
 

 

 

 開催： 平成２８年１２月２８日（水）より３０日（金） 

 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 １００名 中学生 ４１名 高校生 １名  計１４２名 

 指導員  スキー １９名  ボード ９名         計 ２８名 

 引率スタッフ 社会人 ８名   学 生 １１名   計 １９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回答方式 

 アンケート回答者  ６６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。 
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■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 

         

  

 

 

 

 

 

 

資料請求２０名 ダウンロード４４名 前年７０名 会員８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキー９４名 ボード４８名 南草津７０名 彦根７２名 
高校生１名 中学生４１名 小学生１００名 

板セットレンタル者９９名 ウェアセットレンタル者６名 

名 

小物セットレンタル者８名 

Mei 名 

ス
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49%
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◆滋賀県内学校別参加者数 

守山小学校 9  石部小学校 1 

多賀中学校 5  草津第二小学校 1 

水口小学校 4  大宝小学校 1 

多賀小学校 4  唐崎小学校 1 

大原小学校 4  唐崎中学校 1 

豊日中学校 4  東中学校 1 

北野小学校 4  南郷小学校 1 

稲枝東小学校 3  日吉台小学校 1 

蒲生北小学校 3  日野小学校 1 

金城小学校 3  八日市西小学校 1 

湖北中学校 3  八日市南小学校 1 

今津東小学校 3  八幡小学校 1 

信楽中学校 3  伴谷小学校 1 

水口東中学校 3  比叡山中学校 1 

聖徳中学校 3  必佐小学校 1 

朝桜中学校 3  富士見小学校 1 

旭森小学校 2  米原小学校 1 

稲枝中学校 2  菩提寺北小学校 1 

河西小学校 2  北中学校 1 

虎姫中学校 2  箕作小学校 1 

高宮小学校 2  葉山小学校 1 

七郷小学校 2  立命館守山中学校 1 

松原中学校 2  竜王西小学校 1 

神照小学校 2  和迩小学校 1 

秦荘西小学校 2  佐和山小学校 1 

浅井小学校 2  坂田小学校 1 

大石小学校 2  滋賀大学教育学部付属小学校 1 

長浜北小学校 2  治田西小学校 1 

南笠東小学校 2  城西小学校 1 

能登川南小学校 2  城東小学校 1 

八日市北小学校 2  信楽小学校 1 

伴谷東小学校 2  新旭南小学校 1 

彦根南中学校 2  新旭北小学校 1 

老上中学校 2  瀬田東小学校 1 

逢坂小学校 1  玉津小学校 1 

安土中学校 1  桐原東小学校 1 

河瀬小学校 1  堅田高等学校 1 

吉身小学校 1  御園小学校 1 

仰木の里東小学校 1  甲南第２小学校 1 

玉園中学校 1  
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◆お子様を参加させた目的 

 

  

◆ブログについて  

毎回アップされるのがとても楽しみで、時間もマメにアップしてくださったので、安心しました。日程表と見比べながら、何度も見てました。 

様子が見られて良かった 

とても分かりやすくてよかったです。 

リアルタイムに更新していただいたので、今の子供たちの状況がよく分かって、更新をとても楽しみにしていました。 

ただ、この参加人数からして、もう少し写真が多ければ嬉しいです。 

こまめに更新してくださったことで安心することができました。 

頻繁に blog を更新してくださりその時の様子がよく分かりました。ありがとうございます。 

とても細かく様子を知らせていただいて、楽しかったです。 

内容がよく分かってありがたかったです。 

特に道中の報告がとても安心できました！ 

更新も細やかで良かったのですが、個人的に我が子がほとんど写っていなくて脱落しているのではないかと心配でした。もう少し画像が

広範囲なものがたくさんがあれば良かったです 

頻繁に掲載されてましたので、充分満足です 

先生方もお忙しい中、こまめに掲載して頂けて大変感謝しております。様子がタイムリーに知れて本当に良かったです。ありがとうござい

ました。 

都度更新で研修の様子がわかり、よかったでしす。 

良い 

バスの到着時刻がわかった。現地の様子もわかった。 

子供の様子が見られて、安心できました。 

楽しく  見させていただきました｡   

大勢の子供の対応に追われる中、頻繁に更新してくれてありがたいです。 

更新を 3日間楽しみに過ごさせていただきました。どんな状況なのか確認できるのでとてもよかったです。どの子供もよい表情で写って

いるので見させていただいてて楽しかったです。 

様子が逐一分かってよかったです。 
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子供の面倒を見ながら、よく更新していただいたと思います。 

スキー班の写真が、多くてボード班の写真がすくなった。 

こまめに更新していただいて、子どもたちの様子がよくわかりました。お忙しいところありがとうございました。 

こまめに投稿、子供達の様子が伺え良かったです。 

何年か前より更新が少なかった様な気がします。 

頻繁に更新され、離れていてもどんな活動だったのか、どんな様子だったのかが、よく伝わってきてとてもありがたいです。帰ってきた子

どもとも一緒に見ることで話題になり盛り上がりました。 

頻繁に更新されていて良かったと思います。スペースの問題もありますが、もっとたくさんの子どもたちを写していただければもっとよか

ったと思います。 

研修中の様子がわかり、安心できるのでよかったです。 

更新のタイミングが日によってスケジュールとかなり違うことが少し気になった。 

大勢の子どもたちのお世話だけでも大変なのに、ブログをＵＰしていただけて嬉しいです。様子やタイムテーブルが見れて安心できま

す。 

更新を楽しみにしていた。夜の更新回数が少ないので(スタッフさんの忙しさが想像できるので仕方ないが)頻繁に更新されると尚良いと

思う。 

細かく更新してくれたので様子がよくわかってよかったです 

毎日見ていました。写真のアップも雰囲気が伝わってきて良かったです。特に帰りの時間を頻繁に知らせていただけるのは有り難いで

す。 

もう少し多く写真の掲載をお願いします。（今回の倍くらいを希望） 

2日目のブログが、少なかったのが少し残念ですが、楽しみに見させてもらいました。 

昨年と比べ、ブログが細かく記載されており写真の枚数も沢山あり子供の様子がよく分かりすごく良かったと思いました。 

随時子供の様子がわかり良かった。 

1人での参加だったので不安な面もありましたが、バス運行状況や現地での写真を掲載していただき、楽しそうに過ごしている姿を拝見

できて、大変ありがたかったです 

ちょうどよい 

頻繁にアップされていて、どんな様子で過ごしているかが分かり、よかった。 

運行状況の連絡は、お迎えの時間に大変役立ちました。 

初めて参加させたので心配もありましたが、楽しそうな研修の様子が伝わってきました。 

個人的に我が子の写真がなく残念でした。 

更新の頻度が頻繁で子供の様子が良く分かり、凄く有り難かったです。有り難うございます。同じ班の画像が続いていたので、多くの班

の画像が欲しかったです。 

リアルタイムな状況がわかりよかったと思います。 

ブログに掲載されている写真の販売もお願いします。 

一日で２・３回見ました。様子がわかり安心しました。 

研修の様子を伺い知れてよかったです。帰りの時刻も細かく連絡いただけてわかりやすかったです。 

高頻度で更新いただき楽しそうな様子がリアルタイムで伝わってきて大変良かったです。 

スケジュールや、現地の状態がわかり、よかったです。更新頻度は、欲を言えば、たくさんしてほしいです。 

blogの更新は、毎回楽しみにしていましま。 

子供達のお世話をしながらの更新、頻度は十分です‼︎ 

ブログを見ると子供達の様子がわかり安心します。後半更新が少なかったように感じます。 
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もっと、まんべんなく写真を載せて欲しい 

子供の様子がわかり安心しました 

どのように過ごしているかがわかって安心します。更新頻度も十分に思います。 

 

◆事務対応について               ◆申込み確認について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事務局について 

丁寧で分かりやすかったです。 

アレルギーの対応も丁寧にしていただき、ありがたかったです。 

最初の申し込みが、留守電のような感じで、その時聞きたい事があっても、後日連絡だったので、誰かがいつも電話対応できる様にして

ほしい。 

受付から当日まで大変スムーズでした。なんの心配もなく当日を迎えられ満足しています 

有り難うございました｡ お世話になりました｡ 楽しかったようで  また 来年も行きたいと言っています。(*^^*) 

忘れ物に帰ってきた当日気づき、スタッフの方もお疲れかと思うのに夜遅くでもすぐにブログにアップしてくださり、返信をくださったことう

れしかったです。 

はじめてだったので、申し込み時の確認が葉書ということが、日数がかかるのか不安でしたが、思ったよりずっと早くて驚きました。 

いつも、ありがとうございます。 

今後も、よろしくお願いします。 

いつも、ありがとうございます。今後もありがとうございます。 

特に問題なく、必要な情報を知ることができました。 

とても丁寧で、きめ細やかだと思います。 

今回は特にありません。 

丁寧な対応で良かったと思います。 

たくさんの申し込みや確認作業で大変だとは思いますが、宛名や振込用紙記名などが間違っていたり抜けていたりすると、大丈夫だろう

か・・・？と不安になります。 

聞きたい事がある時など、すぐにかけ直して頂き丁寧に対応して頂きました。 

申込を faxでしたので、きちんと届いているか心配がありました。 

問題なし。 

いつも親切丁寧に対応してくださっているので、どんな小さな事でも聞きやすいです。 

特に不具合もなくよかった思います。 
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留守番電話での対応との事でしたが、すぐに折り返し電話を頂いたり、事前に直接電話できる時間を資料で頂けたので安心できました。 

対応もすごく丁寧でわからないことも丁寧に回答頂けました。ありがとうございます。 

とても丁寧で一回も問い合わせることがなく参加できました。 

レンタルの項目でセットで申し込んでも(板)だけだったので間違って申し込んだのかと思いました。セットなどわかりやすく表記してもらえ

るとわかりやすいかと思います。 

全てにおいて、問題ありませんでした。 

 

◆参加費について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後の雪山研修について（保護者の意見）  ◆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 

ありがとうございました 

とても貴重な体験が出来て良かったと思います。 

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。 

本当に安心して参加させる事が出来ました。 

ありがとうございました。 

子供たちへの決め細かな配慮やスキーの指導など 本当に良くして頂きました。帰って来た子供の顔は凄くたくましくなっており 二泊三

日の出来事を矢継ぎ早に話してくれる姿は心底楽しんで来たことを物語ってました。スタッフの皆様には本当に頭の下がる思いです。お

世話になりました。ありがとうございました。 

どこに写真が載っているのか、分からない。 

参加させ

たい

88%

どちらと

もいえな

い

12%

参加させ

たい

61%

どちらと

もいえな

い

39%
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ボランティアの皆様のお陰でとても満足の行く研修でした。今回 4年生として初参加でしたが、過去に参加する姉の姿を見て一年前から

楽しみにしていて、今から来年の研修を楽しみにしているようです。 

ありがとうございました!毎年毎年感謝の気持ちでいっぱいです。 

欲を言えば、三泊や四泊が有れば嬉しいです。 

本当にありがとうございました 

ありがとうございました‼︎ 

送迎の駅前の路上駐車に対し、現場での注意喚起がなされていない 

お世話になりありがとうございました｡    大変楽しく参加させてもらい有り難うございました｡ 

一人での参加で子供が大変お世話になりました。楽しかったことやしんどかったことも含めて大変いい経験をさせていただきました。スタ

ッフの皆様にも、温かいサポートを賜り、ありがとうございました。リタイアを踏みとどまらせていただいたおかげで、本人も達成感を味わ

うことができました。本当にありがとうございました。来年も日程が合えば、本人の意思に任せて参加できたらと思います。 

こどもの話を聞いていると、部屋に戻ってきたときに枕が冷蔵庫に入ってたり、遊んでいたトランプがなくなったりと少し怖くて不安な思い

もしたと話してました。でも来年も参加したいとのこと。楽しい思い出をありがとうございました。 

南草津駅でバスが出発する時、スタッフからの出発の挨拶が一言もなく、行ってしまったので、寒い中見送るために 30分も待った甲斐が

なかったです。次からは要領がわかったので、さっさと帰ります（笑）。 

ブログにスノボーの写真が少なすぎる。スキーばっかりであまり良くない。 

子どもの強い希望で、初めて参加させていただきました。 

最初は知り合いも居ないところで大丈夫かと心配もありましたが、子どもは楽しかったと大満足しており、親はブログで逐一様子を見守る

ことができて、本当に参加してよかったと思います。 

ボランティアでこのような活動をされていることが素晴らしいですし、ありがたいことだと思いました。 

お世話になりありがとうございました！ 

凄く楽しかったみたいです♫ 

スキルアップも出来たみたいで、満足してます。有難うございました。 

沢山のスタッフを配置していただいているし、レクリエーションや班行動など、学校生活とは、また違う経験ができとてもありがたいです。 

今回、初めて参加させていただきましたが、初参加の人に対して情報が少ないように思います。初日の朝にバスの中でご飯を食べると

いうことや（自由だということでしょうが）、お小遣いの目安の金額等、もう少し細かなところまでしおりに書かれていればもっと安心して参

加させることができるように思います。 

昨年に続き、スキー場の滑走路が人工雪だったのが残念でした。 

３日間大変お世話になりありがとうございました。色々準備されてるとは言え、自分で動かないと どうにもならない事がたくさんあって、

日々の暮らしは周りの皆さんのおかげである、と気付いてくれたのでは・・・と思っております。異年齢の人と関わっていく事は 難しく、で

もとても大切なことなのでたくさん経験していって欲しいと思っています。大変良い機会に巡り合わせていただいていると感謝しておりま

す。 

子どもの第一声は「おなかすいたー」でした。でも声をからしながら あんな事があって、こんな事があって、と日頃はあまり話さない子が

話をしてくれました。そして「楽しかった。行かせてくれてありがとう」と言ってくれました。照れながらでも感謝の気持ちを伝えてくれた事、

すばらしい成長です。 

スタッフのみなさん、ありがとうございました。いつかスタッフになって恩返しをしてくれるといいなぁ・・・と 密かに思ってます。 

2年続けての参加で、1人でも不安はなく心の余裕もあった。修了書の指導員の先生のコメントが熱心で丁寧だった。班編成が同レベル

の子どもなので刺激にもなったようだ。正月に滑りに行くのでどのくらいレベルアップしているか楽しみ。スタッフさん、担当に分かれ責任

を持ち、連携もしっかりされており、親も安心であった。本当に良くして頂き感謝している。 
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宿泊した部屋で盗難といたずらがあったと子供から聞きました。 

盗られたものは隣の部屋から出てきたそうですが、スキーに使うゴーグル等盗られたら大変ですし、活動中の部屋の施錠など必要で

は？ 

ブログは適宜チェックしていました。集合写真や班写真は、これから見ます。 

初めてのボード、出来なくて、スキーがよかったと後悔して帰ってくるかも、と思ったりしたけど、課題が細かく分かれていて、毎日、何か

合格を貰って次に進めるのは、とても楽しかったようで、また家の方でも、何を練習してきて、何が出来るようになったかを知れて、とても

満足です。また、ボードやスキー以外の時間も余す事なくリクリエーションがあり、すぐに友達も出来、喜んでいます。 

好き嫌いの多いコで、食事を心配していましたが、毎日の規則正しい生活とおやつのない生活で、出された食事をしっかり美味しく食べ

れたようで、自信に繋がっています。色々お世話になり、ありがとうございました。 

知り合いが居ない中でのボッチ参加だったのですが、子供が大変満足して、楽しかったー！！また、行きたい！！と言って帰宅したの

で、スタッフのみなさまの良心的な対応がうかがえました。 

研修の内容によっては、他のですがイベントにも参加させたいと思います。 

大変ご苦労様でした。次回もよろしくお願いします。 

写真の送付がなくなったのは残念ですが、今までなかった写真を購入できるようになり、記念になるのでとてもうれしいです。もう少し写

真の量を増やして頂いて閲覧しやすくして頂ければ尚 OK。 

子供は大変喜んで帰ってきました。第一声が来年も行きたい❗だったので本当に楽しかったんだなと思いました。兄弟でお世話になりお

姉ちゃんが体調を崩してしまったのですが色々とお世話になりありがとうございました。 

スキーに自信が持てたようで参加させてよかったです。ありがとうございました。 

子どもにとって大変有意義な時間となったようです。ありがとうございました。 

3日間お世話になり、ありがとうございました。 

子供もとても喜んで帰ってきました。参加させて良かったです‼︎‼︎ 

子供の様子が分かるのがブログだけだったので、もっとたくさんアップして欲しかった 

日頃のお友達と違う環境でちがうお友達が、子供に刺激になったのではとおもいます。また、好きなスノーボードがたくさんできうれしそう

でした！！ 

良い体験ができて良かったと感謝しています 

 

  



-9-               [参加者アンケート回答] 

 

◆雪山研修で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） 

  

 

 

 

 

 

◆研修生の意見や感想 

もうちょっとレクレーションを楽しくしてほしい。折り紙がほしかった。 

楽しかった 

とても親切で楽しかったです。 

バスに乗った時は緊張して不安で一杯だったけど、皆が話しかけてくれてすぐ、友達が出来て良かった。僕がこけたときにすぐ助けてく

れて(スタッフの方が)嬉しかったです。ありがとうございました❗ 

バスのタバコの臭い(残り香)が気になった 

3日間とても楽しく早くすぎました。もっと長い日数で行きたい。 

楽しかったです❗️ 

同じレベルの子たちでやらせてもらったので楽しく上達することができました。 

三日間もスキーができて楽しかったです。いくつか気になることがあります。 

一つ目はホテルの設備についてです。レストランやロビーのトイレは綺麗なのですが、宿泊する階のトイレが臭かったり汚かったりしたこ

とが気になりました。二つ目は待ち時間のことです。大勢の人がいるので、時間に余裕をとるのはわかるのですが、一時間も待たされた

りしてその時間をスキーにまわせないかな、と思いました。 

この雪山研修はボランティアのスタッフで運営していてすごいなと思いました。ごはんも美味しく充実した三日を過ごせました。 

楽しかったです。  

しんどくなって、つらかった時に話を聞いてくれてありがとうございました。 

おかげで、最後まで頑張ることができました。来年また友達や先生たちにあいたいなとおもいました。初めてのスキー最高でした。本当

にありがとうございました。 

先生がこけた人を無視してた。助けてほしかった。 

53

38 39

54

27

38
33

4
3

0 0

8

6

11

参加したい

88%

どちらともい

えない

12%



-10-               [参加者アンケート回答] 

 

ぼくがこけて板が外れた時友達が二人で助けてくれはった。 

先生がみんな同じ服で見分けがつかずわかりずらかった。 

冷蔵庫やトランプのいたずらされた。（←これ消しといて先生言った） 

みんなと仲良くなれた（友達になれた） 

⇒幼馴染も偶然一緒に参加してたけど、帰ってくるまで知らなかったくらいたくさん友達ができたみたいです。帰り夕ご飯時に雪山研修の

話で 2人で大盛り上がりでした。 

スキーうまくなった。 キックターンを教えてもらった もっとうまくなりたい。 スキーいっぱい滑りたい 

えだまめ（だいず）が楽しくうざい（笑）←レクリエーションで 100人対スタッフの追いかけっこでえだまめ（だいず）がすぐ捕まえたった。 

めちゃ笑えた ありがとう。 また来年も行きます。 

スノボ、初体験だったけど、楽しかった。 

もっともっと参加したいです！ 

雪山研修で、スキーがとても上達したのでうれしかったです。また参加したいです。 

お世話になりました。ありがとうございました！来年は、受験生なので、参加が難しいです。高校生になったら、また参加したいです。 

すごく楽しかったので、次回も絶対行きたいです。 

楽しかったです。 

来年は中学で部活と勉強が忙しくなるので参加できないかもしれないが、中学生や高校生で同じレベルの人と同じ班になれるのなら参

加してみたい。 

違う学校の子と一緒の部屋になって、結構楽しかった。スキーの実習も楽しかった。 

指導員の人も親切で、友達もたくさんできて楽しかったです。 

初めてのスキーで滑れるか心配でしたが、先生も優しく教えてくれたし、3日目にはほとんど転ばす滑れるようになって、楽しかった。 

もっと滑りたかった。また参加したいと思った。 

三日間とても楽しかったです！ 

知らないお友だちが沢山出来たり、スキーが上手になれてとても嬉しかったです！来年も絶対参加します！ 

今回参加させていただいて、楽しかったです。ありがとうございました。 

レクリエーションがあまり楽しくなかった。昨年は楽しかった。スタッフ次第かなと思った。ぜひ来年も参加したいです。 

ご飯が美味しくて、28日の夜からお腹がいっぱいだった。でも、28日のお昼ご飯はマズかった。 

初めは全く滑れなかったけど、停止やターンができるようになって嬉しかった。ありがとうございました！ 

知らないことを色々教えてももらえて楽しくできました。 

スキー場で先生から子どもたちだけで降りて良いよと言われて降りたらスタッフに止められた。 

部屋のトイレはきれいなのに使ってはだめと言われたが廊下のトイレは古くて汚い。レクレーションが楽しかった。 

すごく楽しかったです。また来年お世話になります。 

先生のあたりがよかった。スノーボード D班。夜中に会話する人がいるから部屋の見回りを多くしてほしい。時間にルーズだったことが嫌

だった。もっと滑りたかった。楽しかったから。 

楽しかったです❗来年も行きたいです🎵 

いっぱい勉強できて、分かりやすくて楽しかったです。ありがとうございました。 

スキーの先生の教え方がよかった。部屋割りがよかった。 

とても楽しかった。 

豊富な経験ができてよかった 

ボードのスキルアップが出来た。先生方の対応が良かった 

他の学校の人と仲良くなれて良かった 

良かったことは友達がふえる 

ボードがより楽しくなる 



-11-               [参加者アンケート回答] 

 

◆写真の販売、閲覧について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆面白そう。やってみたいと思う研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆雪山以外の活動への参加（研修生の意見） 

 

参加したい

72%

どちらとも

いえない

27%

参加したくない

1%
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