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小学生男子（初級者）
アイスブレイク
集合ルール

　今回はアイスブレイクとして、『豚とコック』、『丸太転がし』という
２つのゲームを紹介しました。同性でのアイスブレイクの際は、も
ちろんその対象にもよりますが、お互いの体が触れあえるゲーム
を選ぶと、緊張が解かれやすいと思います。

　また集合を素早くできるようになる為、指定した色を触ってから
ダッシュで戻ってくるということも行いました。ただ「素早く集合しな
さい」では効果が得られない場合もありますので、そういった事を
防ぐ為にも遊びの要素を取り入れながら子どもたちにも集合につ
いて意識してもらいます。

　次にコーチが話している際に注目させる為には、可能な限り子
どもたちの視界に集中を妨げるものが無いようにします。つまり
コーチが壁を背にして子どもたちに話すと良いでしょう。今回の会
場でも逆サイドで大人のチームがバスケットをやっていましたの
で、それらが目に入ってしまうと、子どもたちの意識はそちらに向
いてしまい、コーチの話を聴くことを阻害してしまいます。

各カテゴリーでリクエストのあった内容で練習

パワーポジション 　パワーポジションを確認しました。今回選手たちに気をつけても
らったことは下記のポイントです。

①　膝とつま先は真っすぐ

②　膝はつま先よりも前に出ないように注意する

③　つま先、膝、肩のラインが床から垂直な１本のラインになる

④　背中が丸まらないように気をつける

⑤　足の幅は肩幅くらい

　本当に基本的なことですが、今回はこの5つを意識してもらいま
した。全体的につま先が外側に向いてしまう選手、また足幅が広
がってしまう選手が多かったように感じます。

日時情報 参加者情報 指導者情報 依頼者・チーム名 

第８回目指導 
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指導のねらい 

小学生男子 
小学生女子 
中学生女子 

■ 水野 慎士 
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トラベリングチェック付シュート
バトル

　突き出しのトラベリングを減らす為に、まずは何がトラベリング
で、どうすればトラベリングにならないのかを説明しました。その
後はトラベリングチェック付きのシュートバトルを行いました。この
ドリルの特徴はシュートバトルで勝ち負けがはっきりしているの
で、みんないち早くドリブルを突き出したいわけですが、そこに
チェック係のコーチがいて、トラベリングした選手はスタートのやり
直しをさせられます。

　選手たちは勝負に勝ちたいので、一番素早くスタートしつつ、且
つトラベリングをしないように自ずから意識をもってくれます。

　このルールを利用して、いくつか目先を変えたゲームを行うとか
なり突き出しのトラベリングは減らすことができます。

レイアップショット５ 　5つのレベルに分かれたレイアップドリルです。通常はレベル10
までありますが、初級者の選手向けに今回は5つのレベルを選び
ました。このようなドリルはそれぞれのレベルに合ったシュートを
各選手が挑戦できるので、レベル差が大きなグループなどでは
有効な練習方法です。

　今回はレベル5までクリアした選手はドリブルやステップは同じ
内容ですが、シュートをオーバーハンドで打つように指示をしまし
た。オーバーハンドレイアップを早めの時期に紹介することでワ
ンハンドショットやフローターショットへの動き作りにもなります。

パワーポジション 　パワーポジションを確認しました。今回選手たちに気をつけても
らったことは下記のポイントです。

①　膝とつま先は真っすぐ

②　膝はつま先よりも前に出ないように注意する

③　つま先、膝、肩のラインが床から垂直な１本のラインになる

④　背中が丸まらないように気をつける

⑤　足の幅は肩幅くらい

　本当に基本的なことですが、今回はこの5つを意識してもらいま
した。全体的につま先が外側に向いてしまう選手、また足幅が広
がってしまう選手が多かったように感じます。

小学生男子・女子（経験者）
リバウンドコーディネーション
ペンギンダイブ

　練習の始めに、リバウンドにタイミングよくジャンプ出来るように
なる為のコーディネーショントレーニングを行いました。やはりリ
バウンドを獲得できるかどうかのポイントは、より高いところで
ボールを触れるかどうかです。慣れない選手はこの空中にある
ボールを自分の最高点で触れることが難しいので、今回紹介し
たようなメニューを通して、空間認知能力やリアクション能力を高
めていく必要があります。

　ペンギンダイブはルーズボールダイブを子どもたちに行う際の
導入としてお勧めのメニューです。どうしてもルーズボールダイブ
は恐怖心を抱く選手が多いので、それを取り除くために、パート
ナーの股下を潜るという面白い状況設定がポイントの1つになり
ます。また恐怖心を生み出すのは、自分の目線と床との距離が
離れていることですので、パートナーの股下を潜る為に自然と姿
勢が低くなり、恐怖心を軽減してくれます。

　今回はこの後にオンボールディフェンスが控えていたので、
ボールがこぼれた際にしっかりとマイボールにできるよう、このよ
うなルーズボール系のドリルを事前の動き作りとして導入しまし
た。

シュート指導 　初級者の選手向けに、今回は｢落ちないシュートの２原則」を紹
介していきました。まだワンハンドに慣れていない選手が多かっ
たですが、「真っすぐ飛ばす」とその為のフォロースルーは意識で
きている選手が多かったと思います。まだ「距離感をつかむ」ため
の指先の感覚が難しかった選手も多かったと思いますが、これは
シュートを打つ経験を積み、その際に指先の力をいろいろ変えて
打つ事によって、力加減を獲得していきます。

　また初級者は片手ではシュートが飛ばせず、成功体験を得づら
いので、今回は先にサポートハンドもつけたフォームから練習を
進めていきました。シュートが飛んで、シュートが入る感覚を先に
掴んでもらい、そこからシュートが曲がってしまうと入らないことを
認識してもらいます。それによって選手たちが｢真っすぐ飛ばすこ
と」や「フォロースルー」の必要性を理解してくれます。このように
通常の片手シュートからのシュート指導とは違う順番の指導法も
必要になる場合があります。
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小学生男子・女子（経験者）
リバウンドコーディネーション
ペンギンダイブ

　練習の始めに、リバウンドにタイミングよくジャンプ出来るように
なる為のコーディネーショントレーニングを行いました。やはりリ
バウンドを獲得できるかどうかのポイントは、より高いところで
ボールを触れるかどうかです。慣れない選手はこの空中にある
ボールを自分の最高点で触れることが難しいので、今回紹介し
たようなメニューを通して、空間認知能力やリアクション能力を高
めていく必要があります。

　ペンギンダイブはルーズボールダイブを子どもたちに行う際の
導入としてお勧めのメニューです。どうしてもルーズボールダイブ
は恐怖心を抱く選手が多いので、それを取り除くために、パート
ナーの股下を潜るという面白い状況設定がポイントの1つになり
ます。また恐怖心を生み出すのは、自分の目線と床との距離が
離れていることですので、パートナーの股下を潜る為に自然と姿
勢が低くなり、恐怖心を軽減してくれます。

　今回はこの後にオンボールディフェンスが控えていたので、
ボールがこぼれた際にしっかりとマイボールにできるよう、このよ
うなルーズボール系のドリルを事前の動き作りとして導入しまし
た。

ポインティング 　　まずはドリブルスティールから仕掛けるタイミングをつかんで
もらいました。目の前のドリブルをスティールするだけです。
　相手の手の平からボールが離れた瞬間がチャンスです。ボー
ルと相手の手の平の空間に素早く自分の手を入れてスティール
を狙いましょう。

　オフェンスがボールコントロールできない瞬間を狙うのが、この
練習の目的です。コントロール出来ない瞬間とはボールが手から
離れている瞬間です。相手の手の平にボールがある瞬間に仕掛
けても、簡単にかわされてしまいますから気を付けてください。

シューターへのスクリーンアウ
ト

　ボールマンディフェンスで大切になるのが、シューターへのスク
リーンアウトです。そこでファールにならない為にシュートモーショ
ンがいつから始まり、いつに終わるのかを紹介し、その上でいつ
スクリーンアウトを仕掛けるべきかを紹介しました。

　シューターがシュートを打って着地をした瞬間にスクリーンアウ
トをしましょう。その際は半身で相手にぶつかりながら、シュー
ターがそのままオフェンスリバウンドに飛び込もうとしてきたら、半
身の状態から背中を相手に向けてスクリーンアウトをします。そ
の時の足さばきも紹介しました。

台形での2on1パッシングドリル 　台形を利用してのパッシングドリルです。この練習を通して、

①　ポケットパスの意識付け

②　DFにプレッシャーをかけられてもピボットをしっかりと踏む習
慣づけ

③　レシーバーのスペーシングの理解向上

④　ディフェンスからボールを隠すテクニックの向上

　このような効果が得られます。練習の始めではディフェンス無し
で行い、慣れてきたらダミーディフェンスをつけたり、そのディフェ
ンスのプレッシャーレベルを上げていったりして、オフェンスの選
手に負荷をかけていきます。ディフェンスのプレッシャーを高める
とかなり強度の高い練習になります。

ステップステップ 　ディフェンスの基本姿勢から、横に移動する際に使うのがこの
ステップステップです。その名の通り、リードフットと後から続く足
が「ステップ・ステップ」のリズムで移動し、スタンスを一定に保ち
ながら、なお且つ後から続く足で床をキックするようにして体を移
動させます。

　多くの選手が、最初のステップステップは上手にできていました
が、そこから元の位置に戻る、つまり逆方向へ切り返す際に足の
順番が分からなくなってしまうパターンを良く見かけました。これ
らは運動学習が必要ですので、普段の練習の中で繰り返し行う
事が大切です。
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台形での2on1パッシングドリル 　台形を利用してのパッシングドリルです。この練習を通して、

①　ポケットパスの意識付け

②　DFにプレッシャーをかけられてもピボットをしっかりと踏む習
慣づけ

③　レシーバーのスペーシングの理解向上

④　ディフェンスからボールを隠すテクニックの向上

　このような効果が得られます。練習の始めではディフェンス無し
で行い、慣れてきたらダミーディフェンスをつけたり、そのディフェ
ンスのプレッシャーレベルを上げていったりして、オフェンスの選
手に負荷をかけていきます。ディフェンスのプレッシャーを高める
とかなり強度の高い練習になります。

中学生女子
プリトラオフェンス

　今回はチームオフェンスの題材としてプリンストンオフェンスとト
ライアングルオフェンスを掛け合わせた『プリトラオフェンス』を紹
介しました。このオフェンスはエルトラックの谷口コーチが発案し
たもので、ジュニア期の選手たちにも理解し易いようにスクリーン
などは可能な限り省き、それぞれのオフェンスの特徴を上手く取
り入れたオフェンスシステムです。

アライメント 　基本の配置は２ガード、２ウィング、１センター（ローポスト）で
す。その際のポイントは２ガードは若干高めの位置にポジション
をとらせることです。
　それによって全体的なスペーシングが広がるとともに、ゴール
近辺のスペースを通常よりも大きく空けることが可能になります。

もらい足ドリル 　ツーガード・ツーウィングでパスを受けながら、最後にレイアップ
へいってもらいました。なるべく多くのポイントを意識して下さい。

１．パス方向のポケットからパスを出す
２．パサーに対して外側の足からパスを受ける（もらい足）
３．レシーブポジションを意識する（スペーシング）
４．タイミングをはかってボールを移動させる
５．レシーブ後に悪い（弱い）姿勢にならない
６．弱いパス（必要の無いバウンヅパス）を使わない

　少し足さばきが難しかったかもしれませんが、だんだんと正確
に出来る選手が増えていったと感じました。このステップワークで
なければいけないという話ではありませんがステップワークとして
身につけておくべきことの1つです。

ローポストシリーズ ②ローポストからの1on1

　バックカットしたガードにパスが入らなかった場合には、ガード
の選手はそのままアウトサイドに出てスペースを空けます。その
空いたスペースでローポストからの1on1を仕掛けることが可能で
す。

ローポストシリーズ ①ガードのバックカット

　ガードからウィングにエントリーをしたら、そのままローポストへ
パスを入れます。そのタイミングに合わせてボールサイドのガー
ドがバックカットをして思い切りゴールへ切り込みます。そこにパ
スが入るようであれば、パスを入れます。
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ローポストシリーズ ③ローポストからのフックパス

　これは1つ番外編ですが、ガードのバックカットをディフェンスが
警戒すると、ヘルプサイドのディフェンスがかなりペイントエリアに
寄って守ってくることが予想されます。そこを突いて、ローポスト
のプレーヤーがアウトサイドに広がるプレイヤーに思い切って
フックパスを出し、３ポイントショットを狙うのも1つのアイデアで
す。

ローポストシリーズ ⑤パス＆カット＆ポストアップ

　逆サイドにボールを展開したら、再度ローポストで起点をつくる
ようにします。その際には図のように2ガードポジションの選手が
パス＆カットでそのままローポストでポストアップしましょう。そこ
にパスが入るようならパスフィードします。

ローポストシリーズ ⑥ガードのバックカット

　ローポストにパスが入ったらガードの選手がバックカットを仕掛
けるのは一番最初の形と同じです。その際は、しっかりとボール
サイドの2ガードポジションの位置まで寄ってきてから、ローポスト
にパスが入るタイミングに合わせて思い切ってバックカットを仕掛
けます。

ローポストシリーズ ④リバース

　もしローポストにボールがあった際に、バックカットにパスも出
せない、1on1も攻められそうにない、フックパスも難しい、といった
場合には、ボールをウィングに戻します。ウィングに戻ってきた
ボールは素早く逆サイドに展開しましょう。

ピンチポストシリーズ ②ガードのバックカット

　パスがハイポストに入った瞬間、ヘルプサイドのガードの選手
がバックカットを仕掛けます。もしそのカットにパスが入るようなら
ば、パスを入れてシュートを狙います。

ピンチポストシリーズ ③ハイポスト1on1

　バックカットへのパスが入らない場合には、そのままハイポスト
から1on1を仕掛けることもできます。その際はバックカットしてい
た選手はスペースを広げる為にアウトサイドに広がりましょう。

ピンチポストシリーズ ①ピンチポスト

　もしウィングからローポストへのパスが相手ディフェンスによ守
られて入らない場合は、ピンチポストシリーズに移行します。逆サ
イドウィングの選手がハイポストにフラッシュし、そこにウィングか
らパスをいれます。
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ピンチポストシリーズ ③ハイポスト1on1

　バックカットへのパスが入らない場合には、そのままハイポスト
から1on1を仕掛けることもできます。その際はバックカットしてい
た選手はスペースを広げる為にアウトサイドに広がりましょう。

ピンチポストシリーズ ⑤ガードのバックカット

　ローポストにパスが入ったら、先程出てきたバックカットのパ
ターンと同じ配置になりますので、ガードポジションに寄ってきた
選手がバックカットを仕掛けます。

ピンチポストシリーズ ⑥アリウープパス

　万が一、ピンチポストへのパスを抑えられた場合には、思い
切ってヘルプサイドのガードの選手がバックカットを狙います。そ
こにウィングからロブパス（アリウープパス）を出してシュートチャ
ンスを作ります。

ピンチポストシリーズ ④リポスト

　ハイポストからの1on1で攻めきれない場合には、そのボールは
アウトサイドにさばきます。この瞬間に再度ローポストで起点を作
る為にポストアップします。

　今回も各カテゴリーに対して別々のテーマで練習をさせてもらいました。それぞれの練習ではドリルのポ
イントや鍵となる技術などを紹介していきましたので、是非また次回以降のチーム練習で参考にして頂け
ばと思います。

　中学生女子のトレーニングに関しては、非常に効果も出ており、かなり柔軟性が高まっていたと思いま
す。またそこから一歩ステップアップするためにも、一つ一つのトレーニングを今まで以上に限界まで「足
を広げる」、「肘を体に近づける」、「しっかりとつま先を天井に向ける」、「背中を丸めない」などのポイント
を徹底していって下さい。これを徹底できると、また一つレベルアップしてきます。また肩甲骨のトレーニン
グは肘と肩の位置関係が非常に重要ですので、常に正しいやり方を心掛けましょう。体幹のトレーニング
では、成果が分かり易い種類のトレーニングを紹介しました。しっかりとトレーニングを続けられる選手は、
人に押されてもビクともしないほど安定してきます。是非皆さんもそのレベルまで高めていって下さい。

　また一宮の選手と一緒に練習出来る機会を楽しみにしています。

ピンチポストシリーズ ⑥リセット

　アリウープパスも防がれた場合には、再度立て直しを図る為、
最初の2ガード、２ウィング、１センターの配置に戻ります。その際
は、空いているスペースに対して、そこから近い選手が埋めてい
きます。

　指導の感想と次回へ向けてのコメント


