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序章 

 

「みんなのための７つのルール」とは、私が 4年間、学生コーチを務めた東京セブンズラグ

ビースクールで大切にされている７つの合言葉のようなものだ（原文は次項）。 

この論文は、私が「みんなのための７つのルール」をどう理解しているかを書いたもので

ある。4年間東京セブンズラグビースクールに学生コーチとして最も長く生徒達と携わるこ

とができた経験で得たことを、後に続く学生コーチ達のために少しでも残したいという想い

で書いた。コーチングマニュアルのような代物でもないし、こうしなさいという強制的な文

言も使わない。読む人それぞれの読み方があると思うし、私と異なる解釈があっても良い。

むしろ、「私はこう解釈している」という声があれば、是非聞かせてほしいと思っている。 

そう断った上で、はじめに、全体像を解説したい。 

 

第 1 章には「自分へのベクトル」というタイトルをつけた。この章には「感謝」「敬意」

という２つを載せた。「自分へのベクトル」としたのは、この２つが個人の内面で取り組む

ものだと考えたからだ。 

第 2 章には「他者へのベクトル」というタイトルをつけた。この章には「傾聴」「配慮」

「寛容」の３つを載せた。この３つは、他者との関わり合いの中で発揮されるものだからだ。 

第 3 章には「強くて優しい人」というタイトルをつけた。第１・２章で解説した５つのル

ールがベースとなり、「挑戦」し「品位」を身につけた者が「強くて優しい人」になると思

うからだ。 

 

以上のように、「みんなのための７つのルール」は、人生で大事っぽい概念を適当に並べ

たものではなく、この順番で取り組むのが一つの正解なのだと私は思っている。 

解説の中では、私の実体験も織り交ぜた。これを読む、後に続く学生コーチ達にも、それ

ぞれ生徒と関わる中で「７つのルール」に繋がるような経験があるだろう。是非自分のこれ

までの経験を振り返りながら読み、何か一つでも今後にいかせる学びがあれば嬉しい。 

また参考までに、現場ですぐに取り入れやすいジェスチャーや言葉の実践例も載せた。 
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みんなのための 7つのルール 

1. 感謝（かんしゃ） 

「ありがとう」を伝えよう 

 

2. 敬意（けいい） 

自分も人も大切にしよう 

 

3. 傾聴（けいちょう） 

人の話をよく聴こう 

 

4. 配慮（はいりょ） 

思いやりのパスをつなごう 

 

5. 寛容（かんよう） 

ごめん・ドンマイが言える人になろう 

 

6. 挑戦（ちょうせん） 

楽しく一生懸命 

チャレンジそのものを楽しもう 

 

7. 品位（ひんい） 

勝っても自慢しない、負けても怒らない、 

強くて優しい人になろう 
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第 1章 自分へのベクトル 

 

１感謝〜ありがとうを伝えよう〜 

 

① 過去の出会いに感謝しよう。今の自分があるのは、これまでの人生で出会った人々がい

たからである。「あの時あの人が自分の友達でなかったら」「あの時あの人が自分の担任

でなければ」「あの時あの人が自分に声をかけてくれなければ」確実に今とは違った人生

だったはずだ。 

もちろん、「今の自分の人生を愛せない、他の人生が良かった」と嘆くのは自由だ。しか

し私は、うまくいかない事だらけでも今の自分の人生を愛しているし、それは自分の人

生に携わってくれた人々のおかげだと心の底から思っている。 

 

② 今自分を支えてくれている人に感謝しよう。人は、1 人では生きられない。食料を作っ

てくれる人、料理してくれる人、雨風を凌ぐ建物を立ててくれる人、大学を運営してく

れる人、自分を支えてくれる人を挙げ出すとキリがない。 

もちろん、そうした人々の存在を意識しない人生もあるだろう。しかし私は、自分の周

りが人や物に恵まれている事に気付いた事で、不満を抱き文句ばかり言う人生から卒業

した。感謝の心を持ちありがとうを口にする人生は、とても心地良いと感じている。 

 

③ 未来に繋がる、この出会いに感謝しよう。ラグビースクールにおいては、ここが最も重

要かもしれない。生徒は、私たちに多くの学びをくれる存在だ。毎週水曜日にグラウン

ドに来てくれる生徒、体験に来てくれる生徒、新たに入会してくれる生徒。全ての生徒

との出会いの瞬間から、私たちの学びが始まっているのだ。 

私が大きな影響を受けた偉大な生徒を一人紹介しよう。D 君は、他の生徒に比べて足が

速いわけでも、キレキレのステップを切るわけでもなかった。いつも新しい事に取り組

むと、彼は他の生徒に比べ修得が遅かった。しかし彼は、時に涙を流しながら、コーチ

のアドバイスをしっかり聴き、毎週努力を続けた。そして彼は、チームメイトがステッ

プやアタックに傾倒する中で、デイフェンスとサポートラン、そしてパスに活路を見出

し、毎週試合で活躍するようになった。私は、自分の能力を最大限活かす大切さを彼か

ら学んだ。 

生徒たちから学んだ教訓は数知れない。全ての生徒に感謝である。 

 

感謝のジェスチャー 

友達握手「ともだち、ありがとう、よろしく」 
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「ともだち」で普通の握手、「ありがとう」で腕相撲の握手。「よろしく」で親指を相手と絡

ませたまま、羽ばたく鳥（チャレンジバード）を作る 

 

感謝の言葉がけ 

「こんにちは、よく来たね」「今日も来てくれてありがとう、ようこそ」「ありがとう、また

来週会おうね」 

 

２敬意〜自分も人も大切にしよう〜 

 

① 自分を大切にしよう。これは、意外にできていない人が多いと感じる。日本人は、謙

遜を美徳とする文化がある。しかし勘違いしてはいけないと思うのが、頑張った自

分、素晴らしい自分を正当に評価しない事は、謙遜でなく自虐であるという事であ

る。 

私は昔、自分を愛せず臆病だった。常に周りの目線を気にしたり、自分が傷つかない

ように他者を傷つけたりしていた。しかし、心の中で自分に拍手を送るようになって

から、余裕と自信が生まれ、他者に優しくできるようになったと思う。自分を大切に

する事は、他者を大切にする為の大切な 1歩目ではないだろうか。 

もちろん、頑張ってもいない自分への拍手や、他者への感謝を忘れた自分への拍手

は、過信と驕りに繋がるという事は忘れてはいけない。 

 

② 他者を大切にしよう。これは現代の日本人であれば誰でも言われている事だ。生徒を

どのように大切にするか、人それぞれだろう。コーチの腕の見せ所とも言える。 

私の生徒への敬意の示し方は、「目線」だ。一つは、物理的に目線を合わせる事。膝を

ついても良いし、腰を屈めるでも良いし、あるいは寝転がっても良い。とにかく生徒

が上を見上げる事がないよう意識している。そして、精神的にも目線を合わせる。私

が Aしてほしいと思っても、生徒にとっては Aが当たり前ではなく、Bがやりたい

（やりやすい）かも知れない。生徒をよく観察し、彼らとよく対話し、生徒の目線に

立とうとし続けている。 

是非自分なりの敬意の示し方を実践してみよう。コーチが本気で敬意を表せば、生徒

は必ず応えてくれるはずだ。 

 

敬意のジェスチャー 

良い事には拍手、残念な事にはドンマイ 

腰を曲げる、あるいは膝をつく等して目線を下げる。 

生徒と同じ目線にさがって対等な目線で話を聴いてあげる。話してあげる。 
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敬意の言葉がけ 

「〇〇君はどう思う？」「〇〇君はそう思うんだね、コーチはよく分かったよ」「（振り返り

の場面で）コーチは今日の練習で〜を頑張ったので、自分に拍手を送りたいと思います。み

んなは何か自分を褒めたい事がありますか？」 
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第 2章 他者へのベクトル 

 

３傾聴〜人の話をよく聞こう〜 

 

① 傾聴とは心を傾けて聴く事だ。人の話し声は音だから、話し手の顔を見なくても人の話

は聞ける（耳に届く）。しかし、相手の考えを尊重して話を聞く場合、それだけでは足り

ない。相手の方向に体を向け、目を見て話を聴く。これをスクールでは、「話し手におへ

そを向けて」話を聴こうと指導する。 

 

② 話し手を安心させ、話を引き出そう。人は、他者の話を聞く事よりも、自分の話を聞い

てもらう方が心地良い（少なくとも私はそうであり、「聞き上手」な人を心の底から尊敬

している）。しかも、聞き手が自分の話を聞いてくれているという安心感があると、より

自分の事を話そうという気分になる。また、今度は相手の話を聴いてあげたいと思う。 

だから、生徒の話を聴く時は、話を聴いているという合図を送り、話し手を安心させよ

う。そうすれば、より生徒の考えを理解できるだろうし、生徒もコーチの話に耳を傾け

てくれる。 

私はお喋りだ。自分の事を話すのが大好きだ。だからこそ、生徒と向き合う時は黙る事

を最も意識する。生徒が話している時は相槌を打つのみで、生徒が話し終わったら彼ら

の話をまとめ、確認する。その上で、結論を急がず質問を繰り返しながら生徒の考えを

引き出して行く。スクールの練習中に起こるトラブル（大人から見ればちっぽけだと感

じるような喧嘩や、ふてくされてしまう生徒）の解決策は、実は生徒が自分たちで導き

出せる事が多い。生徒との会話で、コーチの発言は少なくて良い。このコーチは信頼で

きる、話をしたいと生徒を安心させ、彼らの考えをいかに引き出せるか、腕の見せ所だ。 

 

 

傾聴のジェスチャー 

「コーチが３回笛を吹いたら、①話している人の方へおへそを向けて（＝心を傾ける）、②

耳に手を当てて（＝聞いている事を伝える）、話を聞いてください。」 

 

傾聴の言葉がけ 

「〇〇君はどう思う？」「〇〇君の考えはこうだね、分かった」「どうすればいいと思う？」

「〇〇君はどうしたい？」 
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４配慮〜思いやりのパスをつなごう〜 

 

① 思いやりは漢字で思い遣り。「遣る」は移動させるとか、与えるという意味の古語だ。

つまり思いやりとは、自分の思いを誰かに与えるという意味だ。 

 

② 思いやりのパスを繋ごう。なぜ、思いやりを持とうではなく、パスを繋ごうなのか。前

述の通り、思いというのは、移動するもの。誰かに思いやりを持って接してもらったら、

今度は自分が誰かに思いやりを届けようと思うのが人の心というものだ。受けた恩をま

た誰かに「遣る」。これが、「思いやりのパス」の真意であろうと私は思う。 

私は学生コーチを始めた当初、とんだ未熟者だった。練習とトレーニングで疲れ切った

体で、夜遅くまで活動する事は苦痛でしかなく、生徒たちの事を考えた指導はできてい

なかった。志高い村田校長から見れば、アシスタントとして全くの力不足に映っただろ

う。しかし、それでも村田校長は私に思いやりを持って接してくれたし、時間はかかっ

たがその思いやりを今度は自分が生徒たちに届けられるようになった気がする。私のパ

スは、生徒たちに届いているだろうか。 

 

５寛容〜ごめんドンマイが言える人になろう〜 

 

① ごめんを言える人は勇者だ。自分の非を認めて謝る事は、実はとても難しい。人間には

自己防衛本能があり、誰しも自分の非を認めるのは辛いものだ。だから、謝る人は勇気

があると言える。コーチングは、失敗の連続だ。思った通りに練習が進む事はまずない。

それでも失敗から学ぶ事が大切なのであり、誠実に失敗を謝る事が責任だ。 

 

② ドンマイが言える人も強くて優しい人だ。前述の通り、ごめんを言うのは勇気のいる事

だ。ミスをした者を責めるのは簡単で楽だが、謝る勇気にドンマイで応えよう。また、

他人のミスはもちろんだが、自分のミスにもドンマイできるようになろう。でなければ、

この世は失敗を恐れる臆病者ばかりの世になってしまう。いや、既にそうなってしまっ

ているかもしれない。 

私が東大ラグビー部で副将を任された当初、シーズンへの焦りから私はチームメイトを

罵倒しまくった。自分のミスを謝らず、自分のミスを許せず、チームメイトのミスを許

せず、自分も他人も責め続けた。ある時後輩の一人から、「津川さんは自分の事を棚に

あげる」と指摘された。恥ずかしい話である。後輩には感謝してもし切れない。私はそ

の時、村田校長の言う寛容の精神を真の意味で理解し、実践し始めた。私にとっては、

７つのルールの中で、寛容が一番難しい。私は未だにほとんどできていない。生徒たち

の中にはごめんドンマイが言える子が多い。 
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だから私は彼らを尊敬して止まないのである。 

 

寛容のジェスチャー 

お互いに優しく拳を出してグーの形でタッチして「ドンマイ！」とにっこり微笑む。 

 

寛容の言葉がけ 

「〇〇君！ドンマイ！次頑張ろう」「今の失敗から学び、次に生かそう」 
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第 3章 強くて優しい人 

 

６挑戦〜楽しく一生懸命 チャレンジそのものを楽しもう〜 

 

① 脳科学的に、人間は一生懸命何かをすると楽しいと思う生き物らしい。また、結果が出

ると物凄く嬉しいと感じる生き物らしい。では、一生懸命楽しく頑張る事と、結果を残

して喜ぶ事と、どちらが大切なのだろうか。答えは両方である。 

ダブルゴールコーチングという概念がある。スポーツチームとして結果を求めると同時

に、チームのメンバーは人間としての成長も目指さねばならない。スポーツをする以上

試合には勝ちたいし、それと同時にスポーツは人間を成長させてくれる。それは、特に

青少年のスポーツチームでコーチが意識しなければならない事だ。本スクールでは、そ

れが実現可能だ。 

 

② 帝京大学ラグビー部の岩出監督は著書の中で、「結果は相対的なものだ」と述べている。

相手が強ければ負けるし、相手が弱ければ勝つ。ただそれだけなのだ。一強時代を築い

た監督の発言だというのが意味深い。結果を気にするよりも、目の前のプレーを無心で

やる事が、我々にできる唯一の行動なのかもしれない。 

私が学生コーチとして生徒達にコーチをする時は、「楽しく一生懸命」な時間を作る事

を目指す。生徒は少しの出来事で集中力が切れてしまう。どんなにハイレベルなスキル

を教えようにも、集中力が切れた生徒には響かない。練習メニューを組む時と、実際に

指導する時は、生徒の集中力を最優先に考えると良い。どんなメニューをどんな順番で

やると生徒は楽しく一生懸命になるのか、集中力はどんな時に切れ、どんな時に上がる

のか、コーチもチャレンジの連続だ。コーチ自身こそ楽しく一生懸命、チャレンジその

ものを楽しもう。 

 

７品位 

〜勝っても自慢しない 負けても怒らない 強くて優しい人になろう〜 

 

① 勝ったら嬉しい。その感情に嘘はつかなくて良い。しかし、その勝利は果たして自分だ

けの力なのだろうか。支えてくれた人への感謝、努力が実らず敗れた対戦相手への敬意、

配慮。そんな気持ちが沸いてくれば、自慢などできない。 

 

② 負けたら悔しい。その感情に嘘はつかなくて良い。しかし、挑戦した自分やチームメイ

トへ拍手を送りたくないだろうか（敬意）。支えてくれた人への感謝が湧いてこないだ
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ろうか。ドンマイだ、失敗から学び、次、頑張ろう（寛容）。 

 

 

③ 以上から分かるように、６つのルールの集大成が品位だと思っている。強くて優しい人

は、ノーサイドの瞬間の態度で分かるのだ。 

私も残りの人生を、感謝と敬意の気持ちを持って、他人を傾聴し、配慮と寛容の態度で

挑戦し続けよう。そうすれば、誇り高い品位を持って人生のノーサイドを迎えられる気

がする。 
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終章 

 

「津川コーチがどのようにコーチングをしているか、マニュアルみたいなものがあったら、

後輩たちも助かるのでないか」とぜんちゃん（東京セブンズラグビースクールの事務局長の

銭座あゆみさん）から提案があった。村田校長からも、「いいね！津川、それ学生コーチと

して東京セブンズラグビースクールを卒業する記念に卒業論文として書いてみてよ」と言わ

れた。私は反射的に「もちろん書かせていただきます」と答えた。 

しかし、いざ書こうと思った時に、「俺のコーチングマニュアルなんてあるだろうか？」と

頭を抱えてしまったのである。確かに、コーチング中に起こる大量のトラブルへの対応は、

ある程度パターン化できる。しかしそれは、パターンを勉強したから対応できるのではなく、

毎週死ぬほど失敗し、生徒と村田校長から多くを学んだ結果身につけたものではないだろう

か。そう思った。 

しかし、感謝してもし切れない程の恩を受けたこのスクールの発展の為に、何か自分に出来

る事はないか。そう考えた時、「みんなのための７つルールを紐解いてみたら面白いんじゃ

ないか」と思いつくのにそう時間はかからなかった。 

毎週メニューを考え、実践し、トラブルに対応し、失敗を振り返り、たまには上手くいく

事もあって…。この過程から学んだ数々の教訓は私の財産だ。後輩たちが生徒と向き合う上

でこの「７つのルール解説」が役に立ち、彼らの人生に良い影響を与えられれば、これ以上

の喜びはない。 

最後になったが、この文章を書くきっかけをくれたぜんちゃん及び村田校長、生徒に向き合

うという「最高の挑戦の場」を毎週共に戦ってくれた後輩の学生コーチたち、スクール創設

時に共に闘ってくれたぐっちコーチ、駒場のグラウンドを使わせてくれた東京大学教養学部、

東大ラグビー部及び OBの皆さんに感謝したい。 

そして何より、私の人生に多大なる影響を与えてくれた、スクールの生徒たちに感謝と敬

意を示して、この論文を締めたいと思う。 

 

2018年 3月 

東京セブンズラグビースクール 

学生コーチ 

津川智之 
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指導教官からの謝辞「教えてくれて学んでくれて有難う」 

津川コーチ、卒業おめでとう。そして 4年間どうもありがとう。 

生徒 6名、校長 1名、学生コーチは津川コーチが 1名でスタートしたこのラグビースク

ールも今は、キンダークラス 40数名 小中学生 40数名、東大ラグビー部の学生 15名、

社会人スタッフ 5名と 100名を超える立派なスクールになりました。いつも真面目に真摯

に子供達と向き合ってくれた津川コーチのお蔭です。生徒を想いやり、生徒達に心から感

謝し、人を大切にして、自分の頭で考え、行動し、人の話をよく聴き、失敗から学んで、

何度でも挑戦し、私や後輩の学生コーチ達や生徒達に真っ先に成長する見本を見せてくれ

た津川コーチのお蔭です。難しい事が有ると書いて有難うだけど、本当に難しい挑戦をし

てくれたと思います。本当にどうも有難う。 

私は、4年前にこのラグビースクールを創った時からずっと津川コーチの卒業の時を常

に念頭して全力を尽くしてきました。なぜなら「教えることは学ぶこと」ですから、この

ラグビースクールで最も恩恵を受け、最も学び最も育つのは、学生コーチを担当する東大

ラグビー部の学生であろうと確信していたからです。 

東大法学部で法学を学び、東大ラグビー部で勝利を目指して心身を鍛えた 4年間と東大

駒場グラウンドで子供達と共に学ぶ共に育った「共育」の 4年間は、津川コーチの人生の

志の刀鍛冶小屋のようなものです。なせなら、この 4年間は、津川コーチが防衛省の官僚

としてこの国の盾となって生きる志を、決して折れない鋼の刀のように鍛えたはずだから

です。津川コーチが担う国の盾の背後に、私達の生徒達の笑顔と彼らを愛の眼差しで見守

る温かい家族の存在があるのです。また、学生コーチとして生徒達と保護者様達と向き合

った 4年間で、人の心を掴み、人の信頼を得て、人を動かす人心掌握術の要諦を津川コー

チはつかんだと思います。また、人を喜ばせて、その喜びを我が喜びとするリーダーの生

き方を津川コーチは実践して学んだと思います。その経験は、必ずや今後の人生の指針と

なり、糧となり、支えになるであろうと私は確信しています。 

 

これからも、国を護るリーダーとして謙虚に学び続けてください。自分よりも幼き者、

拙き者、弱き者がいたら、強くて優しい人として、彼らを教え導いてあげてください。教

えることは学ぶことですから、きっとまたそれが、津川自身の成長につながり、それが国

のため、社会のためになっていくと私は信じています。 

津川智之の挑戦に心から感謝し、その前途を心から応援しています。 

 

一般社団法人 東京セブンズラグビーアカデミー理事長 

東京セブンズラグビースクール校長 

村田祐造 


