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ケア編

よりよいスポーツライフのために クレーマージャパンの情報紙

トレーニング編
Q.簡単にできるフットワークのトレーニングを教えてください。
質問者 : 小学校教員　男性

Q.骨を折ったことはないですが、練習や試合で手の親指の付け根をよく痛めます。何かよ
いテーピング方法はないですか？
質問者 : 高等学校2年生　男子バスケットボール部　男性

A.今回は、スティックラダーを用いたフットワークのトレーニング
を3種類ご紹介します。下記のトレーニングを5秒間1セットとして各1
～2セット、週に2回程度行うことをおすすめします。
動画を参考に、やみくもに速く行うのではなくトレーニングのポイン
トを理解して正しい方法で行うことが大切です。

1.ラテラルジャンプ(写真1)
両足で左右に素早くジャンプします。
・ジャンプのタイミングにあわせて腕を振ります。
・上半身が左右に大きく動くと速くジャンプできません。
　動画のように上半身を安定させて一定のリズムでジャ
　ンプします。

2.リニアジャンプ(写真2)
両足で前後に素早くジャンプします。
・ジャンプのタイミングにあわせて腕を振ります。
・上半身が前後に大きく動くと速くジャンプできません。
　動画のように上半身を安定させて一定のリズムでジャ
　ンプします。

3.ツイストジャンプ(写真3)
腰をひねるように素早くジャンプします。
・ジャンプのタイミングにあわせて腕を振ります。
・下半身と一緒に上半身が振られると速くジャンプでき
　ません。動画のように上半身を安定させて一定のリズ
　ムでジャンプします。

1～3の種目を5秒間で何回ジャンプできるかカウ
ントしたり、友達と競争したりするとモチベーシ
ョン高くトレーニングできます。

※ウェブ版ディスパッチにて、動画でご覧いただけます。

スティックラダー

3,000円(税込)
4,300円(税込)

メンバー
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A.先月に続いて指のテーピングについてのご質問です。
親指は複合的な動きのある部位で、ケガをしやすい部位
です。今月は親指(母指:ぼし)に対するデニバンライトを
利用したテーピング方法をご紹介します。

母指伸展制限(ぼししんてんせいげん)テープ
・写真1の方向に動かすと痛い場合
・デニバンライト30mm幅使用
1.テープの準備:親指の付け根から手首までの長さのデニバンライ
　トを準備する(写真2)。
2.テープの片側に1.5～2cmのたての切込を入れる(写真3)。
3.写真のように親指の付け根にテープの切込み部を巻きつける(写
　真4)。
4.手首に向かって引きながら貼る(写真5-6)。

母指外転制限(ぼしがいてんせいげん)テープ
・写真Aの方向に動かすと痛い場合
・デニバンライト50mm幅使用
1.テープの準備:手を写真のように構える(写真B)。写真の点線部
　分の2倍の長さのデニバンライトを準備する。
2.テープの中心5cmを残して両側に横に切込みを入れる(写真C)。
3.写真のようにテープの中心を手の横に合わせて貼る(写真D)。
4.小指と第四指(薬指)の間から写真のように切込み部分を引きな
　がら貼る(写真E-J)。

今回は骨折ではないことを前提にテーピングの一例をご
紹介しましたが、悪化したり症状が長引いたりする場合
は病院を受診してください。
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Q.運動選手は食事がとても重要だと言われていますがなぜ重要なのですか？
質問者 : 高等学校1年生　陸上競技部　男性

ビタミンB1、B2、C、カルシウムや鉄などを含みます。
新玉ねぎは表面にツヤがあり、ずっしりと重いものを選びましょう。
通年出回っている玉ねぎの場合は、これらに加えて表面がしっかり
乾燥しているか確認しましょう。新玉ねぎはあまり日もちしないの
で、できるだけ早く食べるようにして保存するときはビニール袋に
入れて冷蔵庫で保存しましょう。

今月の旬： 新玉ねぎ

★旬レシピ★新玉ねぎとささ身のサラダ

玉ねぎは食べやすい大きさにスライスして水に浸す。
かいわれ大根は玉ねぎの大きさに合わせて切る。
ささみはゆでてフォークなどで細かくほぐす。
水に浸しておいた玉ねぎをしぼり水分をしっかりきる。
玉ねぎ、かいわれ大根、ささみを混ぜて好みのドレッシングをかける。
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＜作り方＞＜材料　1人分＞

脂質　0.5g
炭水化物　2.8g

■1人分
エネルギー　62kcal
たんぱく質　11.3g

チャリティTシャツに新デザイン追加
東日本大震災により被災されました方々に、心よりお
見舞い申し上げますとともに、被災地が一日も早く復
興する事をお祈り申し上げます。
弊社では、2011年に発生した東日本大震災被災地の復
興支援活動の一つとして、チャリティＴシャツを製作し、
この収益金の全額を、義援金として寄付しております。
微力ではありますが、より継続的な復興支援につなげ
る活動として、今後もチャリティTシャツを皆様にご案
内させていただきます。引き続き皆様からの温かいご
支援とご協力のほど、よろしくお願いいたします。また、
10枚以上のご注文でデザインの中に企業名、団体名、
学校名メッセージ等を入れることができますので、ぜ
ひ様々な場面でご活用ください。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。
http://www.cramer.co.jp/charity/

通常価格に、一着につき100円の
ご寄付でチャリティマークのいず
れかをお客様のデザインに入れさ
せていただきます。※お客様のオ
リジナルデザインと別の箇所にマ
ークのみを入れる場合＋300円(内
100円を寄付)となります。その場
合マークは幅8cmでプリントいた
します。
お預かりした100円は、クレーマ
ージャパンが責任を持って、中央
共同募金会を通じて義援金として
寄付させていただきます。

オリジナルデザインでも
チャリティーにご参加いただけます

プリント例

・新玉ねぎ … 30g
・鶏のささみ … 40g
・かいわれ大根 … 5g

A.運動選手のみならず、人間のからだは食べ物からできているため日々
の生活の中で摂取する食事がコンディション(一般人であれば健康)やパフォ
ーマンスに大きく影響します(図1)。
そのため、最近では運動選手の食事の重要性について、さまざまな場面で選
手や指導者を対象としたセミナーなどが行われています。
図2は、糖質の摂取量が多い選手と少ない選手の筋グリコーゲンの貯蔵量(車
であればガソリン)の違いについて示しています。グリコーゲンの貯蔵量が少
なければすぐに疲れてしまうため、適切な量の糖質を摂取しなければなりま
せん。また、図3は糖質の摂取量の違いによる体たんぱく質の分解量の違いを
示しています。図を見てもわかるようにきちんと糖質を摂取していなければ
(グリコーゲン貯蔵量が少なければ)、からだづくりに必要とされているたん
ぱく質を大量に摂取しても、体の中のたんぱく質は分解されてしまい筋量に
影響することが示されています。これらの図をみてもわかるように、食事内
容が運動選手のコンディションやパフォーマンスに大きく影響することが理
解できます。
これら以外にも、食事と運動の関係については多くのエビデンス※で示され
ています。しかし、まずは食事の基本(2011年4月号参照)をしっかりと覚えて
日々の食事をきちんと摂取することが重要です。新生活をスタートする人も
多い春に、これまでの食生活を見直し食事の重要性を再確認しましょう。
※科学的根拠のこと

Lemon PW and Mullin JP:Effect of intial muscle glycogen levels on
protein catabolism during  exercise. J Appl Physiol, 48:624-629, 1980

図3 体内のグリコーゲン貯蔵量と
運動時の体たんぱく質分解について

61％VO2maxで60分間の運動を
した時の汗中への尿素＊排泄
＊たんぱく質代謝の主な最終産物
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D.L. Costill and J.M. Miller,  "Nutrition for endurance sport: Carbohydrate and fluid balance,"
1980,  International Journal of Sports Medicine 1: 2-14. Reprinted by permission.

図2 糖質の摂取量が多い選手と少ない選手の
筋グリコーゲンの貯蔵量
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図1 運動選手における食事の役割り

N.G.オゾーリン，A.O.ロマノフほか著，岡本正巳訳「スポーツマン教科書」改変
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