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Who is next? ヨ ーロッパキャンプ

　　　　
1, 出発 8月17日

初めての飛行機、 初めての海外だったのでものすごくワクワクで、 前泊の夜は、 あまり寝

れませんでした。

成田に着きました。 荷物を預けてお金を円からユーロに替えました。 中に入って行くと手

荷物検査などいろいろあり、 少し緊張しました。

いざ出発！雲の上がものすごく綺麗でた＜さん写真を撮りました。 飛行機の中では、 映画

を見ることが出来たのでた＜さん見て過ごしました。 機内食は、 憧れだった「チキン orビ

ーフ」と聞かれてチキンと言いました。 あとは、 パンや、 チー ズ、 ケーキなどあり良かっ

たです。

そして、 フィンランドに到着。 今回お世話になった高橋直博さんがお迎えに来てくださり

ました。ボカティに着き少し周りをお散歩しながら直博さんに周りにある物を紹介しても

らいました。その後、 ロシアの男の子3人組とサッカ一をしました。フィンランドに来て1

番最初のお友達です。 その子達は、 バイアスロンをやっていてフィンランドに来てやって

るということは、 やっぱりフィンランドは、 とてもいいところなんだなと感じました。

2. ボカティ＆スキートンネル＆サーキットトレー ニング（バスケ） 8月18日

AM 

スキートンネルの中で、 クロスカントリースキ一をやりました。 久しぶりのスキーだった

のでものすごくワクワクでした。 しかも、 初めてのスキートンネル。 スキートンネルの中

は、 ー5 度で、 とても寒くて顔、 手がとてつもなく冷たかったです。 ですが！スキートンネ

ルの雪は、 軽くて滑りやすくスイスイ行けて楽しかったです。 こんな所で 2 日間も練習出

来るなん嬢しかったです。 1 日目は、 チームスプ リントで、 男子 vs女子 でやり 1 回目ダブ

ルポール 、 2回目左ポールなし、 3回目右ポールなし、4回目ポー ルなし、5回目スケーテ

ィングを続けてやりました。結果は、 負けてしまったのですが 、 いろんな動きだったり、

ホームを意識したりといったことが出来たのでいい勉強になりました。

PM 

誰でも使うことが出来るジムで、 サーキットトレーニングをしました。

1. 6kg のボールを右隣りの人に投げる左→右 2, 6kg のボールを左隣りの人に投げる右→

左3, ハードル6本＜らい高さバラバラを両足ジャンプ4, 立って床にタッチしながら限界

まで手を伸ばしていくをx2セット違う種類で、1, ダブルポール2. 腹筋上の部分3, 腕4,

腹筋下の部分 をx2セットをやりました。いつもやってるサーキットトレーニングとは、 ま

た違うところを鍛えることが出来たし、 鍛える方法がわかりました。

その後、体育館でフィンランドvs日本のバスケットボールの試合のために練習をしました。

内田さんと、 直博さんと一緒に3on3で戦いました。 久しぶりにバスケットボー ルをやった
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のでものすごく楽しかったです。 クロスカントリースキー以外のスポ一ツも、いろんな動

きが出来てものすごくいいなと思いました。

夕方過ぎに泊まつてるとこのすぐ裏にある、湖にみんなで飛び込みました。 足が付かなく

て怖かったのですが楽しかったです。 寒かったので暖かい時に入りたいです。 とてもいい

思い出になりました。

3, スキートンネル＆ハイキングコース 8 月 19 日

AM 

2 日目の、スキートンネルでは、スピードを付けてから片足に乗ってを左右交代x4 本、片

足ずつ左右でスラロームx2 本、足を交差して、交差してない方の足で戻すというのをやり

ました。片足ずつに乗ってるのがものすごく難しかったのですが、 3 本目くらいからは、な

れてほとんど足をつかないで乗れるようになりました。 1 本 1 本の足に長く乗ることがとて

も大切だということを直弘さんに教えてもらいました。 いろんなスキーの乗り方を教えて

もらうことが出来、意識するポイントなどがわかりました。

隋

ハイキングコースで、走ったり歩いたりしました。走ってると、アクテイビティ系のやっ

があり、とても楽しそうでした。 途中ジャンプ台を見ることができる所まで行きました。

結構上の方まで登ったので景色がものすごく綺麗でした。 長野県とは、違って山がなくて

空がものすごく広く見えました。 ブルーベリーや、リンゴンベリーなどの実がなっていて、

食べることが出来ました。 普通に美味しかったです。 そして、食べれるキノコもあり取っ

て夜ご飯にしました。 フィンランドは、自然の物は、みんなの物という法律があるので、

取り放題です。 また、ものすごく自然でとても気持ちよかったです。 長野県で言う志賀高

原の林道みたいなところで緑豊かなところでした。

今日は、夕ご飯をみんなで作りました。 メニューは、 トマトパスタ、鶏肉、じゃがいもと

お肉とキノコを混ぜたのと、アイスクリームです。

トマトパスタのトマトソースを 1 から作りました。 作り始めは、不安だったけど一応美味

しいソースが作れました。 みんなで協力して、物事を効率的にやるということを学びまし

た。 自分達にとって上出来に作れたと思います。

4. SNOWPOLI S 8 月 20 日

アンティーさんに SNOWPOLIS について教えてもらいました。 建物は、 4 階でその中にユバス

キュラ大学のスポーッテクノロジーや、ティーチングを教えるところなどいろんな会社が

24 社が入っているそうです。 そこの中にあるジムでは、スポ一ツ選手の体力測定が出来て

定期的に検査することが出来自分の優れているところや、優れてないところなど細かく検

査をすることが出来てその結果をもとに、自分に合ったトレーニングをして、良かったと

ころは、 ． 伸ばして弱いところは、もっと強化して、また、検査をして伸びているかを確認
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することが出来るそうです。定期的に検査が出来たりして、ものすごく羨ましいなと思い

ました。その機械では、酸素摂取量も、測ることが出来そこで、ちょ-追い込んで最後の

力を振り絞って倒れ込むまでやっていました。ものすごく辛そうでした。酸素摂取量が多

いとクロスカントリースキーが早いと言われているそうです。

トップ選手の酸素摂取量

女子 70ml 男子 80ml 

あと、ローラ一スキーバージョンも、ありすごいなと思いました。いっか自分もやってみ

たいです。フィンランドでは、小中は、技術トレーニングと、いろいろなスポ一ツをやっ

ていて、高校生からは、本格的な持久力の練習をするそうです。成長に合ったトレーニン

グと、年齢に合わせたトレーニングが大切ということも、教えてもらいました。日本とは、

まったく違うなと思いました。

1 週間に 1 回ゆっくり走ったり歩いたりを 2、 3 時間やるのも大切。

ポールの計測も、やっていてどのぐらい力をかけたら折れてしまうとか、どこの部分で折

れるのかとかを計測しているそうです。スキーの滑走の計測や、ワックスの計測も、測る

ことが出来るそうです。その計測の機械は、世界にここだけしかないそうです。 SNOWPOL I S

には、

ボカティは、今日までで、移動しました。お昼にハンバーガーを食べました。とてもボリ

ュー ミーで美味しかったです。夕飯は、ピザを食べました。日本とは、違ってとても大き

かったです。

5, ラハティ＆中学校体験（バスケットボール対決） &START工場＆ローラ一スキー 8 月 21

日

AM 

中学 1 年生＜らいの子達と一緒に美術の授業をさせてもらいました。みんなとてもおしゃ

べりでした。まず自己紹介をしました。私達は、フィンランドの子達の名前をカタカナで

書いて教えてあげました。その後、漢字でフィンランドの子の名前を考えてみました。少

し難しかったのですがとても楽しかったし、何よりり喜しそうに友達と見せ合いっこをして

いたので自分も、嬉しかったです！授業は、あっという間に過ぎて行きました。

授業が終わり休み時間になりました。フィンランドの子達と、バスケットボール対決を外

でやりました。た＜さんの人が見（ご来てくれていたので嬉しかったです。ものすごく楽し
く出来たので良かったです。クロスカントリースキー以外でも、いい経験が出来ました。

午前中は、盛りだ＜さんで START 工場にも、連れて行ってもらいました。そこでは、ワ ッ

クスについて教えてもらいました。 2020 年から今まで使っていたワックスが禁止になり、

自然に優しいワックスになるそうです。そこで、 START さんは、自然に優しいハイフローの

新しい XTCエキストラ）を考えて、日本にも今シーズンから販売するそうです。パウダーで

はなく、ジェルで、体に悪くなく、アイロンも使わなくて良いそうです。温度帯もせまく
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なったので選びやすいそうです。今、世界で温暖化が進んでるなかこういった自然に優し

いワックスは、とてもいいなと思いました。

PM 

フィンランドのジュニアチームと、一緒にローラーの練習をさせてもらいました。まず！

ローラ一スキ一をやって驚いたのは！コースではなく歩道でローラ一スキーをやったこと

です。 歩道は、広くて滑りやすくて最高でした。しかも、長くてローラ一スキーでどこで

も行けそうな感じでした。そして、率直に思ったことは、『いいな一』でした。なぜかと

言うと、わざわざコースに行かなくてもローラーが出来るのです。羨ま しいです。メニュ

ーは、アップ、スピー ドゆっくり，早くを繰り返し x5 坂 x3 ダウン，ランニング 自分

達とは、違って少し軽いメニューでしたが中学生の時は、楽しくやる。高校生からは、本

格的。そこも、日本と、違うのかなと思いました。

6, MARWE 見学＆スキー博物館＆ランニング 8 月 22 日

AM 

初めにプレゼンをしてくれました。 MARWE のローラ一スキーは、草のところや、土などいろ

んなところを滑っても、丈夫だということがわかりました。 MARWE は、初めは、ゴム関係の

仕事からスタート したそうです。 1960 年ぐらいにローラー開発が始まった。 2 人の人が始

めた。 1 人の人に 3 人の子供がいて、世界に通用する強い選手だったけど、フィンランドに

は、ローラ一スキーがなかったので作ったそうです。 37 年前のが 1 番最初のローラーだそ

うです。初めて売り出したのは、 1981 年

この会社に、 30 年間や、 1 8 年間務めてる人もいるそうです。 ということは、働きやすい所

でも、あるんだなと思いました。 1 つ 1 つの部品を素早く取り付けている作業を見ること

が出来、こんなにすごいんだなと、実感しました。

PM 

スキ一部博物館にも、連れて行ってもらいました。昔の板やメダルなど歴史的なものがた

＜さんありました。バイアスロンの電気の充電的を当てる体験や、映像でジャンプの体験

をしました。やったことないことも出来たので楽しかったです。そして、ラハテイのジャ

ンプ台が世界選手権で使われます。そこのジャンブ台の上までエレベータ一を使って上が

らさせてもらいました。ものすごく高くてこっからジャンプするジャンプの選手はすごい

なと思いました。そして、いいね！と思ったことがありました。ジャンプ台の高さを利用

して柱の所にボリタリングを設置してありました。無駄なく活用していてすごいなと思い

ました。

今日も、フィンランドのジュニアチームと、練習をさせてもらいました。メ ニューは、ア

ップ、インターバル x5、 1 本目気持ちが良いぐらいの速さ 2、 3、 4 本目は、だんだん上げて

行く 5本目は、全力ぐらいでやりました。自分達の場合は、インターバルと言ったら全て

全力でやるということをやって来たのでまったく違くてびっくりしました。しかも 1 本 1



H30 年 8 月 30 日

本心拍数を測って毎回記録していてすごいなと思いました。 そこも、違うなと思いました。

みんな伸び伸びとしていてものすごく気軽そうでした。 ー緒に練習をさせてもらい、自分

も気軽に楽しくできました。 それは、きっと環境もあるのかなと思いました。 自分達だけ

ではなく他の人達などた＜さんの人がいたり、噴水が出てたりと、走っていてものすごく

楽しかったです。

7. ヘルシンキ（自由行動）＆帰国 8 月 23 日

ヘルシンキでまず、教会を見ました。 2 つの教会を見に行ったのですが雰囲気が全く違う感
じでした。 自分的には、シンプルな感じのと、ゴウジャスな感じでした。初めて見たので

大きいなと思ったのですがフィンランド以外には、もっと大きいところがあるそうです。

そして、自由行動でヘルシンキの街を 2 人で回りました。 た＜さん歩き回りました。た＜

さんの人がいてた＜さんの建物があり、少し迷いっつも自分達の目的地のムーミンショッ

プまでたどり着きました。 ものすごく忙しかったのですがものすごく楽しかったです。最

後のご飯は、 マクドナルドで食べました。 街並みが日本とまったく違くて歩いてるだけで

も楽しかったです。

そして、直博さんと、フィンランドとのお別れ。 1 週間あっという間に過ぎて行きました。

ヘルシンキ空港に付きまた、荷物を預け手荷物検査をして、日本に向かいました。

8, フィンランドの食べ物

フィンランドの食べ物は、主に小麦が多くてすぐにお腹いっぱいになりました。ポテ ト系

の食べ物も多くマッシュポテ トが美味しかったです。 豚、牛、鶏といったお肉も、美味し

かったです。 最後の方にイタリアン系のお店でカルボナーラを食べました。 ボリュームで

とても美味しかったです。 1 週間の間アイスクリームをた＜さん食べました。 何個でも食べ

れるぐらい美味しかったです。マクドナルドも、ありフィンランドのハンバーガー屋さん

もあり日本とは違いとてもボリュー ミーでした。 とてもお腹いっぱいになりました。

9, 感心したこと

フィンランドに来て感心したことは、ペットボ トルを捨てないでお金(20 セント） に変える

ことができるのです。日本の場合はリサイクルとしてゴミに出すけどフ ィ ンランドはお金

に変えることが出来るので、ポイ捨ても少ないのかなと思いました。

横断歩道で渡るのですが真中にも止まるところがありお年寄りの方や、怪我をしている人

にとってとても優しいなと思いました。 自分達も急いで渡って間に合わず 1 、 2 回真ん中で

止まり信号を待ちました。本当にすごいなと思いました。

ローラ一スキーの練習は、普通の歩道でやっている。フィンランドは、スキーに対して国

で協力的だからものすごくいいなと感じました。

フィンランドは、暗くなるのがものすごく遅くて 9 時過ぎにならないと、暗くなりません
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でした。なので遅くまでた＜さん遊んでる人達などいたのでいいなと思いました。

フィンランドの外には、公園がちょこちょこ見られ日本とは、また違う遊具がた＜さんあ

りました。とても楽しかったです。体を常に動かすことが出来ていいな思いま した。

温泉がなくシャワーしかありませんでした。ですが、必ずサウナがあり入り方も違くて石

に水をかけて蒸気を作って汗をかくという入り方でした。体験することが出来たので良か

ったです。

10, 感謝

自分はクロスカント リースキーが大好きで、こうしてこの企画に今回参加させてもらうこ

とが出来てとても嬌しいし、いろいろな経験をさせてもらうことが出来ました。日本との

違いや世界の強さの秘訣など、行ってみないとわからない経験をた＜さんすることが出来

ました。ありがとうございました。ものすごく楽しくて楽しくて本当に留学したいぐらい

楽しかったです。自分にとってフィンラン ドの環境がものすごくいいなと、とても感じま

した。また、フィンランドに行ってまだ知らないことをた＜さん学び身に付け強い選手に

なれるようにしたいです。今シーズンは、フィンランドで学んで来たことをしつかり生か

して、全国制覇に繋げて行きたいです。

最後になりますが、内田さんにこの企画を今年も立ててもらったことから始まつてフィン

ランドでも、いろんなサポー トをして頂きました。ありがとうございました。

直博さんには、いろんな所のアポ取りや、通訳、車の運転などいろいろな面でお世話にな

りました。フィンランドでのアドパイスもた＜さん してもらいました。ありがとうござい

ました。

そして、 Who is next? 募金 T シャツに協力して下さった、た＜さんの方々ありがとうござ

いました。

この貴重な体験をしつかり生かして行きたいです。

本当にありがとうございました。


