
2014/15 シーズン活動報告書	 

	 栂池スキー学校	 	 

《障害者スキー指導者講習会の開催》	 

・	 2015 年 2 月 7〜8 日、アウトリガーとスキーブラを使用した立位、バイスキーを使用した座位の指導者

講習会を行いました。出席したインストラクターは、初めて障害を持つ方へバイスキーの指導する中で、

リフト乗車やロープ操作等生じた疑問点などをその都度解消する事ができました。	 

	 

《レッスン受入れのサポート》	 

・	 ３シーズンに渡り、栂池スキー学校での受け入れに向け、指導者講習会を何度も行い、いよいよ今季よ

り実践的な受け入れになり、様々な障害を持つ受講生が訪れ、スキーを楽しまれました。事前に当協会

からの受講生の身体情報等の伝達方法や、使用器具・指導方法の確認、宿舎からレンタル、レッスン申

し込み、トイレや食事などのサポート、レッスン後の宿への送迎までの確認を行いましたので、どのレ

ッスンもとてもスムーズに、また充実したレッスンになりました。当初目標としていたレッスン数 10

日を大きく上回り、全日 25 日＋半日２日のレッスンがあり、アウトリガーやスキーブラを使う立位の

方、視覚障害、自閉症、バイスキーを使用する脳性麻痺の方まで、幅広い障害に対応してもらう事がで

きました。	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 



《膝の怪我をしている学生へ対するバイスキー体験授業》	 	 

・	 2015 年 3 月 4 日。大阪府大塚高校体育科のスキー実習において、左膝の靭帯再建術を受けたばかりの女

子生徒へのバイスキー体験会、学生・教員に対し障害者スキーの講習を行いました。一時ではあります

が、スキーができないという障害の中で、他の学生と共に斜面を滑り降りた事は、他の生徒もとても強

い関心を示しました。宿舎での障害者スキーの講義においても、たくさんの質問が寄せられました。同

校は、体育教員になる生徒も多いという事で、将来教壇に立つ際に、今回の体験授業を思い出してもら

える事を期待しています。	 

	 

	 Hakuba47	 Ski	 Academy	 	 	 

《障害者スキー指導者講習会の開催》	 

・	 2014 年 12 月 30 日、Hakuba47	 Ski	 Academy(長野県白馬村)インストラクターを対象に、指導者講習会を

開催しました。2010	 年より当協会の提携スキー学校として障害者受入れを行って頂いていますが、シ

ーズン毎のインストラクターの入れ替わりもあり、技術の継承が難しくなってきた状態でした。当日は

7 名のインストラクターに、アウトリガー・スキーブラを使用し脳性麻痺・両脚切断、スキー板を一本

とアウトリガーで滑走する片脚切断、バイスキーを使用し重度の下肢の麻痺、という 3つのスタイルを

擬似的に体験し、それぞれの指導方法の講習を行いました。	 

	 

	 IOX-AROSA スキー場	 	 

・	 2014 年 12 月 29 日、IOX-AROSA スキー場(富山県南砺市)にて、障害者スキーレッスン受入れに向けて、

器具の説明や体験、指導者講習会の説明を行いました。現状はスキー学校インストラクターの人数が不

足し、すぐに受入れの準備をする段階ではない、との回答を受けました。しかし実際に障害者スキーを

体験してもらう中で、地元の小中学校のスキー授業を受入れる際に、障害を持つ生徒へのスキー体験を

させていきたいと意欲を見せて頂きました。	 



	 

	 インターナショナルスクール	 	 

《障害者スキー講義・体験会。軟骨無形成症生徒へのレッスンの実施》	 	 

・	 2014 年 11 月 20 日、学校法人西町インターナショナルスクールにて、障害者スキーの講義を実施しまし

た。アイマスクを用いて視覚障害者役・誘導役を体験し、普段何気なく使う身体機能の一つを隠す事に

より、どのような情報が遮断され、どのようなサポートが必要になるのか？など体験を通じ考えてもら

う事ができました。また様々な障害とそれぞれに適した器具の紹介を行い、パラリンピックで活躍する

様子を動画で流し、選手が使用する同じ器具に直接触れる機会を設けました。	 

・	 2015 年 2 月 24〜25 日、雪上での体験会を行いました。2日間で 22 名全てを、座位でのバイスキー、立

位でのアウトリガーを体験してもらう事ができました。実際に体験してもらうことで、リフト乗車の仕

方や低い視線でのスピード感、ターン時の遠心力を楽しんでもらう事ができ、また障害があっても器具

と指導者がいれば健常者と同じようにスキーを楽しむ事ができる、という事を実感してもらう事ができ

ました。	 

	 

・	 2015 年 2 月 23〜27 日同 Ski	 Trip において軟骨無形性症男子生徒のレッスンを行いました。障害の特性

として、骨が衝撃に弱く、転倒すると骨折のリスクがかなり高い状況でした。男子生徒はアウトリガー

を用いてのターン技術を習得し、他の学生とともにリフトに乗り、速度やターン弧を合わせトレーンが

できるようになりました。5 日間で転倒や怪我もなく、受講生自身が使える身体機能を目一杯使用しス

キーを楽しんでもらう事ができました。	 



	 チャレンジドフェスティバル 2014 出展	 	 

・2014 年 11 月 15〜16 日、日比谷公園(東京都千代田区)で開催されたチャレンジドフェスティバル 2014 へブ

ース出展しました。快晴に恵まれた二日間、とても多くの方々にブースを訪れて頂き、興味深く器具に触れ、

活動目標に耳を傾けてくださいました。どのようなスポーツが適しているか分からない、交通機関が心配、宿

やスキースクールのサポートが心配、など今後の活動に必要な言葉も聞かれました。	 

	 

	 

	 公益財団法人	 ノエビアグリーン財団	 視察	 	 

・	 2015 年 2 月 7 日、栂池スキー学校で開催した障害者スキー指導者講習会に、公益財団法人ノエビアグリ

ーン財団より視察に訪れました。当日の指導者講習会の様子を見学いただき、バイスキーも体験してい

ただきました。同財団からは、「障害者スキーの普及と障害のある児童でもスキーを楽しめる環境作り」

という当協会の事業が、2013 年度助成事業に採択され、ご支援を頂きました。	 

	 

	 

	 大宮西ロータリークラブ	 視察	 	 

・	 2015 年 2 月 8 日、昨シーズンよりご支援いただいている大宮西ロータリークラブ（埼玉県さいたま市）

より、レッスンの見学・器具の見学、体験をして頂きました。レッスンを見学され、上達ぶりや障害者

スキーの可能性を感じて頂きました。器具の体験中は生憎の天候でしたが、視線の低いバイスキーは特

に迫力を感じて頂いた様子で、笑顔があふれていました。今季も継続支援を頂戴しています。	 

	 



	 メディア	 	 

BravoSki	 vol.3 と、Ski	 journal12 月号に、当協会の紹介ページを掲載して頂きました。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

受講者数・健常者による障害者スキー体験者数・指導者講習会受講インストラクター数	 (全て延べ人数)	 

《受講者数》	 

提携スキー学校による受講者数	 	 	 27 名 
合計 37 名 

当協会インストラクターによる受講者数	 10 名 

《健常者による障害者スキー体験者数》	 

学生	 45 名 
合計 51 名 

視察	 6 名 

《指導者講習会受講インストラクター数》	 

栂池スキー学校	 4 名 
合計 12 名 

Hakuba47	 Ski	 Academy	 7 名 

	 
合計 100 名 

	 

	 



《2014/15 シーズンを終えて・・・》	 

	 栂池スキー学校での指導者講習会は 3シーズンに渡り行ってきましたが、今季の活動において、実際に障害

を持つ方への指導を体験する事、一番難しい座位で行うバイスキーレッスンの指導技術を獲得できた事、様々

な障害へ対するサポート技術を習得してもらう事などができました。安全性や技術の向上、自然の楽しさを十

分に感じてもらう事ができるインストラクターが現地に常駐するという事は、とても心強い事です。当協会の

目標である、どのような障害があっても《いつでも、どこでも、だれでも》スキーを楽しむ事ができる環境が、

また一つ完成しました。来季以降は、一般のレッスンはもちろんですが、修学旅行などで障害を持つ児童・学

生への指導も受け入れていく、という事です。	 

	 Hakuba47	 Ski	 Academy での講習会を開催する事も、一つの課題でもありました。スキー学校により、現地

のインストラクターが多いところや、反対にスキーシーズンのみ遠方から集まるところがあります。Hakuba47

は後者なのですが、シーズンが変わる度にインストラクターの顔も変わります。そのため、以前行った指導者

講習会を受講し、何度かレッスンを行った方が移動されてしまいました。そこで、新しいインストラクターへ

講習会を行い、受け入れの門戸を開き続ける事ができました。このスキー場は、急斜面やコブ斜面など上級者

向けのコースが多く、今季はレッスンが入りませんでしたが、『門戸を開く』という事にも十分価値があると

考えています。もちろん、今後はレッスンが入るような活動も充実させる必要があると考えております。	 

	 提携スキー学校を広める活動ができた事も、大きな成果になりました。実際に現地でスキー場のコースや施

設を拝見し、担当者の顔を見て、受け入れまでの過程を説明する事、器具を説明し、体験してもらう事は、何

よりの普及活動であると思います。来季以降の動向はまだ分からない段階ですが、どこのスキー場でも、受け

入れる気持ちがあれば受け入れる事ができる可能性をご理解いただけたと考えています。	 

	 西町インターナショナルスクールは、継続的な活動になっていますが、毎年行う事で、すべての生徒に障害

者スキーの可能性を伝える事ができています。以前行った学生から、つい先日行ったような感想が聞かれる事

もあり、感受性豊かな時期にこのような活動をできる事を嬉しく思っております。	 

	 私たちの活動は、とても長い時間が必要です。2〜3 ヶ月という短いスキーシーズンに、様々な障害の知識

やそれに対応したサポート方法、器具を使用したスキー指導方法の講習などを行い、実際に障害を持つ方への

指導を体験し、その後にレッスンとして受け入れていきます。栂池では 3シーズンかかりましたが、決して時

間がかかりすぎたとは考えていません。それどころか、多くのインストラクターが興味をもち、スキー学校全

体で受け入れていく、という気持ちを持ってもらえた事は、非常に大きな成果であると考えています。	 

	 今シーズン、当協会が関わった受講生や障害者スキー体験者、指導者講習会参加インストラクターの合計が

100 名に達しました。少ないような数字に見えますが、一人一人深く関わる事ができた方々です。100 名とい

う数字は私たちにとってとても喜ばしい数字であり、充実した活動になった裏付けにもなりました。	 

	 私たちは来季以降も、受け入れスキー学校を拡大していくよう活動を進めていきます。すでに長野県志賀高

原高天ヶ原スキー場にあるフジイスポーツサービススキースクールより受け入れていきたいと連絡を頂いて

おり、来季より受け入れ準備に入ります。	 

	 後になりましたが、2014/15 シーズンも当協会の活動にご理解ご支援頂き、まことにありがとうございま

した。	 


