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この冬
る

は非常 に大 切な ものです。 しか し、
まずは個人の技術が 立 されていな
いと、優れた戦略 ・戦術 もチームカ

一

11雀

態珀 響・

縣
一
一 一

には結びついてい きません。ですか
ら、 まず は個人技 の強 さを見直 し、

︼ 中
螂 一
﹄ 一

強化す るために技術力 を向上 させる
必要があ ります.昨 季、 中高生なら
新チームになる以前のチームで不足
￨̲て

いると感 じた技術は、ぜひとも

この時期に補 ってお くべ きです。
つの理由は、身に付けて し
もう ・
まった悪い技術や習'世 を、早く矯正
す るためです.選 手 はゲ ーム期 で、
相手チームの動 きやマ ッチアツプの

日出夫 監督
榎本
ロコーチ
女子日本代表
//元

[プ

]

・ 武蔵 i馬 一武
昭和 16年 7月 71‑￨■ まれ、 1歳 =東 京都 ￨￨￨■ ′
ーハ イに出場 し
蔵人卒.中 学 3年 でプ レーを始め、高校で ￨よ 3年 連続 して インタ
」
務 を経て、杉野女 J̀■ 人の指導 を始め、1旨 専
咄 た、大学卒業後、出版￨￨」 り
優勝 もイ
ー クの 21■ 1
者 の道へ ,そ の後.IFI立 戸塚で プロコーチに̲全 ￨1本 総合、 ￨]本
続 2冠 な どへ とチー ム を導いた。 さらに、 女T千 によ の コーチ、監1イ をい任̲以 後
コーチ
ルのヘ
ソ
と して活
り」rの 指導 にその 躍 の場 を移 し、 叶t本 社 、 ゼクセ
躍.男 子代表 の コーチ と して もその 手腕 を発1軍 した後、 平成 1212000｀ 年 3月
べ
に第 線 を退 いた´現在 は、長年培 って きた指 導者 としての ノウハ ウを伝える
￨エ
く、 各地で クリニ ノクを行なっている.ま た、￨」 本協会力寸 itす る 員指導
ンデバー)活 動の本部委 員会委 員 ￨11技 術委 員会委 員 として も活躍中
ぇの もと .ひ でお

6・

.

lリ

￨ヽ

,i所

.

てみたい と思い ます。

指導者も選手も
基本に立ち返れ
必ず一旦、
今の時期 は、新チームに切 り替わ
って少 し時間は経過す るものの、 日
標 となる大 きな大会 までは、まだ時
間があ ります。 さらに 4月 になれ￨よ
新入生 も入部 してきます。 この時期
に何をしてお くべ きか、 ということ
は、各チームで 目指す ゴールが違う
で しょうか ら、一概 に「 これだ !」
とは言えません。当然、 目標 によっ
て、おのず とやるべ きことが変わ り
ます。そ こで今回は、ある程度の好
成績を目指 したいとい うチームの場
合ならtよ こんな練習 をすべ きでは
ないか ということに的を絞 り、述べ

12

この時期に、た り込みや筋カ トレ
ーニ ングなど、 フイジカル面でのパ
ヮーアップをメインに考える指導者
は多いか もしれません。 しか し、私
は、 この時期 だか らこそ技術的な レ

相手 に、 自分の動 きを知 らず知 らず
の うちに合わせて しまうとい うこと
支術
があ ります。せっか く￨1参 得 したオ
であっても、例えば相手 との駆け引
きの中な どに、邪魔な動作や思惑が
入ってきて、正 しい技術 か ら悪い方
向にずれている場合があるのです。
例え(よ 大 きい選手な ら￨よ 必要
以上の、余分 な動 きが加 わって しま
ったために、オフェンス・フアウル
になっていた り、リバ ウンドを取 り
にくくなっていた りする、 とい うこ
とです.そ こで、 もう一度、正 しい

ベルアップを図るべ きだ と思い ます。
実業団チームと中高生チームとのサ

動 きに戻す作業が必要になるのです。
NBAの 選手たちも、シーズン前に
サマーキャンプや ビッグメン・キヤ

イクルは違 うので、 単純 に比較する
ことはで きませんが、私が実業団チ
ームで指導 していたときには、オフ

ンプなどに参加 し、身に付いて しま
った悪い癖 を矯 正する作業を行ない
ます。彼 らでさえも、 もう一度、基

シーズンには技術 の向 上を図る練習
か らスター トしてい ました。

本に返 るとい うことをするのですか
ら、我 々指導者 も選手 も、まず は基

それには、大別 して二つの理由が
あ ります.一 つ 日は、昨季 に足 りな

本に返る必要があるはずです。
その 一つの方法 として、私が実業

かった技術的な部分 を補 うためです。
ゲームで勝利す るために戦略 ・戦術

団で指導 していた頃に、 こんなこと
をしてい ました。最初の 1カ 月半は

今いるメンバーで技術 を確かめ、そ
の後の 1カ 月半 は、新入団の選手 と
今までいたメンバー とが一緒になっ

常にゲーム数が多 くな ります。です
か らゲームがないこの時期 こそ、 自
分たちチームの技術力を見直す時期

て技術練習を行なうとい うことです.
昨季か らいたメンバー、つ まりL級

だと思い ますc私 が実業団チーム を
指導 していた頃には、 この時期、ボ

生は、同じことを 2回 繰 り返す こと
にな りますが、それは理解を一層深

ールハ ン ドリングは もちろんのこと、
ス トップや ター ン、各種 ステ ップ
(ピ ボ ッ ト)か ら、 シュー トや ドリ

めるためです.と 「
]時 に、 きっち り
｀
■は、
ァ
と1支 イ
寸けていガ
ITを 11!チ 1キ し、身にイ

ブル、パス、デ イフェンスの基礎な

新人団 メンバーにも指導で きるとい
う利点があ りますc

どに至るまで、 じっ くりと取 り組ん
でい ました。 3年 生が引退 し、部員

ここで、テームとしての基礎 は何

の人数が減るこの時期 にこそ、地道
習をしてほしい
にコツコツと帥

か、とい う部分をおざな りにす ると、
11級 生は新入生に、勝手でいい加減
な技術を教えるようになって しまい
ますら教えなかったとしても 級生
見て、真似た りするか もしれませ
1■

と思い ます。

を、簡単に述べ てみようと思い ます。
その一つ 日は、中高生、そ して男
女で も差はあ りますが、特 に中学生
の男 Fな どは骨が伸びている最中な
ので、仮に筋 トレを多 く行なって も、
著 しくは筋力はつかないとい うこと
です。 また、た とえフイジカル面が
強化されたとしても、それが ダイレ
競支力向上に結
ク トにバスケツ トのサ
びつ か ない と私 は考 えるか らです c
姉li面 力誦雀立されていな
なぜなら、オ
ければ、そのパ ワー を生か し切れな
いか らです。
力 は、生
さらに、 フイジカルの育旨
̲

フィジカル面の強化のための
トレーニングを重視しない理由

4t´

まれつ きの要素 が大 きい ものです。
お のず と限界 もあ ります。 しか し、
技術 は、教えれば教えるほどうまく
なると私は確信 してい ます。 コツコ

t そうすると、新人生 に正 しくな
′
しヽ
技術が身に付 くことになって しま

さて、 ここまで基礎技術 の向 を
重視することについて話を してきま

い ますt,指 導者が気付いたときに教

したが、それで も、やは りこの時期

ツやれば、必ず技術は上達す るので
す.練 習すれば必ず上達する という

すのでは、 まずゼロに戻 してか

はフィジカル面の強化のための トレ
ーニ ングを主体に練習を行なうべ き

ことを F供 たちに伝えてあげな くて
は、足が速 い子、背が高い子には勝

.t lI￢

ら教え直さなければな りません,そ
の 間と労力 は、2倍 以上の ものが
必要になることで しよう。ですか ら、
￨￨キ

l´

ら

1:ナ

i人 生を1旨 :}1手

してい く形をと´)て

いたわけです .
チームで技術論に関 して共通の認
識があれば、全員が同 じ地図をコー
トに描けることができるようにな り

l.チ ームメイ ト全員が理詢年する
"を 構築す るとい うこと
「 り
t,直 言語
が、非常に大切です。例えばゲーム
.｀

中の タイムアウ トで、「デ イナ イを
頑 りなさい」 と指示を出 したとし
1ヽ

'り

ます.,し か し、選手全員がデ イナイ
の基礎を知っていなければ、それは
まった く意味のない指示 とな ります.
また、その知識 もチーム全員が共通
の もの、つ まり共通 言語 となってい
なければ意味があ りませんG
戦略 ・戦術は、指導者が100人 い
れば100通 りあるもので しよう。 し
か し、基本 とは、誰がやっても必ず
同 じものでなければな りません。で
すか ら私は、 ミニや中学、高校 の講
習会 に行 くと、「時間があれば基礎
に戻って ください」 と伝 えますの特
に中高生は、 ン ズ ンが始 まると非

ではないか、と思 う指導者 の方 も多
いのではないで しようか。そ こで、こ
こでは、私がフィジカル而の強化 だ
けの トレーニ ングを重視 しない理￨￨￨
︑
︑
フィジカル面の強化に目が行きがちなこの時期こそ︑技術向上に取り組むべき︒指導者も選手も 一旦基礎に立ち返り
写真はイメージ．本文とは関係ありません／平成７
じ．くりとその向上に取り組みた い ︵
１年度男子日本代表 五十嵐圭︶
︐

まずチームの基礎 とは何かをはっき
￨)と 認識 させ、その 11で「 級生を指
￨=の 力も借 りなが
専 、さらに 1級 ′

￨■

てないとい うことになって しまい ま
す.そ れでは 1供 たちは夢 を見るこ
とがで きませ ん。そのためにも、 ど
んな練習 を、 どんな方法で教 えれば

また、私が フイジカル面の向上だ
の
け トレーニ ングを重視 しないのは、
走 り込みや筋 トレだけが、フ イジカ
ルを向 させ る トレーニ ングではな
￨■

)、

しょう.ま た、基礎技術向 Lの 練習
で も、指導者が同時 に体力向 Lも 念
頭に入れてメニュー を組めば、 フ イ
ジカル面向上の練習をも兼ねること
ができるのです.
例えば、走 り込むのは心llllj機 能の
向 11が 目的なわけですか ら、技術練
習をフルスピー ドで行ない、111:動 と
休息 を30秒 間で ￨ズ 切れは、 インタ
ーバル・ トレーニ /ク の効果を もた
‐
らす こ とがで きま 0 また例 えは、
1対 1を 30秒 行な ′,た ら、30秒 休

̀
●

.=i

・■
・ ヽ

,;【

￨

苺

■

込むよりも、心肺 能は向上するで

燎
・

かなり大変なことに気付 くはずですっ
当然、ただ長距離をグラグラと走 り

̀

■ ￨:

■
一１ 摯

いとも考えているか らです´実際に
来礎練習をや ってみると、それが肉
体的に (も ちろん精神的にもですが

︱′
ｒれ ノーローしなから︑努力を続ける
人ひとりが必ず違う︒指導者は選手がどのタイプかを判断し．´・
選手は︑ 一
︱
︐
︱成７年度女子日本代表０大神
写真はイメージ︐本文とは関係あり■ｌ
ｔん ・
ことの大切さを指導しなければならな い ︵
雄子︶

技術が向上す るのか とい うことを、
指導者は常 に勉強 していか なければ
ならないと思い ますc

ン分け し、3人 一組を作 ります。そ
こで、 一人ひとりの貢献度 を採点 し
なが ら3対 3を 行ない ます[,私 は選

に付 き、ラ ンキングも̲Lが っていけ

きるのです。
同時 に技術 力 も向
¨
ですか ら、 フ イシカル とい う言
括 りに して しまうの
葉で指導 者は ・
ではな く、 どんな能力はどんな トレ

手の貢献度を表 にし、その表を「貢
献度表」 と呼んでい ましたし

も生 まれるわけです。
選手たち自身で採点できるように
なればさらに理想です^パ スミスな

ーニングで向 11さ せることがで きる

カなどの項 目があ り (当 初は 9項 目
で したが、約 3年 間の間に細分化 さ

むとい うことを繰 ￨)返 しても同 じで
しょう つ まり、練習のや り方次第
1、

では、 フ ィジカル面を向

￨、

させると

のか、あるいはどんなや り方をすれ
は技術力向上の トレーニ ングも兼ね
ることがで きるのか、などを常 に考
えておかなければな りません.

私が考えた貢献度表 とは、オフェ
ンスカ、 シュー トカ、デ ィフェンス

が判断で きるようになることで、プ
レーの良 し悪 しを判断する力を養 う

しますこそ して、ポジション別に集
計 し、ランクを付けます.つ まり5

ことにつ なが ります。 しか し、指導
者力寸采点す るにしても、選手やマ 不

￨

基礎練習が続 くと、選手は ￨1標 や
モチベ ン ヨンを失 くして しまうこ

良ければ、ラ ンクが 2位 だった選手
が 1位 になった り、5位 だった選手

とがあ ります.そ こで、私 は常に選

が 1位 になった りするわけです.
ただし、ただ 3対 3を 行なうとい

14

次は、選手が向 L心 を失わないた
めに、指導者が意識すべ き点につい
て述べ たいと思 い ます.
みなさんは、指導 していて、す ぐ
に日に見える L達 がないと不満 に思

を組み立てるようにす ることが大切

って しまうことはあ りませ んか

です。選手 たちは頑張れば技術が身

以前の私はそうで した。 しか し、最

?

昏 誓´
・
一・長 ｉ量 澪 督 ︑
︑■鷲彙
苺 ヽ ．
唸´
．
︐

手をガー ド (G)、 フオワー ド (F)、
セ ンター (C)の 3種 類 にポジンヨ

うことではいけません。そうではな
く、その週の練習 を頑張ると、必ず
週末の 3対 3で 生かせ るとい う練習

点者の基準がぶれないように助言す
るなどしなが ら、選手たちのフォロ
ー をすることが必要だと思い ます。

ｔ●３ ■ ・
苺 ・ホ ら ・・豆
う
︐
︐︐ ︐

わけです.そ して、次の週は別の組
合せでチームを作 り、そこで成績が

ジャーなど力寸采点係 になるにして も、
選手は自分の点数が低ければ当然不
満を持つ わけですか ら、指導者が採

︐

次に、 メンタル、心の問題 につい
てお話 ししたいと思い ます̲

を行なう時期には、週 に 1回 、3対
3を 行なうようにしてい ました。選

レーなのかということを、選手たち

れ最終的には23項 目にな りました)、
それぞれに点数をつけて合計点を計

組に分かれていたなら、ポジンヨン
ごとに、1位 か ら 5位 までが決まる

手が向上心 を持って練習に取 り込め
るように、反復 して基礎技術 の練習

のかキャッチ ミスなのか、 ドリブル
ミスなのかデ イフェンスのナイスプ

毒檬 一
苺 一経 一
鸞薔 毬 選
一
瑾 霧 一一
霧一
遷 ヽ撼蓬 裏 一
霧一
一一
菫一燿 苺撼憾 一
苺一
鷺一
軍苺 福 ＾
構一 撻 凝 一
鷹檬ヽ
篠 攘 灌一
登燿 ヽ
´
撲 警 壕 撻ま藍 一

11で

るのですか ら、競争心が生まれます.
また、高い評価 を受けることに嬉 び

遮は、そうは思わな くな りました。
￨.達
なくでも、ある程度やったら
lLめ て 1̀ま ってもいい。また明日や
ればいいと思うようになったのです。
誉の ￨￨の うちに上達しなくてもいい

伝 えなければいけないのは「努力 し
ないと上手 くならない」 とい うこと

ないのであれば、練習 中で も急選、
メニュー を変更 しなければならない

です。信 じて教え続ければ、子供 は

のです.そ れよりも、選手が上達 し
ようと努力し続けることが大切なの

ずつ違 い ます。 この選手には、 どん
な指導をす るのがいいのか、 どんな
一
声をかけてあげればいいのか、 人
ひとりを見つめてあげて ください。

こともあるはずです。集中力が落ち
た,1厠まで行なう練習ほど意味がない
ものはあ りません。 ノー トを覗 き見
し、それと違 う練習 メニューに「偏

:ィ

です.,そ して徐々にでも上達すれば
いいのです。
選 手は、人別すると2タ イプに分
かれます.,や ったことのない基礎技
術をや 11,せ てみると、様になるとい
うかパ ッとできてしまう選手がいま
す .イ メージをす ぐに身体で表現で
きるタイプです。仮に彼 らをセンス
型と呼ぶことにしましょう。彼 らは、
高い確率で L手 になる可能陛を秘め
ています しかし、マイナス面もあ
.、

す.で きたということに満足 し
てしまい、そのレベルで止まってし
まうかもしれないのです。グングン
￨,ま

11菫 する場合と満足して停滞 してし

まう場合があるわけです。
反対に、す ぐにはできないタイプ
を努力型 と呼ぶ ことにしましょう。
躍1咲 きの選手もいるわけですか ら、

必ず変わるcそ んな信念を持って指
導にあたつて ください。選手は一人

指導者も選手 に
負けない意欲を持とう

された

1」

なんて言う選手 もい ます。

しか し「それは君たちが しっか りや
らないか らだよ」 と、ここで選手 と
コーチの駆け引 きにな ります.バ ス
ケッ トのゲーム も駆け引 きですか ら、
「練習にだって、何 の駆け引 きもな

私は、指導者 は練習だけ頑張れば
いいのではなく、その前後が大変だ

いわけないだろ」 とい う話にも結 び
つ くというものです。

と考 えます.も しかすると、中には、
「授業 (仕 事 1が 終 わった.バ スケ
ットでも見るか」 というテ ンンヨン

選手のみならず、指導者 も学ばな
ければいけないことはた くさんあ り
ます.本 ゃ ビデオか ら学ぶの もいい

で練習に向かう方 もい らっしゃるか
もしれません。 しか し、 子供たちは
「 よし、授業が終わった。好 きなバ

で しょうが、それはそれを作成 した
人物が、様 々な紆余曲折を経 て辿 り

スケットやるぞ

￨」

と意気込んで練

習 に向かうのですcそ のギャップを
埋めなければ、本当の指導 はで きま
せん し、真の指導者ではないで しよ
う。逆 に、そのギャップを埋める努
力をすれば、子供たちもその情熱を

着いた完成形だと思わなければな り
ません。 もちろん参考 にすることは
間違 いではあ りません.し か し、人
は千差万別なのです。試行錯誤 して
みることこそ大切です。例えば、 自
分が筋 トレをしたならば、 これをや
ったらここが痛 くなった、 ここに筋
肉・筋力が付 いたと分か ります。 し

どち弓が良いかではありません。努
ザ
Jり :Iも やは り,1通 りに分 かれます。
等′
」を続けて段 々と上手 くなり、素

分かって くれます。 どんな練習にも
ついて きて くれることで しよう。
私 自身、「練習 を安易に考えてい

晴 らしい選 手になる場合 と、努力を
11め てしまって 達しない選手です。
すべでの選手は努力型かセンス型

ないか、バスケッ トを安易に考えて
い ないか」 と常 に 自間 自答 します。
練習 とは、単純にメニューを用意す

かは分か りません。

かに必ず 類できます。それを見抜
くために、できない練習を長 くやる
J,で はな く、少 しだけやって止め、
翠 llも 同じことをやってみて判断し
・ごみるべ きでしょう。そして、セン

ればいいわけではあ りませんc練 習
を見て、次の練習 も考えなければい
けません。 ムー ドが悪ければ、良い

てみるとい うことを、以前はよくや
ってい ました。 まずは指導者が試行
錯誤 してみることcそ して自分な り

ムー ドにするために何か手 を打たな
ければいけませ ん。練習メニューが

の方法を導 き出す。最後 は少 し話が
人事
それて しまい ましたが、それ力｀

ス型には、そこから伸びない場合が
‡4あ りますから、例えば「スピー

選手に読 まれて しまってもダメです。
供 たちに 「この次 はあれだか ら、

なことだと思いますc
(取 材 ・構成・水野光陣

トが も,,と 出せるといいね」 と励ま
す 反対に努力型の子供には
1今 ￨￨は できなかったけれど、明日
ごいねぃ i張 ろうな」と
できた
̀,す
フォローをします.,ど ちいのタイプ

ここで手を抜 いておこう」 と思われ
て しまってはいけないか らです。練

￨■

,Iヽ

,〔

も、努力し続けるように指導者力酒己
慮 しなければいけ ません。
そのためにも、選 日間々を見極め

習の順番を変えるな り、突然初めて
の練習 を入れてみるな り、選手が常
に全力で、集中 して行なえる練習 メ
ニュー を組むのが指導者の役 日です。

て、 どちらのタイプか位置付ける必
要があります。もちろん、 ■供たち

私は、練習のノー トを、わざと選
手の見える位置 に広げて置いてお く
ことがあ ります。そ して、実際の練
習では違うメニューを行なった りし

にどちらのタイプかを知らせる必要
‐
はあ りません。どちらのタイプにも

ます3こ こでテンションが上がって
い くかなと思っても、実際 に Lが ら

まずは自分でやってみて ください.
ヾ
私 も、新 しい練習はまず 自劣渤 やっ

,

指 導 者 と選 手 の意 欲 と にギ ャ ップ が あ って は成 長 し な い︒
写真 は
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か し、他人がや ったのであれば、 ど
こが痛 くな り、 どこに筋肉が付いた

