

2014年 バレーボールミーティング報告
日本バレーボール学会 2014 バレーボールミーティングは 2014 年 8 月 17 日 ( 日 )、大東文化大学東松
山キャンパスにおいて、「一貫指導から求めるジュニア〜ユース世代の育成」というテーマで開催され
ました。今回も昨年に引き続き、埼玉県バレーボールスポーツ指導者協議会 ( 義務研修会 ) と共催となっ
たため、136 名の参加者が集まり、テーマを通じてバレーボール選手育成における一貫指導の構築に関
わる共通認識を考えるきっかけになりました。
基調講演
「JVA におけるゴールドプラン
〜これからの普及と一貫指導について〜 」
演

者 : 亀ヶ谷 純一
(JVA 国内事業本部指導普及委員会委員長 )
緒方

良

(JVA 国内事業本部指導普及委員会副委員長 )
司

会 : 田中 博史 ( 大東文化大学 )、
湯澤 芳貴 ( 日本女子体育大学 )

【一貫指導のイメージについての私案】 亀ヶ谷

純一

よくよく考えると今までバレーボールの世界で金メダルは３個しか
とっていません。1964 年東京オリンピックがまず１個です。皆さま
もご存じの人も多いかと思いますが大松監督が東洋の魔女のチームを
もとに金メダルを獲ったのが最初です。そのあと西ドイツのミュンヘ
ンオリンピックで松平監督が男子で金メダルを獲っています。最後に
山田監督が女子で金メダルを獲っています。この３個しか獲れていま
せん。これらのチーム作りや指導の方法を見てみるとおおよそ 8 年か
ら 11 年くらいかかっています。要するにナショナルチームを強化す
るのは非常に時間がかかる作業だと言えると思います。そういった意
味では一貫指導を強化の立場からみると、2 年や 3 年で成せるものではないのではないかなと思います。
例えば松平さんがミュンヘンで金メダル、東京で銅メダルを獲る前に、バレーボール協会として日本鋼
管の監督、社員であった松平さんをソ連にバレー留学させています。将来の全日本を彼に託すという青
写真ができていたのです。その流れの中で男子チームを持って、11 年後に金メダルを獲っています。そ
ういったことから考えると、一貫指導というのは最終的にどんなチームを、どういう選手にどんなバレー
をさせるというのがないと一貫指導は出てこないのかなという気がしています。素晴らしい選手を作ら



なければいけないのです。
そのために上達の２つのルールがあります。サッカー協会の資料からですが、１つは 1 万時間ルール、
もう１つは 10 年ルールというものがあります。1 万時間ルールというのは、国際レベルの技術・技能を
獲得するためには 1 万時間以上練習で指導されることを必要とするということです。例えばスポーツ、
音楽、芸術、科学など国際レベルのエキスパートを作るためには 1 万時間以上の指導者による指導を伴っ
た質の高い練習を蓄積しているという実態だそうです。では 1 万時間とはどのくらいでしょうか？ 1 日
5 時間の練習を 365 日すると約 6 年間です。6 年間の時間そのくらい質の高い練習をして初めてエキスパー
トになれるということです。
それから 10 年ルール。これについては国際レベルの技能と経験です。経験を獲得するためには 10 年
以上にわたる練習を必要としていると言われています。ですから先ほど言った先人たちの金メダルの獲
得が 8 年～ 11 年かかっているというのは誠に理にかなっている気がしてしょうがありません。
そういった意味で強化の視点からの一貫指導はどういう風にしたらいいのか、あくまで私が考えてい
ることですが、今から 2020 年東京オリンピックは間に合いますでしょうか？先ほど言ったエキスパー
トの 1 万時間のことを考えるとちょっとギリギリかなという気がします。そうすると一貫指導として選
手を育てていくにあたり、どこにターゲットを合わせないといけないかと言うと、2020 プラス 4 年。そ
の次のオリンピックあたりでしょう。その組織がどういう選手にどういうバレーをやらせるのか、ビジョ
ンと青写真がないと一貫指導なんてできるわけがないというわけです。高校の先生はレフトで使いたい
が身長が高いから大学ではセンターで使う、プレミア V リーグに行ったらまた違うライトで使われるな
んてことでは何の経験もキャリアも活きてこない。それではダメだと思います。そういった意味では一
貫指導というのはイメージをちゃんと作って、そのイメージに向けて中学校、高校、大学、実業団のそ
れぞれのステージの指導者たちがベクトルを一緒にしなければいけない。そこが大事だと私は考えてい
ます。強化に関して 10 年後の全日本チームのイメージを誰が描くかということが大事。その描いたも
のにみんながついて行くことがもっと大事。ですから簡単に言えば今の高校 1 年生が 3 年間、大学に行っ
て 4 年間やって 7 年です。それから V リーグに行って 3 年間やって 10 年間です。そのくらい一生懸命
ひとりの選手に対して指導していく、そうすると 1 万時間、10 年ルールに合っていくのです。ですから
今から始めなければ間に合いません。では例えばどういう風にそれを考えるか。10 年後の全日本のチー
ムで誰を軸にして、どこのポジションを軸にして金メダルを狙うのか考えます。
過去の 3 つの金メダルを見てみると、やっぱりセッターですね。東京オリンピックは葛西さん、ミュ
ンヘンオリンピックの男子は猫田さんがセッターを務めました。モントリオールでは絶対的なエース白
井選手がいました。そういった意味では誰かが軸にならなければならず、もし作ろうとしてできるもの
を考えるとセッターが一番作りやすいような気がします。スーパーエースは作ろうとしてできるもので
はないです。誰もが一生懸命やれば背がぐっと伸びて 2 メートルくらいになってジャンプ力がついて肩
が強くて・・セッター養成をひとつのターゲットにして一貫指導するのもありかな、と私は思います。
じゃあどんなセッターがいいかということを 10 年後に監督するまたは組織する者たちが考えなければ



ならないのです。1984 年ロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲った男子のシュトークというセッ
ターがいましたが、彼は 190cm 近かったと思います。ではそういう選手を軸にしていこうと考えたら長
身セッターで左利きでなおかつ経験を積ませるということを高校時代からやらせておかないといけない
のです。恐らく今の高校のレベルから言えば 190cm もあればエースアタッカーにしてしまいます。でも
そこを将来の約束事にしないといけないのです。大学でも V でも全日本でもそういうふうに使うんです
よ、と上から逆算していかないといけないのです。一貫指導の私のイメージはそんなところです。

〈JVA 組織〉
まず JVA の組織は 4 つの事業に分かれています。私どもの指導普及は国内事業本部に位置しています。
ナショナルチームを含めた強化事業部はここにあります。私が思うのは国内事業と強化事業が離れてい
ると良くないのです。強化と指導普及が両輪で隣接していてブリッジが渡っているような形にしていか
なければいけないと思います。先ほどお話しした強化についての考え方については指導普及委員長であ
りながらなかなか強化委員会と話すことがありません。そういった意味ではこの辺がもっと近づかなけ
ればいけない時代になっているのかなと思います。
・事業本部
国内事業本部、国内競技委員会があり、男女の強化委員会、そして指導普及委員会が入り、その中に
指導者育成、プロモーション、教育という風に分かれています。今回のゴールドプランについては指
導普及委員会の中のプロモーションと去年新たに立ち上がりました競技人口拡大委員会の二つが中心と
なっています。これが国内事業本部の中でのゴールドプランの担当です。一方、強化の中に発掘育成委
員会があります。これはまさにナショナルチームに直結する組織として作っています。
・指導普及委員会構成
また指導普及委員会にはブロック委員があり、全国 9 ブロックに分かれていて北海道、東北、関東、
北信越、東海、近畿、中国、四国、九州の代表がそれぞれの地方とのやり取りができるようになってい
ます。併せて加盟団体、部署代表として日本実業団連盟、日本クラブバレーボール連盟、全日本大学バ
レーボール連盟、全国高等学校バレーボール連盟他一連の連盟、それから一貫指導の担当者など、合計
48 名の委員会組織になっています。従ってあらゆるカテゴリーの指導者や環境と接点があることが特徴
となっています。
・プロモーション部
プロモーション部は若年層のバレーボール人口の拡大に向けた事業の推進ということでまさにゴール
ドプランの担当部署です。元々ゴールドプランは前会長の中野会長がいらっしゃったときに会長主導型
でなおかつ全ての部署を横断するということで、一つの部署ではなく強化も指導も普及も全ての部署で
担当するということで始まりました。
ゴールドプランの推進として１つ、小中学生に対して正しい指導ができる人材の育成。２つ、地域クラ
ブで指導ができる人材の育成と地域クラブの活性化。３つ、ソフトバレーボール（特にファミリーバレー



ボール）に注目することで低年齢層の取り組み。４つ、小学生からトップレベルまで活用できる基本技
術指導の統一化。クラブ育成としてヤングクラブの育成にも力を注いでいる。小中学校で部活動ができ
ない、自分の学校でチームができない児童、生徒をヤングクラブに送り込むことでバレーボールの活動
場所を作るという意味でヤングクラブ育成に力を注いでいます。
・小学生・中学生

選手数・チーム登録数

では、どのくらい子どもたちの数が減ってきているのかというと、小学生でおおよそ 2008 ～ 2013 年
を比較すると 1 万 1000 人ほど減っています。中学生はおおよそ 2008 年に比べて 3 万 4000 人くらい増
えています。チームの数はどうかというと、小学生のチームの数は 543 チーム減っており、中学生のチー
ムは 486 チーム増えています。このことから小学生チームが減って、中学生チームは増えていることが
分かります。男女別にみると、男子小学生はおおよそ 1000 人増、男子中学生は 9900 人増です。女子小
学生は 1 万 2000 人減っていて、女子中学生は 2 万 4000 人増です。グラフを見ると中学生は順調に増え
ています。逆に小学生は横ばいです。これはバレーボール協会独自の登録人数（MRS）ですが、2013 年
中体連の人数を見るとおおよそ 21 万人、MRS よりも 6 万人多い。中体連に登録している方が多い。チー
ム数は、中学生男子は減っていて生徒の受け皿が足りなくなっている。
・高校・大学

男女別選手登録数

高校でバレーをしていた人が大学で続けない人が多い。中学校でバレーをしていた人が高校では半分
くらいしか続けていない。理由としてはバレーはもういいや、と思ってしまうか、怪我で続けられなく
なってしまったことが言える。中学校から高校へどうやって繋いでいくかが課題です。

〈JVA・ゴールドプラン〉
・目的
若年層（小中学生）のバレーボール競技人口拡大のため、事業を推進、強化することを目的とする。
若年層の競技人口の拡大増加により、将来的には高等学校、大学および社会人の競技人口の安定を図る。
その対策として、小中学生のチーム、選手減少の原因の検証そして数値目標の決定、ゴールドプラン事
業の拡大。2012 年 1 月に始動当初は会長主導、組織横断型であったが現在は指導普及と競技人口拡大委
員会を中心に事業を進めている。
・目標
JVA 登録目標数は小学生 10 万人、中学生 25 万人ですが 2013 年の実態は小学生 8 万 1000 人、中学生
15 万人で目標には到底及んでいません。目標達成のために、指導普及委員会としては指導者講習会、研
修会、バレーボール教室、ソフトバレーの事業支援、さらには幼稚園や保育園に支援事業としてボール
配布や指導者派遣を展開しています。ゴールドプラン全体の考え方としては初心者の囲い込みです。地
域の中でバレーボールをやったことのない人がいれば、バレーボールが楽しいということを知ってもら
い、そのための様々な方策を行い、そしてバレーボールが大好きになった子どもたちを小中学校でのバ
レーボールにつなげていき、その中から日本代表選手がでてくれたらいいなという願いがある。



・各事業の位置づけ
発掘、育成、バレーボールファンの拡大。発掘は未経験者の取り込み、V リーグ選手と一緒にバレーボー
ル教室で接してバレーボールの楽しさを知ってもらう、アシックスやミズノにお願いしてバレーボール
教室を行う。ソフトバレーの普及事業として、小学校の体育事業の支援をしたり、幼稚園や保育園で小
さな子どもたちにバレーボールの楽しさを知ってもらう。育成についてはプレーヤー、指導者の継続確
保のための事業を行っている。バレーボールファンの拡大のために、応援に来てくれた父母や学校の先
生もバレーボールを好きになってもらうための事業を行っている。
１）アシックス／ミズノバレーボール教室
アシックス、ミズノは全日本経験者または引退した選手がコーチとして参加するバレーボール教室を
行っている。目的としては、バレーの技術を教えるというよりもバレーボールって楽しいな、凄いな、
と思ってもらえるような環境づくりをしている。そしてバレーボール未経験者の参加につながると考え
る。2013 年度は全国 12 会場でバレーボール教室を行ったが、参加者 1543 人のうち本来の目的である未
経験者は 187 人で約 12%、もう少し未経験者の参加人数を増やしたい。
２）ソフトバレー普及事業
ソフトバレーの普及事業については幼児期からの囲い込みが戦略の一つで、幼児期からバレーボール
に親しむ機会を作ること、併せて児童、教員、理解のある保護者を増やしていくことが目的です。
３）指導者育成プログラム（全国小学生指導者講習会）
全国の小学生指導者に対する講習会です。体罰の問題がここ 3、4 年でクローズアップされてきてい
ます。その中で小中高においてバレーボールのみならず体罰が起きています。そのため小学生を対象と
する指導者の指導について手厚くし、きちっとした指導を教えなければならないということで、今まで
に増して講習会に力を入れています。
４）小中一貫教室
小中一貫教室では、小学生と中学生が合同で参加してバレーボールを勉強します。バレーボール経験
者、未経験者、指導者も対象にして全国３か所で行っています。
５）V リーグ選手と一緒にバレーボール教室
現役の V リーガーに来てもらい一緒にバレーボールをし、実際に生で迫力のあるプレーを見ていただ
き「全日本、V リーグの選手はすごいなぁ」と感じてもらうことができます。
６）指導者育成プログラム（全国中学生指導者研修会）
中学校バレーボール部の指導者並びに指導者を目指す人を対象としたプログラムです。中学校の先生
は大変忙しい人が多く、実際問題部活動に関わることができない人が多くいますが、その中で中学校の
中で指導者を作りたいという意図があります。
・指導者の公認資格
先月朝日新聞で掲載されていた記事を紹介しますと、全国 1 万 2000 人の顧問教員のうち、回答をもらっ
た中では、中学校では９割、高校では８割の教員が日体協の公認指導員の資格を持っていないという実



態があります。特に体罰問題が顕著になっている昨今では、指導者の資質や資格が問われる時代
になっています。どういう人が指導しているかということは非常に重要な問題となっており、指
導者の資格を持っていない人が８～９割という現状は非常に残念です。日本バレーボール協会が
把握しているバレーボールの公認資格者で、指導員が１万 2000 人、上級指導員が 940 人、コーチ
が 540 人、上級コーチが 400 人ということで合わせて１万 4000 人の公認指導者がいます。他の団
体と比較すると、一番多いのがサッカーで約３万 1000 人、二番目が水泳で２万人の指導者を保有
しています。バレーボールはその次です。
・JVA「一貫指導システム」関連事業のあゆみ
一貫指導は今まで強化に取り組んでいました。従って今までは指導普及と強化のやり取りが全
くない状態で、半年から１年前から始まったのが現状です。一貫指導の歩みは平成 10 年、JOC に
よる一貫指導構築のためのモデル事業に選定されたことから始まっています。平成 13 年に一貫指
導委員会がバレーボール協会の中に発足、平成 23 年に一貫指導委員会という名称が確立、平成 25
年に発掘育成委員会に名前が変わりました。色々な取り組みを通して今に至っています。

〈一貫指導の流れ〉
一貫指導の流れは最終的にはナショナルチームにつなげていきたいということで、「長身者を発
掘して育ててナショナルチームに送り込みたい」ということが一貫指導の考え方です。発掘→選
抜→育成→強化という流れです。一貫指導で早くから囲い込みをして、バレーボール協会が責任
を持って育てるという約束のもとで行った指導でしたが、協会の都合により廃止せざるをえない
状況になってしまいました。一貫指導という危うさや責任の重さをよくよく考えていかないと、
安易に仕組みを作ってそこに子どもたちを乗せてある時期が来たら見放すことは、子どもたちに
とって非常に良くないことになってしまいます。
優秀選手発掘の基準の一つは体格と体型です。各都道府県ブロック合宿などで選手を選ぶ選考
基準として中学生長身者発掘合宿というものがあり、中学１年生 170cm 以上、最高到達点 310cm
以上、中学２年生になると 180cm 以上、最高到達点 315cm 以上、セッター男子は 180cm 以上、女
子は 170cm 以上というふうに聞いており、そういった基準の子どもを集めてどんどんキャリアを
積ませるという考え方があります。精神的な資質は中学生にどこまで求めるかは難しい部分があ
ります。小学生は４７都道府県から推薦され、全国小学生大会、エリートアカデミーオーディショ
ンから選考されます。エリートアカデミーオーディションは 12 歳以下で長身の者を公募して選考
し、基準に当てはまればナショナルトレーニングセンターでの 2 泊 3 日くらいの合宿に参加させ、
体力測定を行ったりして認定し、追跡をして定期的に指導者が声を掛けるという形をとっていま
す。こういったものを行い、最終的には更に上の全日本ユースなどにつなげていきたいです。同
じように中体連ではブロック合宿の選考をしてその選手が中学の東西対抗、ユースチーム、更に
上へという形を一貫指導の中で考えています。



〈まとめ〉
小学生のバレーボールの概況をみると競技者数、チーム MRS 登録者数は男子が若干増加しています。
女子の減少が目立っています。要因は少子化、スポーツのニーズの多様化、指導者不足が考えられます。
小学生は女子の減少が顕著です。中学生のバレーボールの概況は競技者数、チーム MRS 登録数は男女と
も増えています。しかしながらこれらは日本中体連に登録している競技者やチームのなかで、MRS に登
録していない競技者やチームが新たに MRS に登録したことによります。要因分析としては中学校にバレー
ボール部がない、指導者がいない、他の種目との競合、そして少子化による絶対数の減少があげられます。
中学生男子の人数は増えているものの、団体が減少しており、受け皿がなくなりつつあることが顕著に
なっています。
最後に、いかにバレーボール人口を増やしていくかは、まさに原点に戻って「バレーボールって楽し
くて仕方がないんだよ」ということを伝えなければなりません。中学校の女子が高校につながらないの
は、「バレーボールはもういいや」という気持ちが強いのかもしれない。ですから「もっとバレーをや
りたい」と子どもが思えるような指導をしなければならないのだと思います。そしてその子たちが日本
や世界のトップに立っていかなければならないのだと思います。バレーボールって楽しいよということ
を、我々指導者が共通認識を持って色々な手段や方法を使ってあらゆる所で活動していって初めてゴー
ルドプランが成り立っていくのだと感じています。

【基本技術（動作）の統一化】 緒方

良
基本技術の統一化を担当させていただいておりますが、
大変なことをやり始めたなというのが実感です。というの
も東京オリンピックで東洋の魔女が金メダルをとってから
50 年、ミュンヘンオリンピック男子が金メダルをとってか
ら 42 年ですが、その間に基本技術ってなんですか？とい
うことを日本バレーボール協会がまとめたことは一度もな
かったと思います。やはり金メダルを獲った大松さん、松
平さんが指導されたバレーボールは基本技術に則っている
部分が太宗です。しかしそれをちゃんとバレーボール協会

が一つにまとめて皆さんに手渡して強化、指導をしましょうということをやっていませんでした。基本
技術とは何かと言って、この会場にいらっしゃる先生方にご意見をいただくと、いろんな意見が出ると
思います。基本技術はこうだ、いや基本ではなく基礎だ、という先生もいらっしゃるでしょう。その段
階からスタートしているのです。今回、基本技術の統一化はこの３月にスタートして、会長の遠藤先生
を始め多くの先生方からご意見をいただきながら進めておりますが、まず基本技術の定義からスタート
しています。まず皆様のお話を聞き、それをまとめている最中なので本日は中間報告とさせていただき

10

ます。様々な指導方法があるので、その中の一部分の言葉や定義をご紹介したいと思います。

〈基本技術の統一化の考え方〉
まず「人間として社会にコミットする社会人でなければならず、スポーツマンシップを持ったアスリー
トでなければならない。」これは当然です。スポーツマンシップってなんでしょう？これは先生方の専
門だと思いますが、スポーツの本質は遊びです。「遊び」という認識の前提で、関係するすべての「人」
「物」を尊び、無秩序な遊びでない「真剣な遊び」を成立させる人間性をいいます。日体協を含め、スポー
ツマンシップというのはおおまかにこういうことだと表現されています。そしてスポーツに関わる人た
ちは、スポーツを成立させる「心」・「技」・「体」を十分理解することが必要です。そして、幼児から老
人までが、いかに「真剣な遊び」を通じて「楽しむ」ことができるか？これが今回のテーマです。以前
に、学会で作っていただいたバレーボールペディア（用語を統一したもの）は基本技術のことが相当取
り入れられています。今回もバレーボールペディアの中から小学生からナショナルチームまで使えるも
のを書きだす作業を行っています。これは基本なのか、これは応用なのか、基本技術の定義は何なのか？
こういうことです。そして日本人全ての世代に適応する共通部分を抽出し統一化を図ろうとしています。
日本人はもともと大きな体ではないが、緻密なプレーが出来ます。そんな日本人特有の気質の幼稚園児
から老人までの人から、これは基本技術だと認められるものが今回のテーマです。
・バレーボールを「楽しむ」ためには
バレーボールを楽しむにはどうしたらいいでしょう？自分の思ったようにプレーできる、イメージし
たとおりにボールをコントロールできると楽しいですよね。もうひとつは自分の体です。例えばブロッ
クはタッチネットをしないようにネットに対して垂直に跳びますが、今の子どもたちはタッチネットを
していつも怒られます。「タッチネットするな！」と言う指導者がいますが、それは誰にでも言えるん
です。どうしたらネットを触らずに垂直に跳べるかということを教えればいいのです。そうするために
自分の体をどうコントロールすればいいのかということが必要なのです。
・小学生が「楽しむ」
小学生が、ボールを落とさないでプレーを続けること、遊びの中からボールをコントロールすること
を狙っています。小学校低学年では、ボールを落とさないことに「楽しさ」を見出してもらいたいです。
ボールが右へ行けばそこへ走っていく。ボールが左へ行けば今度は別のところに走っていく。この、ボー
ルの落ちるところまで自分が行くということでボールが落ちなくなります。ボールのところまで足を運
んで行くということに楽しみを感じることができるのではないでしょうか。低学年はまず、遊びの中か
ら自分の体をコントロールできることで楽しみを感じられればいいのです。
・五輪選手が「楽しむ」
よく試合前のインタビューなどで「楽しんできます」というコメントを耳にします。五輪選手の楽し
むとはどういうことかと言うと、ボールと自分の体をコントロールするために血の出るような努力をし
て、何回も反復練習をして初めて自分の思ったところにスパイクを打てる。その努力があった上で、試
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合で楽しむことができるのです。
・ママさんが「楽しむ」
ママさんたちは汗をかくことで楽しんだりもしますが、競技力を身につけて自分の思ったようにボー
ルをコントロールできているママさんは、喜んで楽しんでバレーをしています。やはり楽しむというこ
とは自分の思い通りにボールと身体をコントロールするという考え方になっています。
このような考え方は他の競技でも言えることですが、小学生、五輪選手、ママさんの「楽しみ方」は違
うけれども、ボールと自分の体をコントロールすることで「楽しむ」ことは一緒です。

〈「技術」の考え方〉
バレーボールの競技特性があります。技術的な考え方で言いますと、バレーボールはダブルコンタク
トとホールドが許されない。バレーボールのすべての動作は敵味方を問わず他者や相手コートへボール
を送り出すことです。レセプションしたりトスを上げたり、味方や相手に返す、このようなパスで成り
立っています。パスとは、他者や相手コートにボールを渡す [ 打つ ]・[ 弾く ] 動作を言います。例え
ば 2 時間の試合でホイッスルが鳴ってからゲームセットになるまでの中で、プレーしている時間は 30
～ 40% と言われています。この 30 ～ 40% でどのくらい [ 打つ ]・[ 弾く ] などのヒッティングをしてい
るでしょう？計算したことはないですが本当にわずかな時間でしょう。バスケットボールやハンドボー
ルとは違ってホールドできないのでバレーボールは難しいのです。しかし難しいからこそコントロール
できると面白いのです。
・バレーボールの技術とは
バレーボールの技術は、「打つ」・「弾く」動作を、ゲームをするために展開したものです。スパイク
の動作やブロックをする動作も、もとは「打つ」・「弾く」なのです。
・「パス」の 3 つの技術
バレーボールは「パス」で成り立っています。１．アンダーハンドパス・・・肩よりも下で（両手ま
たは片手で）ボールを打ち、ボールを渡す動作。これにはサーブレセプション、トス、ディグがあります。
２．オーバーハンドパス・・・肩より上で（両手または片手で）ボールを渡す動作。これはサーブ、レ
セプション、トス、ディグです。３．オーバーハンドヒット・・・肩より上で（両手または片手で）ボー
ルを打つ動作。これはサーブ、スパイク、ブロックです。
・基本技術のカテゴリー
基本技術をプレーの出現の順に 6 つのカテゴリーに整理しました。サーブを打ってレセプションしま
す。トスを上げてスパイクを打ちます。そのボールをブロックしてそれからディグをしてトスを上げ
て・・・この順番にしないと 2 番目のレセプションはサーブが入らないことにはレセプションが出現し
ません。スパイクを打たないとブロックは出現しません。
・「技術」と「技能」の定義
基本的に「技術」と「技能」の 2 つの大きなカテゴリーがあります。技術は基本技術と応用技術から
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成りますが、先生方によっては基本技術と応用技術の割合が全く違います。基本技術の割合が多すぎる
と、技能と応用技術がごっちゃになってしまいます。まず、基本技術は皆さんが共通なものでなければ
ならないと思います。

〈基本技術（動作）〉
基本技術とは何かと言うと、「3 つのパスの技術を用いて、ボールと自分の体を正しくコントロールす
るための目的に合った合理的な動作」です。これはパスのご理解があるという前提のもと、スパイクを
打つだとかディグをするなどの目的に合った動作です。そして、動作には必ず始点と終点があるため、
正しい「構え」と「動き」ができなければなりません。バレーボールは構えて動いて止まって動いて、
の連続です。例えばチャンスボールをオーバーパスで返してスパイクに行く動きでは、まず始点の「オー
バーパスの構え」から始まり、ボールを送り出して終点の「フォロー」までしてからスパイクの動作に
移行しなければなりません。これができないためにチャンスボールが 30cm ずれ、スパイクに支障をき
たすのです。ですから動作というのは、始点と終点をちゃんとしなければなりません。
①

サーブ
サーブは「打つために構えた時点」を始点とし、
「打ち終えてコートに戻る踏み出し」を終点とします。

②

レセプション

「相手サーバーが構えた時点」を始点とし、「ボール軌道のフォロー」を終点とします。
③

トス
トスは「トスする意識がでた時点」から「ボールの軌道フォロー」をいいます。オーバーハンドパス

の基本は腱の反射によってボールを飛ばします。脳で考えて、ここまで飛ばすという練習を繰り返すう
ちに、感覚でトスを上げられるようになります。これは動作が随意運動から反射に変わっていることを
意味します。「ボールを掴んで、投げなさい」という指導ではボールは正確に飛びません。
④

スパイク
スパイクは「3 ステップの first step の踏み出し」を始点とし、「着地」を終点とします。日本人には

緻密なバレーが求められますが、バックスイング時の手掌を内側に向けることでどんなトスにも適応す
ることができます。
⑤

ブロック
ブロックは「手を挙げて構えた時点」から「着地」までをいいます。ブロックの目的はシャットアウト、

コースの限定、ワンタッチをとることの 3 つです。バレーボールの競技特性として自分の身長よりも高
いネットを挟んでの攻防をしますが、効率よくネットから手を出すためには、体の前で構えた手をまっ
すぐに出します。手掌を前に向けてひじを下に向けた形をそのままネットから出すようにします。
⑥

ディグ
ディグの始点は「ディグポジションの確保のための踏み出し」、終点は「ボール軌道のフォロー」です。

ブロックを抜けてくるスパイクのコースを読んで動き出すところからディグの動作は始まります。
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〈まとめ〉
始点と終点に関してもまだまだ議論の余地はあるかと思いますが、今のバレーボール指導者全員が「そ
れを基本技術（動作）の共通認識とするならいいだろう」というポイントを定めていきたいです。基本
技術の幅のハードルを下げて「これだけは絶対に守りましょう」という共通認識のもと、ジュニアから
ユースまでどこの指導者でも同じことを教えられることが一貫指導にもつながるのではないでしょうか。
基本技術を定義づけるのは結構大変な作業なので先生方のご意見をいただき何とか一つでも合意できる
動作を持っていきたいと思います。

シンポジウム
「一貫指導から求めるジュニア 〜 ユース世代の育成」
司

会 : 田中 博史 ( 大東文化大学 )、
湯澤 芳貴 ( 日本女子体育大学 )

演

者 : 飯塚 初義 ( 習志野市立習志野高等学校男子バレーボール部監督 )
赤木 貴雅 ( つくばユナイテッド Sun GAIA マネージャー )

【ユース世代における指導】 飯塚

初義
バレーボールにおける研究や調査結果に基づいて発表した経験はあ

りませんので、これまでの指導経験からの話になりますのでご了承く
ださい。
テーマ：一貫指導から求める高校生年代における育成
このテーマからスタートすると技術指導に重点を置いてお話してい
きたいところですが、やはり次の世代にバトンタッチしていくために、
人間性がいかに重要かという観点から話をしていきたいと思います。

〈人間性の育成〉
私の経験から高校スポーツの指導者としては、競技を通して選手の人間性の育成に重点を置く指導は
当たり前のように伝えられていると思います。しかし、私が若い頃、人間性の育成という名の下で、管
理主義で指導されている指導者が多々いました。私はそれに違和感を持っていた時期がありました。今
ならそれが理解出来るのですが、当時はバレーの技術指導に重点を置いて指導をしていて、普段の生活
態度などには気を止めずバレーの指導だけをしていたのです。しかし、それが結果的に、高校生活の中
での様々な問題が生じてきて、生活態度などをしっかりやらないとバレーに集中できないのだという事
を理解しました。そのような経験から、どのような人間性の育成をしたら良いのかと思ったのですが、
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それは、厳しく管理することではなくて、選手のマナーや振る舞い、話を聞く時の表情などを大切にし
た指導に重点をおいてきました。次のステージ（大学や実業団）でバレーを続けられるように、私以外
の指導者に対応出来る選手を育ていきたいと心がけています。指導者にはカリスマ性が非常に重要にな
ると思います。土壇場の勝負では選手と監督の信頼関係が絶対条件であると思います。そのような信頼
関係を築いていかないと結果は出ないと思うのですが、それが強すぎると指導者の指導が絶対だと思い
次のステージで対応出来なくなってしまうという経験がありました。そのため、近年ではそのような所
に気を使って指導しているせいか、ここ数年では大学でバレーを続け活躍してくれる選手が多くて嬉し
く思っています。今回のバレーの一貫指導においては、どの年代においても次のステージに繋げられる
ような指導、考え方が重要であると考えています。
〈技術面のこだわり〉
・ファーストコンタクトの精度
〜神経系が一番発達する時期にボールコントロールを〜
高校の全国レベルの大会になると、レセプションに関しては当たり前のようにセッターに入る。つま
り、入らないと全国レベルのステージには立てない。このレセプションの指導に関しては非常に時間が
かかるので、高校バレーにおいてはレセプションが出来る選手が必要であり、そのために、ジュニア期
にレセプションの指導をしてくれると、高校バレーの指導者は非常にありがたいと考えています。
・ブロック
どのチームも当たり前の様にレセプションが出来ますので、次に勝敗を分けるのがブロック力だと考
えています。しかし、中学校までにパスやレシーブはしっかりと指導されてきていると感じますが、ブ
ロックに関しては中学校までに指導をされてきている選手は少ないと感じています。そのため、高校の
上のレベルで通用するには１年くらいはかかると思います。ブロックの指導の際に重点を置いているの
は、よくブロックは手をネットより前に出せと言う指導者が多く見られるのですが、どのようにしたら
手が前にでるのかを伝えている指導者は中々少ない様に感じる。私は前に出すためには、まず顎を引い
て肩を上げる。これは手を前に出すためには肩が上がらないといけない、そして、肩を上げるためには
顎を引かなくてはいけないと考えているため。まず、顎の引き方は、トスを見ていては顎を引けないので、
最初は顎が上がっていても、そこからブロックのジャンプの際に顎を引き相手のスパイクを上目使いし
ながら肩を上げることを徹底して教えている。もちろん、違う言葉、表現で伝えている指導者も多いと
は思いますが、私はこのような言葉で表現し指導をしています。また、手のひらはコートの中に向ける。
これは、ブロックが出来ない選手はスパイカーの方を見てしまうことにより手のひらが外に向いてしま
うので、そこの注意点も徹底している。何しろ子供達は覚えるためには反復練習をしないとなかなか身
体が覚えくれませんので、その反復練習の段階で自己流になってしまったりします。そこで指導者とし
て大切なことは、選手自身が自己流になったときに辛抱強く、そこのチェックをやり続けることが指導
の中で非常に重要だと思っています。その他、ステップなど細かい所の指導もあるのですが今日は時間
がないので省略させていただきます。
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〈経験を積ませる環境〉
習志野高校には毎年、中学の県の選抜メンバーが入学してきてくれます。そのため千葉県内の大会に
おいては自信を持ってプレーをして勝つ事が出来るのですが、全国の大会にいくと、中学の時に勝てな
かった相手と対戦すると中には怖じ気づいてしまう選手もいます。各年代において成功体験を積んでき
ている選手は次のステージにその経験が活きていくと考えています。今年東洋高校がインターハイで準
優勝しましたが、それまでに、東洋高校とは何十セットと練習試合をやってきているのですが、もちろ
ん練習試合の結果など公式戦とは違うのですが、大体五分で戦ってきました。しかし、公式戦に入った
時の東洋高校の集中力やプレーは練習試合とは、全く別のものでした。それは、彼らの半分以上は中学
生の時に全国優勝を経験していますので、戦い方の術を知っているように思いました。経験というのは
非常に重要であると身を持って体感しました。また、昨年まで習志野高校には優秀なリベロがいたので
すが、その選手はジュニア時代にしっかりと基礎を身につけていて、高校に入学してきた時には基本的
なプレーができていたので、私はこの選手に「いじってはいけない、余計な技術的な指導はしてはいけ
ない」と思い、これもまた指導の一つかなと思いました。この選手はとにかくトップレベルの素晴らし
いスパイカー達と対戦させて、経験を積ませることで伸びていくだろうと判断して育ててきました。そ
の結果、その選手は素晴らしいスパイカー達に対し対応していく能力を身につけていきました。また、
優秀な選手は、相手が何をしたいか、相手の監督がどのような指示を出しているのか、そのような洞察
力を持っているのです。それに関しては私も驚きました。そして、昨年 6 冠を取った星城高校と練習試
合をした時の事ですが、ライト側に 3 種類のブロードを持った選手がいまして、大概はその選手が位置
をずらすことによって決まるのですが、星城のエースの石川君に全てブロックされまして、その選手が
悩んでしまったのです。その選手は何故読まれているのか聞きにいくことが出来なかったのですが、先
ほどのリベロの選手は平気で石川君に「なんで？なんで分かるの？」と聞きにいき一歩目のステップが
原因だとわかると、すぐに仲間にそれを伝えているのです。そのような選手がいると、チームが活性化
して良くなっていくと思いました。そのため、経験というのは、他の選手にも良い影響を与えていくも
のだと考えております。

〈魅力あるチーム作り〉
・コーチングスタッフの充実
ここからは、一貫指導に当てはまるかどうかはわからないのですが、やはり自分のチームに魅力がな
くてはいけないと思います。小学生や中学生に憧れられるようなチームにならなくてはいけないという
思いが一番あります。そのためには、まずコーチングスタッフの充実が重要です。選手は必ず怪我や故
障でプレーが出来なくなってしまうことがあり、そのような時は非常に辛い思いをしていると思うので
すが、そのような時にうちのチームではトレーナーが選手にとって重要な役割をしています。私はトレー
ナーとは何十年という付き合いになるのですが、そのトレーナーは身体のケアだけではなく心のケアも
してくれます。また、「今はプレーしてはいけない」「もう復帰しても良い」などの練習に合流できるか
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どうかの判断は私ではなく、トレーナーに権限があると言っているくらいトレーナーに任せています。
このように、プロフェッショナルな人材を起用する事が重要であり、近年ではデータバレーには絶対に
必要なアナリストなどもこの位置ではないかと思います。
・スカウトの大切さ
スカウティングは非常に重要なのですが、それと同時に最も難しい役割なのではないかと思っていま
す。良い選手を獲得するだけではなく、リーダーを獲得する事もスカウティングでは重要な要素である
と思います。中学の選抜チームを見に行くと技術的なことよりも、チーム引っ張っているようなリー
ダー性のある選手には絶対に声をかけたいと思います。集団の特性といっても過言ではないと思います
が、どのような集団でも、何も言わずしてプラス思考で前向きに考えられる人は２割、反対にマイナス
思考に考えてしまう人は２割、そしてどっちにも動く中間層が６割と聞いたことがあるのですが、私の
経験上全くその通りで、指導者としては中間層の６割をどっちに動かすかでその集団の方向性と結果が
決まってしまうと常に考えております。そういう意味では、プラス思考で考えられるリーダー格の２割
をしっかりと獲得する事がスカウティングでは重要であると思います。また、全国レベルのチームはい
くらでも選手を獲る事ができるのではないかと思っている方が多いと思いますが、私は今まで様々な環
境の中で指導をしてきたのですが、その環境にあったスカウティングをしていくことが重要であると思
います。よく、
「うちは選手に声をかけられないような学校だから」「うちは魅力のない学校だから」「声
をかけても来てくれない」というような方がいるとは思いますが、そのような方はどんなに良い環境に
置かれても結果を残す事は出来ないと考えております。私はどのような環境でもやるべきことはあると
信じてやっていく事が重要であると考えます。
・進路指導
選手の特性や保護者の希望にあった進路実現にできるかぎりサポートしていきたいと考えています。
預かった中学校の顧問の先生との信頼関係もありますが、一番は本人がその後の人生を充実した日々を
送ることが出来るように手助けができれば良いと思っています。
・応援の力
春高バレーはご存知の通りマスメディアに取り上げられますし、県大会の決勝戦ではテレビ放映があ
り、選手にとっては夢舞台です。習志野高校では、吹奏楽部という強力な応援団がいます。私が習志野
高校に転勤してきて驚いたことは、全校の女子生徒が約 500 人いましてそのうち 200 人以上が吹奏楽部
なのですが、その 200 人の吹奏楽部員が放課後、校内の掃除をしているのです。練習で教室を使用して
いるということもあるのですが、校内の教室から廊下など全て綺麗なのです。そこで、私はその吹奏楽
部に応援を依頼しました。それは吹奏楽部に応援をされることでバレー部の部員達は普段の生活を疎か
にすることは出来ないだろうという狙いもありました。そして、吹奏楽部に試合に来てもらった時に、
応援が始まった瞬間に選手達はモチベーションが上がって公式練習なんかでは普段より５cm くらいは
高く飛んでいるように見えます。しかし、当初はこのような応援の中でプレーすることは緊張して試合
にならないのではないかと思い、大会の前に試合会場の体育館を貸し切って吹奏楽部の応援の中で練習
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をしました。大会では選手達はある程度応援には慣れてプレーをしていたのですが、相手チームからは
すごくプレッシャーがかかったと言われました。また、そのような試合を中学生が見に来ると、あんな
応援の中でバレーがしたいと憧れを持ち習志野高校でバレーがしたいという気持ちを持ってくれるので
す。そういったマスメディアや応援の力というのは非常に大きいのです。ぜひ全日本チームもマスメディ
アとの協力体制を重視していって欲しいと思います。ミュンヘンオリンピックの時に松平監督がマスメ
ディアとの協力関係にあった時には日本中の子供達がバレーをやりました。もう一度そのような夢のあ
るバレーボールをやってもらいたいなと思います。そのためには、マスメディアとの協力体制、これは
高校バレーという狭い世界さえ、それが実現していますので全日本でも役に立つことだと思っています。
最後になりますが、１人の優秀な選手を育てるためには１つの事に秀でた指導も大切でありますが、
やはり色々な条件を満たした環境作りが指導者として大切であると私は考えています。

【一貫指導から求めるジュニア〜ユース世代の育成】 赤木

貴雅

まず始めに筑波ユナイテッド Sun GAIA についての紹介になりま
すが、V チャレンジリーグで過去３年間優勝、２位、３位になっ
ているチームです。ようやく V リーグにおいて定着しつつあると
思いますが、プレミアリーグに上がる力はまだないチームであり
ます。
１．運営形態はこれまでのチームとは異なりまして、これまでのチー
ムは企業名を背負っているチームがほとんどですが、我々は
地域の支援を運営手段として活動しております。運営内容と
普及活動はトップチームの運営ということでやっています。
昨シーズン V リーグの男女合わせバレーボール教室での指導実績が延べ人数 5000 人を越え日本一
普及に努めているチームとされています。今シーズンでは現段階で 7000 人を越えており、今後さ
らに普及活動を強めていきたいと思っています。
２．つくば市を拠点とした幼稚園児から高校生以上の一般までのバレーボールクラブの運営をしていま
す。
３．地域貢献活動ということで、地域のイベントにプロの選手が参加したりしています。
４．バレーボールを通じたイベント運営ということで、V リーグのホームゲームを始めとして、小、中
学生の大会の運営も行っています。
５．地域で活動する上で広告事業が重要なのでスポンサー会員を募り地元企業の広告やファンクラブの
運営などの広報活動を行っています。
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〈バレーボールの普及〉
まず、バレーボール普及の話をさせていただきます。我々のチームは 2005 年につくば市が行ったイ
ベントをきっかけにバレーボールクラブを開講しまして、当時からバレーボールの練習だけではなく、
夏のキャンプであったり、野外イベントを行ったりと子供達の健全な育成を目指してやってきました。
そこから、５年間、小学生は全てバレーボールをレクレーションとして楽しむクラスを運営してきまし
た。V リーグで活躍する選手達がバレーボールを子供達と一緒に楽しむ、子供達はそれを楽しみに毎週
参加するチームを作ってきたのですが、そうしますと、中学校に入った際に中学校からバレーボールを
始めた子供達と能力の差があまりなく、楽しいだけでは満足できないという声もありましたので、2009
年 9 月中学生女子のチームでクラブカップに出場しました。また、その年、他の小学校バレーチームか
ら入ってくる子の影響もありまして、茨城県代表メンバーを２名輩出しました。翌年の 2010 年４月に
「ジュニアアカデミークラス」ということで小学生をスポーツ少年団として茨城県あるいは日本国内の
大会に参加させる取り組みを始めました。そのため、現在強化を始めてまだ５年目なので技術的な話は
できないのですが、クラブとして夢を持ってどのように取り組んでいくかを理解していただければと思
います。
昨年の指導実績ですが、幼稚園児から一般までを含め 122 名。参加居住地域ですが、つくば市を中心
とした茨城県内ですが、最近では千葉県柏市や栃木県宇都宮市などから参加してくれる生徒ができまし
た。ここ５年間の成績は小学生の男子チームがファミリーマートカップで、茨城県でようやくベスト４
に残るまでになりまして、小学生の女子も県南地区で優勝、県大会ではベスト８に残る成績を収められ
るようになりまして、徐々に競技実績が上がっています。また、中学生の男子においては、昨年 U14 関
東クラブチャンピオンズカップで茨城県では優勝、中学生女子では全国ヤングバレーボールクラブカッ
プでベスト８ということで、こちらの方も実績が上がってきております。
我々の役割として、キッズクラスという幼稚園児から小学校２年生までを対象としたクラスがありま
す。こちらにつきましては週２回（月曜日に４回以上、火曜日に２回以上計６回以上）開催しておりま
す。この上のジュニアクラスではレクリエーション志向と競技志向の二つを用意してありまして、レク
リエーション志向のクラスと共にバレーボール教室の開講をしております。指導内容は、走る、投げる、
捕る、打つ、など運動をするということから学んでいくということと、バレーボール一個を使って友達
を作っていく活動などをしております。
これらの初心者クラスは月６回以上で開催しており、その中でチームを作り年間４〜５回バレーボー
ル大会を行うことで、大会に向けての向上心や協調性を養えるような指導をしております。アカデミー
クラスにつきましては週４回、多いときは週６回の練習日があります。こちらに関しては、週末は地元
のスポーツ少年団であったり、地域が開催する大会に参加しております。そしてジュニアユースクラス
は、中学生なので基本的には部活動プラスαの練習でさらに上達したいという思いのある生徒、または、
学校にバレー部がない生徒たちのために開講しております。男女共に週５の練習日を設けていますが、
基本的に登録制なので出欠等も取っておりません。
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男女共に秋からクラブカップがあるので、それに向けて夏場に練習を行います。７月に総体予選で引
退した選手を中心としたチーム作りのなるのですが、ここで強豪高校との練習試合などを行い、そうす
ると、能力はあっても中学校の地区大会を抜けられないような選手もいますので、このような選手を高
校側が発掘してくれるような事があります。そういった選手が高校に進学して前回のインターハイ予選
ではジュニアユースチーム出身者が決勝のコートに４割ほど立っているので、クラブにおいて中学生の
強化をすることが高校の強化にも繋がっているのではないかと思っています。

〈我々の着目する点〉
バレーボール人口を増やしていくことに課題を持ってやっている。何故ならば、クラブチームでは月
謝を頂いて運営していますので、生徒がいなければ生活していけませんので、命懸けでバレーボール人
口を増やす活動をしています。
現在、スポーツは集中力やチームワークなどの教育効果が高いイメージで捉えられている。そのよう
な事もありまして、スポーツ人口は非常に安定しているとは思うのですが、その中で我々の存続のため
に、何故バレーボールかという事を考えながら日々活動しております。ここで、代表的な球技として野
球、サッカー、バスケ、テニスと比較してバレーボールの良さを確認出来たらと思います。つくば市に
は、BJ リーグのバスケットチーム、なでしこリーグのサッカーチームもありまして、子供の取り合いの
ようになっている。その中で我々はバレーボールでの可能性を秘めている原石を発掘してバレー界での
可能性を広げられるように運営しています。そこで、バレーボールの特性なのですが、やはり相手との
直接な接触がない、１人ではボールを繋ぐ事ができないので個人技は限定されている。また、９m × 9m
の中にチームメイトが６人いるという事が特徴的です。そして、ラリーとラリーの間で情報心理戦が行
われている。そのため、Sun GAIA ではラリー間を制するものは試合を制するという指導をしています。
これは、ボールが落ちてからの８秒間でチームメイトと共に何をするのか、また相手の癖は何か、特に
小学校バレーではローテーションがありませんので、相手のパターンは何かなどを、チームメイトで必
ず話しをさせています。スポーツ少年団の大会では昨年のチームが話し合いを非常に前向きでやるチー
ムでありましたので、周りからは「自由だね」と言われることもありましたが、子供達の話し合いを聞
いていると戦術的に私の考えている事と一致している事が多かったです。また、これはバレーボールの
上達度によって変わることではなく、初心者においてもラリー間の話し合いは必ずさせています。また、
初心者では話し合いで決めた役割分担のプレーができる事は少ないです。しかし、それが練習へのモチ
ベーションとなり、子供達は仲間に迷惑かけられない、自分の役割は果たそう、そして試合で自分の役
割を達成出来たときの喜びを感じて貰えるように、我々は指導をしております。そのため、「仲間との
高いコミュニケーション能力を身につけるためにはバレーボール」というのが Sun GAIA が掲げるバレー
ボールであります。それは、トップチームでも同じだと思い、最近ではデータバレーでベンチからはラ
リー間で何を伝えるのか、時間が足りなければタイムを取る。これもコミュニケーションであると思い
ます。この様に、コミュニケーションを使うためにはバレーボールは良いものだと思う。また、親御さ
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んもそれに賛同して子供にバレーボールをやらせようとしてくれる動きがよく見られます。余談になり
ますが、学研教室という学習塾の子供たちにスポーツをやらせるという事がありまして、その際に学研
と Sun GAIA がコラボレーションをしましてバレー教室をしました。その際にもみんなで話し合いをし
て役割を決めるということをやりましたが、それだけで子供達は楽しいと言っていました。また、そこ
から、バレーボールをやらせようと考えてくれる親御さんが多数いらっしゃいました。こういった活動
を続けていく中で重要な事は、バレーボールの魅力はどこにあるのか、何故保護者の方はバレーボール
をやらせるのか、という事を考えなくては人口が増えないのではないかという考えを持っています。そ
のため、他種目を批判するわけではありませんが、バレーボールの良さを打ち出して広めていって頂き
たいというのが私の思いであります。
〈導入期の重点的な指導内容〉
将来の基盤となる育成、先ほども言いましたが、コミュニケーション能力を身につけることや集団行
動やマナーを理解して様々なチームメイトと良い練習環境を築く力を小学生までに身につけさせてあげ
たいと考える。この背景にはつくば市の中学校の女子バレーの指導者のうちバレー経験者が３人しかい
ないということもありまして、うちの選手が中学校に入学した際に、新しくバレーを始める生徒達をど
のように引っ張っていくか、そのためにもコミュニケーション能力を発揮しバレーを始めた子が楽しく
できるようにこういった指導をしっかりとやっています。そのため、礼儀や喜怒哀楽の表現、時には我
慢であったり自己主張などの表現能力を高めるような指導をしていきたいと思っております。また、多
様な戦術に対応できるような基礎能力は、我々も直面している課題であるのですが、どのように練習す
れば、どのような基礎ができるのか、こういった指針があやふやな状態でありますので、何とかその方
法を早く見いだしていきたいと思います。まだ強化を始めて５年なので、これからより多くのアイディ
アを出して運営していきたいと思います。
また、バレーボールの専門的な知識は、一昨年くらいに初めてやってみたことなのですが、専門用語
を実際に教えてみました。それはコミュニケーション能力を向上させるためでもあります。８秒間で戦
術やメンタル面を共有させるためには専門用語でよりわかりやすく簡単に伝えることができる。そのた
め、２時間半の練習時間をすべて使い専門用語を教えるということをやってみた結果、興味深い結果が
出ましたので、ぜひ機会がありましたらやってみて下さい。

〈中学校バレーと現状のニーズ〉
部活動とクラブチームでやっていると、個人に対し集団が二個ありますので、その中で練習をするこ
とは、本人は練習量が増えて良い事なのですが、やはりそれに伴うメリット・デメリットは理解してい
ただきたい。やはり部活動であれば、バレーは学校生活の一部でありチームメイトと部活以外でも共に
生活していく事が出来ること、総体や新人戦など目標とする大会が多い、逆に言えば、秋冬の練習量が
非常に不足しており、下校時間が早くなるとボールを一時間も触れない日があります。また、生徒は学
区によって中学校に入学しますので、自らが練習環境を選ぶ事ができない、などの現状がありますが、
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それらをクラブという運営体制を整えることで、専門的な指導者が指導を行い、子供達の安定した練習
環境を確保するということができる。そして、モチベーションを持った集団になるのでモチベーション
を高く持った練習ができる、普段出来ないようなプレーや戦術がチャレンジできる。部活を超えた人間
関係が形成されるので同じ高校に進学して支え合うような姿が最近では見受けられます。しかし、部活
動との違いは大きく、フォーメーションやポジションの違い、集団行動の文化の違いなどがありますが、
我々の指導を部活動の指導者にも理解して頂きたい。そして、まだクラブカップというものが少なく、
クラブの数も多くないので大会は少ない。また、場所が固定ではないので交通費等がかかる。それらの
課題を保護者の方のサポートで解決していくことで個人の上達があるということで運営しています。
最近の課題としましては、小学校のクラスでは１コートに 30 人もの人数が集まったりするので、ク
ラスの拡大やスタッフの増大をしなくてはならない。運動能力の向上プログラムを考えなくてはならな
い。小学生から中学生のステップアップをスムーズにやっていく指導を図っていかなくてはならない。
中学生がどのように能力がアップをするのか。卒業した生徒が今後クラブを応援してくれるためには、
どのようなクラブでなくてはならないのか。こういったことが近年の課題であります。
Sun GAIA は普及がメインであり、普及して強化をするという２つに分けて考えていますが、まずは、
やはり高校の先生にも目をとめて頂きたいとともに、日本のバレーボールに貢献していきたいと思いま
す。そのために、多くの種をまかなくてはならない。それは、やはり市場が少なければその分可能性も
少なくなってしまうと思います。また、本日一番言いたかったこととしましてバレーボールを始めるきっ
かけとして、何か日本全体で動きがあれば、バレーボールの競技人口がもっと増えるのでないかと考え
ております。最後になりますが、我々も Sun GAIA の運営を始めて 10 年なので切磋琢磨してもっと大き
くしていきたいので今後ともご支援頂けられたと思います。

