
 

 

第３７回四国バレーボール小学生大会 徳島大会 
 コロナ禍が収まらない中、大会が開催されたことを喜び合いたい。また各県の代表がコロナ禍に見

舞われることなく、全チームが予定通りに参加できたこともよかった。そして、参加した選手・応援

団・関係者すべてに感染症が広まるような気配もなく、安心安全の中大会の全日程がスムーズに運営

されたことも評価に値する。 

 やはり大会やイベントは、子どもの成長にとっても大人た

ちの幸福感につながり、人生の意味の大きな位置を占めてい

る、止めるのは賢明な選択ではない、そう改めて感じた２日

間であった。 

【良かった点】 

〇試合進行がスムーズであった。 

〇コロナ感染症対策がしっかりなされていた。 

〇コロナ感染症予防対策への協力体制もよかっ

た。 

〇審判団のジャッジも的確であった 

〇名札に渦のイラストが入っていてよかった。 

〇控室や会議室が広くてよかった。 

〇宿泊所が安価でお店も近くてよかった。 

〇レベルの高いすばらしい試合接戦が多かった。 

【こうしたらもっと良かったと思う点】 

▽来賓席から得点板が見えなかった。得点版を１コートに２つほしかった。 

▽開始式には、四国小学生バレーボール連盟会長の挨拶が大事であると思う。 

▽四国小学生バレーボール連盟の表彰状が見逃されていた。 

 今後は各開催県が、事前にチェックしておくようにする。 

▽トロフィーはもう一回り大きい方がよいと感じた。 

▽試合結果データが間違っていた。大事な所なので、しっかりとした点検体制が必要である。 

【その他】 

□来年度以降、コロナでは大会開催方法を変更することは原則しないようにしたい。 

□男子２・女子３・混合２の大会を考えてほしい。（４コートあれば対応可能） 
□四国大会が、四国の小学生バレーボーラーの大きな大きな夢となるような大会を目指して

いきたい。目に入るもの 耳に入るもの 匂い 空気感など全てが子どもの心に響く、脳に

刻まれる。好感を抱かれれば、バレーボールへの興味関心がわくし、競技人口増につながる。 

□開会式や表彰式の行い方や役員指導者の態度を、子どもたちは見ている。 

 憧れられるような役員であることが大事である。 

□四国小学生バレーボール連盟の旗がほしい。□BGM がほしい。 
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※高知県チームもよくがんばりましたが、女子・混合チームは、セットをとりながらも、どのチー

ムも念願の１勝が遠かったです。コロナ禍による行動制限期間も影響していたかもしれません。

男子チームは鴨田・舟入とも３位でした。特に舟入男子は、２勝１敗で、ブロック優勝チームにも

勝つという力を持ったチームでした。 

次年度もこの時期に香川で行われる予定です。女子３ 男子２ 混合２ で計画されています。

大会出場目指して、がんばりましょう！ 

  



 

 

 

9 月 23 日（火） 

益子直美氏益子直美氏益子直美氏益子直美氏    講演講演講演講演    からからからから                                                                於：於：於：於：知寄町テラス知寄町テラス知寄町テラス知寄町テラス    

スポーツは、人生を豊かにし、人間力を育てるすばらしいツール 

 

怒られて育った子どもは・・・ 

 自己肯定感が低い 

 考える力なし 

 指示待ち 

 チャレンジしない 

おこるという行為は・・・ 

  現実と理想のギャップを感じて表現される行為 

  自分の中の価値観が破られた時 

怒り 

  身を守るための感情 

  防衛感情 

 

 

 

 

 

承認のピラミッド 

  人をその気にさせる言葉がけが大事！ 

「そのままのあなたがいい」 

  「このチームには、君が必要だよ」 

   大切なのは、受容・共感・承認 
 

 

    

    

    

斎藤氏斎藤氏斎藤氏斎藤氏    講演会講演会講演会講演会    からからからから        於：知寄町テラス於：知寄町テラス於：知寄町テラス於：知寄町テラス    

 

ペップ・トーク（やる気を引き出す魔法の言葉） 
       （大切な人を笑顔に。幸せに。） 

 ペップとは、元気・活気・活力 

  ドリームサポーター 

 

   ～するな ⇒ ～しようね 「選手は技を磨く。指導者は言葉の力を磨くのです。」 
 

怒っていい時は、危機介入・抑止力 
１ 命に関わること 

      ２ いじめ・悪口 

      ３ 取り組む態度が悪影響       

      ４ ルールマナー違反 

存在 

結果 

行動 

参考文献 
わかるできる勇気 
王者の復活 
 上田昭夫 著 

おこることのメリット 
・集中力 
・統率 
・モティベーション 
・効率的 
・相手をコントロール 
・すっきり 
おこることのデメリット 
・つかれ 
・人間関係が悪くなる 
・相手を委縮させる 
・チームワークに乱れ 
・孤立 
・自他ともに嫌悪感 

認めるのは、素質・才能 

 ほめるのは、努力・プロセス 

 喜ぶのは、成功・成就 

対応「帰ったほうがいいよ。真剣にやっ

ているお友達がいるからね。」 

 



 

 

 

ベンチは常に有意識で！勝たせよう ではなく 成⻑させよう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お世話になっております。 
高知県スポーツコミッション／高知工科大学の前田です。 
  
この 3 日間、大変お世話になり誠にありがとうございました。 
準備や運営面で至らぬ点が多々あり申し訳ありませんでした。 
小連の皆様のご協力があったからこそ、無事に 3 日間を終えることができました。 
本当にありがとうございました。 
  
益子さん、斎藤さんからも、 
高知大会が今までで一番楽しくストレスもなく、 
スムーズな大会だったとおっしゃっていただきました。 
子ども達や指導者の皆さんのたくさんのチャレンジが生まれた 
良いイベントだったと思います。 
  
来年度も引っ張って来れるように、私たちも精進したいと思います。 
2 日間の結果も送付させていただきます。 
ご確認の程よろしくお願いいたします。 
  
今後とも、大学のバレー部としてもお世話になることも 
有ろうかと存じますが、引き続きよろしくお願いいたします。 
 



 

 

全国大会全国大会全国大会全国大会    出場権獲得出場権獲得出場権獲得出場権獲得    おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！ 
楽しい夏休みまで、あと少しとなりました。 
さて先頃は、第４２回全国小学生バレーボール大会高知県予選会の開催にあたりまして、

皆様方に多大なるお力添えを得て、無事すばらしい感動を残し、終えることができました。 
誠にありがとうございました。いまだその感動の余韻が残っているチームもあろうかとは思

いますが、時は着実に進んでいます。それぞれがまた新たな目標に向かって歩み始め、練習

にも力が入っている所ではないでしょうか。当連盟においては、残念ながら今年度の新規入

部者は、足踏み状態が続いています。再度、役員・指導者一同「勝敗を超えた感動を！」「笑

顔一番！」のキャッチコピーに合うような活動を心がけ、各チームから「新入部員が増えま

した。」といううれしい知らせが届くように願っております。 
 
 
 
月月月月    日日日日 大会・研修会その他の大会・研修会その他の大会・研修会その他の大会・研修会その他の行事行事行事行事 

場場場場    所所所所 備備備備    考考考考 

７月１８日（月） 県小連 リモート会議 各自宅にて １９：００〜 ７月１６日から変更 
７月２４日（日） 県小連 ドリームプロジェクト 舟入小体育館 第１ブロック 
８月２０日（土） 常務理事交流会 高知市  
８月２８日（日） 県小連常務理事会 18:00〜 市総合体育館  
９月１１日（日） 県小学生ソフトバレーボール大会 中芸結いの丘  

９月２４日（土） 
  ２５日（日） 

県小連 ドリームプロジェクト 
益子氏来高「おこらない大会」 

春野体育館 希望チーム希望チーム希望チーム希望チーム 

参加費必要参加費必要参加費必要参加費必要 

10 月８日（土） 県小連常務理事会 18:30〜 市総合体育館 夏季大会抽選会 
  10 日（月） 審判講習会（場所は予定です） 

 
 

十市小 混合・男子 
  女子 

 

四国大会出場チー

ム 

全員参加 

10 月 15 日（土） 
   16 日（日） 

高知県小学生バレーボール連盟 
夏季大会 
 

１日目 青少年サブ 

芸西中・憩いケ丘   

２日目 青少年全・憩いケ丘 

２日間開催 

１日目の結果をも

とに２部制で実施 

10 月 22 日（土） 
10 月 23 日（日） 

四国小学生バレーボール大会 
四国小学生バレーボール大会 

徳島県 
徳島県 

女子 
男子・混合 

11 月 19 日（土） 県小連 常務理事会 18:00〜 青少年センター Ｒ５年度方向 

役員改選について 
11 月 27 日（日） スポーツ少年団全国大会予選会 

※終了後 常務理事会 17:00〜 
市総合体育館  

12 月 3 日（土） 
 

Ｕ－１０大会 
※終了後 常務理事会 18:00〜 

芸西憩いケ丘 他 ４年生以下 

12 月 10 日（土） 
     11 日（日） 

高知県小学生バレーボール連盟 
冬季大会 

青少年センター 

高知市総合体育館 
 

R３３３３年度年度年度年度    県小連県小連県小連県小連    アンケート結果アンケート結果アンケート結果アンケート結果    報告報告報告報告 
 加盟２７チームの方々からご協力をいただき、各チーム選手（保護者）の声を、数値化して以下に

まとめました。 

 総じて好意的な声が多かったようです。各チームの活動が、保護者や選手の声に耳を傾けながら進

められていることを感じました。また、こちらでは把握していない、各チームに寄せられた自由記述

欄の中に、貴重な声があるようにも思います。これらの声を参考にして、今後とも、チームの方針と

優勝 女子 野市ジュニア  
男子 野市ジュニア 
混合 泉野ＶＣ 



 

 

選手・保護者のお考えを合わせ、お互いがＷＩＮ・ＷＩＮの関係を築けるような充実した活動を行っ

ていきましょう。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R４４４４年度前半年度前半年度前半年度前半    各部の活動報告！各部の活動報告！各部の活動報告！各部の活動報告！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導普及委員会 

○高知県ソフトバレーボール大会 ９月１２日 
 高知県小連ドリームプロジェクト 
  おこらない大会（９月２４日２５日） 

上記の２つの活動が成功裏に終われるよう

に準備を行っている。 
  

競技委員会 

○春季大会及び全国大会予選会のスムーズな運

営に力を尽くした。 

審判委員会 

○グリーンカードの適用について、話し合いを

行い、以下の方向を確認し合った。 
 ・積極的に提示 
 ・選手にグッドカード配布 
○高知県小連認定の審判資格制度を提案・実施

中（審判必須マニュアル作成中） 
○四国大会に向けての審判講習会を計画中。 
 

総務委員会 

○春季大会及び全国大会予選会のスムーズな運

営に力を尽くした。 
○四国各県への連絡調整 
○日本小学生バレーボール連盟へ文書提出 
○全国大会・四国大会に向けて、理事長ととも

に準備をすすめている。 
 

コンプライアンス委員会 

○高知県小学生バレーボール作成 
 ポスターの作成に向けて 
○令和４年度 オンライン倫理講習会推進 
○共育ブック 配信 

理事長（副理事長）広報委員会 

○各大会の運営 
○常務理事会開催 
○常務理事会提案文書作成 
○KJVA だより⑧９の発行 

Ｒ３年度 ３月集計 


