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ー。左側にはレフトスパイカー。そして、ライトスパイカーの上に
ボールが上がりました。当然、ライトスパイカーがトスを上げま
す。大きく上げます。反対側まで飛ばすために。ですから普段よ

おはようございます。今日の校

りもトスが長いんです。私はその時思ったんです。『長いけど、こ

長講話はバレーボールのある一

れは打てる。絶対に打って勝負だ。』と思ったんです。当然レフ

場面の話を通して、少しでも皆

トのエースも始動を始めました。こうやって話していると長い時

さんのお役に立てればと思って

間のように感じるんですが、ほんの一瞬の出来事でした。そして

お話しします。

始動を始めたエースがボール下へ入ってしまったんです。『あ

私は教師になってから２５年間バレー部の顧問をしていまし

っ、打たない！』と思ったんです。案の定、ボール下へ入っ

た。女子と男子半分ぐらいの年数でしょうか。今日、皆さんにお

て、オーバーハンドパスで相手コートに返しました。ほんの１秒も

伝えしたい場面は、私が顧問になって二年目の秋、３回目のチ

かからない時間の中で私はそんな事を考えながら、思わず立ち

ームの新人戦です。その当時、上水内郡の学校にいました。例

上がったんです。そして叫んでいました。「どうして打たないん

えば豊野中、飯綱中、戸隠中などの学校のある地域です。１回

だ！」。その場面がとっても印象に残っています。そしてボー

目のチーム、２回目のチームの成績はそれほどふるいませんでし

ルは相手コートにチャンスボールとしてかえって、スパイクを決め

た。３回目のチームは結構強くなりました。練習試合をやっても

られ決勝が終わりました。『どうして打たないんだ』の言葉は質

結構勝つんです。私自身も子どもたちも『今年はいけるかも』って

問ですよね。でも、答えはわかっています。エースはなぜチャン

思っていました。そして新人戦の日。上水内郡のチームは８つあ

スボールを返してしまったのか。『ミスが怖かった』からです。もし

りました。そこではトーナメント戦ですので３回目の試合が決勝戦

かしたらうちのチームは今年、優勝できるかもしれない。その大

です。当時のバレーボールは１５点制でした。今は２１点のラリー

事な場面。期待に胸を膨らませながら練習し、積み重ねてきた

ポイント制と言いますが、とにかくスパイクを決めたりしたらすぐに点

練習の成果が、今、最後、現れて、この場面で『俺が決めれ

が決まります。相手チームがサーブミスしても点が入りますね。そ

ば勝てる。』とは限らないんですね。サイドアウトですから。『俺が

の当時はサイドアウトがあってサーブ権を持っているチームしか点

ミスしたら負ける』って考えたんですね。その怖さに勝てなかっ

が入らなかったんです。その代わり１５点制でした。今回は勝てる

た。皆さんどうでしょう。２，３年生はそんな場面に出会ったこと

かもという状況の中で１回戦２回戦順調に勝ち進みました。そし

はないでしょうか。ここが勝負。強烈なプレッシャーを感じたこと

て決勝になったんです。３セットマッチなので２つ取った方が優勝

はなかったでしょうか。私はそれ以来、練習場面でもいつも、

です。その決勝戦。実は２セット目まではよく覚えていないんで

言うようになりました。「結果は考えるな。今、何をすべきか。そ

す。１対１になったのは間違いないんです。３０年ぐらい前の話な

れだけを考えろ。」技術的な部分も含めて、今、何をすべきか

ので。３セット目競り合いました。こちらが点を取ると相手も点をと

考えろ。結果は考えたら絶対にだめ。と練習をし大会に臨み続

る。階段状に点が積み重なっていく。そして３セット目。点が積み

けてきました。今、何をすべきかは、それぞれのスポーツであると

重なりながら、どういう場面だったかというと、13 対 14 でした。うち

思います。『普段の練習の成果がでるために、それだけを考え

が 13。相手が 14。そしてサーブ権が相手側。このサーブが決

る。』と話し続けてきました。成果が出たときもありました。そういう

められたら負け。このサーブをレシーブミスしたら相手の勝ち、そ

風にならなかったときもありました。なんでだろう。自分の気持ちを

ういう場面でした。バレー部の人はだいたいわかると思うんです

コントロールすることは難しいことだと自分自身も含めてしみじみ

が、そういう切羽詰まった場面ではサーブレシーブの段階でミス

感じながらそうやってきました。

してしまうことが多いんです。さあ、どうなるかと思いながら、私自

近々、夏の地区大会が

身もまだまだ指導者として初心者でしたのでハラハラドキドキしな

始まります。当日、そんな事

がら相手のサーブを待っていました。サーブが打たれました。ネッ

の思いだけで最高の成果が

トを越えました。「来る」っと私は思いました。その時、ボールは何

出るとは思いません。でも、今

とか上がったんです。でもセッターに返らず、やや右側へ流れま

残された時間の中だけでもそ

した。前衛にはスパイカーが２人いました。右側にはライトスパイカ

んな事を意識してもらえながら

練習し、取り組んで
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女子個人 星野杏樹

5位
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小林弓珠 4 位

