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Koji .M 

■世界と戦う選手の意識レベルは高い 
 
■競技力に影響する要因 
 ・選手、指導者の個人的要因 
 ・組織的要因 
 ・社会的要因 
 
■競技力向上のPDCA 
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「適切な」環境刺激や運動刺激は、 
ヒトの能力を引き出し向上させる。 

チーム 個人 

チーム･マネージメント 
 ①環境整備 
 ②組織の充実 
 ③意識改革 

資質をとらえる手法 
      ①感覚（心理学） 
      ②力学（バイオメカニクス） 
      ③運動生理学（応用生理学） 

ハイ・パフォーマンス・マネジメント 

状況に応じて刺激の種類、強度やイン
ターバルを変える 



Koji .M 

「適切」な刺激の程度は、科学的及び経験的根
拠をもとに、対象や状況に応じて、刺激の強度、
刺激の量を判断する。 
 
「モチベーション」についても、状況に応じて刺激の
種類、強度やインターバルを変えることが必要。 
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■練習環境はよいか？ 

■練習場所、器具などを大切にしているか？ 

■衛生環境は良いか？ 

■生活環境は良いか？ 

■食生活は良いか？ 

■学習環境は良いか？ 

■遠征先の救急病院は把握できているか？ 

■緊急連絡先は把握できているか？ 

■遠征の交通手段は確保されているか？ 

■練習に支障をきたさないアルバイトである？ 

 

①環境整備 
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■チーム内の役割は明確か？ 

  主将、副将、主務、会計、記録、分析、OB会、幹事、 

  勧誘、広報、町内会、学年、新人、トレーナー、食事、 

  マネージャー、アカデミック委員、キャリア委員 

■上級生ほど責任が重い役職になっているか？ 

■OB会組織は充実しているか？ 

■保護者会は機能しているか？ 

■指導スタッフは、組織化されているか？ 

■後援会はあるか？ 

■関連するスポーツ協会との連携はできているか？ 

 

②組織の充実 
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③意識改革（考えさせる） 

■高校と大学のクラブの違いはなにか？ 
■校友会と同好会の違いは何か？ 
■何故入部したのか？ 
■所属しているサークル自体の目標は明確か？ 
■レギュラーは年功序列・・・でいいのか？ 
■勝利を得ればそれだけでいいのか？ 
■自己中心・自己満足になっていないか？ 
■他のサークルと切磋琢磨しているか？ 
■あきらめていないか？ 
■感謝を忘れていないか？ 
■所属するサークルの歴史を理解しているか？ 
■言い訳や否定ばかりに終始していないか？ 
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学生･部員に伝えたこと 

①真面目であることは最大の武器だ。岡大生としての誇り、帰属意識を目覚めさせ、何のために 

  活動しているかを考えよ。 （クラブの歴史、目標、戦う意味・価値等） 

②役割を決めて、チームで戦え。 総合力で勝負せよ。広報はイメージ戦略、渉外は、地域貢 

  献、後援会の確保、 主務は部員の成績、就職活動把握、部内の意見の食い違いは徹  

  底的に話し合わせ、最終的にはお互いを尊重し納得せよ。 

③徹底分析せよ（練習日誌、自己分析、チームの戦力分析、対戦相手のデータ分析等）。 

④勝って兜の緒を締めよ。 頂点に立てるのは１人または１チーム、その他全員が次の敵になる。 

  それでも謙虚であれば、憧れと応援をえることができる。 

⑤施設、用具は、自分たちで管理し大切にせよ。 

⑥負けや失敗から学べ。大きな目標のためには、負けることがあっても構わない。ただし、失敗の 

  理由を明確にする。へこまない。岡大らしい戦い方をすることが重要だ。 

⑦他流試合を行え。 日頃は平和なので、県外に遠征など機会があればチャレンジする。 

⑧本番に強いと思いこめ。岡大生の集中力を活かしなさい。 

⑨優秀な新人をリクルートせよ。 自分より優秀と思える人間を勧誘せよ。弱小チームの先輩は 

  自分たちが卒業すると最近は全体的にレベルが下がったという。 

⑩保護者や後援会に感謝と気配りができるようにせよ。 



遠征時の注意 

①岡山大学の代表であることを常に意識した行動をする。 

②部旗やのぼりは、伝統や勢いを表し、帰属意識を喚起す
る。試合会場では応援者に対し目印にもなる。 

③全員でのスケジュール表の確認は行動前に必ず行う。 

④相手がだれであれ、常に謙虚で明るくスポーツマンらしい
態度で接する。 

⑤移動時は、だらだらとせず、きびきびと動く。 

⑥靴置き場や更衣室での靴や荷物の整理整頓。 

⑦体育館での荷物も乱雑にせず、整然とおく。 

⑧自分の役割を考え、指示される前に動く。 

⑨挨拶は、立って行うように。準備をしながら座ったまま行い
がちになるが、面倒くさがらず立って行おう。 

⑩OBやOGが会場に来られた場合には、スタッフはもちろん
キャプテンは現役を集合させ、OBやOGを現役に紹介
する。 

⑪OBやOGと同郷であることが分かった現役は、必ず自己
紹介する。 

⑫遠征先では相手チームの先生や監督に、真っ先に挨拶
に行く。 

⑬対戦相手が高校生の場合は、試合だけでなく、大学生
活について話す時間を設けていただけるよう依頼する。 

⑭ゲーム終了後はお互いに検討をたたえあうために握手する
。 

 

⑮スタッフは、審判やオフィシャルも積極的に行い、岡大の総合
力で戦う姿勢を貫く。 

⑯宿舎での入退出時の挨拶を忘れない。 

⑰宿舎での食事態度、荷物の整理も忘れない。 

⑱摂取エネルギー量が減ることのないように食事をしっかりとる。 

⑲ミーティングは、ポイントを明確にして行う。 

⑳ゲームに当たっては、ゲームメーカーとベンチのスタッフが事前
に戦術を共有しておくこと。 

㉑自由な時間は、ばか騒ぎするのではなく、マッサージなど自
分自身の体調管理・回復に努める。 

㉒遠征に当たって、スタッフ及びマネージャーは事前に持っていく
ものを確認する。 

㉓遠征計画は、早めに立て予約し、校友会への遠征費申請
は帰岡後速やかに行う。 

㉔スケジュールの時間は、余裕をもって作成し予想外のトラブ
ル（交通渋滞など）が起きた時にもあわてないようにする。 

㉕遠征予算も余裕をもって作成しておく。 

㉖その他、遠征後に気づいた点はその都度、スタッフ、主将及
びマネージャーが項目を追加して、毎年の申し送りとする
こと。  

㉗移動は、公共交通機関を利用する。 

㉘近場の遠征も、必ず顧問・指導スタッフに連絡すること。 
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指導スタッフに伝えたこと 
①学生（選手）の安全確保を第一に考えよ。 

②監督やコーチは、誰もがなれるわけではない。 

③監督やコーチは、大変だが名誉であり、やりがいがある。 

④手を抜かない、妥協しないためにも、高い目標と現実的な目標を設定しておくこと。 

⑤日頃は平社員でも、チームでは監督だ。 

⑥大学スポーツのチームは、会社と思え。 

⑦手柄は選手に、責任は指導者が取る。 

⑧競技スポーツは、シビアで残酷なことも理解しておく。 

⑨商売道具（心・体、用具、練習場所、その他）の管理に目を光らせる。 

⑩選手は監督を選べない。あるときは、指導者の色を出しすぎない工夫も必要だ。 

⑪自分の生き甲斐のために選手を犠牲にしてはならない。 

⑫大学スポーツといえども、監督やコーチは、本来なら指導者教育を受けていることが必要だ。 

⑬学生とともに経験を積みながら、指導者自身も成長せよ。 

⑭選手が気づかないところを気づくようにせよ。 

⑮物を大切にするよう指導すること。 

⑯整理、整頓、清掃、清潔、躾を指導すること。 

⑰選手は財産であり、ＯＢ・ＯＧは誇りである。 

⑱監督やコーチが声をかけなければＯＢ・ＯＧは集まらない。 
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OB会メンバーへ伝えたこと 

①社会人としても活躍し、お互いに切磋琢磨せよ。 

 

②組織を築いた責任と喜怒哀楽を共有する後輩たちの 

 ために力を合わせて伝統を支えよ。 

 

③社会人として経験し、得た知識を集結し、 

 ＯＢ会や現役クラブの発展・視野拡大に努めよ。 

 

④総監督を筆頭にした指導体制を確立せよ。 
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命を預かり 
楽しませる 

 お客様目線の指導 

 楽しさを前面に出しながら、 

    安全のための知識・技術指導 

 

 プロ・インストラクター養成システム 

 危険があるからこそ、体系的な教育プログラムをインストラクー
が提供し、質の高いインストラクターをディレクターが教育する。 

大学スポーツでは、命の危険はほとんどない。 
勝った、負けただけで一喜一憂してていいのか（小さい小さい）。 
せめて指導者は、選手の先の人生も考えるべきだろう。 

競ってはならないスポーツから学んだこと 
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色々学び、指導において意識していた事 

①選手（学生）の安全確保を第一に考えよう。 

②自分自身も一緒にチャレンジしている姿勢を見せよう。 

③チーム・マネジメントの原則（環境整備・組織の充実・意識改革）を忘れない。 

④広報戦略、イメージ戦略には気を使おう。 

⑤選手一人一人を観察また観察しよう。 

⑥良いところを伸ばし、欠点は受け入れさせよう。 

⑦負けることは悔しいが、恐れることはないことを伝えよう。 

⑧常に勝てるわけではない、良い時にはしっかり祝おう。 

⑨帰属意識に目覚めさせよう。 

⑩選手のために労を惜しまないようにしよう。 

⑪選手を見捨てずに、困ったときには手を差し伸べよう。 

⑫時には弱いところを見せてもいいが、常に強気で見栄を張ろう。 

⑬技術指導以前に、挨拶、報告、連絡、相談等の躾を行おう。 

⑭受けるにも、退くにも潔い態度を示そう。 

⑮信念と魂を伝えよう。 
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①コーチングとは、共に学び人を育てること 

              ＝教育そのもの 

②指導者の到達地点は、いかに身を引き 
           次に任せるかだ。 

③自分が育てた後継者が、たとえ未熟で 
    口を出すなと言う態度であっても 
     引き際を見極め、陰で見守ることが 
       次への発展・伝統に繋がる。 

④指導者は、これらの覚悟・潔さが必要だ。 
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今後も心がけようと思っていること 

常に健康で、強靱な体力を維持し、常に平静で判断に誤りがない 

人間でいること。 

 

１）心得：①心身共に健康であること ②視野を広くもつこと ③教育者 

      であるという自覚を忘れないこと ④安全第一  ⑤自主性を 

      育てること ⑥組織を理解しその一員であることを自覚する 

  

２）資質：①知識と経験  ②品位・威厳 ③魅力ある人間性  

          ④繋がりが重要であることを理解しておくこと 

 

３）人間性：①理解しようとすること  ②熱心で、親切であること 

       ③思いやりがあること ④厳しさを備えていること   

       ⑤奉仕の精神を忘れないこと ⑥規律を守ること 
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笑いやユーモアも忘れないこと。言行一致であること。 
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最後に、教え子諸君へ 

①学生時代の友人を忘れていないか？ 

②社会で通用する人材となっているか（評価は他人がする、誰かが見ている） 

③人生の勝者を目指しているか？ 

④自信を持って仕事をしているか？ 

⑤タンポポ魂を忘れていないか？ 

⑥言い訳を探していないか？ 

⑦できるようにするための努力をしているか？ 

⑧協調性、独創性、想像力、集中力、体力、行動力、忍耐力、誠実、謙虚、 

  感謝、礼節、誇りを忘れていないか？ 

⑨一致団結しているか？ 

⑩困っている友人に手をさしのべているか？ 

⑪闘志をもって仕事に臨んでいるか？ 

⑫興奮や感動はあるか？ 

⑬長所を伸ばしているか？ 

⑭人生を楽しんでいるか？ 

⑮自分を信じて 
 チャレンジしてるか！？ 

これらを時々思い出すこと！ 
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Mar. 29. 2014. 

Koji  Miura 

夢をあきらめず！ 
    希望を捨てず！ 
      笑顔を忘れず！ 
 
Never Give Up!  
  Never Too Late! 
     Life goes on！ 


