験も踏まえ、人それぞれのバック
ボーンがなんとなく見えてきたり
します。トレーニング中の精神状
態やフィジカル的なコンディショ
ンを察知して対応の仕方は変わっ
てきます。緊張を解いたり、話を
聞いたりするのです。
ジムを経営し、トレーナーをし
ながら、こういうことを一つひと
つ学んでいきました。そういう経
験を重ねていくと、許容範囲が広
がりますよね。なんて表現したら
いいんですかね…「あ、そういう
ことか」というような感じで対応
力も身についていくのだと思いま
した。なので設立した当時は結構
大変でした…いま思うと高〜い授
業料でした（笑）
。

選手の成長に合わせた指導を
トレーナーも自ら成長せよ
トレーナーと選手も似たような
関係があると思います。最初のう
ちはトレーナーの言うことを、何
でも「はい！」と聞いていた選手
が、だんだん言うことを聞かなく
なる。よくある話ですね。選手は
成長するにつれて、自分の意見が
出てくるものです。
私自身、偉そうなことを言える
立場でないのは重々承知ですが、
これは子どもの反抗期に似ている
ように思います。今までは親の言
うことを聞いていた子どもが、成
長するにつれて聞かなくなる。「子
どものために」と思って言ったこ

ても、トレーナーが未熟というケ
ースはあると思います。選手が勉
強熱心で、そのトレーナーとは別
のところから知識を仕入れてくる。
少ないながらも自らの経験を踏ま
えて別のことをやろうする。そう
したところから溝が生まれてくる
のだと思います。
はっきり言ってしまえば、選手
はトレーナーをいつか超えてしま
うものです。一生懸命に教えてい
るつもりが、知らず知らずに自分
の支配下にしようという方向に向
かってしまうと、選手は違和感を
感じてしまいます。そういった局
面に向かいあったときに、トレー
ナーの力量が問われるのではない
かと思うのです。
選手の成長を素直に認め、その
選手に合った練習方法や適切なア

えられる精神力を養っていったり

魅力は何か？ と問われると、一
言で表現できないのですが、リン
グ上は本当に純粋な世界だなと思
いますね。引退して社会人として
世間も色々とみてきましたが、や
っぱりボクシングは良いですね。
シンプルだけど厳しい世界。私に
とっては人生の大切な一部になり
ました。
「 自 分 の 居 場 所 」と い う 言 葉 が
使われますが、私の場合、まさに
自分の居場所がボクシングでした。
居心地がいいというか、なんかし
っくりきましたね。そういう意味
で、私は若いときに自分の居場所
を見つけることができて幸せだっ
たと思います。
最後になりましたが、
「 新井田
式」を読んでいただいたすべての
読者のみなさまに感謝したいと思
います。このコーナーがみなさん
のボクシングライフの向上に少し
でもお役に立てたとしたら、こん
なにうれしいことはありません。
それではみなさん、またどこかで
お会いしましょう！

のように相手を理解する能力が重
するのです。
要になります。
もう一つ大切なことは、前回の
女性や初心者の中には「自分に
連載で書いたように、対人練習や
ボクシングなんて本当にできるだ
スパーリングで相手への敬意を忘
ろうか？」と不安な気持ちを抱え、 れないことです。ボクシングは人
入会している方もいるはずです。
を殴るという特殊なスポーツです
そういった気持ちをしっかりとキ
から、スポーツの中でもとりわけ
ャッチできるよう努力し、その部
礼儀や挨拶が大事なのではないで
分は誠意を持って指導しようと私
しょうか？ 心地よく練習しても
は心がけています。
らうためにはそういう部分をビシ
技術や知識はもちろん必要です
っと締めることが大事です。
が、大事なことは誠実に信用を損
指導者も最初は未熟で当然
なわないよう会員さんと接してい
経験を積んで許せるようになる
くことです。それが良いトレーニ
ング環境やジム経営にもつながる
私がジムを開いたのは９年前で
のではないのでしょうか？
した。経営をはじめ何から何まで
よく「初心者にどうやってボク
１からのスタートですから、最初
シングを教えるのか。コツはある
はうまくいかないこともたくさん
のか」と聞かれます。まさしく今
ありました。仕事として成り立つ
話したことが「コツ」です。会員
のか？ ジムでは自分の言ってい
さんと信頼関係を積み重ねていく
ることが会員さんに伝わらず、悩
ことです。その前提があってこそ、 んだこともありました。
トレーナーの教えが頭に入ってい
これは私に経験がなかった、経
くのだと思います。
営者、指導者として未熟だった、
そこからステップアップして危
ということの表れだったと思いま
険なパンチを冷静に対処できる技
す。経営者やトレーナーとして経
術を覚えたり、厳しい練習にも耐
験を積んでいくと、自分自身の経

二の人生が始まるわけですが、ボ
選手と指導者のマインドの違い
クシングひと筋で生きてきた私で
トレーナーは
“受け”
が大事
すから、最初は本当に苦労しまし
た…。教えること一つとっても、
私が 歳のときにボクシングを
選手はどちらかといえば攻めの姿
始めて、引退後の活動も含めたら
勢なのに対し、トレーナーには受
約 年近くこのスポーツに携わっ
けの部分が必要になります。必要
ています。プロデビューから始ま
とされる心構えがまったく違うの
り、現役から引退した後は「自分
にいまできることは何か」と考え、 です。
“ 受 け の 部 分 ”と い う の は い わ ば
自然にボクシングジムを始めてい
受信器のようなモノで、トレーナ
ました。
ーは相手のコンディションや心の
長年プロボクサーとして戦って
状態を察して、適切なアドバイス
きたので、技術や知識には多少は
自信がありました。しかし経営者、 を送り、個人の実力にあったトレ
ーニングメニューを考えます。こ
トレーナーという立場になってか
らは「元世界チャンピオン」とい
う肩書きはある部分ではプラスに
なることもありますが、実際に会
員さんを指導する上であまり必要
ないのかなと感じました。
現役をやっていた頃はとにかく
勝利に執着し、ひたすら自分の道
を突き進む勢いでやっていました。
勝負の世界ですから当たり前と言
えばそうかもしれませんが、私自
身も勝ち負けに対するこだわりが
非常に強かったと思います。
引退してすぐに社会人として第
18

ドバイスをする。レベルが上がっ
ていくにつれサポートの仕方も少
しずつ変えていくということです。
最初に初心者だった選手はいつま
でも初心者ではなく、プロボクサ
ーとしてレベルアップしているの
ですから。
そ れ は ト レ ー ナ ー も 同 じ で、
日々成長する、成長しなければな
らない、ということです。言うべ
きときや、ここはあえて言わない
方がいいかな…と見極めるポイン
トも重要です。引くべきところは
引き、押さえておくポイントはし
っかり伝える。勉強や経験を積む
中で、今まで正しいと思って教え
ていたことが、
「 ちょっとこれは
違うかな」と気が付くことも、教
える側にとっては大事でしょう。
私はこの連載でよく「このやり

方が必ずしも正しい方法とは限り
ません」という断りをしました。
それは選手の特徴によっても、選
手の成長段階によっても何がベス
トか日々変化するからであり、私
自身もそうしてレベルアップしな
がらキャリアを積んできたからに
ほかなりません。
選手から否定的に見られるのは
気持ちのいいものではないでしょ
う。いままで教えていた方法を変
えるのも、勇気のいることかもし
れません。
それでも何かトラブルが起きた
とき、ものをいうのは、先程お話
しさせて頂いた、それまでに築い
ていた信頼関係だと思います。選
手との信頼関係があれば、異を唱
えてきた選手としっかり話し合い、
きっといい解決策を見つけること
ができると思います。少なくとも
決定的なまでに溝が深まることは
避けられるでしょう。
私も会員一人ひとりとの信頼関
係は何よりも大事にしています。
ジムに来れば、安全に、丁寧に、
ボクシングを楽しめる。気持ちよ
く汗がかける。会員さんが心から
そう思い、こちらがそれに応える。
そこに信頼関係が生まれると思い
ます。
長くボクシングをやっていれば、
だれでも技術はそれなりに教えら
れるでしょう。問題はこういった
信頼関係を作ることができるかど
うかです。ジム経営やトレーナー
業をしていく上で、一番大切なこ
とだと考えています。

長年のご愛読に感謝！
ボクシングは厳しくも魅力的な
スポーツだと思っています。その

元世界王者の新井田氏が直接指導
問い合わせ先 045－482－5213
HP http://www.worldfamous7.com/
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とが、反抗されるので、親は困っ
てしまうわけですが、この問題の
ポイントは、子どもだけでなく、
親も未熟だというところにあるの
ではないでしょうか。
トレーナーと選手の関係におい

BODY DESIGN 新井田式
完全プライベートレッスン
好評受付中！
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新井田豊（にいだ・ゆたか）1978年10月2
日生まれ。横浜市出身。96年横浜光ジムか
らプロデビュー。01年に日本ミニマム級王者
となり、その年にWBA世界同級タイトルを獲
得した。いったんは引退したのち、04年に王
座返り咲きに成功すると７度の防衛を成功さ
せ08年に引退した。10年に横浜市営地下鉄
ブルーラインのセンター北駅近くにフィット
ネスジム「BODY DESIGN 新井田式」を
オープン。究極のボディ作りを実践している。

すべての方々に
素晴らしい
ボクシングライフを！

2013年にスタートした新井田式は４年の歳月
をへて、50回目の今号をもって最終回を迎え
る。セオリーにとらわれない独自の理論は読者
からも好評をいただき、惜しまれながらのお別
れとなるが、最後にボクシングを指導するトレ
ーナー、選手、そして体づくりに取り組む一般
の練習生にメッセージを送ってもらった。

