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筑波大学のハンドボールとともに45年
大西武三

田舎育ちで世間知らずの私が、高校三年生も押
し迫った12月に雑誌「蛍雪時代」で国立大学に

ハンドボールとともにあった筑波大学での教員
生活も終ろうとしている。短くもあり畏くもあ

体育学部があることを見いだし、猛勉強（？）を

を）、そして楽しくもあり良く我慢したとも言える

して晴れて東京教育大学体育学部に入学したのは

41年間であった。今にして思うことは、学生と一

45年前のことである。それは、関西のある大学に

緒になって目標（夢）を追いかけられたから続け

推薦人学しようとしていた私に、部の顧問であっ

られたのだと思う。体育科学系紀要に寄稿の依頼

た恩師が「君は関東に行け」の一言で方向を変え

があったが、何を書けば良いのか、迷い決めかね

た時でもあった。ハンドボール部に所属して学生

ていた。ただ、41年という長い現場指導で何を目

時代は始まったのであるが、45年の歳月は選手

指してやってきたのかおぼろげながらも見えてきた

としての4年間（東京教育大学）、指導者として

ものもあり、この際、書き残しておけばと思った。

の41年間である。指導者としては、大学院に入

監督として、関東リーグ戦、インカレに学生と

り女子チームが創部し監督となった8年間（東京

ともに優勝目指して出場し多くの経験をさせてい

教育大学）、女子監督から男子監督（東京教育大

ただいた。特にインカレには連続して選手を含め

学、筑波大学）に移動して33年間である。この指

ると45回出場できたことは、トップを目指して

導者としての41年間はグランドに脚を運び、

挑戦し続けることのやりがいや現場にいることの

日々学生の頑張る姿を見るのが私の生きていく上

大切さを感じた指導者生活であった。真剣に取り

での基盤であった。「80歳までは杖をついてでも

組んでいれば、必ず感動との出会いがあー）、その

ハンドボールをやるぞ」とか「現場は絶対に経れ

ことが「次こそは」というエネルギーとなり、充

ないぞ」とは言ってはいたものの、チームの監督

実した45年という歳月を過す原動力になった。

という立場で41年間の歳月を送らせてもらった

この監督生活のなかから、ハンドボールの指導や

ことは今となっては感慨深いものがある。スポー

チームについて考えてきたことを私なりにまとめ

ツというのは本当に面白く魅力に満ちたものであ

てみることで、筑波大学とともにあった監督とし

る。目標としている試合があり、そこではっきり

てのハンドボール生活をひとまず終えたいと思う。

と勝負がつく。負けても勝っても、至らないとこ

ろを敢えてくれて、進むべき指針を与えてくれ

筑波大学のハンドボール部の伝統に対する誇りと

る。追求しても追求しきれないものであり、人間

感謝

の感情、喜びや悲しみ、憎しみや、屈辱などにと

日本にハンドボールが上陸して86年である。

いった本来人間が持っている感情を呼び起こして

紹介したのは筑波大学の前身である東京高等師範

くれる。体育・スポーツという環境に身を置く立

学校教授であった大谷武一先生である。ハンド

場から、部活動は、授業や研究の成果を注ぎ込む

ボールが学校体育に取り入れられ日本における普

絶好の環境である。学生もこの三位一体の環境に

及の基盤が整えられたのは、大谷先生が日本の体

有り余るエネルギーを惜しむことなく注ぎ込んで

育の中心的存在であった東京高等師範学校の教授

くる。上手くなりたい、強くなりたいと願う学生

であったことに大きな要因がある。大谷氏がハン

の可能性をどれくらい引き出してやれるのか、指

ドボールに出会い、日本に紹介するきっかけに

導者に与えられた課題は大きく、そしてやりがい

は、大谷先生と当時高等師範学校校長であった嘉

のあるものでした。

納治五郎先生との出会いがある。大谷先生が当時
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た）が学生を対象として開催される公式試合であ

姫路師範の学生であった頃、高等師範学校校長で

あった嘉納先生が姫路師範学校でおこなった特別

る。指導者としての41年間の成績は、インカレ

講演「柔道とスポーツ」を聞き、痛く感動して高

では優勝3回、準優勝4回、3−4位18回が主な成

師入学を思い立ち、入学をはたしたのであるが、

績である。東日本では優勝4、準優勝7回、リー

この出会いがなければハンドボールの日本への導

グ戦では春、秋で15回優勝している。インカレ

入はまた、違ったものになっていたであろう。大

は、学生界の最大目標である。出場が危ぶまれる

谷先生のハンドボールとの出会いは、嘉納校長か

ことも度々あったが、なんとか乗り切ることが出

らアメリカに体育の勉弓削こと留学を命じられたの

来たことは幸いなことであった。春秋のリーグ戦

であるが、その帰途、ドイツに立ち寄りベルリン

では、会場に行くまで3時間はかかり、1ケ月の

郊外で当時盛んに行われていたハンドボールを見

間コンデションを維持して試合をするには相当の

たことによる。その体育的効果に注月した大谷氏

実力がなければ乗−）切れないものであり、遠方の

はいち早く、日本でハンドボールの紹介を行い、

厳しさを感じることもあった。成績にはピンから

当時学校体操教授要目改正委員であったことか

キリまであるが、その時におかれている状況があ

ら、本人の提唱により教授要日にハンドボールが

るので、いい成績のときがいい練習をしたり、良

採用されたのである。大正15年のことである。そ

い指導をしたりというわけでなく、選手の状況や

の後学校体育では行われていたものの競技スポー

相手チームの状況如何によるものである。いくら

ツとしては日の目は見ず、競技としてハンドボー

頑張って指導しても勝てないときは勝てないので

ルが始まるのは、1936年にべルリンオリンピッ

あって、勝敗は、最終的には選手個々の能力や4

クでハンドボールが開催種目となり、次回予定さ

年生のリーダーシップによるものと考える。多く

れていた束京オリンピックでも開催種目となるこ

の試合のベンチを行ってきたが、1試合として楽

とが決定されたことによる。そのことが契機と

な試合はなく、一つ一つ一生懸命に乗り越えてき

なって大学にチーム創設の動きがあー）、文理大

たものである。インカレ優勝の決勝3試合にして

学、慶応大学、日本体育大学、青山師範大学の4

も全て1点差であり、神が微笑んでくれたとしか

チームが産声を上げて活動を始めたのである。初

言い様のない試合であった。優勝という感激に湧

めてのハンドボール公式試合となる関東選手権大

く経験もあるが、その対極にある探く心に残る2

会では、筑波大学の前身である文理大学が初優勝

部落ちの経験もある。4年生には精神的な成長

している。筑波大学の多くの種目が、そのスポー

を、3年生以下には実力の向上を図り、1シーズ

ツの宗家であったり、先駆けであることが多いの

ンで復帰を果たしたが、このようなときほど指導

であるが、ハンドボール部も、日本移入の経緯か

者の責任を感じることはない。学生も厳しかった

ら、チーム立ち上げ、日本送球協会の設立など、

だろうと思う。しかし人間は奮起すれば春に2部

筑波大学の前身である高等師範学校の大谷先生を

落ちしたチームであっても、秋を経てインカレに

始めその門下生たちが、パイオニア的活躍をして

なれば5位、3位と立派な成績を収めることがで

いる。そ・の線上にある私たちとしてはこのことを

きる経験をしたことは、人生を生きていく上での

大変誇りに思う。そしてハンドボールが出来る喜

教訓を得たことと思う。

びに感謝するとともに、この伝統を受け継ぎ

発展

させていくことが残された我々の使命と思う。

私のハンドボール指導の原点「やればできる」

チャレンジし続けた45年

院生になったときである。当時3年生の山口レイ

私が指導者となったのは、東京教育大学の大学
表lは、私が選手として出場した試合と監督と
してペンチを務めた筑波大学（東京教育大学）の

子キャプテン（現河村レイ子先生）と7人の一年
生が入部してハンドボール部が創設されたのであ

試合の成績である。春秋の関東大学リーグ戦、学

るが、それが始まりである。もちろんキャプテン

生界の頂点をきめる学生選手権大会（インカレ）、

以外はずぶの素人でありハンドボールを見たこと

夏に開催される東日本選手権大会（26回大会よ

もないものもいる集団であった。陸上、バスケ、

りインカレの予選会となり、関東学生春季リーグ

ダンス、華道と多士済々であったが、初めてする

で出場権を得たチームは参加しない大会となっ

ハンドボールに対する興味、自分達で新しくハン
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気運は以前にもあったのであるが、何しろ体育学

部の女子の数は全体でも40人くらいだったので

部が発足するのは困難極めていた。当時始めから
本格的な部活動などできる訳でなく、初心者にハ

ンドボールの面白さを知ってもらうことが第一と
考え、1週間に3回、1時間半くらいの練習であっ
たかと思う。饗しい部活であると安心させてハン
ドボールへの誘いをしたように記憶Lている。
（写真l）当時ほゴールポストもポールもなかっ

たので、そういったものは手作りして間に合わせ
たり、先輩に古いボールを譲ってもらったりして
いた。（写真2う指導は科学的にということで理論
の勉強会を行ったり、シュートフォームの分析を
したりしていた。（図1）そうこうして、インカレ

に出場したり、リーグに出場したりすると、力の
差は歴然としてくる。部員に「何が望みか」と問
えばやはり「勝ちたい」となる。部員達の欲求に
こたえてあげるのが指導者とぼかり、本格的な練
習が始まったのである。一年目の春の合宿時に
は、4部練習でしかも自炊というものがあった。
さすがに、部員速から「話がある」と呼び出され、
そのやり方を問われたこともあったが、話せぼ全

3

3

まではインカレ出場権を得るために、この大会は参加しなくなった

て受け入れてくれた。部員に恵まれていたと思

＊

＊印は出場したが4位以下の成観

ドボール部作っていくのだというパイオニア的精

神を持って入部してきたのである。女子部創設の

＊

4 ◎ 2

☆ 1 ☆ 1
＊

4

59 1 ☆ 1
80 1 ☆ 1

☆

◎

☆☆

◎

57 1 ◎ 2

58 1

☆

55 1
56 1

平成15年／J

2 1 ＊ l ＊ 3 4

☆

54 1

秋リ

◎◎

4322333一＊2434−3−
＊1
3＊2 ＊
＊3

◎

◎◎

53 1

平成川年′′
平成16年′′
平成17年′′

春リーグ

◎◎

◎

◎

平成13年′′

☆

平成12年IJ

☆

平成11年／′

◎☆

平成10年′・

インカレ 東日本

苧÷332⁝十334⁝2針32−2⁝−4⁝11ヰ酎＊

未1筑波大学（束京教育大学）45年間の成績
岬
昭和粥年来散大 19 選手
昭和40年〃
20 〃
昭和ヰ一年〃
21 〃
昭糾2年〃
照
昭和ヰ3年〃．大学院 23 †
昭和叫年〃
24 女
昭和購年′′．教務補佐25 子
昭和明年桶蔭学園 26 監
昭和4丁年〃
27 督
昭和明年〃
28 1 ◎
昭和朋年筑波大学 29 1
昭和50年〃
30 l
昭和51年′′
31 †
昭和52年・′
32 †
昭和53年・′
33 T
昭和54年′′
34 †
昭和55年−′
35 一
昭和56年′′
36 †
昭和57年′′
37 一
昭和58年′′
38 †
昭和59年′′
39 †
昭和60年′・ 40 †
昭和61年・・ 41 一
昭和62年′′
42 †
昭和63年′′
43 †
平成元年′′
44 †
平成2年′・
45 男
平成3年・′
46 子
平成4年・1
47 監
平成5年JJ
48 菅
平成6年 ′′
49 1
平成丁年′′
50 1
平成8年J／
51 1
平成9年′・
52 1

＊
2
2

昭和娼年6月 初の公式戦を勝利でかざって慄東学芸大劉

写真1左端は初代部長多和健雄先生
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う。十分な練習環境が整わないために、夜の練習

た。同様の経験は男子ハンドボール部でもあっ

もあり、自前で作った用具に電灯をつけて照らし

た。女子の監督とともに、男子部のコーチもして

たり、ボールを白く塗ったりして練習していた。

いたが、昭和51年に男子部を本格的にみようと

2年日のインカレの時である。この経験が私の指

男子部の監督に移動した。その年のインカレで

導の原点「やればだれでもできる」を得た最初の

は、決勝まで進んだが、このときのメンバーも大

経験であるが、予選リーグで中京大学、大阪体育

学から始めた素人がレギュラーメンバーのうち3

大学を破り、決勝リーグに進出し第3位の成績を

名（バレー、器械体操、柔道）いた。決勝は時の

残したのである。予選リーグで優勝候補と日され

ナショナル選手もいる強豪中央大学であったが、

る中京大を前に、キャプテン以下の奮闘ぶり、そ

破れはしたものの決勝まで進むことが出来た。そ

してその勝利にいわれもない感動に襲われた。そ

の原因は、筑波と乗数大体青学部のあった幡ヶ谷

して「やればできる」という人間の素晴らしい可

を行き来するなかでの厳しい練習と、当時どこの

能性をみた思いであった。その後も部員は少な

大学もやっていない独自の戦法である3：2：1

く、素人が多くいるチームの状況は変わらなかっ

ディフェンス、センタースリーからダブルヘの移

たが、常に上位を狙う集団であか）、チーム結成6

行オフェンス、ディフェンス要員・オフェンス要

年日にはインカレ決勝進出を果たすようになっ

員を作る作戦を採周したことが効を奏したと言え
る。また筑波大学と名称を変えて初めてリーグ戦

に出場した昭和52年秋季リーグ戦では29年ぶり
に優勝したが、このチームも高校時代まで名もな
いものの集団であった。指導を始めてここまでの
約10年は教育大から筑波への移転の期間である。
素人や経験の浅いものが一生懸命にハンドボール

に取り組み、「人間はその気になればなんとかな
る」「やれば出来る」という経験をした時期であ
り、私のその彼の考え方の基礎になったものであ
る。この考えは、筑波大学に来てハンドボールを
やってくれるものなら、素人でも誰でもよい、
「日本一にさせてやるぞ」という気持ちにさせて
写真2

くれたものである。現在では、部員は一般入試

図1当時（昭和43年）の部員のフォーム分析；コンピュータやビデオ等が無く、8mm
映画をとって、映し出しそれをトレーシングペーパーで写し取って分析していた。
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組、推薦組、他学観（体育専門学群以外の学生）

いのか、を具体的にはっきりとチームに示しぶれ

の混成チームである。一般入試組も他学級も上級

ないようにしなければならない。日々の練習、長

生ともなれば、試合の有力なメンバーとなる。他

期にわたる練習はこの実現のためにある。そして

の1部の大学にはないことである。経験豊かで能

次に、その構想を実現するためにはどのようなト

力の高い推薦組を身近に、「やればできる」の高

レーニング手段を用いるのか、それをどのように

いモチベーションをもって多くのものが練習に励

スケジュール化するかトレーニング計画を持たな

むことは、推薦組にとっても大きな刺激となる。

ければならない。そして、大事なことは個々それ

体育だけでなく他学の学生も必ずいる。いろんな

ぞれをチームが求めている方向へと統率しなけれ

経験、立場をもった人が集まってこそ、その考え

ばならないが、その努力を指導者として出来るか

方も豊かになる。今後とも筑波のハンドボールは

どうかである。

この三者の混成チームのよさを持ち株け「やれば

また、個人競技力育成のためには、個人が次の

できる」の気概のもと、活気のあるチームであっ

二つに取り組むために指導者の支援が必要である。

てほしいと願っている。

3．個人がチームで求められている役割を果たす

チームを育てる

4．そのイメージを実現するためのトレーニング

ための具体的な技術・戦術的イメージの獲得
学生とともに目標（夢）を追いかける。そのた

ゲーム構想が絵に措いた餅にならないために

めに指導者は、ハンドボールそのものを追求して

は、チーム構成員の個人競技力の育成がある。こ

強いチームに育て、そしてハンドボールを通して

れはあくまでも本人自らが競技力を高めていける

人を育てなければならない。

よう支接していかなければならない。本人自らが

チームは集団であるがその集団はあたかも一人

主体性をもって行わない限り、個人が持つ個性・

の人間のように人格をもっている。学生らしい品

可能性を引き出すことはできない。そのためには

のある集団を育てたいというのが願いである。

個人が具体的にどのようなプレイのイメージを構

コートの中では躍動するアニマルのごとく戦うが

築して描けるかが先ず重要である。そしてその描

コートの外ではジェントルマンの品格をもつとい

いたイメージにいかに自分を近づけていけるかそ

うのが理想像である。アニマルのごとくとは言っ

の方法を見極め行動していかなくてはならない。

ても、自分やチームが力を出せるのは相手がい

イメージを措いても、それを眺めているだけで実

て、またルールを守ってのことなので、相手を尊

際にアプローチできない人もいる。それを実際に

重し、フェアーでなければならないことは言うま

現実のものとするトレーニングができるかどう

でもない。もともと人間は動物（アニマル）であ

か、そこに面白みを見つけ突き進んでいく人が成

るので野性味を失うことなくスポーツを通して礼

果を得るのである。現在では自分達のゲームや世

節を学び、また教養をいう衣を身に着けてジェン

界のトップレベルの映像も見られる時代である。

トルマンになっていくよう育てていかなければな
らない。

また、スポーツの諸科学から知見を得ることもで
きる。クリヤーに自分の目指すべきプレイのイ

強いチームを育てること、即ちチームの競技力

メージが措ける環境は充分に整っている。指導者

を育てることは、目標に向かって集団として戦う

は個人が、効率的に競技力を伸ばしていける練習

力（チーム競技力jと個々の競技力（個人競技力）

環境、トレーニング手段・計画を用意して、支接

を育てることが必要である。

していかなければならない。

チーム競技力を育てるためには次の二つのこと

が必要である。

チームの競技力を育てるとは、この4つのポイン
トが現実問題として出来るかどうかであると思う。

1．チームが目標としているゲームのイメージ
（ゲーム構想）を具体的に示し、それをチーム
全員が共有すること、つまりゲーム構想の構築
と提示である。
2．ゲーム構想を実現するトレーニング
指導者は、何よりもまず、どんなゲームをした

ハンドボール指導の考え方

回2は、個人の髄技力の要素を階層的に示した
ものである。競技力は、技術・戦術・体力・精神
力の要素で示されるが、それは、個人が一人の人
間として生きていく考え方の上に成り立っている
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図2 個人競技力の階層

ことを示したものである。日々のトレーニングは
ハンドボールの競技力を伸ばす技術的なことを目

自立を目指さなければならないと考える。
私は指導者として、コートに立つとき、いわば

指して行うが、それを成らしめるためには、しっ

マンウォッチングのごとき彼らの行動を見てい

かりとした取り組みの姿勢・考え方がなければな

る。彼らの態度、動き、素振りから彼らが何を考

らないのである。技術的なことを習得する場合、

えているかがよく見えてくる。シュート1本打つ

回数を重ねればあるていどまで上達する。60点

姿から、その土台となっているハンドポーラーと

くらいまではだれもが行き着く。80点から90点、

しての考え方ひいては人生観までも垣間見ること

95点からさらに上にと、上にいけば行くほど1点

が出来る。成長とはその人が良い方向に変わるこ

を積み重ねることの難しさを知ることになる。そ

とであるが、人には変わるきっかけが必要であ

して上に行けば行くほど取り組む姿勢や人生のあ

る。自らきっかけを作るものもいるが、指導者に

りかたを考えざるを得なくなる。指導者と指導を

よってそのきっかけが与えられて変わる場合もあ

受ける側の関係は、年齢が低いほど、指導者に依

る。それは、言葉なのか、猛練習なのか、その対

存する度合いが大きいものである。大学生ともな

応に迫られるが、常々の観察がその対処を敢えて

れば、自分自身で、みずからを指導し、向上させ

くれるものである。

ていかなければならない。勿論、指導者も、向上
していく環境を与え続けなけれぼならないが、あ
くまで学生に主体性がなけれぼならない。そうい
う意味で、学生は、なんのためにハンドボールを

目指してきたチーム
・真剣さ（やる以上は真剣に）

私は、何を最も強くチームに求めてきたのだろ

やっているのか、その位置をしっかり認識しない

うかと問うたとき、「真剣さ」、「やる以上は真剣

ことには、碇技力の向上は認められなくなる。1

にやる」というものに行き着いた。真剣だからこ

年生から4年生となって、それぞれの立場を経験

そ見えてくるものがあり、それが楽しさに結びつ

しながら、人間的に大きく、そして技術的にも向

いていく。しかしながらこの裏則さには常に学生

上していくものであるが、人によって考え方、身

とのギャップが感じられることが多く、その真剣

体能力、経験によって差がでてくることも事実で

さに誘うのはそう簡単なことではない。自己満足

ある。人として、学生として、そしてスポーツマ

からなかなか抜け出せない学生もおり、そのよう

ンとして、その上にあるハンドポーラーとしての

な学生を見るのは本当に辛いことである。目標に

考え方の上に立って、技術的なものを確立してい

向かう真剣さは、とてつもないエネルギーを出さ

くことが重要である。言葉を変えて言うならば、

せる。部活動というのは学生の全エネルギーを全

人間的な自立の上に立った、プレーヤーとしての

開させるだけの器をもっている。それだけに指導

筑波大学のハンドボールとともに45年

着である我々も、学生のとてつもないエネルギー

を受け11二め、よい方向へとそのエネルギーを導い

次に示すものは、いつのころからであろうか、
部のありかたをプリントして渡したり言葉で示し

ていかなければならない。学生が真剣に目標へと

たりしたものである。

向かい、成長していく姿を見ることほど、指導者

硯在では、これに禁．止事項として茶磐、あごひ

としての蝦しいことはない。

げが加わる。あくまでも日本人らしく、スポーツ

筑波大学ハンドボール部
活動の目的・意儀

一流の人物による一流の八ンドボール
ハンドボールというスポーツはチームゲームであり、それは部を構
成する一人一人の人間の共同作菓によって生み出される一つの作品

である。素晴らしい作品を作り出すために、個人が、チームが、日々
摘進を重ねるところに部の意義を見いだしたい。ゲームは、また勝
負というスポーツの本質的側面を持っている。日々のメインテーマ
である技術は、共同作品を作り出すための、また勝負に勝つための
手段である．その習得は全生活の中から生まれるものであることか
ら、技術は単なる手段でなく個人の人格を表現しているものとして
も捉えられるものである。

目指すところは、心・技・体、貫い替えれば、一流の人物による一流
のハンドボールではなかろうか。
ハンドボールを追及するための姿勢
学問する姿勢

文武合一こそ目指すべき摂南の遁‥・大学の授業をハンド
ボールに生かす姿勢
技術追求の無勢
身体をいたわる姿勢

食事、嘩眠に十分気を使うこと
タバコの禁止

深夜アルバイトの禁止
交通同席 自転車の奨励
一年時

1岬4年次 自動二輪の禁止
スポーツマンとしての姿勢
パーマ、長髪の禁止
社会人、人間としての姿勢
チームワーク‥・共同生活できる心
役割の分担

自転車
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マンらしく生きて欲しい、個性はプレイで示せと

常々、大学で学ぶ学問、日常生活の中で学ぶもの

の願いからである。

すべては、ハンドボールに通じるものであり、行

以下に列挙したモットーはハンドボールに対す

動のなかにそのことが一体化していなければなら

る取り組みの姿勢を示すものであるが、指導生活

ないと言っている。スポーツは、身体を通して自

を続ける中で、徐々にその形が見え、そして言葉

己を表現するものであるが、学び考えたことを行

として表すことがてきたものである。

動のなかに一体化しなければ意味がない。特に体

・文武合一

育専門学群では、スポーツに関係する学問を追求

・専念集中

するところであり、授業もその中で行われる。そ

・自己実現

れらすべてが、ハンドボールに通じるものである

・率先垂範

という認識のもとにしっかりと取り組んで欲しい

・自立

との願いがある。技術的なことから人の生き方ま

・文武合一

が、学んで考え、イメージを措き、それを実際に

であるべき姿を行動として示さなければならない
文武合一という言葉は一般的に使われる「文武
両道」と陽明学でいう「知行合一」のことばから

行動としてやってみることにスポーツとしての本
当の面白さがあるのではと思う。

とった私の造語である。人の生き方として一般的

筑波大学女子ハンドボール部の20周年記念誌

には文武両道ということばで、文と武を極めてい

には、表紙に「私たちはスポーツを文化として学

くことの大切さをのべたものであり、「勉強もで

んだ」という題が掲げられている。（写真3）女子

きるが、スポーツもできる」と両道を説いてい

初代部長の多和健雄先生にいただいた題字である

る。文武合一とはその二つの道が一つに一体化し

が、これを見たときこの言葉の大きさ、私たちが

ていなければならないということである。私は、

目指してきたものが、素晴らしい言葉に凝縮して

写真3 筑波大学女子ハンドボール部20周年記念誌 題字

筑波大学のハンドボールとともに45年

述べられているのを感じ、じんと心に響くものが

る気則ち意欲・モチベーションがなければ日々あ

あった。毎日グランドで必死に技術に取り組んで

れだけのエネルギーを求められる活動をこなして

いる姿を見ておられて、「この子たちは、グラン

いくことは不可能である。部活動に取り組む場

ドで学ぶ技術だけでなくその背後にある大きな文

合、この意欲は大変重要な要素になってくる。意

化も学んでいる」と見ていただいていたのだと感

欲をかき立てる要因には様々な要素が考えられる

じ、目指してきた活動がまさにこれだったのだな

が、私は自己実現欲求というものをスポーツにお

と深く感じ入った。スポーツは確かに勝負事を抜

ける究梅のやる気の要素と考えている。マズロー

きにしては語れないが、その背後に大きく横たわ

の欲求五段階説があるが、この欲求は指導に照ら

るスポーツの文化があることを認識しなければな

し合わせて考えると大変に分りやすい。澱も下位

らない。「学びて思わざれば則ちくらし、思うて

に生理的な欲求があり、次いで安全の欲求→所属

学ばざれば則ちあやうし」という孔子の言繋があ

や友人を求める社会的欲求→自らが他より優れて

る。スポーツにおける行動、プレイというものは

いたいという自尊の欲求、そして壊上位に自己実

背後に大きな文化が横たわっている。それを学ん

現の欲求がある。ある階層が満たされるとその上

では考え、考えては学んで行動することによって

位の階層の欲求に関心が向いていくものである。

本物のプレイが出来てくる。先人が残してきた理

子どものスポーツに対する欲求を考えてみると、

論・文化を学ばないでいくら考えても、独りよが

子供は下位の階層である生理的、社会的あるいは

りのわがままなプレイとなり、結局は自己の能力

自尊の欲求を充足させるためにやっているかもし

を開花させることなく終わってしまう。

れない。そ・の欲求を補足させてやるために指導者
は、技術・戦術的な指導に加えて、運動蛍を確保

・専念集中

専念鰍二lコとは、物事に取り組む姿勢のことを
いっている。その場その場での専念輿中という意

したり、仲間と楽しくやる雰囲気をつくったり、
しっかり声をかけて愛情を注いでやったりしなけ
ればならないであろう。しかし、大学生にもなる

味もあるが、学生時代という長期の期間での専念

と様々な欲求の中でも自己実硯欲求がなければ

集中という意味もある。私は、学生時代は何か一

やっていけないのではと思われる。チームに所属

つのことに専念し集中したほうが、実りが大き

し仲間とともに大学日本一を目指し、その中で自

く、自分というものを見極め易いのではと思う。

己を実現していくという欲求がなければ、常にや

人は何かをやって生きていかなければならない

る気をもってやっていられない世界ではないかと

が、敢上位に何を置くかがその人の生き方を示す

思われる。指導者としては、学生を自己実現欲求

ものと思う。それが部員の多く（全て？）がハン

へと導き、どんな自己を実現するのか、それを明

ドボールであるわけである。これだけの時間とエ

確にイメージしていけるように援助していくのが

ネルギーを裂いているのであるから、そうである

指導者の役割というものであろう。自己実現の欲

と私は思っている。その娘上位にあるもののため

求がつよく出てくれば、自然とそのスポ←ツに対

には、余計なものは切り持てたり後回しにできる

する主体的な取り組みの姿勢が生まれてくる。大

のである。ハンドボール競技を極めようとすれ

学におけるスポーツ活動は、自らがそれを行って

ば、技術的なことだけでなく、それを支える生

いるのだという強い主体性がなければならないも

活、プレーヤーとしての考え方、人としての生き

のであると考えるが、この主体性と自己実現欲求

方をしっかりしたものにしていかなければならな

は衷轟の関係として出てくると思う。

い。大学で学ぶこと、ありとあらゆることから学

んだり考えたりすることをノ、ンドボールに注ぎ

込まなければならない。専念集中し新しい自分を
見いだすことによって、ハンドボールに対する見

方、考え方をより発展できると思う。

・自 立

私たちの日々の活動は、プレーヤーとしての自
立と人としての自立への道である。ハンドボール

プレーヤーとしての自立とは、プレーヤーとして
一人前になること。即ちゲームで技術・戦術を自

・自己実現

何事も「やる気」とその拝聴が重要である。や

らの判断で自由に操ってゲームを楽しみ自己を表

現できることであろう。そのためには、チームで
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何を求められているかを認識し、その役割を遂行

トを狙うという本質的プレイが見失いがちにな

できる競技力が必要である。プレーヤーの自立に

る。1対1を基盤としてコンビネーション（味方

求められる技術・戦術的要素として、次の三要素

に合わせたり、味方を生かしたりできる）が出来

が必要である。

①1村1に強くなること
②それを土台として味方を生かすこと
③そして味方に合わせること

るようになったときにプレーヤーとしての自立へ
の道が開けると考える。
人としての自立は、社会の中でその個人が持つ
役割を果たして生きていくことである。チームと

ハンドボールは「1対1に始まって1対1に終わ

いう集団は小社会でもあることから、人として必

る」といわれる。シュートを狙って突破しようと

要な人間的資質を獲得する場面が多々あり、自立

する動き、あるいはそれを阻止しようとする動き

への支援をする機会は多いと考える。プレーヤー

である1対1にはハンドボール競技のエキスが詰

としての自立の道を通して、人としてあるべき姿

まっている。技術、戦術、体力、精神力が極端に

を追求し自立を目指すことが私たち学生スポーツ

まで凝縮されている。その技術・戦術的要素の中

に課せられた究極の目標である。

に、「読み」と「フェイント」という球技独特の
要素もある。相手を観察することは、同時に相手
から見られる存在であることを認識することが

・率先垂範

指導者には4つの顔が求められる。先ず「教師」

「相手の予測」と「予測させること（フェイント）」

としての顔が土台として、その上に「体育人」「研

を成立させる。1対1という単純な場面ではある

究者」「勝負師」としての顔が求められる。指導

が、チームのなかで役割を演じる基礎となるだ

者によってその重みは違うであろうが、時と場合

けに重要なものである。1対1の攻撃は、ディフェ

でその一＝一一い一つが強く出てくるものであろう。指導者

ンスを突破してシュートに至る過程であり、ディ

はこの4つの顔で、学生を、チームを率先垂範し

フェンスとの1対1、ゴールキーパーとの1対1が

て指導していかなければならない。学生に求める

含まれる。防御側はその1対1の突破を如何に防

ことはすべて指導者に求められることである。自

ぐかである。得点を巡る攻防は6対6状況を如何

分が出来ないこと、目指していないことを人に押

に1対0状況にして、ノーマークでシュートをす

し付けることはできない。部員に言っていること

るか、そして最終的にはゴールキーパーとの1対

がある。繋を染めるな、一年生の時は自転車に乗

1状況を如何に打開するかにかかっている。1対1

れ、タバコは吸うな、夜のアルバイトはするな、

を破ることが6対6の均衡状況を破るきっかけと

文武合一、専念集中、自立‥・学生に求めるこ

なる。この1対1という個人プレイがチームプレ

とは多い。（私の自転車通勤もその一つであるが、

イの中で発揮することができれば有効な攻撃とな

走った距碓は約30年で地球一周半になった。健

る。防御側から見れば個々のプレーヤーが1村1

康・エコに役立ったことは辛いであった。）世の

状況を保つことがチームとLての均衡状況を保つ

中も、スポーツの環境も、どんどんと変化してい

ことになる。実際のゲームではシュートの至る過

く。その変化に対応すべく常に学び、そのことを

程は結果的にはコンビネーションの形をとること

率先垂範して行動していくことが指導者には求め

が多い。それは個々の1村1の突破力がその支え

られる。最上級生である四年生の部員は、率先垂

となっているのであー）、コンビーネーション或い

範ということではもっともチームが目指してきた

はチームの戦術とは言っても個々の1対1の強さ

ことを行動として示せる立場にある。学生という

が無ければその戦術は「張り子の賃」ごときであ

同じ立場に立つ4年生の行動が、そのチームの日

り効力を発揮しない。

精すところを示せば、チームとして最もまとま

味方に合わせたり、生かしたりすることはチー

り、力を発揮するものである。勝つ負けるは、構

ムプレイの戦術的な特性であり、1対1と同様に

成員の経験や身体的能力等に影響されるものであ

重要な要素である。チームプレイは、チームとい

るが、チームがもつ可能性を引き出し、まとまっ

う全体の動きの中で個人プレイを強く行うことが

てエネルギーを出していく環境は最上級生たる4

必要であるが、往々にして全体が見えない申での

年生のリーダーシップにかかっているといって過

1対1となったり、全体を意識するあまりシュー

言ではない。率先垂範できる4年生を育てるベ

筑波ブこ学♂）ハンドボールとともに45年

く、1牢生、2年生、5年生とそれぞれに相応い一

で、追求していけばどれほど多くのコンビネー

部活動や生活を送れる環境を整えていくことが指

ションが生まれるか計りLれない。個人の技術の

導者とLて求められるl。

創造性には、限界が鼠えても、二人、三人となれ
ば、創造的プレでは底なしである。この創造的な

目指してきたゲーム
日々の取り組みの結果はゲームによって示きれ

コンビプレイは、学生の知恵によっても生み出せ
るものであり、ここに喜びを見いだせるプレー

る。社会にはゲームという表現手段によってその

ヤーを育てなければならない。筑波大学での長い

成果を問うのである。、勝ち負けとは別にゲームに

経験の中で生み出され洗練されてきたコンビネー

おけるチームの行動によって目指Lているものの

ションとそれらをもとにLながらも学生の創造的

全体が見るものによって見られてしまうのであ

思考によって、さらなるコンビネーションを追い

る。筑波大学はどのようなハンドボールを目指し

求めなければならない。

ているのか、見るものが見れば肌【・冒瞭然である。

そのスピードとコンビネーションという全体的

ゲームは筋番きのないドラマであると表現をされ

ゲームイメージにもとづいて全面攻撃、攻めきる

るが、やる側の立場から言えば、ゲームは筋書き

攻撃、守りきる防御、押し込まれない防御、起り

通りに作っていくものとの考えで行うものであ

負けない攻防といったことがらを追求していくこ

る。どのような意図のもとにゲームを作ろうとし

とが、筑波大学が目指すハンドボールである。

ているのか、筑波大学には筑波大学のハンドボー

ルゲームがなければならないのである，。私が良く
若い頃言っていたことであるが、ベートーベンの

ゲーム構想の構築

目指すゲームを実現させる第一一歩は、チームの

交響曲第5のようなハンドボールをやろうと。

選手の才支術や甑術能力をみて、どのようなゲーム

しっかりとした構成、良く考え抜かれた構想、イ

ができるのか、ゲーム構想を立て、その構想のも

ンパクトのある主題、コンパクトで無駄のない音

とに戦術を企てることである。そして、そのゲー

楽、苦悩を通り越Lての歓喜、そのようなハンド

ム構想を実現させるためには、課題となる技術紙術

ボールをやりたいというのがゲームの全体像で

的要素を把握し、トレーニングを行うことになる。

あった。勝っていようが負けていようが最後の最

このゲーム構想の構築やそれに基づいて戦術・

後まで全力で筑波のハンポールをやりぬくこと

技術課篭を把握し、トレーニングを行うためには

が、我々の目指すハンドボールである。

ゲームの成り立ち・構造を把握Lないかぎり、理
論だった構築は困難である。私たち若い頃は、ハ

・スピードとコンビネーション
筑波大学が追い求めてきたハンドボールとは¶一

ンドボールの指導番もあまりなく、ましてや世界
からの情報も全くない状況だったので、ハンド

体何であったのだろうか。筑波大学のゲームの全

ボールを構造的にとらえることなど出来るもので

体像はスピードとコンビネーションに彩られてい

はなく、経験に綴るLかなかったものである。

ることであを）、大きな印象はそこに集約されるこ
とである。対応動作における技術というものは、

私たちが目指してきた「スピードとコンビネー
ションのハンドボール」という大きな枠組みに対

いかに時間と空間を動作で制御するかにある。ス

して具体的な攻防の構想の構築は次のように考え

ピードは、動作時間、反応時間の利を得る根本的

ることができる。ゲけム構想は具体的にどのよう

なものである。動作そのもののスピード、動きを

な観い方をするかであり、構想はゲ榊ムの構造を

切り替えるスピードなどこの要素なくして対応動

どう考えるかによって構築することが出来る。こ

作に勝ることはできない。もう…つの要素である

の考えは、デンマークのアラン・ルンド氏が日本

コンビネーションは、人と人のつながりである。

ハンドボール協会の招きで講習会を行った折り

→人の一つのプレイをとってみても、タイミン

に、「PhilosophyofHandball」という超目で局面構

グ、コース、動作を変えるだけで無数のプレイへ

想によってゲームの成町立ちを説明したのである

と変化することができる。それを二人の動きとし

が、ぞの時に今まで整理のつかなかったゲームの

てプレイすれば、数々のバリエーションが生まれ

構造というものをはっきりと認識するきっかけに

る。このことは、同じコートでプレイする仲間

なった。（写奥射それはゲームというものをどの
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ような局面の連続体と捉えるかである。その凍え

具体的に、ゲーム構想を考えていく場合に、

方によってゲームの全体像、ゲームの構想が決ま

セットオフェンスやセットディフェンスの局面の

るのである。局面は大きく五つの局面に分類でき

中身即ちチーム戟術を考えていかなければならな

る。（図3）この一つ一つの局面をどのように攻め

い。図4はセットオフェンスとセットディフェン

守るか、またどの局面を重視してゲームを組み立

スの局面の内部を時間面からその構造を細分化し

てるのかということがある。そしてその局面は、

て示したものである。市販の指導書などでは戦術

攻防の状況によっていろいろな経路による循環が

はプレーヤーの動きを空間的に示しているが、私

ある。どの経路をより重視してゲームを組み立て

はそれに加えて時間の経過から、戦術の動きを説

るのかを考えたり、また相手の状況によってより

明したほうが理解しやすいと考え、その構造を図

頻繁に起こり得る経路もあることからそれらに対

のように捉えて指導に当てはめてきたものであ

処できるように戦術を組み立てたりすることがそ

る。例えば最初の位置取りでは、だれをどのよう

のチーム独自のチーム戦術を構成することになる。

な配置につけるのか、そして、どこからどのよう
に崩していくのか（きっかけ）そしてそれが守ら
れたらどのように展開していくかなど、具体的に
チームとして構想していかなければならない。こ
れがチーム戟術を形作ることになる。初歩的な
チームでは基本的なチーム戦術が考えられるが、
高度化してくるにつけチーム独自の戦術が構築さ
れることになり、その工夫がチームゲームの面白
さを醸し出すことにもなる。また年度が替わり、
チームの構成員が変わることによって、どんな戦
術的な味付けをするのか、それを考え実行するこ
とが指導者としての楽しみでもある。大学のハン

局面4

図3 スカンジナビア諸国の局面と循環（Lund，A．
（1994）：OLIMPICSORIDALITY1994報告審，日本ハ
ンドボール協会，東京，pp．8より改変）

ドボールともなれば、どこかのチームのコピーで
あってはならず、スポーツを専門的に学ぶ筑波大
学のチームとして、日本をリードしていく先導的
なゲーム構想を構築し世に問うていかなければな
らないものと考える。

写真4 A11anLUNDご夫妻とともに1996日本でのコーチ・レフエリーシンポジュウムにて（右端筆者）

筑波大学のハンドボールとともに45年

セットオフェンス

セットディフェンス

図4 セットオフェンス，セットディフェンスの細局面

目指してきたトレーニング
筑波大学ハンドボールチームのトレーニングは
屋外でのトレーニングである。ハンドボールが室

内競技であるにもかかわらず、関学以来屋外での

トレーニングを続けている。1部から8部までの

た。それに加えてコンクリートの上に舗装材を敷
いているので身体への衝撃が大きく、けが人を続

出させていた。それを回避するために今の多目的
グランドが野原のような状態であったので、そこ
を自分たちで開墾してハンドボールコートを作っ

他大学で屋外で練習しているチームはまずないで

た。その後整備され現在のようになったものであ

あろう。屋内専用コートまで持っている大学もあ

る。（写真6）

るのである。ハンドボールコートは、筑波大学創
立当初、日本で初めてという全天候性で、それは

鵬年のトレーニングの始まりは11月のインカ
レ終了後、新しいチームが発足してからである。

タータン（ゴムの様な舗装材商品名）で揮われた
コートであった。照明がなく、合宿所から電気引
いたり、発竃機で電気を起こしライトを灯して練

習していた。（写真5）このコートは雨が少しでも
降れば滑り、全天候性とはほど速いものであっ

写真5 昭和52年ハンドボールコートに照明がなかっ
たので、発電機で竃気を起し、物干し竿につけた
電灯を照らして練習をしていた。

写寅6 多目的グランドにハンドボールコートづくり
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冬の麒寒のなかでのトレーニングが始まる。午後

ングと加算式トレーニングというものが考えられ

からの練習に加えて正月明けには朝の7時スター

る。一般的に言う仝習法、分習法とは適った意味

トする4kmの持久走がある。最も寒いときに自分

合いを持っている。「減算式トレーニング」とは

を律する寒稽古として、また走ることを好きにな

私の命名であるが、あらかじめゲーム構想をたて

る、ハンドポーラーとしての持久力を身に付ける

てそれに必要なチーム戦術、そのチーム戦術に必

などを目的に1ケ月半行う。また冬には、成人式

要なグループ戦術、そのグループ戦術に必要な個

を祝うための筑波登山があり、朝3時30分にハン

人戦術、その個人戦術に必要な技術など上位から

ドボールコートに集合して自転車で寵まで行き、

下位にいたる要素をトレーニングすべき内容とし

ご来光に合わせて登っていく。3月には中京大学

て具体化し計画する。そのなかで常に最上位に位

でのゲームを中心とした合宿がある。中京大学、

置付くゲームをゲーム構想に基づいて行う。そし

大阪経済大学、福岡大と筑波大学の4チームを中

てそのゲームを発展させるための強化すべき課題

心として春リーグに向けて行う。春季リーグ後は

を、上位である局面からまず始め、その局面に必

新人戦等があり、7月に入ると夏の練習が始ま

要なチーム戦術、グループ戦術と課題を下位の戦

る。これは暑中稽古であり、日焼け止めを塗って

術や技術に落としていくという方法であり、常に

も塗っても焼けこげるなか、多目的グランドでの

ゲーム構想とそこから導き出した下位要素の練習

朝の9時から12時過ぎまでの練習がある。夏はど

が結びついているものである。（図5）

こにも行かず（以前は東日本選手権があったが）

目標とするゲームの練習を常に行い、足りない

中京大学、大阪経済大学、秋田大学等と合同合宿

部分を分析し、それを課題として練習することは

をして秋のリーグに備える。（春夏の合同合宿は

学習者にとって、常にゲームとチーム、あるいは

昭和56年から続いている。）そして秋リーグを終

自己との関連が明確になって締習を効率的に行う

えて、11月のインカレに向けて最後の仕上げを

ことができる。学生に練習を意欲的に取り組ませ

し、壊終目標のインカレを終えて一年は終了す

るためにも、学生が好きなゲームを意識的に取り

る。この間、トレーニングで考え方の基本となっ

入れ、ゲーム構想実現に不足しているチームや個

ているものが次ぎに述べる減算式トレーニングで

人の要素を明確にすることである。

ある。

加算式トレーニングというのは、ゲームを構成

する下位の要素からトレーニングし、その要素を
・減算式トレーニンヴ

組み合わせて大きな要素へとトレーニングを進

「練習即ゲーム」と私は言っているが、これは

め、最終的にゲームへと進めていくものである。

練習はゲームのために行うものであること、そし

日本的な球技の指導にありがちな考え方である

て練習で起こることはゲームでも同様に起こり得

が、例えばまずパスの練習を行い、パスが出来る

る事を端的に言っている。一般的に「練習の7酎

ようになるとシュートの練習を行い、ついで、1

はむだ」と言われることがある。これは練習で

村1の練習、そして2対2あるいは3対3と進み、

やったことがゲームで生きていない。あるいは、

壊静的にゲームをやってみようとするものであ

ゲームとの関連が不明な練習をやっていることを

る。基本技術から1村1、2対2、3対3と積み上

指してのことと推察される。チームゲームの場合

げていけば、自然とゲームが出来るという考え方

は、チームの構成員が、どのようなゲームをする

である。学校の体育の授業ではそのような経験を

のかその具体的イメージを共有しながら、それを

多くの者がしている。単元が10時間とすれば6時

実現していくのが練習である。練習を無駄なく効

間日間では下位の練習をし、後4時間はゲームを

率的に進めていくためには、チームの構成員が

するといった方法である。日本的な考え方とし

ゲーム構想を具体化したイメージを持ち、ゲーム

て、基本→応用→ゲームという流れがある。積み

との関連をよく把墟しながら練習をしていかなけ

上げていた先にあるイメージが漠然としたままで

れぼならない。この構想の具体化ができないまま

は、基本→応用が生きないことになる。ボール

にトレーニングを進めているのではという危倶

ゲームの指導としては減算的に考え、常にゲーム

が、現場での長い経験のなかにある。

を練習に取り入れて、トレーニングしていくこと

トレーニングの方法としては、減算式トレーこ

が効率の良い練習に結びつくと考えられる。

筑波大学のハンドボールとともに45年

国5

評 価

部活動は、巨＝聖を追い求めながら人間的な自立
とプレーヤーとしての自立を求めて活動してい

るものである。学会で発表したり、番物で公表し
ているので多くのチームが用いているものである

が、昭和4針牢ナショナルチームコーチとしてイ

る。個人の活動の評価はこの両面からしなければ

スラエルでのアジア予選、次いで束ドイツでの本

ならない。評価を端的に示すものは、レギュラー

大会の研旬、ベンチにいて、その時々のチームの

の決定や試合での選手の選考である。試合は14

状況を記録し、それをハーフタイムや試合後の評

人のメンバーで行うが、チームの柄成人放が多い

価に役立つスコアブックを作成できないかと考案

場合、拭斜こ亡11ることがr11来ない者が多数出てく

したものが、図6である。ゲームを目的としてい

るくつ学加ま、r二1ごろの活動の成某を試合にでて発

る以上、ゲームの出来栄えをいかに評価するかは

揮すること翫剛黎的な目的として行っている。試

重要なことである。ゲーム観察によるコーチャ学

斜こ出るか出ないかは、学生にとって大変 大きな

生の主観的な方法が一つとしてあるが、スコアに

間趨である。指呼者としては、この選考が悩まし

よってゲームパーフォーマンスを客観的な数イ起と

く指導者となれば′馴こつきまとう問題である。

して表わせば非常に意味のある評価、「ゲームの

チャンピオンスポーツである以上、続投的な実力

振り返り」として月］いることができる。スコアを

で判断していくべきであるが、かといってそれだ

分析・鮭理し統計的にデータとして示せば指導者

けではすまないのむ車実である。学生は実力ある

と学生の間で共有できる具体的な客観資料とな

なしにかかわらず、ハンドボールにかけてきた存

り、お互いに納得しやすいものとなる。そしてそ

在である。指導者としては、卒業までにはコート

れを用いて課砥を摘出したり、計画の見直しに用

に立たせて∴慮でも2点でも決めさせたいのであ

いるなどして一つの励みとするならば、モチベー

る。椴終的にはチームの現状と将来性を勘案して

ションアップの手助けになる。

指呼者が決めることになる。学年、実力、Iヨごろ

スコアは時間経過に従って、両チームの攻撃の

の行動など複雑に絡み合う変素を考えながら決め

状況をボール保持者のプレイを中心として記録し

るが、メンバー決め方によって、学生の指導者に

ていくものである。ボール保持を失う最終プレイ

対する評価につながることから、憤盈にならざる

を成功と失敗に分類し、シュートに至る過程やそ

を得ない。

の正否、シュートに至らないミスを記録してい

メンバーの選考や学生個人が自己を親指面から

く。自チームの防御状況は、相手の攻撃の記録に

評価する方法として、私が用いてきた方法があ

よって、推察していくことになる。このスコア

る。現在では多くのチームがイ弘周しているスコア

ブックの活用は、ゲーム時に即時的に攻防の状況

ブックであるが、私が考案し、現在も使用してい

を把握する上で役立つだけでなく、試合後に詳細
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よって書き込まれ、そして最終的に表2のように
個人と、それを総計したチームのデータは、チー

ムや個人のパーフォーマンスの推測を押し広めて
くれる貴重なものになる。
日本的な指導の土壌を土台として

長い間の現場での指導をしているなかで、日本
国内でのいろいろな指導者の指導法、あるいは海
外での指導現場を垣間見たり、講習会に参加した
中で、日本の指導法は、その考え方に日本的なも
のが存在することが強く感じられた。よい部分は
残し、悪い部分は改善し、取り入れるところは取
り入れながらも、日本の風土、国民性にあった指
導法を構築していかねばならない。日本的なもの
を上げてみると
・学校の中でのスポーツ
・指導者は教員
数字→背番号 W→苛告

・教育中心

回6 筆者考案のスコアブック

・ハンドボール指導の専門性の不足
・基本重視

な統計データを出すことによって、試合のパー

・形を重視

フォーマンスを個人、チームに付して分析でき

・戦術より技術

る。そしてそのデータを継続的に蓄積していくこ

・ゲームより練習

私は、日本的な指導の土壌として長所と思うの

とで、チームや個人の成長の度合い、チームの目
標に対する効果を分析することができる。現在で

は、まずスポーツを人間教育として行うことであ

は、コンピュータを用いたり、映像とリンクさせ

る。日本では、学校の中でスポーツが行われるこ

たりしてより、具体的な分析を可能にしている。

とが多いために、スポーツを通してという教育の

しかしこのような分析データがどのように利用さ

面に力点が置かれている。スポーツを通して人間

れるのかが問題である。私が使用しているスコア

性を向上させていくという側面は、素晴らしいも

ブックは単純な手法であるが、スコアラーの手に

のであると思う。勝敗にこだわり、そのことがな

∴∴∴− 学 前半 後半 計

試合結果 筑波大学 之3− 18蘭大学
10−
13

9
9
筑波 蘭半 後半 廿 攻撃国数 2鋸 30 58 得点 10毒13 23 攻撃成期 36 43 ヰ0 ミス数 扇3 11 ミス串 29 10 19

表2 スコアブックから得た統計表

攻撃回 敷 28 Z5 53
得点
9呈 9 18
・＝冊 率 32 36 34
ミス牡
ヰ…11 15
ミス串
14 44

28
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いがしろにされてきている硯状があるが、これは
スポーツ指導における日本の長所として見直して

ある。

私たち筑波大学にいる体育・スポーツの専門家

いかなければならない。その長所に対して欠点と

としては、このような実情からの脱皮を図るため

しては、スポーツのそのものの指導という面で、

に、スポーツを通して人間性の向上をはかる日本

専門的指導が十分にできないことがある。特に

的指導法をさらに確立するとともにスポーツの専

ボールゲームの楽しさである戦術的指導が不十分

門的指導が出来る学生を育て、日本のスポーツ指

である。これは無理からぬことである。日本で

導の土壌を改善させていく環境を筑波大学から発

は、スポーツは基本的に学校で経験し、指導は教

信していかなけれぼならない。

員が行うものであるが、その種目の専門的指導法
を身に付けているわけではない。体育の教員で
あっても、教員免許に要求される美技の単位は
微々たるものであり、その過程で各種のスポーツ

最後に

・地域・世界へとつながるハンドボール
筑波大学は日本のスポーツ界、体育会において

種目を専門的指導できる能力を習得できるもので

指導的、また先導的な役割を果たしていかなけれ

はない。指導は自分自身の経験が基礎となるがそ

ばならない立場にある。大学内での活動のみなら

の部活動でさえ、専門的に指導法を学ぶことはな

ず、いかに社会的に貢献するのかも大事なことで

いのである。学校での部活動はそれに加えて、体

ある。筑波大学を起点に地域、世界へと繋げでい

育以外の先生方も顧問となって指導せざるを得な

くことが、筑波大学での基盤をさらに強く大きな

い立場にある。各スポーツの専門的指導がなされ

ものにすることが出来る。そのためには指導者自

ないままに、学校というスポーツを学ぶ基本的な

身が地域から世界へと繋がり、大きな視野から学

土壌が形成されている。スポーツの基本的な技術

生の教育に当たることも忘れてはならないことで

や戦術は小学生段階の指導が重要であるが、現状

ある。私は、ナショナルチームや学生ナショナル

としては専門的指導に至っていない現状であり、

チームのコーチや監督をさせていただきノ、ンド

この点を今後まず全国民が受ける体育の授業で改

ポールの世界状況を知るとともに外に出て初めて

善すれば日本のスポーツの水準はもっと高いもの

知る日本の姿をも捉えることが出来た。日本ハン

となるはずである。

球技の導入は明治以後であを）、多くのスポーツ

ドボール協会で指導者養成の役員を長く続けたこ
とにより、日本のみならず世界の多くの指導者を

はまだ日本に紹介されてから100年もたっていな

招いて学び交流したり、日本・世界のトップの試

い。伝統的に行われてきたのは武道であり、その

合を多く観られたことは、指導者としての考え方

武道の指導法が、外国から入ってきたボールゲー

の幅を広げてくれた。2足、3足の草鞋にとどま

ムにも色濃く反映されてきたと考えられる。言う

らず、5足6足と履かねばならない立場であるが、

までもなく、武道は対人競技であり、1村1のス

大学数員という本筋を失わないように日本から世

ポーツである。個人的な技術や戦術の習得に関す

界へと繋げ、自身の土壌を豊かなものにしてゆか

る指導法は、外国にはみられないものがあり、私

なければならない。

は素晴らしいものをもっていると考えている。と
ころがハンドボール等の球技は、武道と違って
チームゲームであり、チームとしての戦い方があ
る。チームゲームとしての指導はどうあるべき

・仲間づくり

社会貢献では述べておきたいことがある。つく
ば市の小学生のチームである筑波学園ハンドボー

か、そのことが確立されていない現状にある。個

ルクラブである。これは25年前に私の長女カざ小

人の基本や形の重視されるのはよいがそれがどの

学校の時に発足したスポーツ少年団のチームであ

ようにゲームと結びつくのか、その関係が大変希

る。私の妻が子供を集めてくれて指導を始め、そ

薄な中で指導が行われている実情である。また、

の1年後は妻が引き継いでくれたものであるが、

指導現場では、ゲームすることより基本的な技術

運営は親が行い、コーチとして筑波大学の部員が

の習得に時間が割かれ、その個人的な技術や戦術

毎週土曜日に指導に赴き、妻が退任した後もハン

をゲームにどのように生かすのか、もっとも大事
な戦術的指導がないがLろにされているきらいが

ドボール部の学生や大学院生が主体となって今も
指導を行い続いている活動である。大学とLても

25

好酉歳三

二（∴l

公開講座や牒．ポ〜…、ノソ教室を開くなどして支援して

し強化の面で眉蘭していくことは大切であ成が、

きたミらのである貢ざ写寛7）私∫としては、か学生に

また仲間を噌彗つしてそぴ〕ヒ台作りに欝射〟ていく

とって㌔、ンドポー叩ルはどぴ）ような価値があるのか

ことも太事なことである。′そのためには機極的に

を簸川たかったのが始めた動機坑）一山〔・つである｛。こ

指導潜の育成やジュニア層げ〕普及にも寄与してい

げ〕活動から小学壁に対する体育教材と己ノて伊）良さ

かなければならない。

針認識したことほ∴針掛れンドポー岬ル協会に林学
塗のハンドポープ♭教材を研究する委員会を発足さ

これで大学を去り、ハンドポー㍉町弘の監督を止
めるわけであるが∴筑波東学数千ハンドポール

せ㌔そ6引商権を広ミミ認めさせる塾機となったもげ）

35周年記念誌に「我らハンドポー∵

である。太学伊）震′二櫨か仁プ諾えば、地域と大学が太

手として」と題字を溶かせていただいた。愕二窺

変身近になったことである。筑波大学は」温限はな

8き 学生にほLっかりと勉強して、スポーツ蘭ハ

くてオープンであ〟′〟）ても，、誓ヨごメらから地す蟻㌘〕人た

ンド雄㌧−ルを「嘉了ヒ。ヒLて語り、そま〆てやって見せ

ル文化の圭糾う

ちと二受流が馴ナれば開かれた東学とは宗㌻えない。

られる行動力を身に付けて、多く♂〕Åたちにその

そぅういう激犠で多くの地域グ）プ〜ゝたちとハンドポ山一

素晴ら言ノさを伝えることができるダゝにな√○てもら

ルを通して椚受溺需∴敵城に視Lま飢透．紺挙たし

いた沌㌔

て′今後と鮎簸いていくことを願っている。
筑波東学銅ハ諭ド牒㌧凋が教育、研究の成梁と
L．′ても凄鯨夏力躍痛言で巨言二軍忘プラトップデル一円プを維持

私ほ、今後また新たな気持ちでスポ山一ツ
ドポーールを兇つ励、そ鵜傑屁に寄与していきたい。
毘い間、お世話にる：りあ碁ラがとうございまモノた。

∴ ミ．，「・．㌧辛＋−、二 三、∵十∴＋J十 ■二‥、

仁ハン

筑波大学のハンドポ伸一・ルとともに∠む5年

写嘉鍔：筑洩太摩凄」リ＝′卜粁岬ル郁ヨ5郡き記念誌 責退学

二丁

