
コーチとは 7 指導者 教育者 、 との違 いは 7

試合 の為 に、選手 を毅 え、訓1練 し、 コンデシ ヨン調整 を行 う人。

*総合的な款 身を要求 される職業

*ゲームに史要な様 々な基礎 を実行 出来 る様 に 適切 かつ効果的 tこ毅 える こと。

*リ ーダーシ ップ と合理 的な訓練 が出来 る事。

*ゲームに関 する徹底 した知識 を持たな ければな らな い。

足源か らどの様 に発展 し現在 にいた つて しヽるか を知 らな けれ ばな らな い。

*く理関係 、個人差 、人間関係、社会月口罐 、教育、等の幅広 い知識 を持 て。

*映像な どを上手 く利用 する手法 を持 ちた い。

*系統 的な考 えを持 ち。工夫 倉|」造力 を常に働かせた い。

*共月体 の 中で、健康 均で活動的 コミ ユニケイ シ ヨンを持 つ様 に努 めた しヽ。他

人 の援助 を受けようとする と同時 に、出来るだ け他人 に力 を貨 す事 t文.要。

*えこひいきを しな いく。全 ての選手 に自党 を持 たせる。

*温か いく 、快 くコミ ユニケイ トする気持 ち、くか ら他人 の事 を考 える気持 ち

*個人的な決定 を下 すプ レーヤーた ちの評価 (別表 )

*チ ィームのメ ンベーを選 ぶ (別表 )

コーチ成功 の基 f己を知 る事 こそ真実 *常 に向上く を持 つ。

指導理企 ′人間 と して成長 させて いく時、何 を先 に教 え、 どうい う事 を後 回

しにするのか、確 固たる 自分 の 「優先順位」 を持 つている事。

背伸 びを しな いコンコツと一歩一歩 を大切 に ノ

良き師 を持 とう。

貪欲 に学 ぼう 沢 山のゲーム、クリニ ック、子供 た ちか ら沢山の事 を学ぶ気持

ち。

殺:え子 のく ↓こ残 る コーチたれ ノ

目標 の設定  コーチ、選手 の 目標

選手 の立場 に立 った練 習  プ レーヤー との良 しヽ関係 づ く り、やる気 を どの様

に引 き出すか ?

*や りが しヽのある練 習 とは

選手 の競 り合 いを造 り出す練 習

勝利 への努力

勤勉 誠 実
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判断カ  セル フコン トローリじ 晨面す 細 か い事 への配虎  公平 さ

.同潔 さ 常に若者 の リーダー 不健全、不正直ではいけな い

*チ ィームの決 ま り 少な いほ ど良しヽ 選手が決 める。

*コ ーチ とプ レーヤーの関係 を確 立する決 してkを かかせな い、教lえ るのであ

って命令 で はな い。 コー ト外 での コミ ユニケイ シ ヨンは大切。 ア ′コーチ との

関係

審判た ち との コミ ユニケイ シ ヨン。

言葉を使 う方法 しつ こい強調

毅 える ときの厳 しさ

コー ト外 での振 る舞 しヽ

一人 ひ とりのくが け

言葉 を使わな い方法

問題 になる振:る舞 いの取.り 上 げ方

7対 1での話 し合 い 他人 を交えて

健全な選手 の選択

横柄な差度 は どち らt良 しヽ結果 を生 まな しヽ

個人 の個性 の扱 い方。

月等の責任 、分 から合 う′く f選手だ けではな くコーチt大切

認 めてあ げる事 の大切 さ。

嫉妬 、利 己主義、ねた み、あ らさが し、 これ らは前進 を阻 む

チ ィームを第一 に考 える事 の大切 さ。

迪歩の為 の変イヒ。

良い習慣 をつける基礎 の徹底 .・

「基礎 か ら全 ては始 まる」

何が襄 くて この結果 rの原 点は之が基礎力。

満足 を してはいけな い、常に前 を向 しヽて工夫 を ノ

毅 えす ぎる よ り、選択 して殺 える こと。初 めか ら全部 を毅 えな い。 それち が十

分 に実行 出来 てか らで遅 くな い。

選手 の 自発的で創造 的な ことを破壊 する様 な事 は しな い。

ゲームではベラ ンスの とれた攻撃法 を二夫すべ き。得 東だ けではな く、細 か い、

日立たな い点 ↓こ方合しヽてt目 を向 けて気 づく′く配 りを ノ

レギ ュラー選手 を造 るので はな く、一 つのチ ィームを造 りあげな くてはな らな

い。

チィームのプライ ドを造 る 言葉、 しくさ 対 Jたな ど

相手 を悩 ませるチ ィームを造 ろう ′その為の工夫、研究 を ノ

子供 と共 に育 つていくのが指導者だ と残 じる。
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コー ト外 の援助者

*選手 の家族 と何気 な い、良い関係 を持 つているべきだ。

*担任 の先生 との関係 づ く り

*他の コーチ、 トレーナー との コミ ユニケイ トt大切。

コーチ と社会 との関係

社会 と報道関係

特別 な問題 の取 り扱 しヽ

風紀 r一人だ けを浮 き上が らせてはな らな しヽ

健康管理

服装 髪型 言葉使 しヽ

6番目の選手 大切な問題

敗戦  選手 のせ いに して はな らな い。何 が晃 くて こうな つたか を分析 して次 に

つながる様 に強調 すべ き。

チ ィーム精神 試合 を捨 てな い。負 けた くな い。 この気持 ちの継続 が大切。

チ ィーム造 りの計 画

練 習の計 画

戦法  オ フェンス デフェレス

健康診断

コンデシ ヨン

ウエイ ト ′トレーニ ング

マスタープラン

治療 の計画

標本 日出夫

3

20077′ 2′ 7


