをしたら迅速な返答を頂けたのは良かったです。 

特に問題なかったです。 

送付物の、子供のスキルを選択するところで、複数選んでしまい電話がかかってきました。手間を取らせてしまいましたの

で、一つのみ。と書いてあると分かりやすい 

ハガキが届かず問い合わせ先も留守番電話のため不安でした。 

ただ、すぐに電話を頂き、丁寧な対応と子供の事を考えて質問以上の回答を頂けたりと本当に安心できました。ありがとうご

ざいました。 

名札の紐が受付時に配布されることを知らず、紐を付けたり、荷札の名前書き 

など手間が２度でできれば教えてもらったりｍ名札を複数部印刷してもらえたらありがたかったです。 

特に問題なく、資料もわかりやすかった。 

 

◆参加費について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後の雪山研修について（保護者の意見） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安い    4[ 3.7%] 

やや安い  13[12.0%] 

普通  67[62.0%] 

やや高い  21[19.4%] 

高い   3[ 2.8%] 

 

安い

4% やや安い

12%

普通

62%

やや高い

19%

高い3% 安い    4[ 3.7%] 

やや安い  13[12.0%] 

普通  67[62.0%] 

やや高い  21[19.4%] 

高い   3[ 2.8%] 

 

参加させたい  96[88.9%] 

どちらとも言えない 11[10.2%] 

参加させたくない   1[ 0.9%] 

参加させた

89%

どちらとも言えない

10%

参加させたくない

1%

参加させたい どちらとも言えない 参加させたくない



-8-               [参加者アンケート回答] 

 

◆雪山研修以外の研修について（保護者の意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆保護者のご意見ご感想 

白樺湖の HPを見ていると、今年は積雪が少ないようで、研修が予定通り実施されるのかが直前まで情報がわからず心配

でした。 

人工造雪機があるといえど、滑走可能な場所は少なく、そこで研修生２５０人や一般客が一緒で可能か心配でした。 

予定しているか、検討中かなどの情報があるとよかったかと思います。 

貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

連続４年目の参加の今年もまた『また来年も参加なっ!!』と、言います。スタッフさん、講師さん、ありがとうございました 

スタッフの役割があり、責任を持ってこなしておられたり、連携を取りながら進めたりしておられることが感じられた。迎えの

時、駅で横断歩道を渡る際の誘導もされており、細やかな所まで考えられていて素晴らしいです。 

初心者であまり運動神経もコミニケーションを取るのも苦手な我が子で、申し込んでおきながらほんまに行くの❓と心配が尽

きませんでしたが、ブログにちょこちょこ映り込んでる我が子は、楽しそうで帰ってきた時はなんだかかっこよくなってました。

楽しい時間を過ごし、ボードもリフトにまで乗れるようになったと聞きました。「また、見せたるわ」って自慢げに話しています。

3日間ありがとうございました。お世話になりました。 

学校からのスキー教室がなくなったので参加させる場を作って頂きありがとうございました。ブログでその都度様子が見れて

安心し、又、楽しさが伝わってきました。研修会のスタッフのみな様、ホテルの方、バスの方、先生、レクレーションを考えて下

さった方すべての方に感謝です。研修に行って帰ってきたわが子は、どこか自信にみちた姿でした。ありがとうございました。 

子どもに聞いたところ、実技実習が楽しかったことに加え、とにかく食事が美味しかったとのこと。育ちざかりの子どもたちが

満足いく食事を企画されていることに運営の上手さを感じます。 

アイスブレーキングから入り、多くのレクリエーションも取り入れていただき、一人で参加している「子ども目線」の活動に感謝

しています。 

4月からは中学生になり、年末の時期に部活が入る可能性がありますが、本人が「近江の子雪山研修」への参加意志があ

れば参加を拒む理由が見つかりませんね・・・。 

スタッフの皆さんのおかげで、我が子にとって貴重な経験をさせていただき本当に感謝しています。 

これだけの大人数の異学年の子供たちを取りまとめるのは、本当に大変だったと思います。ありがとうございました。 

本人は、すごく喜んで帰ってきました。ありがとうございました。 

ただ、送迎時にロータリーや道に駐車してる方いるのが残念でした。周りに迷惑がっている人がいらっしゃいました。 

きちんと案内には書いてありましたが スタッフさんが声かけなどしていただくと減るのかなと思いました。 

子どもの耳にも入るのでマナーをきちんとまもっていただきたいと思いました。 

参加させたい  58[53.7%] 

どちらとも言えない 49[45.4%] 

参加させたくない   1[ 0.9%] 

 
参加させたい

54%

どちらとも言えない

45%

参加させたくない

1%

参加させたい どちらとも言えない 参加させたくない



-9-               [参加者アンケート回答] 

 

スタッフの皆様は本当に大変だと思いますが、親切できめ細かい対応のおかげで うちの一人で参加させてもらった子供も 

凄く楽しかったと帰って来る事が出来ました。スキーも上達し参加させてもらって本当に良かったと思ってます！ありがとうご

ざいました！！！お疲れ様でした m(__)m❗ 

ありがとうございました。 

本人の希望により、昨年に続き２回目の参加でした。今年も数多くの貴重な体験を積ませて頂き、ありがとうございました。 

今後も可能な限り、参加させたいと思います。それぞれのご担当で活動を支えて頂き、本当にありがとうございました‼︎ 

補足…今年もデモンストレーションがなかったようですが、(昨年は天候により)活動内容に変更があったこともブログに記し

て頂けると、さらに良かったかな、と思いました m(__)m   合わせて、今年は活動 DVDの販売はありますでしょうか？ 

子どもが「また行きたい」とにこにこで帰ってきて、とても良い合宿だったんだなととても嬉しく思いました。いろいろと心より感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

楽しかったと帰ってきました。よい経験になったと思います。お世話になり、ありがとうございました。 

この度はお世話になりありがとうございました。 

子ども同士でトラブルがあったようで、グループ内で解決できず残念でした。 

友達がいるグループに変えてもらえて、その後は楽しく出来たようですのでよかったです。臨機応変のご対応をありがとうご

ざいました。 

一人で参加していたらと思うと少し不安も残りました。どうやったらグループで仲良くできるのか、はじめのレクリエーションで

話をしてもらいたいです。 

＊集合場所が彦根と草津だったけれど、間に住んでいる者にしたら草津も彦根も遠いので八日市とかにも集合場所が、あ

ればよいのではないかなぁと思う。 

＊費用も兄弟で参加した場合、割引があるとよい。 

＊荷物の対応が悪かった…。荷物を下ろすときほっていた。バス会社が… 

今回、求めていたことは集団生活への慣れ  を目的にしていましたが、スキーも 見事に上達？(本人の思い！)した様で  

この研修で様々な事が身に付いたようです！集団生活は 今後、色んな場面で成長を見せてくれる事を期待してますが果た

して成果はあるのか……楽しみです！それと、贅沢な食事だったようで お腹もかなり満たされたようです！胃袋も大きく成

長したみたいです(笑) 

２８日の朝の受付にだいぶ時間が取られ、何時に出発するのか、何に時間がかかっているのか、わからなかった。 

結局、寒さに耐えかねて、見送りせずに帰りました。 

せっかく長野まで行ったのに、人工雪でとても残念でしたが、こればかりは仕方ないですね。 

沢山の出会いがあり、楽しみもあり親から離れての度もとても良かったっ思います。笑顔でまた行きたい！と行ってました。 

道中が長いのでもう少し近場でも良いかと。 

子どもに良い機会を与えて頂きました。 

同室の人と４つに分かれたグループが一人だけ違ったため、一人でいる時間が長かったのが残念だと言っていました。 

友達同士での参加が多いのが不満である。子供会の旅行になっている。何の人間形成につながるのか疑問を感じた。 

子供も大変楽しかったと言っております。ありがとうございました。 

大勢の子供達をまとめてくださるパワーに驚きます。3日間楽しみ無事に帰ってこれたことに感謝です！ 

スタッフの皆様は全員がボランテアで参加されているというのをお聞きし頭が下がる想いです。ありがとうございました。 

お世話になり有難うございました。子供の感想が、この研修の評価につながると思います。 

指導の先生やスタッフの方々全員で何人の方がこの研修に関わって下さっているのでしょうか。 

初めての参加でしたが、帰ってきて楽しそうに 出来事などを子供が話してくれましたので 参加させて良かったと思いまし

た。 

またとない経験が出来ましてよかったです。 



-10-               [参加者アンケート回答] 

 

今年で②回目の参加ですが、楽しかったー！と言って帰ってきてくれるので、本当に感謝しています。 

今年は、雪が少なくてどうだろう？と心配していましたが、本人は、全く気にせず、満喫させてもらったようです。 

ありがとうございました！ 

集合場所で見かけたスタッフの方達がとても好印象でした 

参加した息子が「俺もあーいう事してみたい。。。」と言っていました。 

性格もシャイで神経質なところもあるのですが、人と出会い何かを感じて成長してくれたと思います 

苦手なタイプの友達もいたようですが、自分の中で最善の対応をしていたようす。これからの人間関係にもおおいに勉強に

なったとおもいます 

今回は例年に比べて雪が少な過ぎたのは残念です。初心者にはガリガリの雪の上でのレッスンは、大変だったと思います。 

あれだけの大人数だと、中止にするという選択肢はないのですね？ 

ともあれ、子どもは、様々な学年のお兄さん達の中で、良くも悪くも色々経験できたと思いました。トータル楽しかったようなの

で、大冒険でしたが子どもの意志に任せ、参加させて良かったです。 

積雪量が少なく実施可能なのか心配していましたが、無事終えることができてよかったです。スタッフの方や指導員の方にも

大変よくしてもらったようで、スキーも上達し、本人もとても喜んでいました。小６からの参加で今回が２回目でしたが、来年も

ぜひ参加させたいと思います。本当にありがとうございました。 

初めて保護者と離れて過ごしましが、不安などもなく過ごせたようです。とても楽しかったようです。 

タイミングが分からなかったのか、歯磨きを全くしていませんでした…(;^_^A 

バスで注意事項のビデオを事前に見ておいたり、子どもたちがスムーズに行動できるように工夫がされているなぁと感心しま

した。 

ありがとうございました。 

３日間ボランティアスタッフの皆さんにはお世話になりました。子供たちは楽しかったと言っています。ありがとうございまし

た。 

３日間ボランティアスタッフの皆さんにはお世話になりました。ありがとうございました。 

お土産を買える機会が 2回あると知らず、1回目の場所でお金を使い切り、2回目は何も買えなかったと、やや寂しげでし

た。できましたら買い物直前に確認してあげて頂きたい。 

スタッフの方々、朝早くからお世話戴きありがとうございます。総じて充実したものだったと感じております。一つ、実習の指

導者に差があると感じられ、一昨年の方が丁寧で解りやすかったと言っていました。 

とてもお世話になりありがとうございました。 

子供もとても喜んで帰って来ました。 

出発前は不安で仕方がなかったのですが、帰宅した我が子の笑顔、「楽しかった！」の言葉を聞いて参加させて良かったな

と思いました。スタッフの皆様に感謝します。ありがとうございました。 

昨年同様、子供がとても満足していました。 

板を真っ直ぐ保って滑れるようになったと喜んでいました。忘れないうちにまたすぐ行きたいと言い出し嬉しい悲鳴です。 

お世話になったスタッフの皆様にこころから感謝します。ありがとうございました。 

大勢の子供たちに貴重な体験する場を与えて下さり、大変喜んでいます。３泊コースが実現出来たら嬉しいです。当方は２

回目のさんかですが、もっと行きたい。と言って今した。募集人数を増やして欲しい。漏れた年があり残念でした。 

皆様がボランティアであるということに驚きです。今後も継続してこのスキー研修が開催されることを期待しています。 

参加費について来年から上がったら嫌なので「ふつう」にします。 

4年生になり、初めて参加しました。少しは他の兄弟が行かれた話を聞いていたので情報はあったが、年間を通しての研修

の案内があれば忘れずに申し込みやすい。 

食事も大満足で知らない友だちともすぐに打ち解けてムチャクチャ楽しかったという子供の感想を聞くだけでスタッフの皆さん

の下準備、研修中の気配りがあってこそと思いました。集合、解散時の車の誘導までも行き届いていてすごいと思った。 



-11-               [参加者アンケート回答] 

 

ありがとうございました。 

 

◆研修生が良かったと感じたこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆研修生が良くなかったと感じたこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後の雪山研修について（研修生の回答） 

  

 

  

スタッフの対応  81[74.3%] 

指導員の対応  83[76.1%] 

実習   85[78.0%] 

ホテルでの食事  83[76.1%] 

ホテルの設備  44[40.4%] 

夜のレクリエーション 55[50.5%] 

バスの車内  46[42.2%] 

 

スタッフの対応

17%

指導員の対応

17%

実習

18%

ホテルでの食事

17%

ホテルでの設備

9%

夜のレクリエー

ション12%

バスの車内

10%

スタッフの対応   5[10.0%] 

指導員の対応  14[28.0%] 

実習    4[ 8.0%] 

ホテルでの食事   7[14.0%] 

ホテルの設備  11[22.0%] 

夜のレクリエーション 15[30.5%] 

バスの車内  19[38.0%] 

 

スタッフの対応

7%

指導員の対応

19%

実習

5%

ホテルでの食事

9%

ホテルでの設備

15%

夜のレクリエー

ション

20%

バスの車内

25%

参加したい  88[80.7%] 

どちらとも言えない 20[18.3%] 

参加したくない   1[ 0.9%] 

参加したい

81%

どちらとも言えない

18%

参加したくない

1%

参加したい どちらとも言えない 参加したくない



-12-               [参加者アンケート回答] 

 

◆研修生の意見や感想 

楽しかった！雪がもっとあったらよかった！ 

スタッフのチームワークが良くて、自分も大きくなったら、スタッフとして活動してみたいです。 

楽しかったです。ありがとうございました。また参加したいです。 

健康チェックの際には的確な対応をしていただいたし、スタッフとの話も有意義だったようです。 

参加できて良かったです。 

お疲れさまでした 

ツージーにいっぱい教えてもらってうまくなれた。スイッチでターンするのをがんばりたいです。 

雪がガリガリのとこがあってもっとたくさん雪があったら、もっとうまくなれたと思います。 

3日間ありがとうございました。最初は、緊張したけどボードも自分で靴も履けるしリフトにも乗れて、滑れるようになりまし

た。また、練習してもっと上手くなりたいです。 

なれてら楽しかった。友達ができてよかった。色々な人のニックネームがおもしろかった。 

良い思い出がたくさん作れました。友達も出来ました。ありがとうございました！ 

とても楽しかった。とくに、スキーが、たのしかった。三日間ありがとうございました。 

最初はちゃんと滑れるか心配だったけど先生に優しく上手に教えてもらったからしっかり滑れるようになって嬉しかったです。

ありがとうございました！！！ 

スタッフの対応がよかったです。 

とても楽しかったです。ありがとうございました‼︎ 

めっちゃ楽しかった！ 

また参加して、もっとスキー上達したいです。ありがとうございました。 

いやなことがあったからチーム分けを考えて欲しい。スタッフの対応はよかったです。ありがとうございました。 

スタッフに声をかけたら無視をされた 

大満足です。とても楽しかったです。 

初めてのスキー体験だったけど 先生の指導もあり  思いの外  滑る事が出来て  嬉しかったし  楽しかった！ 

スキーはとっても上手になったけど班の一人一人のレベルが違いすぎてもっと伸びることができる子もスキーが上手じゃな

い子と一緒にやらないといけないくて苦痛だった｡一緒に応募した子とは寝る部屋が一緒だったらそれで満足だから実習は

違う方が友達もできると思うし、レベルで合わせたほうがいいと思う。 

ホテルのトイレが和式が多くていやだった。あとは全部楽しかったです。 

スキーが上達して嬉しかった。ご飯がとても美味しかった！ 

スキーがすごく上手くなれたので、非常に満足です。 

３日、ありがとうございました。昨年に引き続き、参加させてもらい、スキーも上達することが出来ました。 

スタッフの皆さまの温かい対応に深く感謝し、来年も参加させたいです。ありがとうございました。 

全部楽しかった。またいきたいです。 

スタッフさんの対応がハキハキしていてよかったです。 

いい先生なので、良かったです。ありがとうございました。 

ご飯が充実していてよかった。夜のレクでは体育館で裸足で足が冷たく楽しさ半減した。友達同士の参加が多く一人参加が

仲間外れになる。 

ありがとうございました。 

楽しかった。。 

バスの中と研修中の班のメンバーがみんなバラバラだったので、行き帰りがつまらなかったです。 

とても楽しく良かったと思います。友達も出来て良かったです。 



-13-               [参加者アンケート回答] 

 

南草津の先頭のバスの乗車が遅かったため他の２台は早くに乗車が完了していたがその後２０分程度、出発できなかった

のは早く集める意味がないと思いました。 

また、そのバスの子供が全員乗車した後もスタッフの方の荷物を乗せるのに手間取られたり急がれているという雰囲気を感

じられなかったです。トラブルがあったのかもしれませんが、もう少し機敏に行動されても良いのかと思いました。 

指導の先生やスタッフが優しくしてくれてとても楽しく３日間過ごせました。また参加したいです。 

指導員の者です。 

スタッフ&指導員のミーティングで「スリッパが無い」指摘有りましたが、私が乾燥室で対応してくれたスタッフは、担当外の解

らなかった点を積極的に確認して頂き非常に助かりました。 

今回、残念であった点は 3日目、上部パノラマコースが解放された際、コース移動後に「監視スタッフの人員が確保出来な

い」との理由で滑走出来ないとの連絡を受けた事です。子供達は滑る事(時間)をとても楽しみにしています。雪不足の為、歩

いてコースに戻るリスク(時間ロス)を説明し、判断してパノラマコースに移動した結果、滑れず時間だけロスしたことはとても

残念でした。当然ですが滑るコースが決まっているのであれば研修前に必ず情報展開下さい。今回、子供達は黙って我慢し

てくれましたが、二度とこの様な事は無ようにご留意願います。 

たくさん友達できて楽しかった💕 

帰ってきてから、ブログを見てみて、懐かしいなと思った。 

スタッフの人がけんかをしていて仲が悪いんだなと思った 

スタッフの皆がけんかをしていて仲が悪いのだなと思った 

とても楽しかったです。また、行きたいです。 

初めての体験でドキドキしたけどやってみたら友達も出来てとても楽しかったです 

久しぶりに家族のもとを離れて知らない人と一緒に寝たりお風呂に入ったりスキーをしたけどすぐに友達が出来てすごくよか

ったです 

もっと雪が欲しかった。ゲレンデのコンディションが悪かった。 

良かったことは指導員の先生がやさしかったこととホテルの料理がおいしかったことです。 

悪かったことは、レクリエーションがあまりおもしろくなかったことです。 

楽しかったです。ありがとうございました。 

指導員の対応がとてもよくて、楽しかったです。スキーがうまくなってうれしかったです。ありがとうございました。 

実際には習い事と重なり、研修には行けないと思うのですが、できるなら行きたいです。 

ボランティアスタッフの方々には大変お世話になったようです。感謝致します。 

とても楽しかったです。ありがとうございました♪ 

担当の図司先生がとても面白かった。図司先生に指導してもらえてよかった。 

最高でした。 

楽しかった。友達ができて良かったです。 

新しい友達ができたし、楽しかったです。 

悪い所はなかった。 

一緒に行った友達と同じ班でよかった。また班メンバーが全員女子だったのでよかった。 

ありがとうございました。楽しかったです。 

スタッフさんも、部屋で一緒だった子も、指導員さんもみんなが優しく面白かったので、3日間をとても楽しく過ごせました。 

スキーも、行く前より確実に上手くなったと思います。ありがとうございました。 

スキー実習は丁寧に指導してもらい、よかったです。また、研修中にできた友達と過ごした時間は楽しかったです。 

滑るのがとても楽しかったので、休憩の頻度は少な目でもっと滑れた方が良いと言っていました。 

２回目の参加ができて、とても楽しかったてです。来年も絶対に行きます！三日間ありがとうございました 
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年配の先生にそんなこともできないのかとかなり厳しく言われたそうで、指導員の方の話し方などにご配慮頂ければと思い

ます。 

スタッフさんも、部屋で一緒だった子も、指導員さんもみんなが優しく面白かったので、3日間をとても楽しく過ごせました。 

スキーも、行く前より確実に上手くなったと思います。ありがとうございました。 

食事が良かった。スタッフが優しい。スキー場の設備が良くない（リフトが少ない） 

行きはトイレ休憩が多かったのに帰りは少なかった。バスがとてもゆれて気持ち悪かった。もっと揺れないようにして欲しい。 

指導員の方の教えはもちろんのこと、スタッフの細やかな対応があって大人数をまとめられると思います。スキースノーボー

ドだけではなくホテルへ戻ってからもレクリエーションがあったり工夫がされています。班分けも方よりなく良かった。 

食事も焼き肉、しゃぶしゃぶ、バイキングと子供は喜んで食べられる内容でこの値段はお得と思いました。子供をなかなか雪

山に連れて行けない親にとって年末年始も仕事が当たり前のおやにとっては本当にありがたい企画だと思います。 

良かった点は食事がおいしかった。先生が教えてくれるのが良かった。 

悪かった点は食事の時、先生が来るのが遅かった、部屋の時計が壊れていた。スタッフが起してくれると言ってくれたのに起

しに来てくれなかった。 
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◆面白そう。やってみたいと思う研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カヤック体験      32 30.5% 

ヨット体験      28 26.7% 

滋賀でサマーキャンプ     39 37.1% 

沖縄でサマーキャンプ     61 58.1% 

民泊（田舎暮らし）体験     32 30.5% 

カヤックでびわ湖横断     24 22.9% 

ヨットでびわ湖横断     18 17.1% 

オーバーナイトウォーク     23 21.9% 

野外炊飯       26 24.8% 

自然の工作      26 24.8% 

職業体験（伝統工芸や農業等） 31 29.5% 

オリジナルソング創り     18 17.1% 

青春１８切符（電車）の旅     35 33.3% 

雪合戦大会出場      50 47.6% 

大工体験       23 21.9% 

その他       4 3.8% 

 

カヤック体験

7%

ヨット体験

6%

滋賀でサマーキャンプ

8%

沖縄でサマーキャンプ

13%

民泊（田舎暮らし）体験

7%

カヤックでびわ湖横断

5%
ヨットで琵琶湖横断

4%

オーバーナイトウォーク

5%

野外炊飯

6%

自然の工作

6%

職場体験

7%

オリジナルソング創り

4%

青春１８切符（電車）の旅

7%

雪合戦大会出場

11%

大工体験

5%

その他

1%
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◆雪山以外の活動への参加（研修生の意見） 

  

参加してみたい

69%

どちらとも言えない

28%

参加したくない

3%

参加してみたい どちらとも言えない 参加したくない

参加してみたい  73[68.9%] 

どちらとも言えない 30[28.3%] 

参加したくない   3[ 2.8%] 

 


