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チ－ムを創るⅠ ＜自己分析編＞ 山崎 純男

１ 生い立ち

1)幼少の頃

2)青少年期以降

3)コーチを志したきっかけ

２ チ－ム創りの変遷

1)変わってきた私

a.がむしゃら→合理主義

b.暴力→ことば

c.知識かぶれ→内容の選択

d.溺愛→孤独

e.俺について来い→七分三分

f.所有物→人間尊重

g.練習時間（量→質）

2)変わっていない私

a.自分を追い込む

b.追及心

c.完全主義

d.臆病

３ 事件あれこれ

1)８７日間ボイコット

2)初の全国制覇

3)燃え尽つき症候群

4)指導主事

5)転身

6)ナットクラッカ－症候群

7)トムとミル

４ 人を動かす

1)指導者としての資質

a.体 力

b.観察眼

c.知 恵
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2)指導者としての心構え（コ－チ心得から抜粋）

a.指導者を越える選手は出ない．

b.選手よりもがんばれ．

c.「俺はこんなに…」からはやく抜けだせ．

d.抽象的表現は行き詰まりを誘う．精神論者は優勝監督にはなれない．

e.絶対君主になるな．

f.感受性が強いことは大切だが感傷的にはなるな．

g.指導者ならば孤独に耐えろ．

h.組織を出たらグチをこぼすな．

i.選手の素質にぜいたくを言うな．

j.ライバルの悪口を言うな

k.他人の前でグチを言うな．

l.自分の殻だけに閉じこもるな

m.ブレインは堂々とつくれ．

n.個性を見抜け．

o.優しさと非情さの両方を持て．

p.うわさを軽んじるな．うわさは魔物だ．うわさで潰された指導者は多い．

q.自己を偉大視せよ．人間の業績は，思い込んでいるところまでしかできない．

3) 指導の実際（コ－チ心得から抜粋）

a.生活の基本からしつけよ．

b.コーチは選手よりも早くコートに立て．

c.指導は認めてやることから始まる．

d.日常のしつけをきちんとやり，且つ干渉過多になるな．

e.ことばの研究を怠るな．そして，話は短くまとめよ．

f.「言った」のと「教えた」のと混同するな．

g.叱った数だけ褒めよ．

h.へばってからやらせ過ぎるな．悪いクセがつくだけだ．

i.練習を報復手段に使うな ．

j.常識をまず疑え．

k.発達途中はゼロに等しい．指導の効果は突然現れるものだ．

l.教え過ぎるな（分析マヒ）

m.上級生と下級生の間に，つまらないことで上下関係をつけさせるな．
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チ－ムを創るⅡ ＜実践編＞ 山崎 純男

１ 部活動で何が得られるか

1)共通目標 4)栄光

2)階層 5)挫折

3)序列 6)虚無感

２ 選手に何を教えるのか

1)おとなとこどもの違いを教える

2)人間の愚かさを直視させる

３ 個人の質を高めるには

1)視る力と聴く力を身につけさせる．

2)意識して行動する力を身につけさせる． なぜ

3)知識を整理する力を身につけさせる． なるほど

4)表現する力を身につけさせる．

３ 集団と個人の関わり

誇り＝勝利・行動の質・他にない特色等 安定層 － 中間層 － 不安定層

４ 失敗が多い選手やなかなか巧くならない選手のタイプ

1)タイプ１ 感情支配レベルに問題がある

2)タイプ２ 価値志向レベルに問題があるタイプ

3)タイプ３ 認知レベルに問題があるタイプ

５ チ－ムの運営

1)環境の整備…コ－ト・用具・金銭・

2)内面の整備…人間関係（選手と選手，選手とコ－チ，チ－ムと学校）・ モラルの向上

3)チ－ムワ－クとは

4)日常の練習の工夫（練習時間・内容・情報提供等）

６ 鍛えるということ（鍛えてもらうのではなく自らを鍛えることも含めて）

※猛練習から生み出されるものは少ない

1)注意力を発達させることが最も重要

2)長期間継続できる内容であること

3)休養はエネルギ－充填に不可欠

７ 私自身の若者観

「近頃の若い者は」と「俺たちの若い頃は」は絶対口に出すな（コ－チ心得より）
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８ 若者へのメッセ－ジ（選手心得から抜粋）

a.日常生活の基本をおろそかにして技術が身につくはずがない

b.ケガ病気も実力のうち．

c.「ほんのちょっとでいいから」が命とり．

d.「やめたいなあ」と思っている時がもっとも成長している時である．

e.「このまま終ればいいのに」と思った時，すでに敗北が忍び寄っている．

f.「もうだめだ」と思った時のひとふんばりが勝負を決する．

g.成功は，特別の行為から生まれるものではない．

h.悪いクセはすぐ身につく．良いクセがつくには時間がかかる．

i.何かをやる時は結果を先に考えるな．決心が鈍る．

j.『できない』のと『やろうとしない』のはまったく違う．

k.やられたプレイから予測能力が身につく．やられてもやられても向かって行け．

l.やられたらすぐやりかえせ．借金は長いほど利子が高くつく．

m.ミスは後始末の仕方によって重傷にもなるし軽傷にもなる．

n.強くなるのは抵抗することから始まる．自滅するな．あくまで抵抗せよ．

o.どんなに小さなことであっても必ず準備がいる．

p.コートに居るのは練習に参加していることにはならない．

q.悲しみや苦しみは食べてしまえ．みんなの前に持ってくるな．

r.ひとりの欠席者のためにもう一度授業のやり直しはしてくれない．

s.逃げ道を用意するのがアマ．逃げ道のないのがプロ．

t.個人の自由という言葉は，みんなのために最善の努力をした者だけが使える．

u.慰めや励ましは，気晴らしにはなっても明日の力にはならない．

v.欠点や短所は完璧に治さなくてもよい．苦にならない程度に治ればあとは長所で補える．

w.スランプは飛躍の前兆．

x.人間にも旬がある．

y.自由に伸び伸びやる練習からは強さは生まれない．

z.まわりで起こったことのすべてを，強くなるための材料に使え．

aa恩を忘れた者は生きる資格がない．

ab覚える途中の努力は誰でもするが，覚えた後の努力はなかなかしない．

ac練習の出来栄えはあくまで相対評価せよ．

ad他人のかげ口はやきもちの生まれかわり．

a自分の愚かさに気がついた時，成長の第一歩が始まる．

afすべてがバスケットボール選手らしくなれ．

ag自分をいじめよ．自分をいじめることのできる者だけが勝利者になれる．

ah自分に厳しいとは，気付く努力をし続けること．
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チ－ムを創るⅢ＜指導者講習会資料＞ 山崎 純男

１ 自己評価

体力は？知識は？愛情は？情熱は？知恵は？勇気は？根気は？責任感は？等々のチェック

２ バスケットボ－ル競技のとらえ方

1)バスケットボ－ルは暗記型ではなく対応型のスポ－ツである。

2)オフェンスが未熟では何も先に進まない。

3オフェンスのダミ－相手だけでもディフェンスは強くなる。

4)うまくやることよりも、うまくいかない時の切り抜け方を知ることの方が大切である。

5)技術そのものは未熟でも、使える場面と使えない場面を知っていれば大丈夫。

6)練習も試合も競技規則に従うことが大切である。

３ 練習

指導者がはっきりと完成図を頭に描き、プレイを成功させるためのル－ルを作り、そのために必要な

ドリルを整理する。この三つが揃って初めて練習が成立する。

４ オフェンスの基本的な考え方

1)エントランス（エントリーパス）

プレイを組み立てるためにボ－ルを進めてフロントコ－トに入る時、無造作に入ってはならない。

①必ずボ－ルをスウィングする（パスを使ってディフェンスをゆさぶる）か、②人がクロスする（人が並

行に走らないで交叉しながら走る）か、③ボ－ルをスライド（まっすぐ縦にドリブルしてくるのではなく、

横にズレてドリブルしながらディフェンスの対応を見る）させるかして、ディフェンスに的を絞らせない

ような状況を創りながらフロントコ－トに入ることが非常に重要である。

2)システム

私の場合、マンツ－マンオフェンスもゾ－ンオフェンスも、モ－ションオフェンスを採用する。モ－

ションオフェンスとは、パタ－ンで選手の動きを限定するのではなく、原則的な動きの約束事だけを

決めておいて、仕掛けた選手の動きに対応して次の選手が動きを選択していく攻撃方法だと私は

定義づけている。

3)動きの原則

a.プレイ作りはミドルレ－ンから始める。

b.センタ－レ－ンは常に空けておけ。

c.コフィンコ－ナ－に留まり続けるな。

d.人数の多い方から少ない方へ動け。

e.動きの優先順位は、カッティング→ドライブ→スクリ－ン→リプレイスである。

f.ふたつのプレイを同時に用意しておけ（対照又は表裏）。

g.アイソレーションやスタックからの崩しは、真ん中→ボ－ルに近い→ボ－ルから遠い順に動け。

h.パワ－プレ－はセンタ－よりもガ－ドやフォワ－ドが巧くなければならない。

i.インサイドへのパスプレイは２秒まで待ってみよ。

j.強烈なドライブインを常に狙っていなければ、パッシングとム－ヴィングがよくても結局は行き詰る
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＜マンツ－マン＞

a.構成は４アウト１イン（２インはインサイドが混雑する）

b.センタ－はゴ－ル近辺をオ－プンスペイスにするためにハイポストかミドルポストに位置を取る。

c.センタ－の仕事は、＜周囲の選手にスクリ－ン＞＜セカンドチャンスショット＞である。相手を崩

すために積極的にボ－ルを受けることは少ない。”決める”時に積極的に参加する。

d.動きは、カッティング、ドライブ、ボールマンスクリーン、スクリーンウェイの４種類が基本で、ガ－ド

やフォワ－ドのペネトレイトによるゴール近辺の得点狙いを最優先とし、次がガ－ドやフォワ－ド

のシールからのパワープレイ、次がミドルレンジジャンプショット、最後にガードやフォワードの３

点シュ－トを狙う。

e.困った時は、ガ－ドとセンタ－のツ－メンゲ－ムをする。その時他の選手はアイソレ－ションして

状況を見る。

＜ゾ－ン＞

a.構成は４アウト１イン

b.どの種類のゾ－ンも同じ動きで攻める。マンツーマンオフェンスとはエントリーの位置が違うだけ。

c.動きの種類はアウトサイドからのシャロ－カットとセンタ－のフラッシュやスライディング（ドリブル

移動）を使うことでトライアングルを作るだけである。他はマンツーマンオフェンスと同じ。

d.パスよりもドライブ（ギャップアタック）。

4)パッシングの原則

a.人数の少ない方へパスせよ。

b.外のパスと中ヘのパスのバランスが重要である。

c.ム－ヴィングの伴わないパスはだめだ

5)共通のル－ル

a.トライアングルの有効活用 。エルボーとショ－トコ－ナ－はその基点。

用 ・まずシュ－トを狙え。（シュートの構えをしろではない）

b.ボ－ルを持ったら ・次にドライブ（ペネトレイト？）を狙え。

・パスを狙うならインサイド優先。

・カッティング。

c.パスしたら ・スクリ－ン（アウェイ・ボールマン）

・リプレイス。

・スペイシング（トライアングル）。

d.周囲のプレイヤ－ ・カッティング。

・スクリ－ン。

・ミ－トアウト（Lカット）。

・スタック。

・シ－ル。

e.インサイドプレイヤ－ ・フラッシュ。

・周囲のプレイヤ－にスクリ－ン。
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6)シュ－トセレクション a.リズムが有利なら打て。

b.相手との距離が有利なら打て。

c.決意がしっかりしているなら打て。

d.身体的に有利なら打て。

e.個人的に有利なら打て。

f.「仕方がない」というシュ－トもある。

５ ディフェンスを成功させるためのル－ル

1)ボ－ルマンにはインライン上でレディスタンス（手がサッと動かせるならどんな構えでも良い）。

2ボ－ルの隣はディナイアルスタンス。（ゾーンはオープンスタンス）。

3)ボ－ルマン以外の選手の位置は、アップザライン・オフザライン。（ゾーンは対照型あり）。）

4)常にスティ－ルを狙え。

5)スウィッチアップは多用せよ（昔）→ショウ＆リプレイス（今）。

6)距離のある移動はランニングステップを使え。クロスステップは使うな。

7)インサイドの競り合いとスクリーンに対するディフェンスの肩は遠い方から先に動かせ。

8)ブロックアウトは最初に決めた肩の位置と顔の向きを変えるな。

６ ことばの大切さ

予測 （確認・修正） 結果 現象面からと心理面から

学習と習得について（私見）

1)センス？ からだで覚える？

運動センスは先天的なものであるという考えや、運動の学習は反復しかないという考えは誤りであ

る。

2)学習サイクル

スポ－ツ選手の運動技能の習得過程 ①情報を得る ②情報を分析(学習)する

は右図のようなサイクルで行われる。 ④総合的運動 ③基本的運動

それは、学習する技術の種類によって①→②→③→①ともなり①→②→④→①ともなる。

3)情報を得るということについて

我々が周囲から得る情報は＜聞く＞＜見る＞＜嗅ぐ＞＜触れる＞の４種類である。この内、運動技

能の習得に関わりの深い情報は＜聞く＞と＜見る＞である。

4)情報を分析する

情報の分析の仕方は個人により異なる。大別して次の二つがあると考えられる。一つは言語情報の

まま取り込むタイプであり、もう一つが言語情報を映像処理するタイプである。

運動技能の習得では、基本運動の学習はリズム・タイミング・バランス等が主体となり、それは神経

回路の開発を主な狙いとしてる。総合的な運動の学習は動きの方向や使用する技術の選択等が主

体となり、それは判断力の養成等が主な狙いとなる。基本的な運動の学習にしろ総合的な運動の

学習にしろ、選手はコ－チや他の選手からことばでアドバイスを受けて学習するか、周囲で起こる

現象を見ることによって学習するか、あるいは聞きながら見て学習するかのいずれかで学習する。

その際、巧くなる選手はアドバイスされたことばを脳のブラウン管で一旦映像処理して取り込むか、

或はことばや目の前の現象を、脳のブラウン管にリプレイさせて取り込むか、これから先に起こる現
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象を想像して脳のブラウン管に映し出す能力が優れているのだと思われる。

5)感受性と表現力

情報を得る→それを分析（学習）する→学習結果を表現する。スポ－ツであれ仕事であれ受験勉強

であれこの公式は変わらない。表現する方法は、＜文字 ＞＜ことば＞＜動作＞である。その表現

も、文字やことばを動作として表現するだけでなく、動作をことばに、ことばを動作に、動作を文字

に、文字を動作にと、方向が変わっても正しく表現できなければならない。さらに、表現する前にも

っと重要なことは、情報から何を感じたかである。

6)試み

a.リプレイ ・プレイをストップさせ、リプレイさせる。

b.予 測 ・プレイをストップさせ、次を予測させる。（認知トレ－ニング）

c.３ 分 間 ・給水休憩の時間を利用したイメ－ジトレ－ニング

d.二 人 組 ・出題者が回答者に問題を出し、回答者は答えを図解する。

セッション１ 基本技能１（１時間半）

①ランニングとインサイドキック ②重心移動とピヴォット ③リップと肩入れ ④キックとジャンプ

⑤ドリブルドリル 6)パスとキャッチ

セッション２ 基本技能２（１時間半）

①連続ドリブルシュ－ト（レイアップ・プッシュ） ②ゴ－ル下シュ－ト（フック・プッシュ） ③ジャンプシ

ョット ④パワ－シュ－ト ⑤ミ－ト・ドライブ（ストレ－ト・ヘジテイション・ストップジャンプショット）

セッション３ ム－ヴィング（１時間半）

①３on３マンツ－マンwithダミ－ ②４on４マンツ－マンwithダミ－ ③３on４ゾ－ンwithダミ－

④４on４ゾ－ンwithダミ－（シャロ－カット・フラッシュ・スライディング）

セッション４ ハ－フコ－トゲ－ム１（１時間半）

①３on２ ②１on１ ③２on２

セッション５ ハ－フコ－トゲ－ム２（１時間半）

①３on３マンツ－マン ②４on４マンツ－マン・ゾーン

セッション６ トランジッション（１時間半）

①パッシングダウン ②ＬＭＵ ③スリ－メン２on１ ④スタタ－ドリブル１on１ ⑤ツ－メンクロス

⑥フルコ－ト３on４ or ４on５

セッション７ ランニングスル－（１時間半）

①ハ－フコ－トマンツ－マン&ゾ－ン ②フルコ－トマンツ－マン&ゾ－ン

セッション８ 総合練習（１時間半）

①スクリ－ンアウトからのブレイク ②ラインドリル 3)スクリメ－ジ
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山 崎 純 男 略歴

'42(S17).05.15 旧満州大連市にて出生。

'66(S41).03.02 長崎大学教育学部保健体育科卒業

'66(S41).04.01 長崎市立桜馬場中学校教諭

'77(S52).04.01 私立鶴鳴女子高校教諭へ移籍

'97(H09).04.01 校名変更により 学校法人鶴鳴学園長崎女子高校となる。

'04(H16).03.31 鶴鳴学園長崎女子高校教諭を退職

'04(H16).04.01 鶴鳴学園長崎女子短期大学幼児教育学科教授に就任

'13(H25).03.31 同 退官

監 督 歴 （全国大会における成績）

'73(Ｓ48) 全国中学選抜優勝大会 優勝 東京 （桜馬場中学校） 門岡

'76(Ｓ51) 国民体育大会少年女子 第３位 佐賀 （鶴鳴女子高校＋補強４） 中村

'77(Ｓ51) 国民体育大会少年女子 ベスト8 青森 （鶴鳴女子高校＋補強４） 下田

'78(Ｓ53) 全国高校選抜優勝大会 第２位 東京 （鶴鳴女子高校） 波多江

'78(Ｓ53) 全国高校総合体育大会 ベスト8 山形 （鶴鳴女子高校） 波多江

'79(Ｓ54) 全国高校総合体育大会 ベスト8 滋賀 （鶴鳴女子高校） 川井

特発性腎出血でブランク

'90(H 2) 全国高校選抜優勝大会 ベスト8 東京 （鶴鳴女子高校） 田端

'91(H 3) 全国高校総合体育大会 優勝 静岡 （鶴鳴女子高校） 松山

'91(H 3) 国民体育大会少年女子 第３位 石川 （鶴鳴女子高校単独） 松山

'91(H 3) 全国高校選抜優勝大会 第４位 東京 （鶴鳴女子高校） 松山

'95(H 7) 国民体育大会少年女子 第２位 福島 （鶴鳴女子高校＋補強２） 桜田

'96(H 8) 全国高校総合体育大会 第２位 山梨 （鶴鳴女子高校） 工藤

'96(H 8) 国民体育大会少年女子 第３位 広島 （鶴鳴女子高校＋補強２） 工藤

'00(H12) 国民体育大会少年女子 第２位 富山 （長崎女子高校＋補強４） 高島

'01(H13) 国民体育大会少年女子 第３位 宮城 （長崎女子高校＋補強１） 重村

'03(H15) 全国高校総合体育大会 第３位 長崎 （長崎女子高校） 立川

'03(H15) 全国高校選抜優勝大会 第３位 東京 （長崎女子高校） 立川

'04(H16) 国民体育大会少年女子 第３位 埼玉 （長崎女子高校＋補強５） 岩永

'13(H25).03.31 長崎女子高等学校 バスケットボール部監督 退任

著 書 ス ポ ー ツ と ケ ガ （菱重印刷株式会社） 1986(S61).12.25

チ ー ム を 創 る （株式会社日本文化出版） 1984(S59).10.10

チームを創る改訂版 （今村事務所） 1996(H08).04.15

続 ・ チ ー ム を 創 る （株式会社日本文化出版） 1994(H06).03.25

大 野 慎 子 物 語 （有限会社出島文庫） 2000(H12).04.07

役 職 日本体育協会指定ジュニア強化コーチ （1982年～1987年）
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日本バスケットボール協会ジュニア強化コーチ （1988年～1989年）

長崎県バスケットボール協会競技力向上委員長 （1977年～1992年）

長崎県体育協会スポーツ医・科学委員 （1990年～2010年）

長崎県競技力対策本部育成強化推進委員 （1996年～2015年）

長崎県バスケットボール協会理事長 （2006年～2009年）

長崎県バスケットボール協会副会長 （2010年～2011年）

第２４回FIBAASIA女子選手権大会運営本部長 （2011年）

連 絡 先 自宅 〒851-0115 長崎市かき道３－１７－１０

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ s-yama1118kakumei191@mopera.net

携帯電話 090-1876-5918

携帯ﾒｰﾙ s-yama1118kakumei191@docomo.ne.jp

URL http://www3.nagasaki-joshi.ac.jp/~s-yama1118kakumei191/


