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日程　�010 年 7 月 18 日（日）10：00 ～ 1�：��

会場　北翔大学

第一部シンポジウム

　　　　　　　　　「小学校バレーの普及について～教材化による底辺拡大と中学校との連係～」

　開会に先立て、会長の遠藤俊郎、稲垣篤（北海道小学生バレーボール連盟会長）、小田嶋政子（北翔大学生

涯スポーツ学部学部長）の 3名の方々より挨拶があった。

　永谷稔氏（北翔大学）の司会で進められ、はじめに 2 人のシンポジストの紹介とシンポジウムの概要が説

明された。

　シンポジスト　山崎達也先生（江別太小学校教諭、江別中央ジャンプ監督）

　　　　　　　　松井明生先生（いずみの小学校教頭、恵み野バーズコーチ）

　今回のシンポジウムは、平成 23 年度から完全実施化される小学校学習指導要領の中で、ネット型ゲームと

して「ソフトバレーボール」が第 3・4学年から導入されることになり、これをきっかけとして教材化による

底辺拡大への動きと中学校との連係の取組みなどを取り上げて行くことになった。特にバレーボールのサマー

キャンプの実績も豊富な北海道小学生バレーボール連盟の積極的な取組みや教材化への準備状況などを紹介

しながら、議論を進めた。

■山崎達也氏

　現在、25 名を受け持つ小学校の教員である。子供たちは無限の力を

持っており、それを目覚めさせることに、教員としてのやりがいを持っ

て毎日努力している。子供たちに本音をさらけ出させるには、教師自

身が生徒と素直にまっすぐに向かい合うことが大切だと考える。大学

時代は、忙しい毎日を送っている中で目標を失った時期があったが、

恩師からのバレー指導の誘いや教育実習を通して子供と触れ合ううち

に目標が定まり、教育の道を進むことを決めた。バレーボールを通して、子供たちも成長してもらいたいと

考えるようになった。

○ソフトバレーボールの教材化に向けて

　財団法人日本バレーボール協会の取り組みを、資料を基に説明された。

　平成２年、（財）日本バレーボール協会では、バレーボールの普及・発展を大局的見地から考え、小学校体

育科の教材にバレーボールを導入すべく取り組みを開始した。特別委員会として ｢ 小学校教材推進委員会」

を設け、日本小学生バレーボール連盟に同時期設立した「ミニソフトバレー委員会」と連携して取り組むこ

とを確認した。平成３年と４年には、全国の３小学校に研究指定校（北海道山の手南小学校が含む）を委嘱し、

教材としての価値、授業の方法等々について研究が進められた。

　この研究は、それまでゴム製のソフトバレーボール（ソフトバレー）で主に行われていたものでは難しく、

その後の改良も不十分であったために「小学校では無理である」、「中学校でも女子は難しい」などと否定的

に捉えられていたバレーボールを教材として価値あるものへと変える研究であった。基本的なバレーボール

の概念にとらわれず、ネット型スポーツのエキスである「ネットを挟んで返し合い（ラリーの応酬し合い）
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ながら得点や勝ち負けを競うことを楽しむ」ことを子どもたちに体験させるために施設用具、ルール等々バ

レーボールを構成する全ての要素について研究・改良を進めた。その結果、資料１に示す内容が、ソフトバレー

ボールの特性として示された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料 1

　次にソフトバレーボールの運動量に関するデータも、資料 2を基に説明された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料２

以上の様々な研究結果からソフトバレーボールは ､非常に優れた小学校体育科教材であることが立証された。

　現行の指導要領は、「ソフトバレーボール」か「ソフトボール」を選ぶ形になっており、調査はしていないが、

自分の感覚として、やっている所はしっかりやっているが、まったくやっていないという感じである。自分

の前の学校では、積極的に取り入れており 5,6 年生の体育でソフトバレーボールを行ったが、その中で色々

と問題点があった。

「コートの数」：体育館によって、バトミントンコートの設置できる数が制限されるので、できるだけ回数を

多くボールに触らせるために、コートの間にもコートを作って行った。また新しいネットや支柱を導入する

○ネット型ゲームであり、相手と接触することが少なく安全生も高い。また、接触プレーがないことで普

　段の学習で逃げ腰の児童も積極的に参加できる。

○従来のバレーボールではボールが硬く、重いためボールに対する恐怖心も有りボールコントロールも難

　しかった。そのため、バレーボールの最大の特性であるラリーの応酬もままならなかった。しかし開発

　されたソフトバレーボールは柔らかく、軽いためボールに対する恐怖心や怪我もほとんどない。誰もが

　積極的に参加しラリーの応酬を楽しむことができる。ボールは、新しくビニール製の 30g,50g,100g のも

　のが開発され、日本バレーボール協会推薦、小学校教材用と明記されている。

○ボール以外の用具は既存のバドミントンコート、支柱、ネット等を使用できる。ソフトバレーボール専

　用の支柱、ネットも既に開発され、バドミントンの支柱穴がなくてもセットできるようになっている。

○攻撃と守りがネットを挟んで区別されているため、自分たちで立てた作戦をゲームに容易に反映させる

　ことができる。そのため、喜びも大きく、友達と関わる楽しさを体得しやすい。

○ルールが容易で、しかも自分たちの自由な発想でルールを工夫しながら、ゲームを進めることができる。

　児童自らが創り上げていく部分が多いため関心、参加意欲も高く、自己評価もしやすい。

○性差が比較的少なく、男女一緒にゲームを楽しむことができる。

○１チームの人数が少なく（４～６人 )一人一人に存在感があり、チームの協力が特に必要となる。

○一度に多人数の児童の活動が可能であり、セルフジャッジも容易である。

○上向き方向に対する技能の伸張が図られ、ボールをはじくという新しい技能も高まる。

※個人的な意見として、バスケットボールやサッカーに比べて、性差が少ないという意見も加えられた。

（１）万歩計による運動量の測定

　１セットあたりの万歩計の平均は、高技能男子 1760 歩、低技能男子 834 歩、高技能女子 1035 歩、低技

　能女子 820 歩であった。１時間の平均は 2224 歩であった。ちなみに、同学級におけるバスケットボール

　の平均は 1011 歩であった。

（２）ボールの接触回数

　１セットあたりのボールの接触回数は、高技能男子 24.4 回、低技能男子 7.0 回、高技能女子 17.3 回、　

　低技能女子8.3回であった。１時間２セットの平均回数は28.7回、バスケットボールでは27回であった。

（３）ゲーム中の心拍数

　ソフトバレーボール中の児童の心拍数は ､ 最大心拍数に対して５年生で 78.1％、３年生で 78.5％、１年

　生で 75.4％という結果がでている。普通の体力作りは、最大心拍数の 65％以上を目指して行われている。
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○小学生バレーと中学生バレーの違い

　・ルールの確認（クイズ形式）を行った。

・ボールの大きさ（周囲）: 62 ～ 64cm 小学生と中学生の大きさは変　

　わらない

・重さ：210g ± 10g、小学校と 40g 違う、家庭婦人は相変わらず白い

　ボール

・コートの広さ：小学生は 8m、中学生は 9m

・ネットの高さ：小学生男女とも 2m、中学校女子 2.15m 男子 2.30m

・コートのライン、アタックラインの意味：メンバーチェンジするエ

　リアのため、フロントゾーンの中でサーブを直接返球してはいけな

　いため。

・ポジション：小学校はフリーポジション、9人制と違うのは、9人制はコートの中に 9人いなくてもよいが、

小学生の場合は 6人コートの中にいなければならない。中学生はリベロがある。サーブ順が、小学校は、ロー

テーションがないので、どちらのチームも 1 番の人から打つ。そのために 6 人制の公式記録の最初の欄の×

はない。

・競技方法：小学校は 21 点、中学校 25 点、チェンジコートは 11 点。ダブルコンタクトは小学校では存在し

ない（1，2，3本目もない）。中学校は 1本目にだけある。

　次に、組織について、小学校と中学校の違いをイラストで説明した。

図 1　小学生バレーと中学生バレーの

　　　ルールの違い

図２　少年団と部活の組織の違い
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・勝利至上主義について

　江別中央のチームで、16 年で女子は 11 回、男子は 3 回、全国大会に出場している。また平成 15 年度から

少年団の全国大会が始まり、そちらの大会にも 7 回中、女子が 3 回、男子も 3 回出場している。毎年全国に

出ることを目指しているので練習はハードである。1999 年前後によく練習試合に東京に遠征に行ったが、そ

の時に体罰を目にすることがあり、メディアでも取り上げられたために、日本小学生バレーボール連盟の会

長から「体罰禁止」の通達が出されることになった。体罰が明らかになった場合は、監督としての資格を剥

奪することになっている。2000 年から北海道では体罰は見られなくなっている。体罰がなくても強いチーム

はできることを示しながら、指導者の育成も考えて行きたい。

・子ども達に未来を

　現在、少年団の出身者で V リーグの選手もいるが、小学校や中学校の先生になった子どもが 3 人になった。

少年団は、25 周年になるのですが、20 周年の時に作った時の記念誌の中の一人の文章を読んで、講演を終えた。

山崎氏への質問

Q: 附属小・中学校の先生が問題にしているのが、小学校のソフトバレーボールという教材と中学校のバレー

ボールは、ちょっと異質のもので、つながらないのではないかという意見がある。どのような要素が、学び

にあるのかを明確にして指導した方が良いという意見がある。

A: 色々なケースが考えられる。経験しているかどうかの差が大きく見られる。

ルールをレベルに合わせて考えてもらったら、良いのではないか。

Q: 更新講習などで、ソフトバレーボールの話をするが、なかなか広がっていかない状況である。横の繋がり

をどのように作っていこうと考えられているのか。

A: 普及に関しては、どう広げて行こうか考えている。様々な講習会を開く、講師の選定など小連と協力して

行って行く予定である。

■松田明生氏

　私は、山崎先生と同じ年齢で、予備校を含め、一緒に色々な活動を行っ

てきた。小学校の時は、体育が苦手だった。中学校ではバスケットに夢

中になり、高校でもバスケットをやるつもりだった。高校で本屋先生に

誘われてバレーを始めた。高校の時は辛くて、楽しくなったのは辞めた

後であった。

　教員になって、最初 4年間はミニバスに夢中になった。それからバレー

の少年団を立ち上げて、指導を始めた。その後、山崎先生と一緒に練習

した。週 5 日の練習、最低 4 時間、土日は朝から晩まで練習していた。山崎先生は指導普及委員長で、私は

審判を中心に活動し、小連の審判委員長をしていた。子ども達には、審判の立場から指導してきた。ルール

が毎年変わっていたので、それを子ども達に伝え、また審判に好かれるチームが、まず良いチームであると

言い聞かせていた。ワンタッチしているのにノーノーと言わないとか、最初の挨拶や握手もしっかり行うよ

うにさせた（礼儀作法）。5年前に恵み野の小学校に転勤をして江別市のチームとはライバルチームになって、

頑張っている。

　中学校で普及委員長をされていた先生が、現在勇退された後に、私と一緒に指導をされている。この点で、

中学との連携を話すことができるかなと思っている。
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ためにはどうしてもお金がかかる。

「コートの準備時間」：サッカーとバスケットボールとの違いは、用具がすでに設置されていて準備に時間が

かからないとう点である。

　2 年生の授業に、飛び込みでバレーボールを行ったことがあったが、10g のボールでラリーが続いた。その

後も、教室にビニール紐をはりネット代わりにして、教室で行うこともできた ( 走り回るよりもいいかな）。

教室の中でサッカーやバスケは無理だけれども、このボールだと、どこに当たっても割れないので安全とい

う面もある。バレーボールの経験者は、正規のルールにこだわり過ぎるので、あまりこだわらずに、多くの

児童にラリーを楽しんでもらうような考え方をしてもらいたい。練習ばかりでは面白くなく、試しのゲーム

を早めに行う方が良いと思う。

○普及について

　これからの展望ということで、パンフレットが全国の小学校に 2 学期早々に 1 冊配布される。これをいか

に活用してもらうかということで、準備を進めている。また、バレーボールの指導普及委員会では、学習カー

ドと学習展開を、1月末までにはホームページからダウンロードできるように準備を進めている。

　先週、東京の花見堂小学校でソフトバレーボールの授業を行った。チーム分けをした後に、まずみんなで

話し合って「チームのガッツポーズ」を決めてもらった。ボールを色々と変えて実施し、最初は軽いボール

からスタートして、ラリーを続くようにした。50g から 100g に変えながら行った結果、子供たちの評価は

100g の方が楽しいという意見が多かった。慣れてくると、よりスピード感を求める傾向があった。ワンバウ

ンド OK でラリーが多く見られたが、ボールデッドがネットの下を通過することで起こってしまったので、ネッ

トに一工夫できればよいのではないかと考えた。例えばネットの幅を広げて、隙間をなくすようにしたらよ

いのではないかと考えている。

　普及活動の一端として、7 月 28 日～ 8 月 1 日にかけて北海道小学生バレーボールサマーキャンプが行われ

ている。北海道のバレーボール少年団のチームが、2 泊 3 日で 2 班に分かれて練習やゲームを行う。そこに

もバレーボールの指導者の先生方がいるので、説明していきたいと考えている。また北海道は、中学校のジュ

ニアキャンプも、１次、２次、３次と分かれて行っている。１次キャンプが８月の上旬に行われ、その時に

でも地区によって小学生も参加しているので、先生方は自分の関係する学校だけでなく、近隣の学校の先生

に呼びかけて、ソフトバレーを 23 年度から取り組んでもらうように呼びかけてもらいたい。

○小学生バレーとの接点

　江別中央ガッツ（男子）・ジャンプ（女子）が、同じ時間同じ体育館で隣り合って練習をしている。１～ 6

年生まで児童を対象として行っており、下級生に関してはソフトバレーボールを使ってラリーを楽しんで練

習しているので、十分活用できると考えられる。小学生バレーの堅いバレーを目指すチームであっても、最

初は柔らかいソフトバレーボールを使っても有効な活動ができる。先輩達のプレーを見ながら、子ども達の

要求としては、軽いボールから重たいボールへ変わって行く傾向がある。柔らかなボールから堅いボールへ

かなり差はあるので、ミカサに協力を頂き新しいボール「キッズバレーボール」を作ってもらった。

○小学生バレーが向かって行くもの

　2009 年度は、出生率は史上最低であり、10 年後には今よりひどい状況が考えられる。昨年グランドチャン

ピオン大会で、男子が銅メダルをとったが、誰も入部してこなかった。女子もだんだん減少してきており、

バレーボールを普及する手だてを考える必要がある。教材を無料化するなどの補助があったら良いのではな

いかと、個人的には思っている。
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をどのように作っていこうと考えられているのか。

A: 普及に関しては、どう広げて行こうか考えている。様々な講習会を開く、講師の選定など小連と協力して

行って行く予定である。

■松田明生氏

　私は、山崎先生と同じ年齢で、予備校を含め、一緒に色々な活動を行っ

てきた。小学校の時は、体育が苦手だった。中学校ではバスケットに夢

中になり、高校でもバスケットをやるつもりだった。高校で本屋先生に

誘われてバレーを始めた。高校の時は辛くて、楽しくなったのは辞めた

後であった。

　教員になって、最初 4年間はミニバスに夢中になった。それからバレー

の少年団を立ち上げて、指導を始めた。その後、山崎先生と一緒に練習

した。週 5 日の練習、最低 4 時間、土日は朝から晩まで練習していた。山崎先生は指導普及委員長で、私は

審判を中心に活動し、小連の審判委員長をしていた。子ども達には、審判の立場から指導してきた。ルール

が毎年変わっていたので、それを子ども達に伝え、また審判に好かれるチームが、まず良いチームであると

言い聞かせていた。ワンタッチしているのにノーノーと言わないとか、最初の挨拶や握手もしっかり行うよ

うにさせた（礼儀作法）。5年前に恵み野の小学校に転勤をして江別市のチームとはライバルチームになって、

頑張っている。

　中学校で普及委員長をされていた先生が、現在勇退された後に、私と一緒に指導をされている。この点で、

中学との連携を話すことができるかなと思っている。
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ためにはどうしてもお金がかかる。

「コートの準備時間」：サッカーとバスケットボールとの違いは、用具がすでに設置されていて準備に時間が

かからないとう点である。

　2 年生の授業に、飛び込みでバレーボールを行ったことがあったが、10g のボールでラリーが続いた。その

後も、教室にビニール紐をはりネット代わりにして、教室で行うこともできた ( 走り回るよりもいいかな）。

教室の中でサッカーやバスケは無理だけれども、このボールだと、どこに当たっても割れないので安全とい

う面もある。バレーボールの経験者は、正規のルールにこだわり過ぎるので、あまりこだわらずに、多くの

児童にラリーを楽しんでもらうような考え方をしてもらいたい。練習ばかりでは面白くなく、試しのゲーム

を早めに行う方が良いと思う。

○普及について

　これからの展望ということで、パンフレットが全国の小学校に 2 学期早々に 1 冊配布される。これをいか

に活用してもらうかということで、準備を進めている。また、バレーボールの指導普及委員会では、学習カー

ドと学習展開を、1月末までにはホームページからダウンロードできるように準備を進めている。

　先週、東京の花見堂小学校でソフトバレーボールの授業を行った。チーム分けをした後に、まずみんなで

話し合って「チームのガッツポーズ」を決めてもらった。ボールを色々と変えて実施し、最初は軽いボール

からスタートして、ラリーを続くようにした。50g から 100g に変えながら行った結果、子供たちの評価は

100g の方が楽しいという意見が多かった。慣れてくると、よりスピード感を求める傾向があった。ワンバウ

ンド OK でラリーが多く見られたが、ボールデッドがネットの下を通過することで起こってしまったので、ネッ

トに一工夫できればよいのではないかと考えた。例えばネットの幅を広げて、隙間をなくすようにしたらよ

いのではないかと考えている。

　普及活動の一端として、7 月 28 日～ 8 月 1 日にかけて北海道小学生バレーボールサマーキャンプが行われ

ている。北海道のバレーボール少年団のチームが、2 泊 3 日で 2 班に分かれて練習やゲームを行う。そこに

もバレーボールの指導者の先生方がいるので、説明していきたいと考えている。また北海道は、中学校のジュ

ニアキャンプも、１次、２次、３次と分かれて行っている。１次キャンプが８月の上旬に行われ、その時に

でも地区によって小学生も参加しているので、先生方は自分の関係する学校だけでなく、近隣の学校の先生

に呼びかけて、ソフトバレーを 23 年度から取り組んでもらうように呼びかけてもらいたい。

○小学生バレーとの接点

　江別中央ガッツ（男子）・ジャンプ（女子）が、同じ時間同じ体育館で隣り合って練習をしている。１～ 6

年生まで児童を対象として行っており、下級生に関してはソフトバレーボールを使ってラリーを楽しんで練

習しているので、十分活用できると考えられる。小学生バレーの堅いバレーを目指すチームであっても、最

初は柔らかいソフトバレーボールを使っても有効な活動ができる。先輩達のプレーを見ながら、子ども達の

要求としては、軽いボールから重たいボールへ変わって行く傾向がある。柔らかなボールから堅いボールへ

かなり差はあるので、ミカサに協力を頂き新しいボール「キッズバレーボール」を作ってもらった。

○小学生バレーが向かって行くもの

　2009 年度は、出生率は史上最低であり、10 年後には今よりひどい状況が考えられる。昨年グランドチャン

ピオン大会で、男子が銅メダルをとったが、誰も入部してこなかった。女子もだんだん減少してきており、

バレーボールを普及する手だてを考える必要がある。教材を無料化するなどの補助があったら良いのではな

いかと、個人的には思っている。
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ながら得点や勝ち負けを競うことを楽しむ」ことを子どもたちに体験させるために施設用具、ルール等々バ

レーボールを構成する全ての要素について研究・改良を進めた。その結果、資料１に示す内容が、ソフトバレー

ボールの特性として示された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料 1

　次にソフトバレーボールの運動量に関するデータも、資料 2を基に説明された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料２

以上の様々な研究結果からソフトバレーボールは ､非常に優れた小学校体育科教材であることが立証された。

　現行の指導要領は、「ソフトバレーボール」か「ソフトボール」を選ぶ形になっており、調査はしていないが、

自分の感覚として、やっている所はしっかりやっているが、まったくやっていないという感じである。自分

の前の学校では、積極的に取り入れており 5,6 年生の体育でソフトバレーボールを行ったが、その中で色々

と問題点があった。

「コートの数」：体育館によって、バトミントンコートの設置できる数が制限されるので、できるだけ回数を

多くボールに触らせるために、コートの間にもコートを作って行った。また新しいネットや支柱を導入する

○ネット型ゲームであり、相手と接触することが少なく安全生も高い。また、接触プレーがないことで普

　段の学習で逃げ腰の児童も積極的に参加できる。

○従来のバレーボールではボールが硬く、重いためボールに対する恐怖心も有りボールコントロールも難

　しかった。そのため、バレーボールの最大の特性であるラリーの応酬もままならなかった。しかし開発

　されたソフトバレーボールは柔らかく、軽いためボールに対する恐怖心や怪我もほとんどない。誰もが

　積極的に参加しラリーの応酬を楽しむことができる。ボールは、新しくビニール製の 30g,50g,100g のも

　のが開発され、日本バレーボール協会推薦、小学校教材用と明記されている。

○ボール以外の用具は既存のバドミントンコート、支柱、ネット等を使用できる。ソフトバレーボール専

　用の支柱、ネットも既に開発され、バドミントンの支柱穴がなくてもセットできるようになっている。

○攻撃と守りがネットを挟んで区別されているため、自分たちで立てた作戦をゲームに容易に反映させる

　ことができる。そのため、喜びも大きく、友達と関わる楽しさを体得しやすい。

○ルールが容易で、しかも自分たちの自由な発想でルールを工夫しながら、ゲームを進めることができる。

　児童自らが創り上げていく部分が多いため関心、参加意欲も高く、自己評価もしやすい。

○性差が比較的少なく、男女一緒にゲームを楽しむことができる。

○１チームの人数が少なく（４～６人 )一人一人に存在感があり、チームの協力が特に必要となる。

○一度に多人数の児童の活動が可能であり、セルフジャッジも容易である。

○上向き方向に対する技能の伸張が図られ、ボールをはじくという新しい技能も高まる。

※個人的な意見として、バスケットボールやサッカーに比べて、性差が少ないという意見も加えられた。

（１）万歩計による運動量の測定

　１セットあたりの万歩計の平均は、高技能男子 1760 歩、低技能男子 834 歩、高技能女子 1035 歩、低技

　能女子 820 歩であった。１時間の平均は 2224 歩であった。ちなみに、同学級におけるバスケットボール

　の平均は 1011 歩であった。

（２）ボールの接触回数

　１セットあたりのボールの接触回数は、高技能男子 24.4 回、低技能男子 7.0 回、高技能女子 17.3 回、　

　低技能女子8.3回であった。１時間２セットの平均回数は28.7回、バスケットボールでは27回であった。

（３）ゲーム中の心拍数

　ソフトバレーボール中の児童の心拍数は ､ 最大心拍数に対して５年生で 78.1％、３年生で 78.5％、１年

　生で 75.4％という結果がでている。普通の体力作りは、最大心拍数の 65％以上を目指して行われている。
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○小学生バレーと中学生バレーの違い

　・ルールの確認（クイズ形式）を行った。

・ボールの大きさ（周囲）: 62 ～ 64cm 小学生と中学生の大きさは変　

　わらない

・重さ：210g ± 10g、小学校と 40g 違う、家庭婦人は相変わらず白い

　ボール

・コートの広さ：小学生は 8m、中学生は 9m

・ネットの高さ：小学生男女とも 2m、中学校女子 2.15m 男子 2.30m

・コートのライン、アタックラインの意味：メンバーチェンジするエ

　リアのため、フロントゾーンの中でサーブを直接返球してはいけな

　いため。

・ポジション：小学校はフリーポジション、9人制と違うのは、9人制はコートの中に 9人いなくてもよいが、

小学生の場合は 6人コートの中にいなければならない。中学生はリベロがある。サーブ順が、小学校は、ロー

テーションがないので、どちらのチームも 1 番の人から打つ。そのために 6 人制の公式記録の最初の欄の×

はない。

・競技方法：小学校は 21 点、中学校 25 点、チェンジコートは 11 点。ダブルコンタクトは小学校では存在し

ない（1，2，3本目もない）。中学校は 1本目にだけある。

　次に、組織について、小学校と中学校の違いをイラストで説明した。

図 1　小学生バレーと中学生バレーの

　　　ルールの違い

図２　少年団と部活の組織の違い

小学生バレー 中学生バレー
大きさ

重さ

デザイン
６２～６４ｃｍ

（４号球）
６２～６４ｃｍ

（４号球）

ニュー
カラーボール

カラーボール

ちなみに家庭婦人
は初代の白です！

２００ ～
        ２２０ｇ

２４０ ～
        ２６０ｇ

軽量４号

みんなが大好きな

ミカサボール

＊相違点は何？

少年団活動 部活動組　織

日本バレーボール協会
日本体育協会

日本小学生バレーボール連盟
日本スポーツ少年団

北海道小学生バレーボール連盟
北海道スポーツ少年団

石狩地区小学生バレーボール連盟
恵庭市スポーツ少年団

恵み野パーズ
恵み野バレーボール少年団

日本バレーボール協会

日本中体連バレーボール競技専門部

北海道中体連バレーボール競技専門部
北海道バレーボール協会

石狩管内中体連バレーボール競技専門部

恵庭市中体連バレーボール競技専門部
千歳地区（恵庭）バレーボール協会

恵庭市立恵み野中学校
女子バレーボール部
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　全日本バレーボール小学校大会には、スポーツ少年団活動として行っているチームも参加できたが、新た

に少年団対象の全国大会（全国スポーツ少年団バレーボール交流大会）を作ってもらい、年 2 回、3 月と 8

月に全国大会が開催されている。ただ日体協の交流大会には、4年生以上しか出場できない。

　指導者の資格としては、少年団組織を立ち上げる場合、指導者の資格を持っていなければ立ち上げること

ができない。また日小連で主催する大会では、全国指導者講習会受講証明書か日体協の公認コーチ資格も持っ

た人がベンチスタッフにいなければ大会に出られないという制約がある。中学校の場合監督は、教員でなけ

ればならない。外部コーチは監督にはなれず、また校長の許可が必要である。

　活動に関して、少年団の場合は、私は教員ですが小学校の学校教育の一部にはしては見てもらえず、基本

は習い事と一緒で、一度学校から帰ってから集まって練習をすることになる。保護者と一緒に協力しながら

行い、小学校 1 年生からでも始めることができる。中学校の部活動の方は、学校の教育活動の一部であると

考えられているが、あくまでもボランティア活動と位置付けられている。強制はされていないが、実際に現

場では強制に近い形になっている。

○普及活動

　北海道小学校バレーの普及活動は、いろ

いろな大会を開催しているが、その中でも

北海道特有の大会で、男女が一緒になって

チームを組んで出られる大会を行ってい

る。ミックスチームは基本的に男子の部に

参加する。男子を救済するための大会だっ

たのですが、段々ある地域では勝ちを意識

し始めて、男子が 1 人だけで、他は女子 5

人にしているところも出てきて優勝し始め

たので、新たな課題になっている。男子の

人数は少ないが、それに参加した選手が中

学校で続けているので、成果はあると考え

ながら運営している。サマーキャンプは大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きなイベントとなっている。またバレー

ボール教室を年 2 回、各地区、小連の希望を取って行っている。そのほかに日小連から V リーグの選手が来

て講習を実施している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サマーキャンプの紹介

　中学校の場合は、3 年生が引退して 2 年生主体のチームがスタートとして考えた場合、以下のようなスケ

ジュールで行っている。

図３　北海道小学生バレーの普及活動

・1 班はレベル初級、2 班は上級、1 班 350 名に分けており、父兄も 100 名以上参加するので、のべ 1000 名       

　以上の人が集まる。

・芦別の宿泊施設を使い、5面で基礎練習を半日ずつ行う

・夜の集い（非常に大切）、大谷高校の部員がモデルになって、一緒に合宿してくれる。各チームがチーム紹

　介を行う。優秀チーム賞：時間を守る、清掃等

・全国に行く小学校チームの壮行会

各種大会

サマー

キャンプ

バレーボール

教室

・ファミリーマートカップ全日本バレーボール小学生大会北＆南北海道大会

・道新カップ北海道小学生バレーボール大会４ブロック大会

・北海道小学生バレーボール選抜優勝大会

・ソフトバレーボール大会（全道４か所）

・男女混合の部を入れた全道大会の実施（北海道独自の取り組み）

・７月下旬の夏休み中　２泊３日の日程で２班実施

・１班（基礎技術中心）　２班」（応用技術中心）

・日程　１日目午後（技術指導）　２日目午前（技術指導）午後（試合練習）

　３日目午前（試合練習）

・１，２日目の夕食後「友情の広場」を実施し、全チーム紹介（出し物）を

　行う。

・全道で２か所実施。道小連指導普及委員会スタッフを派遣。（地区小連単

　位で希望制）

・その他日小連主催のバレーボール教室誘致。
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ので、移動の問題は無い。

第二部　オンコートレクチャー

「小学生バレーのオフェンス指導」　　山崎達也氏・松井明夫氏

午後のオンコートレクチャーは、体育館に移動して 13：10 ～ 15：00 まで約 2時間、江別中央ジャンプ・ガッ

ツ、恵み野バーズの計 3チームをモデルにして行った。

○練習の前のアドバイス

１）今の練習は、自分と試合にどう役に立つかを考えながら練

習しよう。

２）チームの目標を、明確にしよう。目標の設定の仕方としては、

「自分たちができる目標ではなく、ちょっと無理かなと思うぐら

いの目標」を立てることにしよう。

○サーブ

今日の課題は、変化させるための練習を行う。以下の 4つの回転の練習を行う

１）ドライブ回転　　　２）スライス回転

３）カーブ回転　　　　４）シュート (カーブの逆）回転

練習課題１：4 つのサーブの中で不得意のサーブを練習し、学会参加者に各選手

がお願いして、サーブの指導をしてもらう。

※サーブの順番が回った時・苦しい試合の時に、今の先生の顔を思い出してください。

練習課題２：ジャンピングサーブ

１）ジャンピングフローターの打ち方

・右手で投げ上げ、左足で踏み切り、斜め目に走り、

　投げ上げた後にコートの中に入る。

1人 10 本ずつ打つ。

※難しいサーブを打てると、普通のサーブも良くな

る。

２）試合の時に緊張するための対策

・1番から全員が入ったら終わり、1人でも失敗したら次の人からやり直し全員が連続して入ったら OK

罰ゲーム：誰かがミスしたら、腕立て 10 回　　　　　　　　　　

腹筋　10 回　パンチング 10 回　バービー 10 回

・どのチームが早く終わるか　5 分間、楽しみながらプレッシャー

をかける

※初心者の打ち方やフォームは、①上下の動きを無くす、②体重

の移動、顔は動かさない

○アタック

形から入る

感覚から入る　　
→小学生はこちらの方が良い

良いサーブの条件

１．スピード

２．変化

３．コントロール

サーブの指導上のポイント

　・唯一の個人技、しかし心理的にはチームプレー

　・重心の移動：後ろから前へ

　・トスを大切に、顔を動かさない

　・サーブとサーブカットは比例する
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４）男子が少ない (男子のチームが無くなっている）。

また、少中連携する上で取り組むべきことやの課題として、以下のことが考えられる。

１）取り組むべきこと、子供たち一人ずつに合った練習を考える。

２）子供は試合に出たいので、レギュラーだけの試合ではなく、色々なゲームを考える。パスだけの練習で

終わりでは、子供たちは育たない。

３）低身長の人が活躍できるルールを考える。中学校でも、リベロが同時に 2人出れるとか、フリーポジショ

ンの導入など、低身長の子供がずっと活躍できるように（9人制でも活躍できるように）考えたい。

４）小中を通した一貫した指導方法が必要である。一貫した教育は実践されていると思うが、勝ちを意識し

始めるとどうしても独自の流派に走る傾向が指導者にはある。

５）指導者の育成として、最近は指導者が日体協の資格取得のために 5 ･ 6 万円出費して、資格を取得した人

しか出場できない時代になっている。今の時代にこれだけの負担をかけて、資格を取らせることは、指導者

の減少につながるのではないだろうか。もう少し別の方法は無いのだろうか。

６）ソフトバレーボールの取り組みを強化、推進し、小学校でバレーボールの人口を増やせば、中･高ではあ

る程度増やすことは可能である。授業の中で、ソフトバレーボールが面白いということを伝えて、参加する

児童を増やして行きたいと考えている。

松井氏への質問

Q: 先生の話の中で、中学校のルールの中に小学校のフリーポジションのルールを取り入れてはどうかという

話があったが、私は逆の発想で、小学校がローテーションを取り入れた方が、スパイクやレシーブなの色々

な動きができるようになるので良いと思うのですが。（調布大塚クラブ）

A：昔は、ローテーションのルールで行っていた。またバックセンター固定制などもあったが、子供にルール

にとっては難しくなく、できるだけ簡単な方が良いと思う。また、低身長の子供たちが多く活躍できるよう

にするためには、今の方が良いように思う。ただ中学校ではローテーションを覚えることが大変なので、そ

れは大きな課題になっていることは理解している。今後、フリーポジションの部、ローテーションの部、身

長別の大会、とか色々な試合を考えてよいかもしれない。またルールに関して、メンバーチェンジも 1 回交

代するとコートに入れないが、何回も入ることができるようになれば、控えの選手の意識も変わるのではな

いかと思う。

Q: 小中の教員の人事交流があり、中学校の先生が小学校に行ってしまうと、指導できない状況になってしま

う。管理職の松井先生としては、5時以降にそのような活動を積極的に行うように指導しますか。

A：8 時から 16 時までの間で仕事か完了できれば良いのだが、現状では無理である。私は、少年団を続けて

きている人間なので、そのような活動に参加している若い指導者には協力していきたいと考えている。しか

し現実には、社会体育なので自分の小学校で活動している分には良いが、他の小学校で活動している場合は

難しい面も出てくる。人事に関しては、ある程度考慮してくれる面はある。北海道では、小中の移動はない

○具体案（実際に松井氏が行っている例）

　チームを 6つぐらい呼んで、2面のコートを時間性で試合を行っている。タイマーを使って 20 分間で区

切って行っている。早く終わった場合は、その後の時間を交代要員での試合を行う。それでも試合に出ら

れない場合は、交流試合を入れたりする。昼休みなどを使っても行う。できるだけ全員が試合に出られる

ようにする。このような練習方法を中学校でも採用してもらえないかなと考えている。少しでも試合に出

て、友達とコミュニケーションが取れる機会を作ってあげる。
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夏休みに、各地区で 1 次キャンプが 2

日間で、指導普及委員のもとで開催さ

れている。その中で、優秀選手を集め

た合宿もやっている。2 学期の間に管内

で予選会があり、選抜されたチームが 2

次キャンプに参加できる。チームが冬

休み中に、芦別の施設に集まって合宿

を行う。春休みには、各地区協会から

選抜チームを 4 チーム出して全道大会

を開催し、その中からまた選手を選抜

して、選抜チームを結成する。

                                 ジュニアキャンプ「心の７ケ条」

○小学校と中学校の連携

　少年団側から、長身者のリストなどの選手の情報提供をしている。また中学校のジュニアキャンプに呼ば

れたら参加できるようにしているし、中学校大会に審判員として協力している。練習施設の貸し借りや合同

練習などの連携をしている。練習試合の中で、小学生のルールだとセットを取ることもあり、フリーポジショ

ンの有利さを痛感する。

 

　中学校側からは、ジュニアキャンプへの招

待、練習試合、選手の近況報告などがある。（図

5参照）

　今後の課題としては、以下のことが挙げら

れる。

１）中学校に行ってもバレーを続けない人が

いる。小学校で燃え尽きさせてしまうことで、

次につながらない状況がある。

２）少年団や部活動の数が減ってきている。

の生徒数が減ってきている。

３）若い指導者が育たない（時間的に余裕が

無い )。

１．学習に努力する心のあるものは、よい選手になれる。

２．生活のルールを大事にする心のあるものは、よい選手になれる。

３．いつでも、だれでも、まじめに接する心のあるものは、よい選手になれる。

４．つらいことを、のりこえようとする心のあるものは、よい選手になれる。

５．チャレンジする心のあるものは、よい選手になれる。

６．感謝する心のあるものは、よい選手になれる。

７．親を大切にする心のあるものは、よい選手になれる。

図５　少年団と中学校の連携

図４　北海道中学生バレーの普及活動

夏休み

２学期中

冬休み

春休み

５月上旬

１学期中

・各地区で１次キャンプを開催する。

・優秀選手を集め合宿し、北海道選抜の選手を選考する。

・中学校単位で管内大会を行い、２次キャンプに参加するチームを決める。

・北海道選抜選手の練習。

・各地区の代表チームを集め、２次キャンプを開催する。

・全国選抜大会に参加する。

・各地区協会単位で選抜チームを構成し、全道大会を開催する。同時に、

　優秀選手の選考をする。

・２次キャンプの優秀チームで全道選抜大会を実施する。

・中体連予選会開催。市町村（６月）　管内（７月）　全道（８月）

＊連携の実際（北海道で行われていること）

少年団

中学校

・選手の情報提供（長身者など）
・ジュニアキャンプへの参加
・中学生大会の審判
・監督とのコミュニケーション
・練習会場の提供（練習試合）
・大会の応援

・ジュニアキャンプへの招待

・練習会場の提供（練習試合）

・大会の応援

・選手の近況報告

・その他あれば中学校の先生から
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　全日本バレーボール小学校大会には、スポーツ少年団活動として行っているチームも参加できたが、新た

に少年団対象の全国大会（全国スポーツ少年団バレーボール交流大会）を作ってもらい、年 2 回、3 月と 8

月に全国大会が開催されている。ただ日体協の交流大会には、4年生以上しか出場できない。

　指導者の資格としては、少年団組織を立ち上げる場合、指導者の資格を持っていなければ立ち上げること

ができない。また日小連で主催する大会では、全国指導者講習会受講証明書か日体協の公認コーチ資格も持っ

た人がベンチスタッフにいなければ大会に出られないという制約がある。中学校の場合監督は、教員でなけ

ればならない。外部コーチは監督にはなれず、また校長の許可が必要である。

　活動に関して、少年団の場合は、私は教員ですが小学校の学校教育の一部にはしては見てもらえず、基本

は習い事と一緒で、一度学校から帰ってから集まって練習をすることになる。保護者と一緒に協力しながら

行い、小学校 1 年生からでも始めることができる。中学校の部活動の方は、学校の教育活動の一部であると

考えられているが、あくまでもボランティア活動と位置付けられている。強制はされていないが、実際に現

場では強制に近い形になっている。

○普及活動

　北海道小学校バレーの普及活動は、いろ

いろな大会を開催しているが、その中でも

北海道特有の大会で、男女が一緒になって

チームを組んで出られる大会を行ってい

る。ミックスチームは基本的に男子の部に

参加する。男子を救済するための大会だっ

たのですが、段々ある地域では勝ちを意識

し始めて、男子が 1 人だけで、他は女子 5

人にしているところも出てきて優勝し始め

たので、新たな課題になっている。男子の

人数は少ないが、それに参加した選手が中

学校で続けているので、成果はあると考え

ながら運営している。サマーキャンプは大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きなイベントとなっている。またバレー

ボール教室を年 2 回、各地区、小連の希望を取って行っている。そのほかに日小連から V リーグの選手が来

て講習を実施している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サマーキャンプの紹介

　中学校の場合は、3 年生が引退して 2 年生主体のチームがスタートとして考えた場合、以下のようなスケ

ジュールで行っている。

図３　北海道小学生バレーの普及活動

・1 班はレベル初級、2 班は上級、1 班 350 名に分けており、父兄も 100 名以上参加するので、のべ 1000 名       

　以上の人が集まる。

・芦別の宿泊施設を使い、5面で基礎練習を半日ずつ行う

・夜の集い（非常に大切）、大谷高校の部員がモデルになって、一緒に合宿してくれる。各チームがチーム紹

　介を行う。優秀チーム賞：時間を守る、清掃等

・全国に行く小学校チームの壮行会

各種大会

サマー

キャンプ

バレーボール

教室

・ファミリーマートカップ全日本バレーボール小学生大会北＆南北海道大会

・道新カップ北海道小学生バレーボール大会４ブロック大会

・北海道小学生バレーボール選抜優勝大会

・ソフトバレーボール大会（全道４か所）

・男女混合の部を入れた全道大会の実施（北海道独自の取り組み）

・７月下旬の夏休み中　２泊３日の日程で２班実施

・１班（基礎技術中心）　２班」（応用技術中心）

・日程　１日目午後（技術指導）　２日目午前（技術指導）午後（試合練習）

　３日目午前（試合練習）

・１，２日目の夕食後「友情の広場」を実施し、全チーム紹介（出し物）を

　行う。

・全道で２か所実施。道小連指導普及委員会スタッフを派遣。（地区小連単

　位で希望制）

・その他日小連主催のバレーボール教室誘致。
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ので、移動の問題は無い。

第二部　オンコートレクチャー

「小学生バレーのオフェンス指導」　　山崎達也氏・松井明夫氏

午後のオンコートレクチャーは、体育館に移動して 13：10 ～ 15：00 まで約 2時間、江別中央ジャンプ・ガッ

ツ、恵み野バーズの計 3チームをモデルにして行った。

○練習の前のアドバイス

１）今の練習は、自分と試合にどう役に立つかを考えながら練

習しよう。

２）チームの目標を、明確にしよう。目標の設定の仕方としては、

「自分たちができる目標ではなく、ちょっと無理かなと思うぐら

いの目標」を立てることにしよう。

○サーブ

今日の課題は、変化させるための練習を行う。以下の 4つの回転の練習を行う

１）ドライブ回転　　　２）スライス回転

３）カーブ回転　　　　４）シュート (カーブの逆）回転

練習課題１：4 つのサーブの中で不得意のサーブを練習し、学会参加者に各選手

がお願いして、サーブの指導をしてもらう。

※サーブの順番が回った時・苦しい試合の時に、今の先生の顔を思い出してください。

練習課題２：ジャンピングサーブ

１）ジャンピングフローターの打ち方

・右手で投げ上げ、左足で踏み切り、斜め目に走り、

　投げ上げた後にコートの中に入る。

1人 10 本ずつ打つ。

※難しいサーブを打てると、普通のサーブも良くな

る。

２）試合の時に緊張するための対策

・1番から全員が入ったら終わり、1人でも失敗したら次の人からやり直し全員が連続して入ったら OK

罰ゲーム：誰かがミスしたら、腕立て 10 回　　　　　　　　　　

腹筋　10 回　パンチング 10 回　バービー 10 回

・どのチームが早く終わるか　5 分間、楽しみながらプレッシャー

をかける

※初心者の打ち方やフォームは、①上下の動きを無くす、②体重

の移動、顔は動かさない

○アタック

形から入る

感覚から入る　　
→小学生はこちらの方が良い

良いサーブの条件

１．スピード

２．変化

３．コントロール

サーブの指導上のポイント

　・唯一の個人技、しかし心理的にはチームプレー

　・重心の移動：後ろから前へ

　・トスを大切に、顔を動かさない

　・サーブとサーブカットは比例する

　・個人の目標、全体の目標を明確に

　・心を強く　

}
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練習課題１：テニスボールを持って、相手コートに投げ入れる

初め：片足で踏み切ったりする。

０歩：走って来て止まって両足ジャンプしてスロー

１歩：右足前でスタートして両足ジャンプしてスロー

２歩：左足前でスタートして両足ジャンプしてスロー

※無理してネットを越さなくても良い。ネットの間から投げ入

れても OK

試合の時には、色々な場面が考えられるので、そのために練習

しておくことが大切である。

０歩とは、相手のレシーブが直接帰って来た時に使う

１歩とは、あまり下がれない時に使う

練習課題２：実際のボールを打つ

たとえばプレーヤーが 20 人いて指導者が、1 人でトスを上げて打たせると 20 分の 1 になってしまう。たく

さん打たせたい場合は、自分で上げて自分で打たせる。アタッ

クラインから、自分でトスを上げて打つ。

１）色々な打ち方にチャレンジ

・後ろを向きで、トスを上げてから前を向いて打つ。

・利き手ではない方の手で打つ。

・指導者は、色々な打ち方を行った方が良い

２）打った人がトスを上げて打つ

パス･トス･アタック：ブロックをつけてブロックカバーまで行

う。

３）先生のトスでスパイクを打つ

・Aクイック　1,2 歩走って、それに合わせて先生がトス

・セミ　　　　トスが上がった時にスタート

・オープン

練習課題３：スイング練習

初めての場合は、モップの柄やアンテナを使って練習する。

・ハンディタオルの端を持って左手を上げて右手で打つ形を作る (肘を下げない )。

・アンテナを使って端っこが、お腹に当たらないように引っ込める ( 腹筋を使う練習）横の回転を使って打

たせる (腰を痛めないように )。

※重心に意識を持たせるためにへそを上に上げ・へそを前に

○サーブレシーブ

基本運動の例：股関節の筋肉を鍛える 股関節を回しながら歩く 相撲歩き 両足で下がる（中腰 )

練習課題１：サーブカットの準備運動

１）投げられたボールを、ワンバウンドさせながら自分のまたの間をくぐらす

２）手に持ったボウルにボールを入れる

指導者にサーブを打ってもらいサーブレシーブを行う。
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日本バレーボール学会　2011年度　調査研究費募集要

1. 目的

　調査研究費は、バレーボールに関する研究に対して助成を行い、研究の促進を図ることを目的とするもの

　である。

2. 募集件数・助成額

　2011 年度の募集件数、助成額は以下の通りである。

　募集件数　若干数　　　助成額　１件　10 万円

3. 研究テーマ・内容

　研究のテーマ・内容はバレーボールに関する内容とする。また、あらかじめ研究テーマ・内容を設定して

　募集する場合もある。ただし、2011 年度については、特に研究テーマ・内容を設定しない。

4. 申請資格

　日本バレーボール学会会員の個人またはグループとする。

5. 申請手続

　別紙申請書（p18）に必要事項を記入し、申請期限までに郵送（申請内容を記録した記録媒体を同封），ま

　たはメールで以下まで提出すること（メールでの提出を推奨いたします）。なお、申請書の作成にあたって

　は記載すべき内容と順番が別紙申請書通りであれば、各自用意しても構わない。また、内容によって申請

　書が複数枚になっても構わない。

　(1)　申請期限　　　　2011 年１月 14 日 ( 金 )( 必着 )

　(2)　申請書の提出先　〒 355-8501　埼玉県東松山市岩殿 560　大東文化大学　スポーツ・健康科学部　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 バレーボール学会総務委員長　田中博史　宛

 　                    TEL.0493-31-1557　　FAX.0493-31-1561　 E-Mail tanakah@ic.daito.ac.jp

6. 申請手続き上の注意

　(1) グループで申請する場合、研究代表者が申請者となること。

　(2) 研究代表者を含め、共同研究者の全員が、2010 年度までの年会費を納入済みであることを確認して申

　請すること。未納の会員が記載の場合、無条件で申請資格を失うものとする。

7. 研究調査費助成の決定

　(1) 選考は、選考委員会での結果を受け理事会にて決定する。

　(2) 選考に際しては、研究計画・方法の具体性、研究組織の適切性などを考慮するとともに、日本バレーボー

　　　ル学会の知的資産として共有できるものを優先する。

　(3) 選考の結果は、総会にて報告され、その後、文書またはメールで通知する。

8. 研究成果の報告等

　(1) 調査研究に決定された日から１年間を研究期間とし、研究期間内に研究成果報告書および決算書を日

　　　本バレーボール学会に提出しなければならない。

　(2) 研究成果は、機関誌「バレーボール研究」に投稿しなければならない。また、原則として研究大会で

　　　の発表を前提とする。

　(3) 論文発表にあたっては、日本バレーボール学会調査研究費助成に基づくものであることを明記すること。
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期　日：2011 年 2 月 26 日～ 27 日

会　場：日本女子体育大学

メインテーマ「性差を考慮したコーチングを考える」（仮題）

2 月 26 日（土）

13:00 ～ 13:10　＜開会の辞＞

13:10 ～ 14:40　＜基調講演＞　　＠ M001 教室

　【テーマ】：「ルール変更からみたバレーボールの将来像」（仮題）

　講　　師：高橋和之氏（日本女子体育大学学長）

14:40 ～ 14:50　＜休憩＞

14:50 ～ 16:20　＜シンポジウム＞　　＠ M001 教室

　【テーマ】：「性差を考慮したコーチングを考える」（仮題）

　講　　師：この分野に関わる数名の指導者・研究者を交渉中

16:30 ～ 18:00　＜フォーラム＞　　＠第 3体育館

　【テーマ】：「バレーボール選手における肩関節の障害とその予防」

　コーディネーター：橋本吉登（寒川病院整形外科部長）

　話題提供者：板倉尚子（日本女子体育大学）

　実技指導者：アスレティックトレーナー

18:10 ～ 19:30   ＜懇親会＞　　＠学生会館

2 月 27 日（日）

9:30 ～ 11:00　＜特別講演＞　　＠ M001 教室

　【テーマ】：「問合わせ中」　　　　

　講　　師：張 木山氏（慈済大学）

11:10 ～ 12:30　＜一般研究発表（ポスター発表）＞　　＠学生会館

12:30 ～ 13:10  ＜昼休憩＞

13:10 ～ 13:40  ＜総会＞　　＠ M001 教室

13:50 ～ 15:30  ＜オンコートレクチャー＞　　＠第 3体育館

　【テーマ】：「性差を考慮したコーチングの実際」（仮題）

　講　　師：中学・高校・大学あるいは実業団の指導者を交渉中

15:30 ～        ＜閉会の辞＞　　＠第 3体育館

問合わせ先：事務局（日本女子体育大学湯澤研究室）　

担当者：湯澤芳貴

住　所：世田谷区北烏山 8-19-1　

電話番号：03-3300-2738

※最新の情報については、日本バレーボール学会ホームページをご覧ください。

　 http://www.jsvr.org/

日本バレーボール学会　第 16回大会のご案内
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○山崎氏への質問

Q：ネット越しにする練習が多かったのですが。

A：人数にもよりますが、ネット越しの方が、子供たちの意識付

けになる。

Q：セッターのハンドリングについて

A：小学校では持っている子が多い。手の力が足りないので持つ

子が多いが、肘を下げないように注意している。

Q：オーバーハンドによるサーブカットについて

A：レベルの高い子供やすばやく動ける子にはさせている。

明石氏の挨拶

　今回のバレーボールミーティングのテーマは、「小学生のバレーボールの教材化を進める」ということで開

催されました。現在競技人口が減少してきている段階ですが、平成 23 年度から指導要領において完全実施に

なると言うことで、ピンチからチャンスへの転換期になるのではないかと考えます。バレー学会も、コーチ

の方々と連係をとりながら、教材化に向けて最大限努力していきたいと思います。

・指導法は真似できるが大切なのは指導方法

・練習中の心をコントロールする

・目標は一つ上のところに (どのくらい練習すれば、全国へ行けるの )

・保護者との関係

・体罰 0の北海道

サーブカット（※色々な球種を）

構え：つま先の角度、手の形とタイミング

一人：送るという意識で、目標を決めて

二人：ネット越しに、声のタイミング

三人：誰のボールか、早く判断する

六人：Wと M

指導者としての心がまえ

バレーを通して、心と体を育てる（目的）

夢を持ち、小さな目標を意識して臨む（目標）

子どもの限界を決めつけない（この子の素質なら…、何でできないの…）

より具体的な指示、指導を（プレッシャーと安心感）


