
１０１０１０１０倍倍倍倍上達するソフトテニススクール上達するソフトテニススクール上達するソフトテニススクール上達するソフトテニススクール

特別講座特別講座特別講座特別講座

以下はそれぞれの講座で完結するものです。ＤＶＤと解説レポートから構成されます。すべてお勧め

です。いずれも長い時間と経費をかけて制作させていただいたものばかりです。貴重な映像も含まれま

す。全８講座です。 ２０２１年１月３１日で特別講座の DVD 販売は終了します。

現在１巻２、０００円均一の最終販売２、０００円均一の最終販売２、０００円均一の最終販売２、０００円均一の最終販売を行っております。ただし、レポートなど

の紙面はアドレスを送付しますので PDF 形式のものをダウンロードしていただきます。また DVD のラ

ベルは白黒になります。

【特別講座８】【特別講座８】【特別講座８】【特別講座８】 2019 中学生で日本一になったペアの練習と軌跡中学生で日本一になったペアの練習と軌跡中学生で日本一になったペアの練習と軌跡中学生で日本一になったペアの練習と軌跡

この DVD は 2019 都道府県対抗大会女子ダブルス

で優勝したペアの成長の記録と練習内容を記録し

たものです。

それぞれの選手の長所と何を重視してきたのかを

収 録 し て い

ます。

・ポイントは後衛は打ち勝つテニス、前衛は器用さ

を育てるという点です。

・戦略的には、短いボールの活用と展開をやってき

ました。

・石山選手に関してはスロー映像でフォーム分

析をご覧いただきます。

今回の撮り下ろしオリジナル映像２１

分、VTR メルマガで紹介した関連する

映像３本（打ち勝つテニス、日本一に

なった二人、前衛の器用さを育てる」の２１分を加え合計４２分の DVD となっています

【特別講座１】 マスターしよう。【特別講座１】 マスターしよう。【特別講座１】 マスターしよう。【特別講座１】 マスターしよう。

2016 版 韓国バック完璧編(紙面＋ＤＶＤ）版 韓国バック完璧編(紙面＋ＤＶＤ）版 韓国バック完璧編(紙面＋ＤＶＤ）版 韓国バック完璧編(紙面＋ＤＶＤ）

以前２０１１のものよりも 20 分間 VTR を延長しました。その中であらたに見えてき

た課題をお伝えしています。



日本式バックと韓国バックの違い、韓国バックの打ち方

を実業団選手による講習会、ジュニア国際大会での韓国

選手のバック、2011 世界選手権での映像などから、韓

国バックの打ち方を詳細にお伝えします。実際に韓国ま実際に韓国ま実際に韓国ま実際に韓国ま

で行って確かめてきました。で行って確かめてきました。で行って確かめてきました。で行って確かめてきました。必見です。ＤＶＤの長さは

全部で３５分ほどです。レポート付きです。特にチェッ

クシートはそれをクリアするだけで韓国バックが完成す

るという代物です。

内 容

青文字が新規内容です。青文字が新規内容です。青文字が新規内容です。青文字が新規内容です。 約２０分追加約２０分追加約２０分追加約２０分追加

・韓国バック指導前と指導後・韓国バック指導前と指導後・韓国バック指導前と指導後・韓国バック指導前と指導後 ２０１６年版 リ

・即席での面作りとひねり作り・即席での面作りとひねり作り・即席での面作りとひねり作り・即席での面作りとひねり作り ニューアル

・横面と縦面と斜め面・横面と縦面と斜め面・横面と縦面と斜め面・横面と縦面と斜め面

・模範となる韓国バック（実業団選手と高校トップ選手）・模範となる韓国バック（実業団選手と高校トップ選手）・模範となる韓国バック（実業団選手と高校トップ選手）・模範となる韓国バック（実業団選手と高校トップ選手）

・マスター！韓国式バック ＤＶＤ３５分

・韓国バックレポート Ａ４カラー１５ページ

・日本式を意識したバック上達のポイント Ａ４カラー４ページ

・韓国式バック指導マニュアル Ａ４白黒５ページ

・バックハンドチェックカード Ａ４カラー１枚

＊過去に特別講座１を受講（購入）済みの方は、DVD のみの配布を廉価で行います。

１、４８０円（税・送料込み）で配布します。

韓国バックのチェックシートは以下のアドレスからプリントアウトできます。

http://echigo.sakura.ne.jp/school/back.pdf

【特別講座２】 最初はこれ【特別講座２】 最初はこれ【特別講座２】 最初はこれ【特別講座２】 最初はこれ 1 本で完璧本で完璧本で完璧本で完璧

はじめてのソフトテニス(紙面＋ＤＶＤ)はじめてのソフトテニス(紙面＋ＤＶＤ)はじめてのソフトテニス(紙面＋ＤＶＤ)はじめてのソフトテニス(紙面＋ＤＶＤ)

はじめてソフトテニスに関わる顧問の先生、ソフトテニス

をはじめたばかりの選手、自分のお子さんがソフトテニス

をやっているけどソフトテニス自体がよくわからない保護

者の方、こういう方々対象に、ソフトテニスとはどういうソフトテニスとはどういうソフトテニスとはどういうソフトテニスとはどういう

スポーツか、試合のやり方、審判のやり方、ルール、グリスポーツか、試合のやり方、審判のやり方、ルール、グリスポーツか、試合のやり方、審判のやり方、ルール、グリスポーツか、試合のやり方、審判のやり方、ルール、グリ

ップや打ち方などの基本的な技術から，試合の展開ップや打ち方などの基本的な技術から，試合の展開ップや打ち方などの基本的な技術から，試合の展開ップや打ち方などの基本的な技術から，試合の展開までを

トータルでお伝えします。

「これ１本で、ソフトテニスのすべてがわかる」「これ１本で、ソフトテニスのすべてがわかる」「これ１本で、ソフトテニスのすべてがわかる」「これ１本で、ソフトテニスのすべてがわかる」というものです。



たとえば初心者の新入部員に最初に見せ

るビデオとしては「最適」です。

ＤＶＤの長さは４５分ほどです。ＤＶＤ

に加え、ルールを記したプリントや技術面

でのわかりやすいレポートが２７ページの

ボリューム版です。

プリントアウトしやすいように PDF をイ

ンターネットにも掲載しています。

ワークシートやチェックシートのプリン

トは選手にそのまま配布 OK です。 ワークシート＆チェックシート

プリント DVD の出演はすべて中学生です。

内 容

・はじめのソフトテニス ＤＶＤ ４５分

・レポート はじめてのソフトテニス １７ページ 全部で５、２００円全部で５、２００円全部で５、２００円全部で５、２００円

・ワークシート１～６および解答で合計６枚

・チェックシート ４種類 それぞれ１枚ずつ

【特別講座３】 左利きを【特別講座３】 左利きを【特別講座３】 左利きを【特別講座３】 左利きを 130%生かす生かす生かす生かす 発行中

左利きだけのスペシャル(紙面＋ＤＶＤ)左利きだけのスペシャル(紙面＋ＤＶＤ)左利きだけのスペシャル(紙面＋ＤＶＤ)左利きだけのスペシャル(紙面＋ＤＶＤ)
左利きは、右利きとフォアもバックも逆になるため練習のやり方も、教える側はどうしても後

回しになりがちです。

そのため、変な癖がついてしまっても気づかずに過ごしてしまうことも多くあります。

ソフトテニスにおいて、左利きは、右利きよりも有利と言われます。その有利さを理解でき

ていない選手や指導者も多いのが現状です。

多くの左利き選手を見てきた経験から、その指導方法とメリットを

お伝えしていきます。左利き選手は貴重な存在です。

その生かし方を戦術や技術をじっくりと惜しみなくお伝えしていき

ます。

はじめて左利きだけに焦点をあてました。出演する選手もよい見本

となる選手が中心です。

内 容

・左利きスペシャル ＤＶＤ ３３分

・レポート 左利きスペシャル１４ページ

・指導マニュアル ２ページ

・チェックシート ４種類 それぞれ１枚ずつ

全部で５、２００円全部で５、２００円全部で５、２００円全部で５、２００円

【特別講座４】 ソフトテニス「部活運営マニュアル」【特別講座４】 ソフトテニス「部活運営マニュアル」【特別講座４】 ソフトテニス「部活運営マニュアル」【特別講座４】 ソフトテニス「部活運営マニュアル」



送付内容送付内容送付内容送付内容

・ＤＶＤ ３５分

・マニュアル ７１ページ （追加の方は１５ページ分） 全部で全部で全部で全部で

・目標シート１枚と見本１枚 ５、２００円５、２００円５、２００円５、２００円
・部活日誌１枚と見本１枚 です。

・部活ノート１冊 （追加の方にはありません）

・本紙１枚

・付録１枚

「心構え」や「精神論」ではなく、運営上の技術的なマニュアルを目指してこの部活運営マニ

ュアルを製作しています。部活動を語る書籍や文章は、大きく二極化されます大きく二極化されます大きく二極化されます大きく二極化されます。

指導要領的な文科省的なものと、部活を熱く語った熱血型です。

部活動の現状をルポしたものなども少数ですがありますが、そのほとんどは後者の熱血型の

ようです。

そのどちらにも属さない、実用的でクールな運営マニュアルを作成しました。

初めて顧問をやられる方から、経験年数の多い方々いずれもカバーできる内容になっていま

す。主な目次は以下の通りです。

この回の DVD はあくまで補助です。メインは紙面になります。

内容はファイリングしたマニュアル紙面約 70 ページ相当と内容を補足する DVD、目標シー

ト 1 種類、部活日誌（数種類）になります。

なお、第 2 期申し込み済みの方で部活運営マニュアルをすでにお持ちの方は追加情報分を追

加購入いただけます。

DVD の内容の内容の内容の内容は、部活運営の大まかな流れやテクニック、紙面でご紹介している練習方法な

どを掲載しています。

内容

Ⅰ はじめに

Ⅱ いまどきの部活動 現状と指導者の立場

Ⅲ 役立つ本

Ⅳ 中学ソフトテニスの世界

Ⅴ 勝つ部活動、負ける部活動

国的な強豪校である学校の例

勝てないチームは，観察してみると

「トレーニングが多いチームは弱い」

Ⅵ 保護者会で何をどう決めれば良いのか？

１ はじめに 父親が見に来ている。

２ 保護者との契約 「行動契約」

３ 何を決めれば良いのか

（１）保護者の窓口を決める

（２）保護者会で決めること

①：４月から６月までの３ヶ月間の活動方針を示す



②：その為に保護者に協力してほしいことを具体的に示す

③：その為に必要な取り決めを行う

ア、お金のことを決めます。

共同購入のススメ

イ 送迎のことを取り決めます

事故時の申し合わせ事項

④：その為に保護者の役割分担を決定する。

⑤：どうコミュニケーションをとるかを考える

⑥：学習に対する考え方を示す。

４ 保護者会のレジュメ

５ 社会体育クラブ化、保護者会活用型

（１）部活動の現状

（２）社会体育化

（３）保護者会を活用する

Ⅶ 「部活をやめたい」

本当の理由とは人間関係

・事前防御 ・応急処置

練習パートナーやグループ分けは指定

部活内の組織

応急処置

Ⅷ 書くと実現する

１ 目標を書く

２ 日々の活動を書く

Ⅸ 日々の練習に関する考え方

１ ＰＤＣＡサイクル

２ 競争原理を導入する

（１）校内リーグ表から

（２）リーグのやり方（例１）

（３）強豪高校の選手選考

（４）選手選考は監督の責任

（５）練習メニューの考え方

（６）トレーニングの「Ｓ」「Ａ」「Ｑ」

①Ｓ(スピード）のトレーニング

②アジリティは右に行ったり左に行ったり

③アジリティは遊びの中にいっぱいある

④遊びの中でトレーニング

（７）効果のある練習メニュー（試合以外）をいくつか紹介

①楽しんで行う！卓球ダブルス形式練習

②多人数でできる効率のよい練習メニュー

Ⅹ 試合に向けて

１ 大事な大会で調子のピークをもっていく方法

２ 試合前の公式練習とアップで何をするか

３ 団体戦のオーダーとチーム作り

Ⅺ 指導者のフォーカスⅪ 指導者のフォーカスⅪ 指導者のフォーカスⅪ 指導者のフォーカス



（無料版からの追加内容１５ページ）（無料版からの追加内容１５ページ）（無料版からの追加内容１５ページ）（無料版からの追加内容１５ページ）

１ 練習メニューの構成について

２ 練習試合や遠征について

３ どんなチーム作りを目指すのか

（１）トランス状態のチームを作る手法

（２）追い込み型

（３）技術・戦術追求型

４ 夢って何だろう

５ 最後に

【特別講座５】トップ前衛へのレベルアップメニュー【特別講座５】トップ前衛へのレベルアップメニュー【特別講座５】トップ前衛へのレベルアップメニュー【特別講座５】トップ前衛へのレベルアップメニュー

「前衛の強化は難しい」という声を良く聞きます。「前衛の強化は難しい」という声を良く聞きます。「前衛の強化は難しい」という声を良く聞きます。「前衛の強化は難しい」という声を良く聞きます。

所々、基本技術の説明を織り交ぜながら、さらに新映像で、具体

的な強化練習の場面と解説を細かくお伝えしていきたいと思いま

す。特に何のために行う練習なのか？それがどう前衛の強化に結び

つくのか？前衛指導に役立つこと間違いなしです。講座５は解説を

DVD の中にかなり細かく入れましたのでレポートはありません。

特別講座５は４、８００円です。

－主な内容－－主な内容－－主な内容－－主な内容－

・前衛が前に出て行く時のロブ使いのセオリー・前衛が前に出て行く時のロブ使いのセオリー・前衛が前に出て行く時のロブ使いのセオリー・前衛が前に出て行く時のロブ使いのセオリー

・ダブル後衛と戦う時の最大の武器、ポトリボレーの打ち方・ダブル後衛と戦う時の最大の武器、ポトリボレーの打ち方・ダブル後衛と戦う時の最大の武器、ポトリボレーの打ち方・ダブル後衛と戦う時の最大の武器、ポトリボレーの打ち方

・楽しみながら前衛のスマッシュが強化する練習法・楽しみながら前衛のスマッシュが強化する練習法・楽しみながら前衛のスマッシュが強化する練習法・楽しみながら前衛のスマッシュが強化する練習法

・サインを使って試合を行うことでいろいろ見えてくる前衛力 と強化法・サインを使って試合を行うことでいろいろ見えてくる前衛力 と強化法・サインを使って試合を行うことでいろいろ見えてくる前衛力 と強化法・サインを使って試合を行うことでいろいろ見えてくる前衛力 と強化法

・ポジションが圧倒的にわかりやすくなる「３・ポジションが圧倒的にわかりやすくなる「３・ポジションが圧倒的にわかりやすくなる「３・ポジションが圧倒的にわかりやすくなる「３.７ｍゾーン」の考え方。７ｍゾーン」の考え方。７ｍゾーン」の考え方。７ｍゾーン」の考え方。

・前衛のストロークはなぜ「下手」なのか？その理由がわかれば強化ができる。・前衛のストロークはなぜ「下手」なのか？その理由がわかれば強化ができる。・前衛のストロークはなぜ「下手」なのか？その理由がわかれば強化ができる。・前衛のストロークはなぜ「下手」なのか？その理由がわかれば強化ができる。

【特別講座６【特別講座６【特別講座６【特別講座６】】】】「攻めのテニス，守りのテニス」「攻めのテニス，守りのテニス」「攻めのテニス，守りのテニス」「攻めのテニス，守りのテニス」

攻めのテニス、守りのテニスの戦略決定

版です。デザインされたセットプレーから

攻めでパターンを積み上げ、攻めのオプシ

ョンを増やしていきます。

練習の方法として達成基準を設けて行う

機能的練習法を紹介。今までの落下点の判

断から、相手の選手がどのゾーンでプレー

しているかで判断をすることで攻め、守り

に活かす方法なども紹介します。

ファイナル６－６で、どういうプレーを

すれば良いのか？そこには攻めのテニス、

守りのテニスが凝縮されています。テニス

を攻め、守りで，戦略的に考えていきます。

[さらに詳しくは以下をクリック][さらに詳しくは以下をクリック][さらに詳しくは以下をクリック][さらに詳しくは以下をクリック]



http://echigo.sakura.ne.jp/school/toku6.pdf

[主な内容][主な内容][主な内容][主な内容]

・１，２，４，５球攻撃 －セットプレーで攻めのバリエーションを増やす－・１，２，４，５球攻撃 －セットプレーで攻めのバリエーションを増やす－・１，２，４，５球攻撃 －セットプレーで攻めのバリエーションを増やす－・１，２，４，５球攻撃 －セットプレーで攻めのバリエーションを増やす－

・機能的練習方 達成基準を作る ―やった満足よりもできた満足へ―・機能的練習方 達成基準を作る ―やった満足よりもできた満足へ―・機能的練習方 達成基準を作る ―やった満足よりもできた満足へ―・機能的練習方 達成基準を作る ―やった満足よりもできた満足へ―

・相手は守るのか、攻めるのか？―落下点と相手のゾーンポジションからの判断―・相手は守るのか、攻めるのか？―落下点と相手のゾーンポジションからの判断―・相手は守るのか、攻めるのか？―落下点と相手のゾーンポジションからの判断―・相手は守るのか、攻めるのか？―落下点と相手のゾーンポジションからの判断―

・負けないテニス・負けないテニス・負けないテニス・負けないテニス

・ファイナル６－６からの考え方 ―攻めのテニス、守りのテニスの徹底―・ファイナル６－６からの考え方 ―攻めのテニス、守りのテニスの徹底―・ファイナル６－６からの考え方 ―攻めのテニス、守りのテニスの徹底―・ファイナル６－６からの考え方 ―攻めのテニス、守りのテニスの徹底―

【特別講座７】 ダブル後衛で戦う【特別講座７】 ダブル後衛で戦う【特別講座７】 ダブル後衛で戦う【特別講座７】 ダブル後衛で戦う

ダブル後衛と戦う (ＤＶＤ４９分）ダブル後衛と戦う (ＤＶＤ４９分）ダブル後衛と戦う (ＤＶＤ４９分）ダブル後衛と戦う (ＤＶＤ４９分）

２０１４年高松で行われた全中男子個人戦決勝は、印象的な試合になりました。

ダブル後衛が屈指の雁

行陣ペアをやぶる結果

になりました。女子団

体戦ではダブル後衛主

体のチームが優勝を飾

りました。この２つの

試合もご覧いただきな

がら、ダブル後衛とし

て戦うのに必要な戦略

や技術は何なのか？ダブル後衛を倒すためにはどうすれば良いのかをテーマにしていま

す。そのポイントは、後衛のコースねらいと，コートの前のスペースを使う技術と戦略、

前衛のスマッシュと短いボレーが重要になります。その技術と練習方法を詳しくお伝えし

ていきます。

内容

・２０１４全中女子団体戦より、ダブル後衛の戦い方

・必要な後衛力として、ゾーンを狙えるストローク力

・短いボールの打ち方と使い方

・前衛力として、スマッシュと縦面ぽとりと横面ぽとりの技術

・ダブル後衛を意識した練習メニュー

・２０１４男子個人戦決勝より、能力の高いダブル後衛の試合

【申し込み】【申し込み】【申し込み】【申し込み】
・インターネット（以下アドレスから申し込みフォームで申し込みください）

http://echigo.sakura.ne.jp/ssss/postmail.html

FAX も可（最後↓に用紙あり）

特別講座 全巻共通特別講座 全巻共通特別講座 全巻共通特別講座 全巻共通 1 巻２、０００円巻２、０００円巻２、０００円巻２、０００円

（料金は後払い、振込手数料と送料込のお値段です）

料金支払いは、後払い。ＤＶＤ等と一緒に郵便振込用紙(送金代金無料)を同封させていただきますので、



そちらで到着後１０日以内にお振り込みください。キャンセルする場合は 10 日以内に返送してください。

【申し込み方法】【申し込み方法】【申し込み方法】【申し込み方法】は以下の２通りになります。

・インターネット（以下アドレスから申し込みフォームで申し込みください）

http://echigo.sakura.ne.jp/ssss/postmail.html

・FAX 020-4667-3480

●『問い合わせ先』●『問い合わせ先』●『問い合わせ先』●『問い合わせ先』

１０倍上達するソフトテニススクール

【主催：NPO 法人 ソフトテニス指導者協会】

〒 959-1234 新潟県燕市南６丁目６－７

oyahisa@aol.com

fax 020-4667-3480

申し込み用紙(ＦＡＸ用)です。別紙なしで、このまま送ってください。

FAX 020-4667-3480

１０１０１０１０倍倍倍倍上達するソフトテニススクール上達するソフトテニススクール上達するソフトテニススクール上達するソフトテニススクール 特別講座申し込み特別講座申し込み特別講座申し込み特別講座申し込み

会員番号 ←すでにスクール会員の方は記入してく←すでにスクール会員の方は記入してく←すでにスクール会員の方は記入してく←すでにスクール会員の方は記入してく

ださい。番号のわからない方は会員とださい。番号のわからない方は会員とださい。番号のわからない方は会員とださい。番号のわからない方は会員と

お名前 だけ記入してください。だけ記入してください。だけ記入してください。だけ記入してください。

〒 － 住所

メールアドレス

電話番号

＊希望の所に○を付けてください。＊希望の所に○を付けてください。＊希望の所に○を付けてください。＊希望の所に○を付けてください。

申し込み講座 特別講座１ 特別講座２ 特別講座３ 特別講座４ 特別講座５

特別講座６ 特別講座７ 特別講座８


