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　日本バレーボール学会 2013 バレーボールミーティングは 2013 年 8 月 18 日（日）、埼玉県にある城西

大学坂戸キャンパスを会場として開催されました。

　今回のテーマは「効果的なコーチングを考える～体罰・暴力の根絶を目指して～」というものでした。

昨今、スポーツ指導の現場においてその指導の在り方

について様々な情報が出てきており、痛ましい事案も

発生しています。そのため、今回のミーティングが指

導の在り方について考えるよい機会となることが期待

されました。このようなテーマを設定した事もあり、

今回のバレーボールミーティングは埼玉県バレーボー

ルスポーツ指導者競技会義務研修会との共催という形

で行われました。シンポジウム「効果的なコーチング

を考える」では、スポーツ法学の観点から森浩寿氏（大東文化大学）、スポーツコーチングの観点から

松永敏氏（平成国際大学）、体育科教育の観点から出井雄二氏（明治学院大学）がそれぞれのお立場か

ら講演をされました。また、午後にはオンコートレクチャーが行われ、城成人氏（大阪府堺市立宮山台

小学校）が初心者（小学生、中学生）への効果的なコーチングというテーマで実践的な指導方法を提示

されました。

　指導者研修会との共催という初の試みではありましたが、成功裏に終えることができました。

【スポーツコーチングの観点から】　松永敏

〈コーチは何故体罰を与えるのか？〉

　体罰の主な原因はコーチの知識不足・指導力不足です。つまり、知識

不足で選手に今何が起こってるかを説明できない、また指導力不足で選

手を上手く言葉で動かせないために体罰に至ってしまう訳です。

　体罰コーチを観察すると、コーチ自身の名誉欲、あるいは父兄と選手、

周囲の関係者から成る集団の支配欲を満たすために、体罰を行っている

ことが見て取れます。その支配欲は、選手の進路の鍵を指導者が握ると

いう状態を作り出し、選手の人質化がおこります。欧米ではスポーツク

ラブ単位で大会が行われるのでクラブを移ることが可能ですが、日本国内では学校単位で大会が行われ

るため、転校が難しくある種の覚悟が必要になるため、入学した学校で部活を続けるしかないというこ

とが足枷になります。

　まさに、追い詰められ、身動きが取れなくなって自殺した高校のバスケット部員もこれに当たります。
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　また、勝たなきゃ人間じゃない！という勝利至上主義のコーチを見かけますが、これではスポーツの

勝敗によって人間的価値まで決められてしまう結果になります。つまり、選手の人権や将来への教育的

視点が無視されている事になります。さらに、勝つことが義務づけられているコーチの置かれている立

場から、自分の職業を守るために体罰を行ってしまう。それは時として、これだけ熱心に指導を行って

いるというパフォーマンスにも見え、選手はたまったものでは有りません。

〈体罰が起きる原因は？〉

　コーチが知識不足の場合は、理論的基盤が無く説得力が無いため、結局上下の人間関係で処理しよう

とすることになり、コーチや先輩が正しいといった図式になります。また、ミスに対してただ怒るとい

う精神論になってしまう。やる気はあってもミスは出るものであり、ミスの指摘は選手への責任転嫁で

あって、ミスをしない様に教えるのがコーチの責任です。体罰をするコーチはそこに気付かないのです。

また「君はこのくらいやれる、全国 ( 県など ) でこのレベルになれる」というようなビジョンを語れな

いことが選手が夢や目標を持てないことに繋がり、選手が集中力を欠きやる気が無いように見えること

で、コーチの一方的な体罰が発生するということになる訳です。

　また、コーチの仕事には「診断」と「治療」があり、「打つ時に肘が曲がっているぞ」「レシーブ時に

腰が高い」などの「診断」に対して、「打つ瞬間にボールの上に手を伸ばせ」「膝と足首を曲げて腰を

20cm 落とせ」といった「治療」が必要で、優秀なコーチは”治療”が出来る人です。”治療”が出来な

い上に、適切な言葉で説明が出来ない、模範演技ができない、適切な場面設定を作れない等々が、まさ

に指導力不足であり、出来ない選手にイライラしてしまい体罰に至ってしまうということになります。

〈なぜ日本には体罰が存在するのか？〉

　「心・技・体」は、日本人の殆んどが共有している

特有のスポーツ文化です。その根源には、ほぼ同一民

族からなる国家であることから、伝統的に統一された

一定の価値観が存在し、明確に文章化されてはいない

ものの、心の部分は「日本人の常識」として全てのス

ポーツ選手に認識されていると考えられていた訳で、

この”常識”から外れた時に体罰を行ってよいものと

コーチが思い込んでいるきらいがあります。また、心

を精神力や忍耐力に置き換えることにより、先ずそのその部分を鍛えようとすることで体罰が横行する

ことになると考えられます。因みに私の見聞では、世界広しと言えどスポーツ指導において体罰が存在

するのは、日本と韓国のみです。

〈海外では体罰は×〉

　私が以前指導したインドネシアでは、選手が主にイスラム教信者であり、その宗教上の絡みから暴力

は絶対に許されません。また、アメリカは人種のるつぼと言われる典型的な多民族国家であるため体罰

は論外です。近年は、体罰の存在しない国家と同様に日本人の価値観も多様化し、所謂モンスターペア
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レンツが増加することで体罰が大きく問題視されている訳です。

〈大学生に聞いた！体罰は是か非か〉

　大学生 1,2 年生 190 人に調査を行ったところ、体罰を受けた経験のある 46 人の学生のうち 72％が「必

要」あるいは「場合によっては必要」と答えた。その中には「他人に迷惑をかける人にはやむ負えない」

や「自分は中学時代に監督に殴られ、そこから目が覚めてプレーが良くなった」などの意見があったが、

現在社会で問題視されている体罰の連鎖を容易に連想できるものであった。

〈選手指導法の模式図〉

　コーチの仕事は Teaching と Coaching に大別されます。Teaching とは、基本技術や基礎理論を教え込

むことで、指導者が主体で選手は受け身の立場で多くを教わる形であり、初心者やジュニアには大切で

欠かせない指導である。にも拘らず、コーチがミスの指摘や精神論に終始することは、選手にとって不

幸なことです。一方 Coaching とは、選手が上達するためやモチベーションをあげるために適切な助言

を行うことを指し、あくまで選手主体の指導法です。つまり、選手の上達や成長に従って Teaching 主

体から Coaching 主体に移行して行くことが理想であり、まさに、世阿弥が説いた「守・破・離」の理

論です。

〈体罰なしで選手を育てるコーチングとは？〉

　選手が技術面で気が付く「あっそうか」の原理。新しい理論や戦術面で納得する「なるほど」の原理。

選手に実現可能な目標を与え「夢や目標」を持たせる。この 3 要素を駆使して選手のブレイクスルーに

結びつけることが大切で、ここに指導者の能力発揮のチャンスがあると考えます。

〈まとめ〉

　ハードトレーニングで知られる我々の大先輩・大松博文氏が、体罰を行ったという話は聞いたことは

ありません。しかしその後、ハードトレーニングを精神的な圧力をかけることと勘違いした「体罰コーチ」

は後を絶ちません。私が大松氏から学んだことは「3 回殴るより 3 本回ボールを投げろ、30 分説教する

より 30 分練習した方が良い」という考えです。

　日本バレーボールの将来にとって、体罰の撲滅のためにはコーチのモラルアップおよびレベルアップ

が喫緊で重要な課題です。また、問題点は小学・中学・高校とも男子バレーボールチーム数が年々減少

傾向にある事と、最も Teachinng が必要な時期であるジュニア選手の指導者、特に優秀な指導者が減少

している現実です。その結果、コーチの知識や指導力が充分では無いが「1日も休まなかったから勝った」

とか「体罰が厳しいチームが勝った」などという不本意な現象が起こっています。私が危惧することは、

この知識不足・指導力不足と思われるコーチの方達に、将来有望なジュニア選手の育成を託さなければ

成らないというジレンマに陥っている現状から見た、今後の日本バレーボールです。
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【スポーツ法学の観点から】　森　浩寿

〈１、体罰禁止の理由〉

　体罰禁止の理由ですが、よく学校教育法 11 条が言われます。まず第一

に身体に対する暴力が中心となるので、そもそも一般社会では傷害罪や

暴行罪の対象になっています。それで何らかの被害が起きた場合に、民

法で不法行為に触れることもあります。民法では保護者やその立場にあ

るものに対する懲戒を認めています。学校教育法では懲戒権を認めてい

ますが、但し書きで体罰の禁止となっています。

　殴った、蹴ったの行為があれば即暴行罪が成立するかというとそうで

はないのです。必ずしもすぐに犯罪が成立するわけではない。犯罪もそれぞれ構成要件があるためそれ

を満たさないといけません。特にスポーツとか学校の教育現場の場合では、ある一定の教員の裁量とい

うのがあり、その範囲内だと評されて体罰にならないというのが多くありました。そもそもの学校教育

法で誤解してはいけないのが、ここでは懲戒のことを言っているのであって、懲戒としての体罰は許さ

れないということであります。体罰の定義は難しいですが、どんどんグレーゾーンが広がってきていま

す。1948 年、当時の法務庁が殴る蹴るの類は体罰であると見解を出したところが始まりです。ところが、

2007 年文科省が出したものには、問題を起こす児童生徒を出席停止処分にしてよいという内容が盛り込

まれており、かなり批判をされています。その中では体罰だと判断されれば体罰、そうでなければ体罰

にならないのです。今回の桜宮の事件の直後文科省の

政務次官の義家さんが「何が体罰で何が体罰でないか

線引きをしなければいけない」と大阪市に向けて発言

しました。つまり許される体罰も初めからありきの話

が今回もまた進んでいたということです。

　実は日本の警察や裁判所は非常に体罰には寛容です。

これは家庭においても教育現場においても体罰が一つ

の文化として定着していることの表れではないかと思

います。体罰と懲戒は決してイコールではないのです。

〈２、体罰禁止への取り組み〉

　これまでどのような禁止への取り組みがあったかというと、明確に取り上げたのは高野連、文書を出

したのは陸連の「倫理に関するガイドライン」、これはセクハラ事件や体罰事件が起きたこともあり自

ら発行しています。同時に高体連からも規定をだし、遅ればせながら 2004 年に日体協からも出ました。

それを受け、各競技団体が同様のものを出しています。高校野球は甲子園の優勝校の体罰が発覚して、「暴

力のない高校野球声明」を発表しました。競技団体の中で一番継続的に講習を行っているのは高野連で

あるように思います。

　高野連の指導者規定では、指導者は「競技者の模範となるように努める、人権の尊重に十分配慮する」
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とあるが要は暴力の禁止について述べています。

　今回の桜宮の事件があったその後も各種競技で「実はこんな体罰があった」などという報告がありま

した。声明などは正直効果はありません。パフォーマンスではなく何を具体的にやったのかということ

が大事です。その点「甲子園塾」という若手指導者への高野連の取り組みは非常に評価されると思います。

今年で始まって 5 年目になりますけれども、毎年継続的にやられており、時間はかかると思いますが続

けていけばだんだん指導者の意識は変わり、新しい感覚を持った指導者が増えると思います。

　諸外国に目を向けてみると 1978 年に体育・スポーツ憲章なるものが出されており、これはスポーツ

をすることの権利を認めたものでその中で暴力やドーピングはスポーツの教育的機能及び健康促進の機

能を変質させるとしています。

　スポーツの世界では人権、まして子どもの権利というと当時は蔑ろにされていたと思いますが、1989

年に国連で子どもの権利に関する条約が採択されて、日本も批准しています。子どもは小さな大人とい

う見方をし、大人と同じく権利が保障されないといけないというものです。各国はこれを受けてチャイ

ルドプロテクションという動きが主に欧米で進んでいます。またヨーロッパ評議会が 1992 年にフェア

プレイ憲章ともいわれる倫理綱領を発行し、スポーツ団体や保護者、指導者などの大人の責任について

も言及しています。子どもの権利を監視する組織もあり、毎年勧告が出されています。現在 33 か国で

体罰を禁止する法制度があります。一番有名なスウェーデンの子どもと親法では、家庭においても体罰

は許されていません。約 30 年前から存在し、かなり浸透しています。アメリカは 50 州のうち 31 州で

公立学校のみ体罰が禁止です。私立学校で禁止しているのはアイオワ州とニュージャージー州のみです。

オリンピック委員会でも暴力の防止と排除が示されていて、告発できる環境も整っています。

　バスケットボールが盛んなアメリカの大学の映像です。（映像をみながら）今年の4月に公になったケー

スで、練習中に隠し撮りされたものですが、このように突き飛ばしたり、ボールを当てたり。日常的に行っ

ていたということで、これでこのコーチはクビになりました。日本じゃ指導できなくなりますね。あと

はある高校で先生が生徒の顔をたたいたけれども、無罪になりました。合理的な理由があれば体罰が許

される国もあります。

　オーストラリアのスポーツ界では様々な規範がつくられ、政府からジュニアスポーツの政策が出され

たりしています。

〈３、桜宮・女子柔道の後で〉

　桜宮事件後の国内の動きですが、批判がありながらも文科省からメッセージが出されました。それか

ら実態調査が行われました。あと「運動部活動の在り方に関する調査報告委員会」が成立して 5月に「運

動部への報告書」が出されています。7 月にも「指導者の資質向上のための有識者会議」が成立し報告

書が出されています。

　バスケットボール協会の取り組みとして全国の認定コーチに実態調査を記名式で行い、7 割から回答

を得ましたが約 10％が体罰を行っていました。そして「今後体罰を行わない」といった誓約書を提示し

たら 93 名が拒否をしたそうです。これには協会から注意が発せられましたが、記名式での調査にこの
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対応は勇気があると思います。

〈４、体罰論争における課題〉

　しつけに対する体罰は家庭の問題もあるのでどう考えるか、それから人権論と指導論どっちが

上回るかということですね。一部にある体罰容認、その根拠はどこにあるのか、どう見たら暴力

というのは許されるのか、容認の方がいらしたらお伺いしたいです。

　ご存じのとおり桜宮の先生は起訴されました。体罰は今までは一般的に罰金で済んでいました

が、大阪地検は正式に起訴請求をしたわけです。もうクビにもなってますし、かなり社会的な制

裁は受けていますので完全に見せしめですね。そして 2 月に懲戒免職処分、校長教頭は停職、教

育委員会も戒告を受けました。その後 NHK が顧問に単独インタビューを行ったのは違和感があり

ましたが。

　今まで実は体罰の処分というのは甘かったのです。件数は相当数あるのにほとんどが訓告処分。

訓告というのは「もうやっちゃダメですよ」というだけで履歴にも傷はつかない。本当の懲戒は

ほとんどやっていないでこうして身内でなあなあに守ってきたのにいきなり厳しくなりました。

今社会全体で厳罰化傾向にありますがどうしますかとういうところですね。「起訴されるから体罰

はやめよう」では情けない。そこをどうするかを考えないといけないですね。

【体育科教育の観点から】出井　雄二

〈私の原点〉

　短い動画ですがちょっと見てください。( 児童が右手でボールを

投げる映像 ) 何が悪いのかわかりますか？実はこれ僕が後ろで笑っ

てるんですよ。この子は実は左利きだったんです。出来ない子を笑っ

てるってひどいと思いませんか？ボールの投げ方なんて小学生だか

らできないし知らない。知らない子がああいう風に変なことだと

笑っているのは指導者として非常に恥ずかしい。私の原点です。色々

問題はあるのですが、映像の子は小学２年生なのにあれしか投げら

れない、それと今見てわかるように出来ないことを見て笑っているのです。これは教員として今

でも非常にまずいなと思っています。それに周りの子も笑ってるのも非常に問題です。それから

本当は左利きだったという。２年生ですよ、ということは１年生の時の担任は何をしていたのだと。

１年生の時の担任がちゃんと「あなたはボールは左で投げるのよ」って教えてあげるのが指導で

すよね。ティーチングが出来ていない、それから学習指導が出来ていない、学級経営が出来てい

ないということがありますがやはりこの場では先生が笑っていることが体罰に繋がるのではない

かという話です。
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〈はじめに結論〉

　体罰をなくすことに必要なのは「出来ないのは教え方が悪い」と言う風に考えるしかないと思います。

それから発想を転換する。どうすればいいのかというと、子どもに理解させる。「何でこれがいいのか、

何でこれが悪いのか」をきちんとわからせる。更にどうすればいいのかを考えさせる。そして更に効率

の良い練習を指導すれば出来ます。

〈なぜ体罰は無くならないか〉

　大学生に今までの体罰の経験を書いてもらいました。どういうものかといいますと、まずビンタされ

る子どもがいて往復ビンタを何十回もする監督、それから逃げないように押さえつけるコーチ、それか

ら監督は逃げないように足を踏んでおく。これ、実際にあったことです。詳しい説明をつけますと、「私

は○○県の小学校バレーで、日々鍛えられました。だけど私は体罰だと感じたことはありません。それ

は信頼関係があったからです。今となっては良い思い出です。」もしもこの子が教員となってバレーの

監督になったら同じことをやると思いませんか？体罰の再生産です。これがある限りは体罰は無くなら

ないと思います。続いて剣道です。剣道は合法的体罰

です。「投げ出される、頭を叩きつける、わざと防具の

ないところを竹刀で打たれたり（何十回も）というの

は日常茶飯事でした。」剣道だとこれは合法的な指導に

なってしまうかもしれませんね。これらは一つの例で

す。また「監督が怒鳴りすぎて何を言っているのかわ

からない、仕方ないから怒られている間は下を向くし

かない。」恐らくこういう場面は皆さんも経験されてい

るのではないかと思います。

〈スポーツ指導場面の体罰の特徴〉

　６月の体育科教育学会シンポジウムで聞いた話ですが、１つは「集団的スポーツに多い」、「男性の指

導者が女子選手に行うことが多い」「痛みを受けないと動かなくなってしまう」要は殴られて初めて「私

はミスしたんだ」という思考回路になってしまう。それから技能の高い選手が受けることが多く、下手

な人はぶたれないそうです。指導者側からお前はどうでもいいから適当にやっていろということですね。

〈無くならない理由〉

　何で無くならないかというと体罰に効果があると思っている人がいるからです。殴った人はわかりま

すよね？茨城県では「殴っちゃいけません」と言う校長クラスの人間は昔散々やった人たちですので全

然説得力がない。ただ口ばっかりでやはり体罰の再生産です。

　一番の無くならない理由は出来ないのを子どものせいにする。これだと思います。中学生くらいにな

ると分かると思いますけど小学校３，４年生に「気合入れろ」とか言っても分かりますか？頑張れって

何を頑張ればいいのでしょうね。おそらく子どもは演技しないと怒られるから頑張っているフリをする

のでしょうけども本質が全然分かってないと思います。やはり理解できない話をする指導者が悪いです。
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〈優れた体育授業の前に〉

　この映像は大学出たての新人先生が体育をやる前の要はぐちゃぐちゃな場面です。これが延々７分く

らい続きます。私だったら怒鳴ってますね。でも子どもの状況をよく把握すると実はこの中に特別な

支援を要する子が３人います。わかりますか？いわゆる発達障害とか高機能自閉症の子です。その子た

ちのことを指導者は理解しなければいけない。現在普通学級の６～７％にそういう子がいます。例えば

高機能自閉症の子は目が合わせられません。でもそれを知らない指導者は「人の目を見て話を聞きなさ

い！」と言いますがその子には無理なんですよ。出来ないことなんです。そういう子をぶったりして無

理矢理言うこと聞かせるどうなるかというと教室で荒れます。授業にならなくなります。もしかしたら

学級崩壊を作っている一端が我々にあるかもしれません。我々スポーツの指導者は、特別な支援が必要

な子どもに対する指導法は研修する必要があると思います。

〈優れた体育授業の定義〉

　いい体育授業の定義にはまず運動してる時間が長いとか、フィードバックがいっぱいあるとか、明確

な目標やスモールステップがあるとか色々ありますが、まず運動学習の時間が長いということは学習

規律がきちんと出来ているということです。先生の話も短く、的確に必要なことをちゃんと伝えてる。

フィードバックがあるというのは授業中の言葉かけですね。優れた教師は 45 分の授業で 150 ～ 200 回

は言葉をかけます。普通にやって 100 回、気合を入れて 150 回、ものすごく頑張って 200 回です。ただ

悲しいのは子どもが憶えているのはそのうちの 1割です。子どもにとっては「音」なんですよ。「声」じゃ

ないのです。雑音やＢＧＭみたいなものです。優れた指導者の場合は考えるきっかけを与えます。「こ

れ！」ではなくて「どうしたらいい？あなたはどうしたい？」といった言葉かけや、やり取りがあります。

明確な目標ですが、跳び箱だったら○段跳ぶとか膝を伸ばすとか簡単ですよね。色々なステップを持っ

て練習できるように指導者は用意できるということです。

　（２つの授業の映像を見る）これ、子どもの背中ピシッとしてますよね。今の場面は子どもたちはど

うしたらいいかと考えています。ピシッとした背中でピッと手を挙げて先生の質問に対して「僕はこう

考えます」と。バレーの練習にこういうのはあるでしょうか？私は子どもたちに考えさせることは全く

なかったです。この映像の先生はずっと喋っています。常にフィードバックを与えようとしています。

　要は子どもってやらせればできるということです。ただ、そのやらせる方法が罰ではなくてきちんと

したステップをもってやれば出来るという例です。

〈結論〉

　体罰を無くすためには効果的なコーチングが必要です。そのためには発想の転換が必要です。出来な

いのは教え方が悪いということです。指導者がきちんと工夫しなければなりません。何が良いプレーで

何が悪いプレーなのかをきちんと理解させる。「何回言えばわかるんだよ」じゃなくて「自分はどうす

ればいいのかな」を子どもに考えさせる。練習の方法を教えて子ども同士で練習が出来る、そういう子

どもを作らない限りいつまでも効率は良くならないと思います。一番言いたいのは「出来ないのは指導

者が悪い、教え方が悪い」という考えを持たなければ体罰は無くならないということです。
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オンコートレクチャー

初心者（小学生・中学生）への効果的なコーチング

　はじめに、指導を担当した城成人氏や協力してくれた小学生の紹介が

あった。続いて、城氏の指導理念について話があり、子どもたちを守ら

なければならないとの言葉があった。これは、①安全管理、②健康管理、

③危機管理である。これらは指導者のみならず保護者との連携も図りな

がら達成するものとの話があった。

　次に、指導の中の暴力についてのアンケート結果から、暴力が声を出

していない時に起こっていることが多いとの回答を得ていることから、

声を出す行為における指示や意思表示、返事などを十分に表現させるには、指導の中でプレーの仕方を

具体的に伝え、理解させることが重要であるとした。このことから、勝敗の責任、上達の責任は指導者

にあると考えるべきで、さらに指導者は決して何かしらの強制力を子どもたちに対して持っているわけ

ではないと説明があった。

　続いて、実技指導に入り、デモンストレーションを実施してくれる小学生、指導者が参加しながらプ

ログラムが進められた。

１．ウォーミングアップ

子どもたちを集めて指導に入る。

１）じゃんけんを利用したアイスブレーキングゲーム

　じゃんけん「ぽん、ぽん、ぽん」状況を判断して左右の手を使って連続して出されるじゃんけんに対

　応して行う。

２）二人組で中腰で向き合って立ち、フットワークを使って触られないよう動きながら相手の膝にタッ

　チするゲーム（おでこ同士が当たらないように注意する）。

３）二人でボールを一つ持つ

　二人組で中腰で向き合って立ち、ボールを中心に置く。

指導者が頭、肩、膝、ボールをランダムに指示し、指示された

ところを両手で触る。

「ボール」の時に早く触れた人の勝ち。

続いて、指示と実際の動きを１つずらして行う。

４）三人一組を作り、そこへ大人を二人または四人入れる。

　前後左右へ手をつないで一緒に両足でジャンプして動く。

　①言うこと一緒すること一緒
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②言うこと一緒すること反対（例：前と言ったら後ろへ動く）

③言うこと反対すること一緒（例：前と言われたら後ろと言っ

て前へ動く）

④　①～③を混ぜて行う

※グループ内でハイタッチしてお礼を言い合う。

※水分補給

２．ダッシュ

　フラフープのようなわっかをコマのように回しそれが完全に

床につく前に自身が決めた所までダッシュして返ってきて、こ

れをすくい上げる。

　徐々に設定距離を伸ばしてどの程度長い距離までいけるか、

チャレンジしていく。

目的があると必然的にダッシュをすることができる。

※うまくいったり、頑張っているときは拍手をする。

　これらの動きはコーディネーショントレーニングの中でバレーボールに合う動きを取り出したもので

ある。

３．サーブを打つ

　二人で一つボールを持つ（指導者）。サーブの種類に焦点を当てる。

はじめに、指導者に実際フローターサーブを打たせ、フローターサーブとはどのようサーブか質問があっ

た。フローターサーブとはボールが無回転でネットを越えていくサーブである。このサーブのメリット

は、ボールが無回転のため空気抵抗を受けて不規則に変化することである。打ち方は関係がない。

　続いて、二人組で向かい合ってフローターサーブを打つ練習を行った。ミートを短い時間または長め

にして押し出すようにすることで受けた人がどのように感じるか確かめてみる。受けた感触はミートを

長くした方が重く感じると回答した。こういったミートの仕方の違いで球質が変化することが分かり、

その球質のレシーブはどのようにすべきかが理解できるようになっていくと考えられる。

４．サーブレシーブの導入

　軽く投げられたボールを落下位置に移動して、服の下を通す。

ボールを服の下を通す際に、踵を上げずに行うようにする。

続いて正面で捕える練習に入った。子どもたちは一列に並び、

軽く投げられたボールを、両膝の間でボールを捕えてレシーブ

をする。この際に、レシーブを終えたらネットに対して半身の
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姿勢で下がっていき列に並ぶ。

１）構えた位置の横へコーンを置きサイドステップで一度コーンにタッチしてから、逆サイドへサイド

　ステップしていき軽く投げられたボールをレシーブして返球する。

２）続いて前の人の動きに合わせて動いてから、１）の動きをする。

３）ネットへボールを設置して、２）の動きをした後にネットに掛けたボールでブロックの動きを練習

　する。

※休憩をはさんで後半をスタートした。

５．サーブレシーブからの展開について

　小学生はフリーポジションでローテーションはないが、中学

生からローテーションが導入される。サーバーの打つ位置から

強いサーブが入る位置は予測できることを教えることも必要で

ある。

　続いてブロッカーを三人つけて攻撃させる。基本的に小学生

のバレーボールは役割が明確なため、スパイクを打つプレー

ヤーが決まっていることから、ブロッカーもスパイクを打つ選

手の前で待つことができる。

　また、ブロッカーの左手だけに色つきの手袋をつけることで、スパイカーのどこを抑えに行くかがわ

かり易くなる。

ブロックはどこで止めるのか？

スパイカーがレフトからクロスに打つ時、二人のブロックをする場合ストレート側のプレーヤーは左手

でスパイカーの頭を押さえるように、そしてクロス側のプレーヤーは右手でスパイカーの肩を押さえる

ような位置を取ることを教えている。

　基本的にブロックはスパイカーの状態を見て考えていかなくてはならない。試合の時などは、指導者

の役割を分担しコーチがベンチの奧の端に座るなどして、形をチェックしてあげると良い。

　サーブレシーブにおいてサーブが入ってくるエリアを認識してレシーブ練習を行わせる。

サーブを打つコーチが脚にゴム紐をつけて、ゴムひもの両端を他の人がレシーブコート側の角に立つ。

こうすることで、サーバーの位置によりコートのどの範囲に速いボールが来るのかが分かるようになる。

さらに、指導者は左右や後方へ位置を変えてサーブを打つことで、子どもたちに打つ位置が変わった時

のレシーブの待ち方を覚えさせる。

　また、スパイクを打つプレーヤーを打ちづらくするサーブを入れて、そういった場合の対応方法など

も確認できる。
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６．アンダーハンドパスの練習

　二人組で一人一つのボールを持たせる。片方の人が相手に向かってワンバウンドさせるようにして

ボールを軽く投げる。腕を伸ばした状態でボールを受ける側は両手でボールを持ち、ワンバウンドして

きたボールを持っているボールの上に乗せるように受ける。この時に引きつけるように受けるようにし

て、持っているボールの上で、受けたボールが大きく弾まないようにする。

７．スパイク練習　

　一人が三本連続で打つ、約束練習で打つコースや、トスの高

さを変えることを決めておく。スパイクを打たせる時には、ブ

ロックをつけて打たせることが重要。ブロックがつくことでス

パイクを打つプレーヤーにはプレッシャーがかかる中での打ち

方を考えられるようになる。

８．フロントゾーンを使ったゲーム

　フロントゾーンへ 3 人入り、レシーブ－トス－スパイクの組み立てをしながら、相手がレシーブでき

るような軽いヒットやフェイントで攻防を繰り返す。この時に軽いボールを使うなどするとつながり易

くなる。

９．オールコートでのゲーム練習

ミスがあった場所、つながりが切れた場所へボールを入れてつ

ながせる練習。こうすることで、課題となった状況での成功体

験を多くさせてプレーの仕方を理解させていく。

この時に声のかけ方なども理解させて、連係を図っていく。

「ベストコーチとは？」

いいところを伸ばしてくれる

できないことをできるようにしてくれる

それ以上に何ができるか、何を頑張るべきかが分かるには相手チームのプレーヤーであることから、相

手チームがベストコーチということも言うことができる。

そうやってチーム全体を伸ばしながら指導していくことが必要であると考えられる。
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「目指すバレーボールの形」

子どもたちがやって良かったバレーボール

保護者がやらせてよかったバレーボール

指導者が教えて良かったバレーボール　

まとめ

川田先生の司会でまとめが行われた。

本日は指導者として何を指導するべきなのかということをお話ししていただいたが、付け加えるとする

と最初からボールに触らせないことが重要。始めはフットワークを教えてあげる必要がある。

レシーブの際にボールのどこを見ているか。全日本のリベロはボールの下を見ていると答える。どの位

置に入ると、どのような姿勢ならばコントロールされたレシーブできるのかを覚えることが重要。

また、本人の得なコースなどを考えてポジションを考えていくことも必要である。

Ｑ＆Ａ　

Ｑ：初心者を指導した場合、ゲームを始める段階はいつからか

Ａ：オーバーハンドパスで相手コートへ返球するゲームを行う。

　　使える技術のみでもゲームは可能であると考える。3，4 年生辺りからゲームを様々な形で取り入れ

　　ることで、ゲームに必要なやり方を覚えると考える。

Ｑ：小学生でもローテーションを取り入れたほうが良いと思うがいかがか

Ａ：小学校の段階でも取り入れることは可能だと考える。小学校時代にローテーションをしないで育ち、

　　中学校でローテーションをすると初め面食らうことになる。さらには、レシーブをほとんどしてこ

　　なかったプレーヤーが、レシーブしなければならないようになる難しさもある。

　　私は小学生の場合は得点経過でビーチバレーボールのようにフロントとバックのプレーヤーを入れ

　　替えるもしくはメンバーチェンジをするということを行っている。そうすることで、前衛、後衛そ

　　れぞれで行っていることを体感できると考えている。

Ｑ：小学生にはバレーボールは難しいのではないか

Ａ:難しいとはどのような意味なのか。テレビで行っているようなバレーボールができないとバレーボー

　　ルでないと考えると難しい。しかし、多少はボールを持ったり、ボールがワンバンドしても良いと

　　考え、子供たちが楽しめるゲームを想像すればいいのではないだろうか。

　　体育の授業でもバレーボールゲームのエッセンスを加えることが必要。ボールを軽い物にしたりす

　　ることで楽しめるようになるので、方法のバランスをとることでゲームを楽しめるのではないだろ

　　うか。そういった方法論については研究の余地があると思う。
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Ｑ：オーバーハンドパスのハーフアンドフル

　　身体全体の使い方（特に膝）を覚えさせるための練習方法である。

　　①まず片膝をついて腕や手だけの力でボールを飛ばすことを経験する。

　　②構えは片膝を床についているが、ボールを捕える際に持ちあげて少し床から離した状態でパスを

　　する。

　　③　②の動きから立ち上がってボールをはじくようにする。

こうやって身体とボールの位置関係や身体全体の使い方を覚えさせる。

また、この動きは膝に負担がかかるので左右の脚を変えたり、反復回数はあまり多くやらない方が良い。

この練習により、自身の姿勢により脚の力を使ってボールを飛ばす感触を得る練習方法である。

最後に川田先生によりオンコートレクチャーのまとめが行われた。

引き続き柏森先生により閉会の辞が述べられ、その中で埼玉県バレーボールスポーツ指導者協議会との

共催により非常に有意義なミーティングであったと講評されバレーボールミーティングが閉会された。


