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2） ウォーミングアップ ■体幹刺激（体幹トレーニング）
　これは前回までの練習でも取り入れているメニューです。この後
の練習で体を動かしやすくするために、不安定な体勢での体幹ト
レーニングをやりました。
　肩から足までまっすぐに姿勢を保つことや、不安定な体勢でもな
るべくグラグラしないようにすることを意識して取り組むようにしま
しょう。

■ダイナミックストレッチ
　前回と同様にボールを使ったダイナミックストレッチをやりまし
た。以前よりもボールが動かないように意識しながらストレッチが
できていたように思います。
　ただし、足の動きに集中した時にボールが少し動くことがありま
した。ストレッチする部分に集中しつつも、上半身はしっかりと固
定できるようにして下さいね。

■ラインジャンプ
　身体を温めながら足を速く動かす練習です。ステップを踏む動き
がまだ遅いようですので、なるべく速く動かすことをしっかりと意識
しましょう。また、名前に「ライン」（線）とある通り、ラインを踏まな
いようにしながらジャンプをして下さいね。

■スタッターステップ
　身体を温めるためのスタッターステップですので、いつものつま
先だけではなく足の裏全体でステップを踏みました。声を出すこと
で自分の身体が揺れているかを確認することが大事です。声が
揺れていなかった選手は、今よりももっと足を上げて大きく速くス
テップを踏むことを心がけましょう。

Practice Menu

アイスブレイク ■ムカデゲーム
　前の人の肩に手を置いて数名でムカデを作り、鬼にムカデの尻
尾（一番後ろの人）を触られないようにするゲームでした。
　鬼の動きに反応しながら自分の動きを変えることで、コーディ
ネーション能力のリアクション（反応する能力）やアダプタビリ
ティー（状況に適応する能力）を鍛えるゲームです。鬼になった人
は最低1回は尻尾に触ることを目標に頑張りましょう！

指導のねらい

シュートのステップワーク

ドリブルのステップワーク

パスの判断

指導回数・日時 プレーヤー 担当 ： 新垣指導員依頼者・ハンドルネーム

第１７回目指導
９月１５日 月曜祝日
９：００～１２：００

小学2年生 4名

小学3年生 1名

小学4年生 4名

小学5年生 4名

小学6年生 1名

計 14名



3）

4）

コーディネーショントレーニング
①（バランス）

■足のつま先で数字を書く
■足のつま先で数字を書く（目を閉じる）
　片足を上げてそのつま先で数字を書くことでバランス能力を鍛
える練習です。以下のポイントに注意しながらやってもらいまし
た。

　・胸につけたボールがグラグラしないようにする。
　・数字をできる限り大きく書く。
　・身体がグラグラしないようにする。

　最初からグラグラしない範囲で数字を書いてもバランス能力は
鍛えられません。その範囲を超えて大きく書くことで身体がグラグ
ラし、それでもグラグラしないように頑張ることで鍛えられます。
「グラグラするぐらいやってグラグラしないようにする」というのは
矛盾しているようにも思えますが、そこがとても重要なポイントで
す。

■サンマと魚屋さん
　うつ伏せになったサンマ役の人がひっくり返されないように頑張
る練習でした。丹田（おへその下あたり）に力を入れることでひっく
り返されにくいサンマになります。この丹田を意識するようにしま
しょう。実は他のバランストレーニングの多くもこの丹田が重要に
なってきます。

■シーソー
　シーソー役の人はまっすぐに倒れることがポイントです。倒れる
ことが怖くなって腰や足を曲げてしまうと意味がありません。ほと
んどの選手が曲がったシーソーになっていましたね。支える人を
信頼して、自分のバランス能力を鍛えられるように頑張りましょ
う。

コーディネーショントレーニング
②（カップリング、ディファレンシ
ング）

■サークルランニングシュート
　ツーボールドリブルから、片手でオーバーハンドレイアップ
シュートを打つ練習でした。これは前回の練習でもやりましたが、
その時よりもうまく打つことはできましたか？片手で打つ時のボー
ルをコントロールできずに強く打ってしまう選手が多くいました。指
先で力加減を調整できるように意識しましょう。

　①ツーボールドリブル→ツーステップ→シュート
　②ツーボールドリブル→逆足からのツーステップ→シュート
　③ツーボールドリブル→ワンステップ（2歩目の足）→シュート
　④ツーボールドリブル→ワンステップ（1歩目の足）→シュート

ウォーミングアップ ■体幹刺激（体幹トレーニング）
　これは前回までの練習でも取り入れているメニューです。この後
の練習で体を動かしやすくするために、不安定な体勢での体幹ト
レーニングをやりました。
　肩から足までまっすぐに姿勢を保つことや、不安定な体勢でもな
るべくグラグラしないようにすることを意識して取り組むようにしま
しょう。

■ダイナミックストレッチ
　前回と同様にボールを使ったダイナミックストレッチをやりまし
た。以前よりもボールが動かないように意識しながらストレッチが
できていたように思います。
　ただし、足の動きに集中した時にボールが少し動くことがありま
した。ストレッチする部分に集中しつつも、上半身はしっかりと固
定できるようにして下さいね。

■ラインジャンプ
　身体を温めながら足を速く動かす練習です。ステップを踏む動き
がまだ遅いようですので、なるべく速く動かすことをしっかりと意識
しましょう。また、名前に「ライン」（線）とある通り、ラインを踏まな
いようにしながらジャンプをして下さいね。

■スタッターステップ
　身体を温めるためのスタッターステップですので、いつものつま
先だけではなく足の裏全体でステップを踏みました。声を出すこと
で自分の身体が揺れているかを確認することが大事です。声が
揺れていなかった選手は、今よりももっと足を上げて大きく速くス
テップを踏むことを心がけましょう。
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6）

7）

ドリブルのステップワーク①（ア
タックステップ）

■サイドキック＋ドリブル
　フットワークのサイドキックをしながらドリブルを入れた練習で
す。サイドキックをすることで右足と左足で交互に重心移動しま
す。この重心移動が後で紹介するアタックステップに関わってきま
す。地味ですがとても重要な練習ですので、気を抜かずにやりま
しょう！

■連続サイドキック＋ドリブル
　1つ前の練習ではサイドキックで1歩1歩ゆっくりと重心移動を確
認しましたが、ここでは無駄なドリブルを一切入れずに連続でサイ
ドキックとドリブルを行う練習です。
　リズムよく動きながらも、右足と左足に重心移動をしっかりと行う
ことがポイントです。
　連続でやることでサイドキックとドリブルのリズムが合わなくなる
選手が多くいました。その場合はドリブルを先について、後からサ
イドキックをするとリズムを合わせやすくなります。

■ドリブルからのアタックステップ
　ドリブルしている側の足を前に出してドライブするのがアタックス
テップです。クロスステップ（反対側の足を出す）に比べて、ディ
フェンスが反応する前に素早く足を出すことができるため抜きや
すくなります。
　同じ側の手と足を同時に出すことは身体の動きとして難しいと
思いますが、ディフェンスを抜くための有効なテクニックですので、
反復練習で是非とも習得して下さい！

ドリブルのステップワーク②（ス
タッターステップ）

■スタッターステップ＋じゃんけん
　足はスタッターステップで横に動きながら、手はペアの選手と
じゃんけんをしました。これは上半身と下半身で別の動きを行う
カップリング能力を鍛えるための練習です。じゃんけんをする間だ
け足が止まったりゆっくりにならないように意識しましょう。

■スタッターステップからのドライブ
　ドリブルしている状態からディフェンスの前でスタッターステップ
をして抜くテクニックです。スタッターステップをすることで、ディ
フェンスは「どこから抜いてくるんだ？」というのを予測しづらくなり
ます。
　このテクニックでのポイントは、スタッターステップから抜く時にア
タックステップを使う、ということです。
　今回の練習で初めてアタックステップを紹介したため、スタッ
ターステップからスムーズにアタックステップを踏める選手が少な
かったようです。練習の中でどんどんアタックステップを出すよう
に意識し、最終的に自然とアタックステップが出せるようになれば
更にレベルアップできます。

■スタッターステップからクロスオーバー
　スタッターステップ→アタックステップでディフェンスが反応した
時に、クロスオーバーで反対側から抜くテクニックを紹介しまし
た。クロスオーバーで抜く時は、無駄なドリブルやステップを入れ
ないように心がけて下さい。

■1on1（状況判断）
　スタッターステップからのドライブで、デイフェンスが反応しなけ
ればアタックステップからそのまま抜く、反応したらアタックステッ
プ→クロースオーバーで抜くための状況判断を行いました。
　「ここから抜くぞ」と自分の動きだけで考えるのではなく、ディフェ
ンスの動きもよく見てから判断をしましょう。
　また、たとえ判断が間違ってしまった場合でも、そこから別の
フェイントを入れてディフェンスを抜き、最後のシュートを決めるま
で続けて下さい。実際の試合の時に、一度判断が間違ったくらい
ですぐに諦めないですよね？判断が間違っても諦めずに抜ける
までチャレンジしましょう。

シュートのステップワーク（ロー
ルターン）

　ロールターンからそのまま１・2ステップを踏んでシュートする練
習を行いました。ドリブルのロールターンは、以前に加賀屋コーチ
と練習をしましたね。そのテクニックを使いながらシュートまでいき
ます。
　前回練習したユーロステップ（ジグザグステップ）と同様に、急な
方向転換でディフェンスをかわすテクニックです。
　ロールターンからシュートに行く時のポイントは以下の通りで
す。

・ロールターンする時のフリーフット（回転して動かす足）がシュー
トの1歩目、もう一方の足が2歩目になる。
・ロールターンしている間は片手でボールを保持し、フリーフットで
1歩目を踏んだタイミングで両手でボールを持ってシュートの体勢
に入る。

　このテクニックを実際の試合で使うのは難しいかもしれません
が、習得することでシュートのバリエーションが増えて攻撃の幅が
広くなります。どんどんチャレンジして下さい！

コーディネーショントレーニング
②（カップリング、ディファレンシ
ング）

■サークルランニングシュート
　ツーボールドリブルから、片手でオーバーハンドレイアップ
シュートを打つ練習でした。これは前回の練習でもやりましたが、
その時よりもうまく打つことはできましたか？片手で打つ時のボー
ルをコントロールできずに強く打ってしまう選手が多くいました。指
先で力加減を調整できるように意識しましょう。

　①ツーボールドリブル→ツーステップ→シュート
　②ツーボールドリブル→逆足からのツーステップ→シュート
　③ツーボールドリブル→ワンステップ（2歩目の足）→シュート
　④ツーボールドリブル→ワンステップ（1歩目の足）→シュート
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9） コーディネーショントレーニング
④（オリエンテーション）

■手たたきキャッチ
■ターンキャッチ
■床タッチキャッチ

　パスで必要なオリエンテーション（空間認知能力）を鍛えるため
の練習です。全種類のキャッチをクリアできましたか？

　全てクリアできた選手は、ターンと床タッチを組み合わせたりと
自分で工夫しながら負荷を上げて更にレベルアップしましょう！

1on1（ライブ） 　本気の1on1をやりました。今回練習したテクニックを使ってディ
フェンスを抜いたりシュートを決めることができましたか？こういっ
た本気の1on1などでテクニックを実際に試すことで「自分の技」と
して身につけることができます。

　今回練習したものだけではなく、別の日に練習したことも色々と
組み合わせて試すとなお良いですね！1回もテクニックを試せな
かった選手も、次回チャレンジして下さいね。

ドリブルのステップワーク②（ス
タッターステップ）

■スタッターステップ＋じゃんけん
　足はスタッターステップで横に動きながら、手はペアの選手と
じゃんけんをしました。これは上半身と下半身で別の動きを行う
カップリング能力を鍛えるための練習です。じゃんけんをする間だ
け足が止まったりゆっくりにならないように意識しましょう。

■スタッターステップからのドライブ
　ドリブルしている状態からディフェンスの前でスタッターステップ
をして抜くテクニックです。スタッターステップをすることで、ディ
フェンスは「どこから抜いてくるんだ？」というのを予測しづらくなり
ます。
　このテクニックでのポイントは、スタッターステップから抜く時にア
タックステップを使う、ということです。
　今回の練習で初めてアタックステップを紹介したため、スタッ
ターステップからスムーズにアタックステップを踏める選手が少な
かったようです。練習の中でどんどんアタックステップを出すよう
に意識し、最終的に自然とアタックステップが出せるようになれば
更にレベルアップできます。

■スタッターステップからクロスオーバー
　スタッターステップ→アタックステップでディフェンスが反応した
時に、クロスオーバーで反対側から抜くテクニックを紹介しまし
た。クロスオーバーで抜く時は、無駄なドリブルやステップを入れ
ないように心がけて下さい。

■1on1（状況判断）
　スタッターステップからのドライブで、デイフェンスが反応しなけ
ればアタックステップからそのまま抜く、反応したらアタックステッ
プ→クロースオーバーで抜くための状況判断を行いました。
　「ここから抜くぞ」と自分の動きだけで考えるのではなく、ディフェ
ンスの動きもよく見てから判断をしましょう。
　また、たとえ判断が間違ってしまった場合でも、そこから別の
フェイントを入れてディフェンスを抜き、最後のシュートを決めるま
で続けて下さい。実際の試合の時に、一度判断が間違ったくらい
ですぐに諦めないですよね？判断が間違っても諦めずに抜ける
までチャレンジしましょう。
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11）

　お疲れ様でした！
　今日の練習はいかがでしたか？

　シュートやドリブルのステップワークを練習して個人のレベルアップを図りながら、後半は味方へパスする
判断の練習もやりましたね。忘れてはいけないことは、「ボールを持ったらリングを見て自分で攻める意識
を持つ」ことです。ボールを持ってすぐにパスのことを考えてしまうと、相手のディフェンスはそれに気づい
てパスカットだけを狙ってきます。

　「パスをするぞ！」だけでなく、「シュートを打つぞ！」「ドリブルで抜くぞ！」という姿勢があることで、ディ
フェンスは「どっちを守ればいいんだ？」と迷ってしまいます。そこを狙って自分がやりたいプレイをどんどん
仕掛けていきましょう。

　練習をしている時のみんなは元気いっぱいなので、コーチもいつも楽しく一緒にやっています。その元気
いっぱいの雰囲気を作りながら、練習を一生懸命やることが大事です。これからも「楽しくやりながらうまく
なる」ことを目標に頑張っていきましょう！

　それでは次回もまた一緒に頑張りましょう！！

パスの判断② ■2on1
■2on2
■3on3

　オフェンスの人数が有利になるような状況での判断練習をやり
ました。ここでは以下のようなルールを設定しました。

・オフェンスの人が同じサイドに2人いないこと。
・レシーバーはパスが来るまでペイントエリア（台形）の外にいるこ
と。

　同じサイドに2人いるとパスをする距離が狭くなり、ディフェンス
が守りやすくなります。これだとせっかくのオフェンスの有利な状
況が失われてしまいます。
　また、レシーバーがペイントエリア内で立ったままになると、ここ
でもパスの距離が狭くなってしまいます。

　良いパスをするためには、パッサーもレシーバーもお互いにあ
る程度の距離を保つように意識しましょう。

　また、パスばっかりに意識を向けているとディフェンスにカットさ
れてしまいますので、まずは「自分でシュートを決めるぞ！」という
気持ちを持って攻めることを第一に考えて下さい。
　その上で、ディフェンスが自分についてきたら味方にパスをする
選択肢を持つようにしましょう。

　指導の感想と次回へ向けてのコメント

コーディネーショントレーニング
④（オリエンテーション）

■手たたきキャッチ
■ターンキャッチ
■床タッチキャッチ

　パスで必要なオリエンテーション（空間認知能力）を鍛えるため
の練習です。全種類のキャッチをクリアできましたか？

　全てクリアできた選手は、ターンと床タッチを組み合わせたりと
自分で工夫しながら負荷を上げて更にレベルアップしましょう！

パスの判断① ■2on0
　走ってくるレシーバー（パスを受ける人）に対して、ドリブルから
パスをする練習をやりました。
　簡単そうに思える練習ですが、「レシーバーのスピードを落とさ
ずに、レシーバーの未来（先）にちょうどピッタリのパスを出す」の
はとても難しいことです。

　パスからシュートまで終わった後に「ちょうどピッタリのパスを出
せたか？」を2人で確認し合いましたね。パッサー（パスを出す人）
は「ちょうどピッタリのパスを出せた」と思っても、レシーバーはそう
は思っていないかもしれません。
　最高のパスを出すためにはパッサーとレシーバーの気持ちが一
致していなければいけません。そのためにも2人で確認し合い、次
のプレイで修正することが大事です。



　お疲れ様でした！
　今日の練習はいかがでしたか？

　シュートやドリブルのステップワークを練習して個人のレベルアップを図りながら、後半は味方へパスする
判断の練習もやりましたね。忘れてはいけないことは、「ボールを持ったらリングを見て自分で攻める意識
を持つ」ことです。ボールを持ってすぐにパスのことを考えてしまうと、相手のディフェンスはそれに気づい
てパスカットだけを狙ってきます。

　「パスをするぞ！」だけでなく、「シュートを打つぞ！」「ドリブルで抜くぞ！」という姿勢があることで、ディ
フェンスは「どっちを守ればいいんだ？」と迷ってしまいます。そこを狙って自分がやりたいプレイをどんどん
仕掛けていきましょう。

　練習をしている時のみんなは元気いっぱいなので、コーチもいつも楽しく一緒にやっています。その元気
いっぱいの雰囲気を作りながら、練習を一生懸命やることが大事です。これからも「楽しくやりながらうまく
なる」ことを目標に頑張っていきましょう！

　それでは次回もまた一緒に頑張りましょう！！


