
 

 

 

 開催： 令和元年 12 月 28 日（土）より 30 日（月） 

 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 118 名 中学生 27 名 高校生 3 名 計     148 名 

 指導員  スキー  16 名 ボード  8 名          計 24 名 

 引率スタッフ 社会人   7 名 学生  6 名          計 13 名 

 引率看護師              計  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  69 名 

 

 

 回答は原則として回答原文まま記載している 

 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 

 

■数字で見る雪山研修（平成 31 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 118 名 中学生 27 名 高校生 3 名      スキー46 名 スノーボード 102 名 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

レンタル（板セット） 112 名          南草津駅 43 名 彦根駅 105 名 

レンタル（小物セット）  29 名 

レンタル（ウェア）    17 名 

 

◆保護者の満足度 
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◆市町村別参加者 

 

 
◆参加者の感想（回答者 69 名） 
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◆ブログについて 

見た。次回更新の時間があると助かる。昼に更新されたら次は 14 時に更新予定です。とか 

1 日三回ほど。写真から、子どもの様子が伝わり安心しました。 

時系列で様子を知ることができてよかったです。安心できました。 

頻繁に更新されていてよかったです。 

頻繁に更新されていてよかったです。内容が誰でも見られるようになっているので、制限をかけ、参加保護者のパス

ワードなどあると安心かなと思いました。 

もう少し更新の頻度を増やしてほしい 

もっと更新をしてほしかった初めての研修やったから心配だったから 

今回で 4 回目の参加になりますが、年々ブログの内容に魅力がなくなり現地の楽しさが伝わってこなくなりました。 

ブログで様子を知ることが出来とても安心します。今年は去年より更新が少なかった。お忙しいとは思いますが、も

っと更新してもらえると親心としてありがたいです。 

ブログに馴染みがなく、すみません、見てませんでした。 

1 日に何度も更新されているか見させていただきました。頻繁に更新されていて、子供達の様子がよくわかり、とて

も楽しませていただきました。 

昨年度より回数が少ないし写真も部屋別がなくて残念でした。でも出発や到着時刻を何回もアップしてもらえたの

で助かりました。 

更新頻度は適度でした。帰りのバスの現在位置を頻繁に更新して下さっていたおかげで、お迎えのタイミングを合

わせることが出来て、とても助かりました。予定時刻ぴったりに解散できているのは本当に素晴らしいと思います。

写真は、現地の天気やゲレンデの様子、施設や食事などがよく分かりましたが、食事やレクリエーションの時などの

撮影のアングルが常に同じで、同じ写真ばかりのように感じたのは残念でした。別のテーブル位置からも撮影して

もらえたりしたら、「我が子も写ってるかもなぁ」と、楽しく見れたかな、と思います。忘れ物を写真でアップして

くださるやり方は、とても助かります!! 

ブログは、見ていた。2 年前よりブログ更新が少ない気がする。もう少しスキーをしている様子があるといいと思

う。 

時間があるたびに見てしまっていました。昨年とは違うタイミングで、写る頻度も少ない気がしましたが、帰ってか

らの本人からの話だけでも、充分でした。 

頻繁にアップされていてよかった。写真が食べ物とか、風呂ののれんとかではなく、子供の様子がわかる写真をアッ

プしてほしい。バスも後ろから撮ってる写真があったが、前からだけでいいと思った。親は子供の様子が知りたくて

ブログを見てるということを意識してほしい。 

更新回数も多く、こどもたちの様子が分かり、よかったです。途中、ツイッターでも配信されていることが分かり、

来年参加したら、ツイッターで閲覧しようと思いました。 

何度も閲覧しました。こどもの姿をみて安心できました。 

拝見していない。 

見ました。ありがたいです。 

1 日数回見ました。ゲレンデの状況や帰宅時間がわかり、良かったと思います。 

こまめに様子が見られたので、安心できました。また、帰りのバスの運行状況とお迎えの時間の目安を発信して頂け

たのは、助かりました。 

チェックしていました。研修中の情報を随時知ることが出来てよかったです。 

拝見させていただきましたよかったです頻度については十分だったと思います 

見ました。全体的な雰囲気や解散時刻に関する交通事情がわかって良かったです。 

毎日チェックしました。 

1 日 3 回くらい見ました。お料理だけの写真よりも、もっと子ども達の様子の写真があったらいいなと思いました。 

タイムリーに色々投稿して頂いたので様子がわかって助かりました。 

もう少し頻度が多く、子供達の写真が多ければいいなと思いました。 
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写真が分かりにくかった。頻度はもう少し頻繁でもよかった 

頻繁に更新されていて、活動の様子がよく分かり安心しました。 

怪我や事故などないか、天気はどうか、ずっと見ていました。なかなか自分のこどもがみられず、また今どうしてる

かが気になりました。 

更新されるのを楽しみに見ていました。どんなことをしていたのかよくわかって頻度も内容も良かったです。 

いつも楽しみに見ていました。もう少し写真が多ければと思いました。子供達の様子はよくわかりました。 

1 日数回見ました。昨年よりも実習中の写真が少なかったように思います。 

毎日拝見していました 

見た。タイムリーにアップしていただき、様子がわかって良かった。 

見ていない 

何度か拝見しました。更新されていると、我が子が写っていない写真でも、今はこんな風に過ごしているんだなと嬉

しくなりました。 

活動の内容や状況がよく分かって良い。 

1 日の流れや子供達の様子が知れて良かったです。スノボで参加したんですが、実習風景がスキーが多くて少し残念

でした。帰りの解散時間については逐一アップして下さってたので、迎えの時間も考慮出来ました。ありがとうござ

いました。 

ちょうどいいと思います。 

適宜更新されていて様子が分かりやすかった。帰りは細かく更新されついたので、到着時に迎えに行く時間を読み

やすかった。 

更新が多く、安心できました。 

随時更新してくださって活動の様子がよくわかり安心できました。部屋ごとの写真があったらもっとうれしかった

です。 

見ました 

すごくまめにブログの更新があったので、子どもの様子がよく分かり安心でした。スマホに写真が取り込めたのが

良かったです。 

昨年以前に比べて、更新頻度が少なく感じた。 

たのしみに見ました 

毎日欠かさず見てました。更新内容は良かったですが、実習後旅館の部屋での様子や食事のスナップ的な様子も見

たかったです。 

ブログは拝見しました。スタッフの方も忙しいので、更新頻度にも満足です。 

見ました。例年と比較して更新が少なかったように感じました。写真ももう少し多いと、様子がわかって有り難いの

ですが、スタッフの方々の負担を考えると仕方ないかなぁと思っていました。 

見ました。例年と比較して更新が少なかったように感じました。写真ももう少し多いと、様子がわかって有り難いの

ですが、スタッフの方々の負担を考えると仕方ないかなぁと思っていました。 

こまめに見ていました。 

よく見ていました。更新頻度はもう少し多い方がありがたいですが、現地で大変な中やっていてくださってるので

あれで十分です。 

昨年の更新頻度が高かったので、今年も同じように頻繁にチェックしましたが、そう多くはないように思いました。

でも最低限のことは載せてくださっていたので今年なみでもよいと思います。 

昨年の更新頻度が高かったので、今年はやや少なく思ったりもしましたが、最低限の更新はしてくださってたので

今年ぐらいでもよいと思いました。 

今年は更新頻度がかなり少なかったと感じます。以前はもう少し子供達の様子をアップしてくれてよかったです。

今年は少なく残念でした。 

はい。毎回見させていただいております。その時々にアップされているので、有り難いです。 

もう少し写真が載っているほうがいいなと感じた。 
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見ました 

更新頻度は満足しております。写真に偏りがあったのでもう少し増やしてもらえたら様子がわかりうれしいです。 

見ました。頻度や内容などに特に意見はありません。適切だったと思います。 

あまりよくわからないです。 

 

◆事務局・送付した文書について 

よくわかる内容でした。ありがとうございました。 

指定された日(２日間にかけて何度もかけたのですが)に指定の電話がつながらなかった理由を知りたいです。 

とても丁寧に対応して頂いてます。 

わかりやすくて良かった。 

申込～当日～解散まで、きめ細やかに運営していただいているにもかかわらず、親としてはとてもシンプルな対応

で済むので、本当にありがたく、助かります。スタッフの方々には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。当日の集合

解散時の交通誘導のスタッフの方々も、本当に親切で感じの良い対応です。昨年も今年も、スタッフの方々の応対の

感じ良さには感動しました。 

丁寧に対応していただき、よかったです。 

わかりやすい。 

上記アンケート、事務局の対応についての箇所で「普通」が「不通」という選択となっております。 

良かったです。 

丁寧な資料で分かりやすかったです 

スキー中の貸し出しヘルメットに耳当てがあり、帽子やイヤーカフの持参は要らないことが、資料に記載あれば助

かります。 

準備することや必ず必要なものが保護者用に１つにまとまっているとよかったです。カバンにつけるタグがどこに

書いてあったか私だけかもしれませんが、わかりませんでした。 

わかりやすい内容でいいと思う。 

初めての参加でしたが、わかりやすくてよかったです。 

詳しい資料を送付してくださりました。 

運営上大変かもしれませんが電子メールでの対応があると良いと思いました。 

同じ内容の文章が多すぎて、保護者あてと子供に別途にわけてわかりやすいものにしてほしい 

入金手続きや研修のしおりなど、分かりやすかったです。子どもと一緒にスキーの持ちものを準備していたのです

が、持ちものリストにパンツが無かったので、忘れてしまいそうになりました。 

スキー中の飲み物が結局なかったようですが、ありませんと一言記載していただきたかったです。お小遣いがお土

産買う時にしか戻しませんとの事でしたので、スキー中に喉乾いてどうするのか心配でしたし、実際カラカラに喉

渇いたと言ってました。 

青地のパンフ(紙ベース)はよかったのですが、HP に載せられていたときは白抜き文字が見づらかったので、HP 用

に別の原稿を載せてもらう方がよいように思いました。 

期日などを明確にわかるようにしるしなどをつけていただけると安心する。手元に残るハガキや郵送されるもので

充分です。資料の内容はわかりやすかったです。 
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◆全体を通して（保護者） 

リーダー研修という目的なら物足りないが、交流目的なら充分だと思う。 

本当に、子どもが生き生きと帰宅しました。帰路では、娘のマシンガントークで、友達の話、リーダーの話、先

生、グループ、食事など、楽しすぎたと、大満足した様子です。ありがとうございました。弟、妹も時期が来たら

参加させたいた思います。と言うか、娘は来年も行くつもりでいます…。笑笑。本当にお世話になりました。ご担

当者さまのおつかれが出ませんように。良いお正月をお過ごし下さい。?? 

スキーは全く初めてでしたが、ストックなしで滑れた??と満足して帰ってきました。部屋の子とも仲良くなれて、

嬉しかった様です。テレビやゲームなしの生活体験ができたのもよかったです。 

楽しかったようで、よかったです。お世話になり、ありがとうございました。 

良い経験をさしてもらえたありがとうございます。 

大変良い体験をさせてもらいました。スタッフの皆様ありがとうございました。参加する子供も 送り出す親も満

足できる研修を よろしくお願いします。 

帰宅後も、本人が楽しそうに話す様子を見て良かったと思うと同時に子供の成長を感じました。3 日間お世話にな

りありがとうございました。 

普段は親任せで、なかなか自分の事もできないので、この研修に参加してしっかりとできるかかなり不安でした

が、思っていた以上に自分なりにできていたようで、とてもいい体験をさせてもらいました。これを機にいろんな

ことにチャレンジしていってほしいです。 

子供は、楽しかったと喜んで帰宅しました。2 回目なので親子共に不安は、あまりなかったのですがブログ更新を

マメにチェックして安心しました。3 日間ありがとうございました。 

今回、雪山研修は 2 回目の参加ですが、娘は「今回のほうが楽しかった!」と申しております。何から何まで面倒を

見て頂き、楽しませていただいたにもかかわらず、スタッフの方々に直接お礼を申し上げることが出来ないのはと

ても申し訳なく残念です。本当にありがとうございました。 

他校の生徒、他学年の生徒との交流がいい経験になりました。毎年参加させていただき、本人の話からもとても満

足した 3 日間を過ごせたようで、親としても満足です。 

楽しんで参加させていだだきました。ありがとうございました。 

帰るなり「とても楽しかった。」と一番に聞きました。参加させて良かったと思う瞬間でした。来年は、スキーし

たいと意気込んでいました。 

すごく楽しそうに帰ってきました。ありがとうございました。また、お願いいたします。 

スキー自体もよかったですが、知らない人の中での生活も体験でき、また他学年の方との交流もいい刺激になった

と思います。スタッフの方や指導員の方も親切でとてもよかったです。また忘れ物の対応などもすばやくして頂

き、とても助かりました。 

家庭では体験できないことをさせていただきましたこどもは最初は不安な様子できたが、楽しかったようです研修

に関わっていただいた方のおかげだと思いますありがとうございました 

おかげさまで貴重な経験をさせることができました。子供が不必要な緊張なく参加でき、スキーの手厚いご指導を

いただいたようで、ありがたかったです。 

子どもが楽しかったと満足そうに帰ってきたので、良かったです。スタッフの皆さま、お世話になりありがとうご

ざいました。 

初めての参加でしたが、スノーボードを含めて子供が成長して帰ってきてくれて参加させて良かったです。来年も

行きたいと本人が言っているので是非参加させたいと考えています。 

昨年に続き 2 回目でしたが、スキーが上達して楽しかったのはもちろんのこと、お友達との生活がとても楽しかっ

たようで、帰宅後色々話をしてくれました。先生も優しく指導してくださったと聞いています。 

バスや食費、人件費などがかかるのはわかりますができればもう少し安いと助かります。でも、スタッフの皆様あ

りがとうございました。 
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去年も参加させていただき、今年の参加も楽しみにしていました。スキル向上だけでなく、知らない人との交流を

通しての成長を期待できるこの活動を有り難く思っています。 

とても楽しく三日間過ごさせていただいたようで、また来年も絶対いく!と言っていました。お世話になりありがと

うございました。 

大変喜んで帰ってきました。今回参加できて本当に良い体験ができたと思います。ありがとうございました? 

帰ってきたときに、楽しそうにたくさん話をしてくれました。子供達だけで小学校の時期に参加させることが出来

たのは幸せです。ありがとうございました。 

スキー以外にも見聞を広めるために良いと思います。 

スキー合宿は昨年参加してとても喜んでいて、楽しみにして参加しました。内容自体は大満足です。ただ、今回は

娘が一緒に参加した子が、別の娘の友達と仲良くなり、レッスン中に娘を仲間外れにし、コソコソ話をしたりで大

変嫌な思いをしたと帰りの車内で大泣きしました。せっかく楽しみにして行ったのにとても残念でした。もちろ

ん、主催者側には何の落ち度もなく、その子達が意地悪なだけです。娘は昨年一緒に行った友達が常に嫌がらせを

仕掛けてくるので、今年はその子のことを知らない別の友達と参加したのに、レッスン班が一緒になってしまった

ばかりに、やはり嫌がらせを受けてしまいました。今回参加した友達も信用できなくなり、帰りのバスまで一人に

させられました。周りの男子が可哀想に思ってその子達に注意をしてくれたのがせめてもの救いだそうです。スキ

ー自体は楽しく、上達して、コーチにも褒めてもらったそうで、大満足だったようです。身内のゴタゴタで不満足

という回答になり、すみません。 

3 日間、息子が大変お世話になりありがとうございました。滑れなくて弱音をはいて、もうしたくないと言ってご

迷惑をおかけしたらどうしよう。と不安でしたが、お迎えに行って第一声が『めっちゃ楽しかった～』と言う言葉

だったので、私まで嬉しくなりました。初めて参加して、本人も多少は不安もあったかと思いますが、3 日間の実

習を通して色々学べ、また新しいお友達が出来て凄く充実した時間を過ごせたと思います。本当にありがとうござ

いました。また次回も参加したいと思います。その時はよろしくお願いします。 

駅周辺での路駐しないように連絡を受けているはずなのに守れない人がいたのが残念でした。 

今年は雪不足で、研修あるのか?全員が安全に滑れるのか?と心配でしたが、スキー場の皆様やスタッフの皆様のご

協力のもと無事に終えられ本当に感謝いたします。ありがとうございました。 

子供達自身が研修を毎年楽しみにしてますし、満足して帰ってくるので、研修自体に不満はなにもありません。い

つもありがとうございます。不満をあげるなら初日の朝の受付です。毎年事務局から呼び掛けているのに年々ひど

くなる集合場所付近の路駐、グループで受付列への横入りなど、自分さえ良ければいいという考えの方が一部見受

けられ大変見苦しく思います。バスがロータリーに着いたら早々に荷物をバス付近に置きはじめる保護者もおり、

受付から乗車までの妨げになっていたし、子供自身に荷物を管理させるという意識が薄いように感じます。その辺

の受付の流れも事前に案内できていると良いかと思いました。 

スノボができるようになり、良かったです。友達もでき、先生も優しくて、とても楽しかったそうです。お土産を

買う時間があまり無く、残念だったようですが、全体的に大満足です。ありがとうございました。 

はじめて参加させていただいて、子供はもちろん親の私たちにとっても良い経験となりました。ありがとうござい

ました。 

三日間、お世話になりありがとうございました。今年で二回目になりますが、微細にわたり準備されているので安

心して参加させていただいています。 

今年で 3 回目の参加でしたが、今年も大満足で帰ってきました。 

楽しかったといい、帰ってきました。ありがとうございました 

2019 年度から参加させもらっていますが、本人はとても楽しく参加しています。実習中に転倒して軽いけがをし

た様ですが保健担当の先生にサポートして頂きありがとうございました。 

初めての参加ではありましたが、子供が楽しみにしていて、参加後も喜んで帰ってきました。毎年スキーに行きた

いと訴えはあるものの、なかなかスキーに連れて行ってあげられないので、今回、参加させてあげられたので良か

ったです。スタッフの方の対応も良かったようで、感謝しています。お世話になり、ありがとうございました。 



8 

 

子どもが楽しい思い出を作ることができ、感謝しています。 

今回は初めての参加で不安でしたが、子供はたくましいものでとても楽しく元気に過ごせたそうです。ありがとう

ございました。感じたことがいくつかあります。まず受付 6 時 40 分～とありましたが 7 時 15 分過ぎに来る人たち

もいて、とても嫌な気持ちになりました。時間は厳守というのをもっと厳しくお伝えして欲しいです。バスの運転

者さんが荷物入れの扉を閉めてから来られたスタッフの方もいて残念な気持ちにもなりました。 

大変お世話になり、ありがとうございました。親元離れてはじめての 2 泊 3 日でしたが、友達も新しく出来てスキ

ーも上達して、とても良い経験が出来たと思います。 

楽しかった、と喜んで帰ってきたので有り難く思っています。滑れるようになって帰ってきたようですし、早くも

また行きたいと言っているのがすべてを語っていると思います。先生、スタッフさん大変お世話になりありがとう

ございました。 

来年も行きたい、とすぐ言いました。大変楽しかったようです。ありがとうございました。先生のコメントも毎日

返してくださって、キチンと見ていただいてたんだなと感謝しています。滑れるようになって本人も喜んでいま

す。写真は目安になるフォルダがあるとよいと思いました。スキー班、スノボ班、レク etc 

最近、雪がなく人工雪になることが多いので、場所や日程の変更なども検討されてもよいのではと思います。 

今年で 3 回目の参加になりますが、毎回「楽しかった!来年も行く!」と言って帰ってくるのでまた参加させたいと

思います。参加費は高いと言えば高いですが、2 泊 3 日でスキーして往復バスがあることを思うと妥当な金額かな

と思い「ふつう」にしました。 

雪が少なくて急斜面で滑れなかったとのことで残念です。今後も雪がすくないことが考えられるので場所を変更し

てみてはどうでしょうか。 

子どもは最初不安もあったようですが、帰ってきたら楽しかった!と思い出話をしてくれました。また技術の方も丁

寧におそわった様で自信をつけて帰ってきました。大きく成長した 2 泊 3 日になったようで参加して良かったと思

います。 

はじめてのスノーボードでの参加でしたがとても丁寧に教えていただけたそうで楽しかったと聞きました。ありが

とうございました。 

今回で 2 回目の研修でした。友達を誘うことなく一人での参加。家族としてはとても心配でしたが昨年お友達も出

来、今年も一緒に参加しようが実現できて部屋もバスも一緒で楽しかったとの感想でほっとしました。スタッフの

方々の指導、応対なども好印象で本人も満足気に思い出話をしてくれました。来年は中学生です。たくさんの経験

をさせていただき家族共々喜んでおります。有り難うございました。感謝です。また、お疲れ様でした。今回もス

キー指導員の吉村さんにお声かけていただいた様です。本人はボードですが・・・ 

 

 

◆ご意見、ご感想（研修生） 

滑れるようになってよかった。ありがとうございました！ 

みんなで楽しく過ごせたし、滑れたのでよかったです。 

スノーボードで、後ろの手を(頭のところ)まであげて、前の手を下にしたら、滑りやすかった。楽しかった。また

来年も参加したい。 

トイレが臭かった。バスに酔った。ご飯がおいしかった。ボードが楽しかった。 

指導員の方にもっと丁寧な指導してほしいです 

スキーが滑れるようになってうれしかった。友だちができてよかった。また参加したい。 

3 日間とても楽しい研修でした。また参加したいと思います。 

雪が少なく滑る場所が少なくて混んでいた。人が滑っているのを待っている時間が長くて満足に滑れなかった。 

友達もできて楽しかった。 来年も行きたい。 

毎年楽しく参加させてもらってます。 

スタッフの方に優しくしてもらって楽しかったです。スキーも前より上手くなって嬉しかったです。ありがとうご

ざいました。 
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レクリエーションも楽しかったようですが、なによりスキーがやっぱり一番だったようです。ご飯もおいしかっ

た！と言っていました 

ご飯がとても美味しかったです。スキーは、氷が多すぎて滑りにくかったですですが、雪が少ないわりには滑れて

よかったです。レクリエーションでは、みんなが楽しめたので良かったです。 

スタッフの指示が分かりにくかった。指導員さんの教え方が上手かった。 

スキーも楽しかったけど、友だちもたくさんできてよかったです。 

スキー場とホテルが近くてよかった。 

＊実習のコーチの教え方が上手で良かった。楽しくスノーボードを滑る事ができた。食事が美味しくて良かった。

＊お風呂の中で、飛び込む人や泳ぐ人がいて、困った。(スタッフに言ったけど、注意してもらえなかった)帰りの

バスで、バス酔いするので早めに乗って席を決めたけど、後から乗ってきた人が友達(8 人くらい)と固まって座り

たいからという理由で席を変えられて、タイヤの上の席になって、酔ったのが辛かった。＊雪山研修は、スノーボ

ードがたくさん滑れて、新しい友達もできて楽しかったです。 

友達と過ごした時間が楽しかったです。また来年参加したいです。ありがとうございました。 

たくさんの友だちができてよかったです。出発する時に自分勝手に行動してしまったことを反省しています。初め

てのスキーだったので、とても緊張していたけれど、この３日間でスキーが上達してスキーの楽しさも分かってま

た参加したいと思いました。 

良かったことは、丁寧に教えてもらえてスキーが滑れるようになったこと。悪かったことは、転けた時に先生がそ

のまま滑ってるから置いて行かれること。 

スキーを滑るのとレクレーションが楽しかった。布団を敷くとき、つめつめで大変だった。 

もう少し雪が欲しかった！レッスン中にスキーが横切ってきて、何回かぶつかり危ない！レッスンごとにきちんと

コースをわけて欲しかった。そばと素麺が美味しかった！ 

三日間ずっと楽しくて、こけて痛かったけど、それも忘れてしまうくらい楽しかった！レクリエーションの時に友

達がいっぱいできてうれしかった今回は姉妹でいって楽しかったけど、来年は 学校の友達とも行きたいです 

ホテルの食事に毎回大満足だそうです。食べ盛りの子供達が喜んで食事できるのは何よりだと思います。ありがと

うございます。不満点は強いてあげるなら、昨年も参加させていただきましたがレクリエーションの内容が昨年と

同じだったのが物足りなかったそうです。 

友だちとまた会えてうれしかった。来年もまた参加したい。 

布団の片付ける時間が短い。レクリエーションがとても楽しかった。 

楽しかったです。また、参加したいです。ありがとうございました。 

トイレが和式が多くて困った。友達がたくさんできて楽しかった。ホテルの食事も美味しかった。 

いろんな人と仲良くなれたから楽しかった。 

楽しかったです！またよろしくお願いします！ 

全て良かったです。 

楽しかった。ホテルのご飯は最高に美味しかった。 

指導員の先生が優しく、スキーもとても楽しかったです。ホテルのご飯も美味しかったです。お部屋の友達と仲良

くなれて良かったです。 

全員が、ケガなく帰れたことか良かったです。 

小学校 3 年間、参加して大変楽しかったです。 

ご飯が美味しいものが出て、うれしかった。友達ができて、お手紙交換をすることになって、いい経験になりまし

た。スキーも 2 回目だったけど、前よりできるようになってよかったです。 

現地で友達も出来、いい経験が出来た。スキーもすごく優しく教えてもらったので、わかりやすかった。ご飯もす

ごくおいしかった。また来年も参加したい。 

スキーを教えてもらったコーチの指導がわかりやすくてよかった。 

他の学校、異学年の人達と仲良くなれてよかった。 
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良かったところ??スキーが楽しかった/たくさん友達が出来て仲良くなれた。残念だったところ??お風呂が小さか

った/トイレが和式しかなかったスキーが上手になれて、楽しかったです！ 

アレルギーのリンゴが出た斎に、変えてくれて良かった。去年よりも上手くなれた。また参加したい。 

良かったことは皆仲良く研修が出来たこと。悪かったことはお風呂の中のシャワーで遊んでいる人がいたことです 

先生が丁寧に教えてくださったので 3 日間でとても上手に滑れるようになれたのでうれしかったです。また、ご飯

がとても豪華で美味しかったです。また機会があれば参加したいなと思いました。楽しかったです！ 

とても楽しかった 

初めてのスノーボードを 3 日集中して教えてもらい、滑れるようになったことが嬉しい、とても楽しかったです。 

友達や先生と楽しく過ごせた。スキー、上手になった。ありがとうございました。 

スキーも上達したし、友達もできて楽しかった。また、参加したいです。ありがとうございました。 

とても楽しかったです。 

楽しかったです。一緒の部屋のお友達と仲良くなりました。 

色々な事があったけど楽しかった。 

雪が今年は少なかったということ。 

今まであまりできなかったパラレルが指導員のあかげで少しできるようになった。ホテルでの食事もすごく良かっ

たと思う。 
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