
インタビュー

川上哲治氏にきく野球哲学

管理野球とは?

大山 いま，川上野球といわれて一番最初にでて

くるのは管理野球とし、う言葉ですが，この言葉

はいつごろから使われたのでしょうか.

川上 そうですね，監督をやってからすぐでしょ

う.というのは，チームプレイというものを打

ち出しましたからね. 1 つ 1 つ分析してみます

と，違った役割のものが 1 つにまとまって，そ

れがチーム全体の力になる.そうしなければ勝

てなかったんじゃないか， 弱かったですから

ね.プロ野球では監督が代わるのは弱いときな

んです.新しい監督というのは経験もないうえ

に弱いチームを引き受けなければいけないんで

すから非常に過酷なんですね.選手のときは試
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合に負けてもヒットを 2 本でも打ったりホーム

ランでも打てばまだ救いがあります.ところが

監督になると勝つことだけが救いなんです.若

手が育ってきてチームの厚みが増してくるとい

うことも喜びですが，何といっても直接の目標

は“勝つ"ということですから.そのためにチ

ームワークを重要視しました.それがいうなれ

ば管理野球です.それまでも， for the team 

という言葉が日本の野球ではあるわけですよ，

団体競技ですから.ところが実際は言うだけな

んです.どうやれば for the team になるんだ

ということをだれも直接教えてくれない.それ

までのジャイアンツは，職人ばかりいて本当の

意味のチームワーグはとれていない.それぞれ

個性豊かな連中が勝手にやっている.チーム全

力中研)，鳩山由紀夫(東工大)J は，そのような名選手

かっ名監督であられた川上哲治氏の“野球哲学"を知

り，さらにそのOR との関連を探ることを目的として

氏にインタビューをさせていただいた.

インタピューは本年 6 月 6 日に 1 時間半にわたって

行なわれたが，非常にご多忙の中を貴重な時間をさい

てくださった氏に担当者一同心から感謝の意を表した

い.川上氏の“野球哲学"が十分に伝えられたかどう

かインタピュー班としては多少の不安もあるが，以下

のインタビューの概要から氏の築かれた“管理野球"

なるものの一端でも知ることができるとしたら幸いで

ある.
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体が for the team を組織的にやったことがな

い.そこで，私はそれを組織づけました.その

一番もとになったのは“ドジャース戦法"で，

それに自分の経験をいれて私なりのチームプレ

イを組みたてたのです.

大山 川上さんが監督をされて管理野球という名

が行きわたって，最近の野球はデータ野球とな

ってますが，これは管理野球とは違うものでし

ょうか.長嶋監督のは，ひらめき野球，直観野

球という感じがありますが.

川上 いまはみな管理野球じゃないでしょうか.

ただ長嶋の場合は，管理野球ながら，時々デー

タを無視し， theory を無視した奇手奇策を使

ってみるのではないんでしょうか.コーチもい

るわけですから，無茶苦茶にすべての theory

を無視してるわけではなく，骨組は管理野球で，

70%はデータを重視した野球をやり，残りの30

%を少し直観的なやり方でやってみるといった

野球で，それを逆転した形で、マスコミがとりあ

げているんじゃないかと思うんです.

大山 川上さんのデータ野球のウェイトは?

川上 もう少しパーセンテージが高いですね. 85 

%ぐらいだったんじゃないでしょうか. あと

を，相手の知らないこちらだけが知っているデ

ータをもとに手をうってみました.

精神野球

大山川上野球は，データ， theory をかなり重

視した形で、すが，川上さんが本町こ書いておら

れるように精神的なものも非常に大事にしてお

られますね.ご自身も禅をやられたりパッティ

ングでも歌舞伎などと同じように，“間"が大

事だという話をされていますが，それと野球の

theory とはちょっと違うような気がするんで

すが.

川上 そうじゃない.一緒だと思うんです.とい
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うのは，自分のもっている技術を生かしていく

のは，精神的なものだと思うんですね.たとえ

ば，体がえらいなと思っても精神的に“なにく

そっ"と思えば体が動いていくでしょ・ところ

が，体は全然疲労していないのに，精神的に倦

怠感がでてくると体が全然動いていかず，もた

もたした動きしかできないですね.だから体を

動かすものは精神力だと，内面的なものだと.

それは外にはでてませんから，少なくともリー

ダーは内面的なものを見抜くだけのものを持っ

とかなくてはいけない.それを見抜くには，言

葉ひとつをかけてもある程度わかる. ["おい，

しっかりやれよ J ， ["はし、 J とし、う返事の語勢だ

とかによって，パッと腹の中が見えます.そし

て次はその人の動作を見ますね.内面的にピシ

ッとしたものを持っていれば，パットを振るに

してもそこに自分の意志がでてくるんですね.

そうすると，こいつはやる気が充満している

な.技術的な調子がよければ，大事な時のピン

チヒッターに使おうというふうにみておきま

す.そして大事な時がきたら，彼に「おい，ピ

ンチヒッターにいけ.練習のときの調子でいけ

ば必ずヒットを打てるぞ」というし、し、暗示を与

え送りだすというような形で‘実践に使っていく

わけです.それがためには精神面，内側を見て
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外側の調子とイコールさせながら見ておくとい

うことですね.

大山 最近のジャイアンツみたいに，選手がびび

って三振にならないようにとバットに当てるだ

けで精一杯というのはどうなんで、しょうか.

川上監督やコーチが，選手たちに「君たちには

責任はないんだ.いつものとおり思いきってや

ってくれればいいんだJ といってやることで

す.監督や幹部がしっかり腹をくくって，選手

たちには，思いきったプレーをさせるムードを作

っていくことが大事だと思いますね.

監督の態度

大山 川上さんはいかにも冷静で，相手チームや

ファンじゃない人から見ると面白くない面もあ

ったかも知れないですけれど，人を動かす立場

にある人がエキサイトするのは良くないんです

かね.

川上 全体が見えないようにエキサイトしてしま

うような人では具合が悪いんじゃないでしょう

かね.いくらエキサイトしでもかまわないと思

いますけど，やるべきこと，手をうつべきこ

と，目標意識というものがし、ろいろかぶってき

ても，急所々々，要点々々からはふみはずれな

いだけのものを持っておかなければ指導者とは

いえないんじゃないでしょうかね.自分がその

中にのめり込んでしまっては，ただ統率者とし、

われているだけではないでしょうか.

大山 広島の古葉監督にしてもわりと冷静に見え

ますね.おそらく川上さんでも内心はそうとう

エキサイトするでしょうね.

川上そりゃしますよ.

大山 その点，長嶋監督はいつも「だれかに尽き

る J ということで，選手も喜ぶしそれはそれで

し、いと思うんですが，いいと，わっ，とよくな

り，悪いと，わっ，と悪くなって…ー.

川上 彼はまったく素直ですね.チームの調子が

いい時に水を差すことは必要じゃないと思いま
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す.みんなが好循環に乗っとるときはね，監督

のすることはないんです，極端にいいますとね.

調子がいいと， r試合をすれば負ける気がせん

な」と，あおっておけばいし、わけです.そのか

わり，勝っている時に負けの原因をつくってい

ることは確実ですね.やるべきことをやらんで

手抜きがでできます.負けだしたらすぐそれを

パンとやり直さなければいかん.勝ってる時に

ちくちくといL、ますけどね，あまり強くし、いま

すとムードをこわしますから.

野球はドラマか?

大山 データ野球とかノ4ーセンテージ野球とかい

う一方で，野球はドラマで，偶然何が起こるか

わからない，野球はツーアウトからとかし、われ

ていますね，つまりデータは必ずしもあまり大

事じゃなくて何かを起こすというほうが大事な

んだとし、いながらも，データ野球ということで，

スコアラーを使ってデータをどんどん入れてコ

ーチから選手まで重視するわけですね.

川上走るということ，足が速いということは

100% 使えるデータでしょ.守備というのもこ

れは 90% 使えます. これもデータに忠実です

よ.ところが，打つということは非常にパーセ

ンテージが低いわけです. 100 本のうち70回は

だめなんですよ.その打撃にホームランがでた

とか，まったく当てにしないパーセンテージの

低いものが起こって試合がドラマチックになる

わけでしょ.そこに野球の面白さ，恐ろしさも

あるわけですよ.しかし当てにできるデータは

あるんです.ノーアウト・ランナー 1 塁のとき，

セカンドに送り， 次のヒットで返すのではな

く，ホームランをねらって何もしないで攻撃し

ていくと，たまにはホームランがでるかもわか

りませんし，ダブルプレイでランナーなしにな

るかもわかりません.というような形を考えれ

ば，やはりパーセンテージの野球というのはど

こまでいっても生きてきます.あまり偶然性ば
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かりやっていると“勝"にはつながりません.

森清 そこで，バッターが王のような選手の場合

は?

川上 そういう時は打たせますね.それがたとえ

壬みたいなし、L、選手でなくても，右か左によっ

ても違いますね.右のバッターがでて，アンダ

ースローのピッチャーがでたら，ぼくは確実に

バントをさせるんです.というのは，アンダース

ローだとシュートのいし、ピッチャーが多く，そ

れを打っと内野ゴロになってダフ'ルプレイの公

算が強くなります.そこで、ノミントをさせてセカ

ンドに送るという作戦ができる.ところがアン

ダースローに対して左バッターはわりと強いん

ですね，だれでも.たとえば 3 割パッターだ

とアンダースローに対して 5 割位打つバッター

がし、るわけです.すると送らないで打たせてみ

る.ランナーがついとれば 1 ， 2 塁聞があい

ていますからヒットの確率も高くなるし，バッ

ターがアンダースローに強いというその確率を

見て打たせていくわけですね.ですから，状況

によって打たせるか送らせるかということが違

ってくるわけですね.ただ，王だとか右のバッ

ターでしかもそのチームで一番し、ぃバッターを

パントで送らせることはめったにしないです

ね.やはり長打力があり，確率の高いバッター

ですから，これにかけてみますね.しかし 8

回 9 回とかでどうしても l 点ほしい場合は，

たとえ王や長嶋のような 4 番バッターでもパン

トをさせるとし、う作戦もとります.

データの深さ

森清 実際に作戦をとる場合ですね，投手や野手

の動き方のくせとか，バッターですと，右のピ

ッチャーに対してどういうふうに球が飛んでる

とかし、うようなかなり細かなデータもとってる

んですか.

川上 それはだしています.対戦するチームと自

分のチームの統計をとっているスコアラーとい

1980 年 10 月号

う人がし、るんです. このノミッターに対してこの

ピッチャーは，第 l 球目，第 2 球目，第 3 球目

に何投げて打ちとったとか，全部統計をとって

います.だから，どう投げれば牛耳れるか，仕

留める球はどの球だと. 1 球目 2 球目はどこ

へ投げて，どうし、う攻めの具合が一番成功率が

高L、かというデータがでています.そしてそれ

は，ちゃんと調べて選手にはコーチが教え込ん

でおります.向こうもそういうデータを持って

いますから，たまに，今度は打たせる球は別に

して全然違った逆の攻め方をしながらやってい

く.だから， ピッチャーの攻め方なんかも相当

複雑になっています.

森清 監督はその辺の情報をどの程度見ますか.

川上 ピッチャーについては，相手チームのこれ

これのバッターには苦手とか，絶対大丈夫だと

かいうものはひととおり知っています.相手の

各選手に対するピッチャーの通用率ですね.そ

れからランナーがし、ない時， リリーフを送った

ほうがいし、か，ランナーを残してリリーフを送

ってもちゃんとやっていけるかどうかという精

神状況も知ってます.それと，いま調子がし、い

か悪いか，今日の時点で調子がいし、か球が進ん

でるのかどうかというのも知っていますね.

森清 たとえば，バッターですと，ランナーを置

いた時に打てるかどうか，有効打というんです

か，そういうようなことも…

川上 少なくとも，このバッターよりこっちのほ

うが，ランナーがついて大事な時，成功率が高

いというのはちゃんとおさえでありますね.

森清 各チーム情報の取り方に差がありますか.

川上 各チームに差があると思います.いまのジ

ャイアンツの深さは，私が監督をやっていたこ

ろから比べると1/3 位の深さしかない.

森清 それは監督の指示ですか.

川上 そうです.だから選手の動きも作戦的なも

のも浅いんですね.よそのチームとあまり変わ

らんような試合ぶりになっています.
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王シフト

森清情報を計算機に入れていつでもだせるよう

にしているチームとか，解析をして作戦の想定

をやっているようなチームの話は...・

川上一番最初にやったのは，王シフトを作り出

した広島で、すね.これは電算機を使ったといっ

てますね.

大山 あれなんかは成功したほうでしょうね.デ

ータをとり，作戦をつくってそれが成功する.

森清 王選手から見ると，王シフトをとられてレ

フトがあいているから流し打ちをすればヒット

になる確率が高いですね.そう L、う場合に監督

が指示をだされることはあるんですか.

川上 以前，左へ打てと大事なときにいったこと

があったんです.ところが， r私は打てないんで

す」といってる，王がね.ょっぽど変な打ち方

をしないと向こうへはいかない.

森清相手チームは，王ぐらいの選手ならば流し

打ちはしない，ホームランを打ちにきているん

だ，だから王シフトをとっても意味があるんだ

と聞いていますが…-・・.

川上その通りです.

森清 しかし実際に王が左に流して打てないこと

は，あくまで情報としてはでてないわけですね.

川上 でてないです.向こうから考えれば，流し

てくれればホームランじゃない， ワンセットで

すむならかえってそのほうがし、ぃ.歩かせるの

と同じだと，こうし、う考え方ですね.

大山 オベレーションズ・リサーチという学問分

野で野球を見る場合にやられていることという

のは，たとえばノーアウト 1 塁とか状況を設定

して， ヒットエンドラン，~塁，パントのどの

戦略がいいのか決めるわけです.アメリカあた

りでよくやられていますが，前提となるデータ

をいっぱい入れておいて，次にはどういう de

cision をするか決めるという方法を野球に適用

するには限界がありますか.
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川上 そうですね.細かくやってもね，そうばか

りはいかないというものがあるんです.計算通

りにはいかない.というのは，私は2300何本の

ヒットを打ちました.この l 本 1 本が全部違う

んです.決して閉じ打ち方や同じ体勢で、打った

ことはないんです.体調が違いグラウンドが違

い， ピッチャーが違い， コースが違し、，スピー

ドが違う.打とうとする意志そのものがヒット

を生みだしているだけで，計算機に入れたデー

タからでてきたヒットじゃないと，こういうい

い方になるわけですね.これはもう経験と学問

の違いじゃないでしょうかね.

基本と応用

大山 どういう分野でも基本と応用というのがあ

りますね.プロなら，ほとんどみな基本とかあ

る程度のレベルは全部できてて，あとはもう応

用のところで差がついている.応用は実際の状

況になったときにどういうパッティングや守備

をするかということでしょうが，選手によって

差があるものでしょうか.

川上 基本を選手に教え込んでいくというのは，

監督，コーチの指導の重要な部分です.試合の

時には基本通りにいきませんから応用でやって

いきます.シーズン中でも常に基本を選手に要

求します.こうしないと，選手は応用々々とい

って基本を忘れてしまう.これで覚えたといっ

ても，それを繰返し確認してこれが基本だとい

うことを常に知っておかないと…….パッティ

ングだと当たるまで球を見て打つというのが基

本のひとつでしょ・ところがちゃんとわかって

て，応用になると打ちたい一心で，打つところ

を見てないですよ.常にこういう基本というの

をプレイと合わせながら教え込んでいかなけり

ゃ，基本は守られてし、かないもんです.だから

私らのほうは，スランプになったら基本にかえ

れ，とやる.基本にかえれということは走り込

めということなんです.足腰が弱ってきたら，
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せっかくいまだと思って振ったのでも一瞬遅

れ，ヒットにならない.そこで最初にやること

は，一番の基本である足腰，体のパネを研ぎ澄

ませということです.フォームの乱れ，たとえ

ば，パットの振り方が少しアッパーになってい

たら時間時間半なり続けて打たせて，

球をとらえる時にダ、ウンプローで打てるよう

に，体に思い出させるという特訓というのをや

ります.ですから，調子が悪くなった時は基本

にかえれということなんです.初心にかえれな

どということは企業の中でもし、いますね.

森清監督の作戦についての theory の具体的場

面場面での応用のしかたも同様でしょうね.

川上 同じですね.たとえば点負けていてラ

ンナーが 1 塁にいった.パント，ヒットエンド

ラ人盗塁，それからそのまま打たせるという

4 つの方法があります.どれが一番この場面で

合うかですね.ランナーの足とバッターの技術

といまのピッチャーの状況とを合わせ，あとの

バッターの力加減をみて，これはパントがいい

とか決めるわけです.ランナーを送りたい気持

ちは theory としてあるんですが，それをどう

いう形で送るかということをその時々の状況に

よって考えていきます.

大山 たとえば 0-3 になったとしますね，川上

さんはツーストライクまで待たせたんですか.

川上 ランナーがし、ない時はね.

犬山 でも， 0-3 の時はフォアボールをだすわ

けにし、かなし、から，ど真中に一番打ちやすい球

を投げてくる可能性が非常にありますね.いろ

いろなケースがあるからいちがし、にはいえませ

んが，そういうところは待たせるとはっきり決

めてるんですか.

川上 そうです.待たせたほうが出塁する可能性

がよりいっそう高いわけです.いくらど真中の

球がきたって確率が悪いわけです. ピッチャー

は萎縮すればするほど，ストライクというのは

なかなかでにくい.どんなプロでもね.そうな
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ると待つほうに賭けるほうが出塁率は高いわけ

ですよ.先頭バッターは絶対 0-3 から打たさ

なかったし，下位打者なら 1-3 になっても打

たさなかったですね.だって条件は閉じですも

の. 0-3 , 1-3 だって，また 2-3 だって

真直ぐをほうってきますよ.かえってカーブで

も投げるとフォアボールになりやすいですから

ね.

大山 外人なんかが時々， 0-3 からホームラン

を打ったり..

川上 それはね，たとえば王選手なんかにはそう

いうケースがありますよ.こちらで，打っても

し、し、よというサインをだしてても王は絶対打た

なかったで、すね.もったいないという気があっ

たんでしょうね.

鳩山 それはアメリカ野球とだし、ぶ違いますね.

川上 アメリカはどちらかというと打たせます

ね.打たせないのは日本の野球，私の野球でし

ょう.

鳩山 アメリカはそこまで監督が立ち入らない.

川上 そうですね.大事な時だけ打つなというこ

とがありますけど，他はほとんど選手に任せて

ありますよ.これははっきりしてますね.日本

の監督の権限はアメリカでは通用しないと思い

ます. 日本のほうがずっとそういう面では管理

野球ですね.

監督業の修得

森清監督としてのやり方，戦略のたて方は，選

手時代からご自分で修得なさったんですか.

川上 自分ですね.自分の選手時代に身につけた

ものが生きてきているわけですね.どちらかと

いうと，私は打撃のほうばかりやっとったよう

にいわれておりますけど，わりと轍密な野球を

やっていたんです.たとえば相手がバントをし

てくる時の守備のやり方ですね.こんなことは

ドジャース戦法じゃ教えていませんけどね，私

が教えたのは，まずグランドのかたさを知って
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おかないとし、かんぞと.グランドがゆるいとゴ

ロがゆるいぞ.と同時に足先が危ないから自分

も速い動作をしたらすべってしまう.グランド

が固いと思いきって突っ込めると同時にゴロが

速くくるからセカンドで殺しやすいということ

です.それとランナーの足を考えておけよと.

ゴロをとった時にも，普通だとキャッチャーが

“セカンド"とアドバイスをすることになって

いるんですよ， theory じゃ・ しかしこれじゃ

プロ野球は勤まらんぞと.そうし、う状況を頭に

おいて， ゴロをこのタイミンク棋で、取ったらセカ

ンドで殺せるということは，自分で取る前に判

断せねばならない.判断すれば，セカンドへ投

げるだけの体勢で取る，取ってすぐセカンドへ，

投げようとしたらキャッチャーがセカンドとい

う，これがかぶってきてプロの選手のプレーだ

と.そういう融密なものをひとつのプレイにで

も要求していくということですね.それが，自

分が現役の時に，いつの間にか身についたこと

なんですね.さらにパントという時は，パッタ

ーに投げる球も違ってきます.速い強い球を投

げなければいかん.すると，パントをしたら，

いい当たりが早く自分のほうへころがってくる

わけで，アウトの公算が高いですね.逆にゆる

い球，変化球だとね，自由にし、ぃパントができ

るからセカンドで殺せる率が低くなりますね.

目的をひとつ設定したら，それを達成するため

に各人各個のところでどうやれば一番目的が達

成されるかということを徹底して考えていくと

こういう形がでできます.そして，こんどはこ

れを訓練します.これが私のベースボールだっ

たんです.

野球哲学

大山 川上さんが，長い野球人生の中から野球哲

学をだされるとしたらそういうことですか.

川上 勝とうとする目的のためにはどうやるかと

いうことでチームプレイがでてくるわけです.

828 (10) 

各個バラバラじゃ勝てない，と同時にチームワ

ークを教えてチームの力をだすためには，選手

ひとりひとりの技術・体力・気力というものを一

人前に育てあげなければならない.個人の技術

の鍛練と，チームワークで技術をつなぎ合わせ

ることです.技術をただつなぎ合わせるだけじ

ゃ足らんですよ.精神的にお互いに団結してお

かないとね.人間それぞれ我というものがあり

ますから，理屈じゃわかってるけど感情じキで

きないという形になると，つながらないです.

だから，感情でもこうやらなくてはいけないと

いうふうに精神的に団結させなければいかんわ

けです.チームワークというもので洗脳してい

かなければ.チームワークは，ただお互い仲ょ

くするというものではないんだ，われわれが生

きていくうえのルールと同じなんだ.自分ひと

りで生きているようなつもりでいても自分以外

の人たちの恩恵をいただかないことには今日 1

日でも生きておれんじゃないか.その人たちに

お返しをしなければいかん.どうやってお返し

をするんだ，自分の職をもってしかお返しでき

んぞ，ということですね.これをチームワーク

の中へ取り入れるのです.すると，わりとわか

ってきてくれます.ただ野球だけじゃないんだ

ということですね.野球哲学と人生哲学をイコ

ールさせていくわけです. これをやるために

は， 日常生活の指導もでてくるわけです.そう

すると，野球の場合でも日出暖の時に，何も考え

んでも相手がプレイしやすいようにプレイがで

きるようなことが身についてくるわけです.考

えてどうこうしようというんじゃなしに，自然

のうちに相手の立場に立ってプレイをするとい

うようなことを，私生活の中から入れ込んでお

けば，強いですよ.これは，人生を渡るうえに

非常に大きいんです.巨人の選手はわりとマナ

ーがし、いとか礼儀正しいとかし、われているの

は，そうし、う訓練もある程度ゃったからじキな

いかと...・いま，それがわりとくずれている
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んですね.野球だけというようなね.もう少し

野球以外のところにも力を入れてくれると，野

球も強くなると思うんですが.ちょっと生意気

になってるんです，若い人がね.

大山 いま話題の江川はどんな感じですか.

川上江川は相当やると思いますけど，指導よろ

しきを得ないといかんですね.彼が働くことが

自分のプラスになるし，チームのプラスにもな

ることを， うまく教え込んでいかないと.チー

ムのために何もおれが犠牲になることはないと

いう気持ちがありますから.若い人にはそうい

うのがわりと多いでしょう.おれはおれ，チー

ム t土チームだということヵ:あるで、しょ・ だヵ、

ら，彼がチームのためになると同時に自分のた

めにもなるという，そのかぶったところを，た

とえば，働けばその裏づけをしてやるとかして

教えていく.そういうやり方で，精神的なもの

の見方を訓練してし、かなければし、かんのじゃな

いですかね.

これからの野球

森清 これからの野球をどういうふうに見ておら

れますか.管理野球が，ますます情報を収集し，

精密にやっていく方向に進むのか…….

川上 そう思います.やっぱり，データ野球，

theory 野球というのから逸脱していかないと

思います.しかし，これからは若い選手たちの

ものの考え方が違ってくると思うんですね.江

川のような考え方の若者が多いと思うんです.

だから，チームのためにやることがおれのプラ

スになるというようなことをかぶらせながら率

いていくリーダーでなければ，なかなか選手を

うまく働かすことができないという時代になっ

ていくんじゃないでしょうか.根底は，データ，

theory だと思いますけどね.

大山 会社などの人事管理と同じですね.いま一

番問題になっているのは，人間の能力をどうい

う形で伸ばしていけるかという・・…・.
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川上 そして，その組織を活かすようにどう自分

が働いていくか， 自分がプラスになっていく

か…….野球もそういうふうに進んでし、かない

と勝ち残っていけないと思いますね.おれは成

績さえだせば給料はもらえるんだから，チーム

が勝っても負けても，それは監督の責任じゃな

いかとなると，勝つということにはだんだん遠

ざかっていきますから.やっぱり，チームの目

標にどうやっていくかと考える選手たちをうま

く育てていくことですね.だから，ものの考え

方の基本というものが相当大きな問題になって

くるような気がします.そのためには， リーダ

ーは人をリードできるだけの人物にはやくなら

なくてはいけないと思うんです.自分がまずリ

ーダーとしてやっていけるものを身につける.

自分がリーダーになれば，部下はリーダーの姿

を見ながらついてきてくれる，これが大きいと

思うんです.そこで，少し言葉だとか裏づけだ

とかし、うテクニックを使っていけば， 目標のほ

うへ全部つれていくことができるんじゃないか

と思うんですね.自分がやらないで，部下にだ

け強要しておったら，今は部下は頭が良くなっ

てきてますからついてきませんよ.やっぱり，

まず大将が，というのか指導者自らが指導でき

る人物にならないと，部下を率いていくわけに

はいかないんじゃなし、かという気がしますね.

一同 長い間どうもありがとうございました.
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