
愛知県スキー連盟 準指導員養成講習会 理論 2007/10/21 めいきん会館

スキーの特性に応じた基礎スキーの特性に応じた基礎理論理論



養成講習会養成講習会カリキュラムカリキュラムと教程対応部分と教程対応部分養成講習会養成講習会カリキ ラムカリキ ラムと教程対応部分と教程対応部分
＜準指導員（１）＞＜準指導員（１）＞

講習科目名・主要科目 目的・内容 テキスト

１．環境変化とスキー指導 ● スキー指導をとりまく環境について理解する。

１）スキースポーツの環境
①環境変化とスキースポーツ
②環境変化とスキー指導のあり方

→
『技術と指導』
pp.８～９pp ８ ９

２）スキースポーツの特性 ● スキースポーツの特性について考える。

『技術と指導』
①自然型スポーツとしての特徴、目的と手段。 →

『技術と指導』
p.10

３）スキー連盟とは ● （財）全日本スキー連盟の活動目的、組織等について理解する。 → 『誘い編』Part3

（集合時間 １時間）



養成講習会養成講習会カリキュラムカリキュラムと教程対応部分と教程対応部分

講習科目名・主要科目 目的・内容 教程『技術と指導』

養成講習会養成講習会カリキ ラムカリキ ラムと教程対応部分と教程対応部分
＜準指導員（２）＞＜準指導員（２）＞

３．スキーの指導方法論Ⅰ
● スキーの学習や指導は、よい学習の構造や条件を知ると
ころから始まる

１）スキー学習の構造 ①スキースポーツの指導（技術指導と学習指導） → pp.11～13

● スキー指導の基礎的理論と運動学習のメカニズムについ
て理解を深める。

①よいスキー学習の構造 → pp 113～114①よいスキ 学習の構造 → pp.113～114

②よいスキー学習を実現するための基礎的条件 → p.115

２）スキー指導の展開における
指導者の役割（技術指導）

● スキー学習を効果的に展開するために配慮すべき事項に
ついて理解する。

①計画段階における指導者の役割①計画段階における指導者の役割

→
pp.116ー119,
およびp.123

（集合時間 ３時間） ②スキー指導の計画Ⅰ 



養成講習会養成講習会カリキュラムカリキュラムと教程対応部分と教程対応部分

講習科目名 内容・主要項目 テキスト

養成講習会養成講習会カリキ ラムカリキ ラムと教程対応部分と教程対応部分
＜公認指導員＞＜公認指導員＞

２．スキー指導者論Ⅱ

１）スキー指導者の役割

●求められるスキー指導者像とは。スキー指導

者の資質と役割について理解する。

①インストラクションサービスの位置づけ →『技術と指導』

（集合講習 １時間）

①インストラクションサ ビスの位置づけ

②スキー指導者に必要とする資質と役割

→『技術と指導』
P.112

→『技術と指導』
P 14（集合講習 １時間） P.14

４．スキーの指導方法論Ⅱ

１）スキー学習のための内容

●現場における指導の際の具体的留意点につ

いて理解する。

①学習活動 展開 おける指導者 役割

→『技術と指導』
的条件（２）

２）スキー指導の評価と活用

①学習活動の展開における指導者の役割

（指導技術）

●指導に欠かすことのできない指導計画の立案

PP.120～123

と指導の展開、評価の方法と活用についての

理解を深める。

①指導計画の立案Ⅱ

→『技術と指導』
PP.124～125

（集合講習 ２時間） ②評価の方法と活用

→『技術と指導』
PP.126～130



受験にあたって受験にあたって受験にあたって受験にあたって

詰め込み、暗記型の知識よりも、教程の各冊子の
内容を本当に理解できているかどうかが問われる
可能性が高いと思われる（特に指導員では）。

ますは れらのテキ トを読破し 要点を理解す……ますは、これらのテキストを読破し、要点を理解す
ること。さらに、学習ノートをつくり、理解しやすいように
要点をまとめたり 図表化するなど知識を自分なり 整要点をまとめたり、図表化するなど知識を自分なりに整
理することが大切です。（『受験者のために』 P.6）

養成講習会資料（プレゼン）は、上記の一例です。養成講習会資料（プレゼン）は、上記の一例です。



１．環境変化とスキー１．環境変化とスキー指導（準指）指導（準指）

１）スキースポーツの環境１）スキースポーツの環境



スキースポーツをとりまく環境スキースポーツをとりまく環境
～～ 何がどう変化したのか？何がどう変化したのか？ ～～

スキ 場の整備スキ 場の整備 スキ 用具の性スキ 用具の性スキー場の整備・スキー場の整備・
機能拡大機能拡大

スキー用具の性スキー用具の性
能の進歩能の進歩

場場 の変化の変化 物物 の変化の変化場場 の変化の変化 物物 の変化の変化

スキースポーツ

人人 の変化の変化 情報情報 化化

スキ スポ ツ

スキーヤーの欲求スキーヤーの欲求
や価値観の多様化や価値観の多様化

多大な情報への多大な情報への
容易なアクセス容易なアクセス

人人 変化変化 情報情報 化化

や価値観の多様化や価値観の多様化 容易なアクセス容易なアクセス



環境を受け入れるだけでなく環境を受け入れるだけでなく環境を受け入れるだけでなく、環境を受け入れるだけでなく、
環境に働きかけるスキー指導者環境に働きかけるスキー指導者環境に働きかけるスキ 指導者環境に働きかけるスキ 指導者

情報の収集情報の収集 知識の発信知識の発信

知識知識

情報の情報の知識化知識化

情報情報

人・組織にとって 人・組織にとって

知識知識

人 組織にとって
外部の存在

人 組織にとって
思考の材料



２）スキ スポ ツの特性２）スキ スポ ツの特性２）スキースポーツの特性２）スキースポーツの特性
（「技術と指導」（「技術と指導」P.10P.10））

スキーの楽しさ

＜中核＞＜中核＞＜中核＞＜中核＞
○克服欲求 自然条件への挑戦

○達成欲求 フォームへの挑戦○達成欲求 フォ ムへの挑戦

○競争欲求 勝敗を競う

＜周辺＞＜周辺＞

○人間関係 仲間づくりの楽しさ○人間関係・仲間づくりの楽しさ



スキースポーツにおける「目的」と「手段」スキースポーツにおける「目的」と「手段」スキ スポ ツにおける「目的」と「手段」スキ スポ ツにおける「目的」と「手段」

キ 楽 さキ 楽 さ
スキーヤースキーヤー

スキーの楽しさスキーの楽しさ
①中核的楽しさ①中核的楽しさ
達成・克服・競争達成・克服・競争

上位目的上位目的
達成 克服 競争達成 克服 競争
②周辺的楽しさ②周辺的楽しさ

仲間づくり・人間関係仲間づくり・人間関係手段１手段１

スキー技術スキー技術
下位目的下位目的

スキ 技術スキ 技術
手段２手段２

技術指導技術指導技術指導技術指導



３）スキ 連盟とは３）スキ 連盟とは３）スキー連盟とは３）スキー連盟とは
（「誘い」（「誘い」PP.122PP.122--123123））

財団法人全日本スキー連盟
(Ski Association of Japan)

1925年（大正14年）創設
「スキ の普及 振興を図 て 日本の国民の「スキーの普及、振興を図って、日本の国民の
皆さんの心身の健全な発達に寄与する」

ド「安 誠 感キーワード「安心・誠意・感動」



スキー連盟の活動スキー連盟の活動

スキーに関する調査研究

指導者育成事業

選手強化と大会への派遣

スキーの安全対策 など

↓↓

各都道府県に各々のスキー連盟

あまりのスキ クラブ3100あまりのスキークラブ
３３０余の公認スキー学校



財団法人全日本スキー連盟財団法人全日本スキー連盟
（（ＳＡＪＳＡＪ：： Ski Association of JapanSki Association of Japan））

文部科学省認可の団体である。

競技活動競技活動 競技本部競技本部

スキ 連盟スキ 連盟
・選手育成・選手育成
・競技会運営・競技会運営スキー連盟スキー連盟

教育本部教育本部

競技会運営競技会運営

普及活動普及活動 教育本部教育本部

「安全で楽しいスキ 」の普及振興「安全で楽しいスキ 」の普及振興「安全で楽しいスキー」の普及振興「安全で楽しいスキー」の普及振興



教育本部教育本部教育本部教育本部

スキーヤーへの窓口キ 窓

３００余のスキー学校、４万７千の指導員

アルペン クロスカントリ スノ ボ ドアルペン、クロスカントリー、スノーボード

都道府県との連携

全日本スキ 連盟全日本スキー連盟

都道府県 キ 連盟都道府県スキー連盟

所属団体（５５００団体）



スキーへの興味・関心を喚起するスキーへの興味・関心を喚起するスキーへの興味・関心を喚起するスキーへの興味・関心を喚起する

「スキ の日」「スキーの日」

講習会・講演会講習会・講演会

技術選手権大会
教育本部教育本部

技術選手権大会

スノーサミット

の活動の活動
スノ サミット

情報発信情報発信



教育本部の指導体制教育本部の指導体制教育本部の指導体制教育本部の指導体制

専門委員専門委員
中央中央

ＳＡＪ教育本部ＳＡＪ教育本部
専門委員専門委員
（（102102名）名）

中央中央
研修会研修会

全国８ブロック全国８ブロック ブロック技術員ブロック技術員 ブロックブロック
技術員技術員

国 ック国 ック
（（859859名）名） 技術員技術員

研修会研修会

都道府県連盟、都道府県連盟、
公認スキー学校、公認スキー学校、
所属団体所属団体

スキー指導者スキー指導者
（（4700047000余名）余名）

指導者指導者
研修会研修会所属団体所属団体 （（4700047000余名）余名） 研修会研修会

指導 バ ジ 指導員検定等を実施指導 バ ジ 指導員検定等を実施指導・バッジテスト・指導員検定等を実施指導・バッジテスト・指導員検定等を実施



２．スキー指導者論２．スキー指導者論ⅡⅡ（公指）（公指）
１）スキー指導者の役割１）スキー指導者の役割

●求められるスキー指導者像とは。スキー指
導者の資質と役割について理解する導者の資質と役割について理解する。

①インストラクションサービスの位置づけ

②スキー指導者に必要とする資質と役割②スキ 指導者に必要とする資質と役割

『『技術と指導技術と指導』』 P.14 P.14 およびおよび P.112P.112



①①インストラクションサービスの位置づけインストラクションサービスの位置づけ①①インストラクションサ ビスの位置づけインストラクションサ ビスの位置づけ
（（『『技術と指導技術と指導』』 P.112P.112））

スキー産業スキー産業

○○場所・施設の提供場所・施設の提供 ○用具の提供○用具の提供 ○サービスの提供○サービスの提供

◎◎顧客満足の充足顧客満足の充足

サービスの役割サービスの役割

◎◎顧客満足の充足顧客満足の充足
◎顧客創造◎顧客創造 ［必要な技術］［必要な技術］

◎マネジメント技術◎マネジメント技術◎マネジメント技術◎マネジメント技術
◎人間関係技術◎人間関係技術間関係技術間関係技術
◎指導技術◎指導技術



②②スキー指導者に必要とする資質と役割スキー指導者に必要とする資質と役割②②スキー指導者に必要とする資質と役割スキー指導者に必要とする資質と役割
（（『『技術と指導技術と指導』』 P.14P.14））

指導者に必要な資質指導者に必要な資質

１．技術力１．技術力
・進化するスキー技術を身につけている。・進化するスキー技術を身につけている。
・技術指導能力を身につけている。・技術指導能力を身につけている。

２ 製品力２ 製品力２．製品力２．製品力
・指導者としての魅力がある。・指導者としての魅力がある。
・スキーヤーの要求を理解し、共感が得られるような指導。・スキーヤーの要求を理解し、共感が得られるような指導。



製品力を高める視点製品力を高める視点製品力を高める視点製品力を高める視点

○○Face to Face  Face to Face  
スキーヤーの個性尊重スキーヤーの個性尊重

○○InteractiveInteractive
双方向コミュニケーションによる学習双方向コミュニケーションによる学習双方向コミュニケーションによる学習双方向コミュニケーションによる学習

○○NetworkNetwork
学習者対指導者、学習者同士の交流学習者対指導者、学習者同士の交流



３．スキーの指導方法論３．スキーの指導方法論ⅠⅠ（準指）（準指）
１）スキ 学習の構造１）スキ 学習の構造１）スキー学習の構造１）スキー学習の構造



●●スキーの学習や指導は、よい学習のスキーの学習や指導は、よい学習の構構
造造や条件を知ると ろから始まるや条件を知ると ろから始まる造造や条件を知るところから始まるや条件を知るところから始まる

①スキースポーツの指導①スキ スポ ツの指導
（技術指導と学習指導）

［『技術と指導』PP 11～13］［『技術と指導』PP.11～13］



伝統的技術指導（階段方式）伝統的技術指導（階段方式）伝統的技術指導（階段方式）伝統的技術指導（階段方式）

発展発展＜前提＞＜前提＞
技術がなければ 楽し技術がなければ 楽し

応用応用

ゲーム技術・戦術等ゲーム技術・戦術等
技術がなければ、楽し技術がなければ、楽し
さを味わえないさを味わえない

応用応用

サーブ・ネットプレイ等サーブ・ネットプレイ等個々の欲求（楽しさ）個々の欲求（楽しさ）

基礎基礎

グランドストロ ク（乱打等）グランドストロ ク（乱打等）

個 の欲求（楽しさ）個 の欲求（楽しさ）
よりも、順序性のあるよりも、順序性のある
技術を優先技術を優先

導入導入

グランドストローク（乱打等）グランドストローク（乱打等）

フォーム習得（素振り等）フォーム習得（素振り等）



階段方式の問題点階段方式の問題点階段方式の問題点階段方式の問題点

●上へ行くほど、そのスポーツ本来の楽しさに近づく。

下へ行くほど、楽しさを味わいにくい。行 、 を味わ 。

（素振りは楽しいか？登行→滑走の繰り返しは？）

●上へ行けば、そのスポーツ全体が見えるが、下からは
全体が見えない そのため 全体にとっての部分の必全体が見えない。そのため、全体にとっての部分の必
要性が認知しにくい。

（「なぜ素振り？」に初心者が答えを出せるか？）（「なぜ素振り？」に初心者が答えを出せるか？）

初心者が「楽しくない、わからない」で、意欲がわくか？初心者が「楽しくない、わからない」で、意欲がわくか？



学習と学習指導の主体学習と学習指導の主体学習と学習指導の主体学習と学習指導の主体

学習者
（スキーヤー）

学習学習

（スキ ヤ ）

指導者指導者 学習指導

教材としての
ポ

学習指導

スポーツ
（スキーの楽しさ）指導者は指導の主体ではあるが、

学習の主体ではない学習の主体ではない。

学習指導は、学習者の主体的学習を、間接的に学習指導 、学習者 体的学習を、間接的
支援する。「教える」側、「教える」ことが主体ではない。



「楽しさ」を鍵としたスキー学習「楽しさ」を鍵としたスキー学習「楽しさ」を鍵としたスキー学習「楽しさ」を鍵としたスキー学習

学習活動学習活動

現在の技術や身に
けた技術を使

学習者としての学習者としての スポーツとしてのスポーツとしての

つけた技術を使っ
て楽しさを味わう

学習者としての学習者としての
スキーヤースキーヤー

スポ ツとしてのスポ ツとしての
スキー（楽しさ）スキー（楽しさ）

更なる楽しさを味わう更なる楽しさを味わう
ための、技術向上の
必要性を認識させる



「は ご方式 （本質的指導）「は ご方式 （本質的指導）「はしご方式」（本質的指導）「はしご方式」（本質的指導）

トト
内
側
内
側

体
幹
体
幹深まわりタ ン深まわりタ ン 難易度という点で 技術に難易度という点で 技術にト

ッ
プ
コ
ン
ト

ト
ッ
プ
コ
ン
ト

側
へ
の
落
下

側
へ
の
落
下

幹
部
に
よ

幹
部
に
よ

深まわりターン深まわりターン

山まわり山まわり→→縦滑り縦滑り→→谷まわり谷まわり

難易度という点で、技術に難易度という点で、技術に
順序性はあるが、下から順順序性はあるが、下から順
にクリアしなければならないにクリアしなければならない
わけではない。わけではない。

ト
ロ
ー
ル
に

ト
ロ
ー
ル
に

下
運
動
・水

下
運
動
・水

る
荷
重
・角

る
荷
重
・角

浅まわりターン浅まわりターン

わけではない。わけではない。

諸条件に応じて選択可能。諸条件に応じて選択可能。
また、必要に応じて逆行しまた、必要に応じて逆行しに

よ
る
パ
ラ

に
よ
る
パ
ラ

水
平
面
へ
の

水
平
面
へ
の

角
づ
け

角
づ
け

山まわり山まわり

、必要 逆行、必要 逆行
たり、繰り返すことも自由。たり、繰り返すことも自由。

当該技術を用いて、学習者当該技術を用いて、学習者
ラ
レ
ル
タ
ー

ラ
レ
ル
タ
ー

の
角
づ
け
・

の
角
づ
け
・基本操作・歩行基本操作・歩行

縦滑り（直滑降・斜滑降）縦滑り（直滑降・斜滑降） の楽しさを追求することを、の楽しさを追求することを、
第一に考える。第一に考える。

ー
ン
ー
ン

基本操作・歩行基本操作・歩行



●●スキ 指導の基礎的理論と運動学習のスキ 指導の基礎的理論と運動学習の●●スキー指導の基礎的理論と運動学習のスキー指導の基礎的理論と運動学習の
メカニズムについて理解を深める。メカニズムについて理解を深める。

①よ キ 学習 構造①よいスキー学習の構造

［『技術と指導』PP 113～114］［『技術と指導』PP.113～114］

②よいスキー学習を実現

するための基礎的条件

［『技術と指導』 ］［『技術と指導』P.115］



良いスキ 学習の構造良いスキ 学習の構造良いスキー学習の構造良いスキー学習の構造

スキー学習の基本的な考え方
「楽しさ」を体得し、自発的・主体的能力を高めることによって、「生涯
にわた て継続的に参加するスキ ヤ を育てるにわたって継続的に参加するスキーヤー」を育てる。

スキー指導のあり方
学習者一人ひとりに目をむけ、学習を「支援」する姿勢が大切。学習者 人ひとりに目をむけ、学習を「支援」する姿勢が大切。

スキー指導の目標
スキーの「楽しさ」と、文化としての「奥深さ」を体得させること。

学習内容
中心は、スキー行動の問題を解決する「技術の学習」と「社会的行動
の学習」。認識は学習の合理性を高め、「楽しさ」や「喜び」は、学習の学習」。認識は学習の合理性を高め、 楽しさ」や 喜び」は、学習
の副産物として得られる。

スキー学習の構造
良い「内容的条件」が設定され 更に「基礎的条件」が整備されてい良い「内容的条件」が設定され、更に「基礎的条件」が整備されてい
ることが重要。



良いスキー学習を実現するための基礎的条件良いスキー学習を実現するための基礎的条件良いスキ 学習を実現するための基礎的条件良いスキ 学習を実現するための基礎的条件

充分な運動充分な運動
時間の確保時間の確保

自主的学習活動自主的学習活動
のマネジメントのマネジメント

保保

人間関係への人間関係への
肯定的働きかけ肯定的働きかけ のマネジメントのマネジメント

内容的条件内容的条件

肯定的働きかけ肯定的働きかけ

内容的条件内容的条件

学習者相互の肯定学習者相互の肯定
的関係 の配慮的関係 の配慮

自然条件への自然条件への
対応と知識の提供対応と知識の提供 的関係への配慮的関係への配慮対応と知識の提供対応と知識の提供



●●スキ 指導の基礎的理論と運動学習のスキ 指導の基礎的理論と運動学習の●●スキー指導の基礎的理論と運動学習のスキー指導の基礎的理論と運動学習の
メカニズムについて理解を深める。メカニズムについて理解を深める。

①よいスキー学習の構造①よいスキ 学習の構造

［『技術と指導』PP.113～114］

②よいスキー学習を実現

するための基礎的条件するための基礎的条件

［『技術と指導』P 115］［『技術と指導』P.115］



計画段階における指導者の役割計画段階における指導者の役割
（（P.116P.116～～P.119P.119））

１）学習者の把握１）学習者の把握
２）学習目標・課題の設定
３）学習内容の選択・設定
４）学習過程の設定学習 設定
５）学習形態の計画
６）評価方法の計画と資料の準備６）評価方法の計画と資料の準備



「どの様な人に指導するのか？」「どの様な人に指導するのか？」
１）学習者一人ひとりの個性を把握する１）学習者一人ひとりの個性を把握する

主体的学習は、学習者の理解から！

学習者の理解→個性豊かな学習の具体化学習者の理解→個性豊かな学習の具体化

②体力要因 ③運動歴②体力要因

年齢、体力レベル、
運動能力、性格

運動経験、スキー歴、
スキー技能程度

①目的意識

④対人関係

①目的意識

動機、ニーズ、目標
④対人関係

学習グループ内の
交友関係、同行の

⑤装備用品

服装 スキー用具交友関係、同行の
仲間（家族、友人）

服装、スキ 用具



「どのような能力を育てるのか？」「どのような能力を育てるのか？」「どのような能力を育てるのか？」「どのような能力を育てるのか？」
２）学習目標・課題を明確に設定する２）学習目標・課題を明確に設定する

◎学習の「見通し」を持てることによってやる気が起きる。

「何を 「ど よう 学習する かを自分 考える「何を」「どのように」学習するのかを自分で考えるこ
とができる。（学習目標と内容の理解）

学習者の実態に即して、適切な目標・課題を
設定し、指導者の意図する目標・課題を学習
主体である学習者に移行する。



「何を教えるのか？」「何を教えるのか？」
３）学習内容を適切に選択・設定する３）学習内容を適切に選択・設定する

学習者が学習活動に「熱中し」、「楽しく」、

「活発に」取り組むことのできる学習内容が「活発に」取り組むことのできる学習内容が

必要！

しかも、伸ばそうとする技術を明確に含み、し も、伸 そう する技術を明確 含 、

意図的に学習成果があげられるような課題

学習として選択 設定しなければならない学習として選択・設定しなければならない。



（１）興味・関心を配慮し 能力開発（１）興味・関心を配慮し 能力開発（１）興味・関心を配慮し、能力開発（１）興味・関心を配慮し、能力開発
の段階に応じた課題と内容を設定するの段階に応じた課題と内容を設定する

①大きな困難や失敗
が少なく、成功する
場面の割合が高い場面の割合が高い。
②具体的でわかりや
すいすい。
③すべての学習者に
技能習熟の達成や成技能習熟の達成や成
功感の機会を保障す
る。



（２）取り組む対象が挑戦的でプレイ性にみちた課（２）取り組む対象が挑戦的でプレイ性にみちた課（２）取り組む対象が挑戦的でプレイ性にみちた課（２）取り組む対象が挑戦的でプレイ性にみちた課
題である。（楽しさを発展させる学習過程）題である。（楽しさを発展させる学習過程）

×技術課題を完成させないと次の課題へ進めない

必ずしも課題が完成していなくても、挑戦できる

◎新しい課題への挑戦、前の学習への後退、いずれ
も可能な学習過程＝スパイラル型学習過程

今持っている力で
創意工夫によって
新しく身につけた力で今持っている力で

スキーを楽しむ
新しく身につけた力で
スキーを楽しむ



「何を」「どのように」「どんな順序で」「何を」「どのように」「どんな順序で」「何を」「どのように」「どんな順序で」「何を」「どのように」「どんな順序で」
４）有効な学習指導過程を設定する４）有効な学習指導過程を設定する

学習者の技能レベルに即して、総合的な観

点から指導過程を組み立てることが重要

技術に対する深い知識・分析能力が必要

「できる」
まとまる

「できない」
ばらばら

「うまくなる」
リズミカル

「強くなる」
ダイナミックまとまるばらばら リズミカル ダイナミック

全体を行って調子を覚える 部分を取り出して 全体練習・部分練習をやりながら、全体を行って調子を覚える
部分は主として全体の中で

部分を取り出して
練習し、それを全
体に変える

基礎的体力補強のトレーニングを
行う



５）学習形態を計画する５）学習形態を計画する５）学習形態を計画する５）学習形態を計画する

（１）グループを構成する人数

安全性、効率性から考慮した適正人数

７～１０名／グループ７～１０名／グループ７～１０名／グル プ７～１０名／グル プ

（２）グループ編成

①技能別グループ編成は前提条件。

②学習者の志向に配慮した編成も必要②学習者の志向に配慮した編成も必要。

克服・達成・競争など・・・・



６）評価方法の計画と資料の収集を行う６）評価方法の計画と資料の収集を行う６）評価方法の計画と資料の収集を行う６）評価方法の計画と資料の収集を行う

◎評価は、指導内容・方法を見直し、改善
するために行う。するために行う。

◎客観的な評価ができるような評価方法、
およびそのための資料を整備しておく。そ 資料を 備 。



スキー指導の計画スキー指導の計画ⅠⅠ
（（P.123P.123））

１ 指導計画の必要性１．指導計画の必要性

高い学習成果の獲得、学習・指導方法の
改善、適切な評価のために指導計画を立案。

２．指導計画にあたって

長期的な見通しの中で計画を立案。

長期計画→個別計画へ長期計画 個別計画へ



４．スキーの指導方法論４．スキーの指導方法論ⅡⅡ（公指）（公指）
１）スキー学習のための内容的条件（２）１）スキー学習のための内容的条件（２）

●現場における指導の際の具体的な留意点につ

いて理解する。

①学習活動の展開における指導者の役割（指導技術）①学習活動の展開における指導者の役割（指導技術）

『技術と指導』 PP.120ー123



良いスキ 学習のための内容的条件良いスキ 学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件
（指導技術①）（指導技術①）

１ 学習環境・条件の整備１．学習環境 条件の整備
○学習効率と安全性を考慮した整備

特 課題 適合斜 選択○特に、課題別適合斜面の選択

２．学習形態・指導方法の選択
○ 斉学習 班別学習 グル プ学習 個別学習○一斉学習・班別学習・グループ学習・個別学習

○学習者の技能レベルに応じた指導形態の対応



良いスキ 学習のための内容的条件良いスキ 学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件
（指導技術②）（指導技術②）

３．技術的課題・学習方法を理解させる指導
○合理的な師範○合理的な師範

○効果的な言葉のなげかけ

○視覚機器の活用○視覚機器の活用

４ 有効なフィードバック情報の提供４．有効なフィ ドバック情報の提供

○動作の手がかりとなる明確なフィードバック情報

○正否の判別が感覚的にできるフィードバック情報○正否の判別が感覚的にできるフィ ドバック情報

○肯定的フィードバックと矯正的フィードバック

○優先的矯正点の的確な指摘○優先的矯正点の的確な指摘

○効果的タイミングでのフィードバック情報の提供



良いスキ 学習のための内容的条件良いスキ 学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件
（指導技術③）（指導技術③）

５．課題移行のタイミングを判断する

６ 良好な人間関係への配慮６．良好な人間関係への配慮
○指導者の情熱

○明るい雰囲気づくり○明るい雰囲気づくり

○親しみを込めた語りかけ

○学習者の性格に応じた応対○学習者の性格に応じた応対

○公平性への配慮



良いスキ 学習のための内容的条件良いスキ 学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件良いスキー学習のための内容的条件
（指導技術④）（指導技術④）

７．学習者相互の人間関係への配慮
○肯定的雰囲気づくりに配慮したルールの設定

○予定の周知と相互に注意しあう雰囲気づくり

○成果への賞賛と失敗への励ましの雰囲気づくり

８．個々の学習者への関わりの配慮

９．長い距離の滑走のなかでの学習



２）スキー指導の評価と活用２）スキー指導の評価と活用２）スキー指導の評価と活用２）スキー指導の評価と活用

●指導に欠かすことのできない指導計画の立

案と指導の展開 評価の方法と活用につい案と指導の展開、評価の方法と活用につい

ての理解を深める。

①指導計画の立案Ⅱ①指導計画の立案Ⅱ

『技術と指導』PP.123～125



スキー指導の計画スキー指導の計画

全体計画全体計画
（指導過程）（指導過程）

指導案指導案
（日案）（日案）

単元計画単元計画

自発的 主体的学習を促進する自発的 主体的学習を促進する自発的・主体的学習を促進する自発的・主体的学習を促進する
立場での立案立場での立案



１）全体計画（指導過程）１）全体計画（指導過程）１）全体計画（指導過程）１）全体計画（指導過程）

指導目標に応じ、時間的区切りごとの下位
目標を設定する。

区切りごとの目標実現のために必要な技術区切りごとの目標実現のために必要な技術
内容を選択する。

区切りごとの時間配分を系統的に構成する区切りごとの時間配分を系統的に構成する。



２）単元計画２）単元計画２）単元計画２）単元計画

①対象学習者の実態を把握した上で立案する。

②明確な目標を示す。

具体的、達成可能、公正な評価が可能な目標具体的、達成可能、公正な評価が可能な目標

③目標を実現するための学習内容や活動の道筋
が明確に示された「学習過程」を立案するが明確に示された「学習過程」を立案する。



３）指導案（日案）３）指導案（日案）３）指導案（日案）３）指導案（日案）

①当該時間の位置①当該時間の位置

②対象者

③指導場所

④指導内容 活動の要点④指導内容、活動の要点

⑤準備すべき資料や用具

⑥指導上の留意点

⑦評価の観点⑦評価の観点



②②評価の方法と活用評価の方法と活用②②評価の方法と活用評価の方法と活用

『技術と指導』PP.126～130



スキ 指導における評価とその活用スキ 指導における評価とその活用スキー指導における評価とその活用スキー指導における評価とその活用

１ 評価のねらい１．評価のねらい

「学習評価」と「指導評価」

２．評価の種類
診断的評価→形成的評価→総括的評価

３．評価の基準
絶対的評価・相対的評価・個人内評価

自己評価・他者評価・相互評価

４．評価の実際
指導のあり方についての評価

学習者と学指導についての評価

楽 さ体験や学び方 評価楽しさ体験や学び方の評価



その他その他その他その他
スキー用語スキー用語（（『『技術と指導技術と指導』』P131P131～～））スキ 用語スキ 用語（（『『技術と指導技術と指導』』P.131P.131 ））
ここまでの関連用語を理解すること。ここまでの関連用語を理解すること。


