


代表者：自己紹介
宮下裕至（５３）

『ずっとスポーツに携わる人生経験』
■PLAY
市内小中学校補欠バスケ部員
→過信して当時全国２位の高校バスケ部へ（監督から選手クビ勧告→人の2倍練習→神が降りてきて
レギュラー獲得体験）

→順天堂大バスケ部：高校で燃えすぎて途中からスキーに走る（選手権で上位目指すも叶わず・・）

■ビジネス
ミズノ株式会社勤務25年/→事業継承フジスポーツクラブ経営７年目

■味わった出来事
会社勤め時代の売上至上主義/子供たちの味わったスポーツ界：いじめパワハラ/解雇騒動/
誹謗中傷・裁判/体操という世界の中での経験/等 →数々の経験からの想い

■経験を積み重ねた今の想い
私憤・公憤の区別→怒りは公憤へ（スポーツで受けた怒りはスポーツの世界を良くする事に力を使う）

■自分への言い聞かせ→ 出来るか出来ないかはやってみないとわからない！
（山も登ってみないと裏側の景色は見えない）



日本中の子供達がスポーツを通じてより良い
教育を受けることが出来る環境を作る！



２０２５年 ５万人
２０２７年 ２０万人
２０３２年 ６０万人

に賛同を得よう！



人間的成長

その過程を通じて選手の、そして自分自身の

をすることである。



と

ダブルゴールを目指すべき

勝利

人間形成





この５つの気持ちを行動に移す人をスポーツマン
と呼びこの精神をスポーツマンシップと言います。

そんちょう

尊重
ゆうき

勇気
かくご

覚悟

非を認め
謝れる

挫折から
立ち直る力

スポーツ界・教育界で見落とされがちなこと



・良かったと思える人生を送るために
・社会で立派に生き抜くために
・スポーツで仕事で人生で勝利と最高の感動と喜びを得るために

【子供たちの育成を阻害するスポーツ界のあらゆる問題】
・上からの圧力指導や過去の経験則の押し付け指導
・勝利・成績至上主義による人間力育成の軽視
・指導者自身の名誉獲得や自己保身
・スポーツ組織の不正や隠ぺい体質
・スポーツの意義の未浸透



生きる場面すべてに必要な

『スポーツマンシップ』
大人が理解・実践し見せていく必要があります。





出来るだけ
変えたくない人

変えたいと思い
行動する人達

変わって欲しいが勇気を出して
動けない人

出来るだけ
変えたくない人

出来るだけ
変えたくない人

出来るだけ
変えたくない人



変わらな
きゃ！

変えたいと思い
行動する人達

+変えたいと思
い行動する人

変わって欲しいが
勇気を出して動けない人

多くの
国民の心が
動く

変わらな
きゃ！

変わらな
きゃ！

社会の流れが変わる





日本スポーツマンシップコーチング普及コミュニティ
活動内容説明



『日本中の子供達がスポーツを通じて
より良い教育を受けることが出来る』

環境を作り上げる事



①メンバー同士グループ普及プロジェクト

定例会でフリートークで

『スポーツマンシップコーチングを普及させていく為』

の意見交換からプロジェクトを組んで普及活動実施。

※単独での活動も全然ありです。
プロジェクト例）お互いのお仕事の強みコラボ・地域での啓蒙活動・子供達コーチへの啓蒙イベン
ト・自クラブでの普及イベント・行政への普及活動折衝・番組制作・SNS配信・など



第一・第三水曜日
■０８:0０～09：00 または
■２１：3０～２２：3０
オンライン開催
※いずれかにご参加下さい。（両方でも可）

■２２：3０～２３：００
オンライン懇親会（話したりない人どうぞ！）
→出欠・出入り自由

②スポーツマンシップコーチングＣａｆｅ



1）スポーツマンシップフリートーク（テーマ別）
（勇気・尊重・覚悟・謙虚・レジリエンス）
テーマ深堀・課題・伝達方法・普及方法をグループトーク

2）普及プロジェクトアイデア出し・報告
スポーツマンシップコーチングを普及させていく為小グループや
単独で何ができるか→決めたことを実行→メンバーに情報共有

3）定例オンライン懇親会（２１：3０～２２：３０の1時間）

ざっくばらんに語り合いましょう！
日頃の悩み、積もった困りごと、夢、未来などを
毎回話したり同じ志同士で仲良くなりましょう！

リアル懇親会
も3ヵ月に1回
予定してます。



毎月第〇〇曜日 約１時間 オンライン開催

➡スポーツマンシップを深堀し学びましょう。
（メンバー無料開催：ビジター参加あり）

③スポーツマンシップコーチングスクール

日本スポーツマンシップ協会様と
連携しコーチ資格取得を後押し。



・普段触れることのない環境や指導方法を研究しあって
いる仲間の現場に触れることで新たな気付きが！

・経営者同士の運営情報交換でビジネス的にも新たな
気付きが！

・出来る限り見学会や交流による学びをアウトプット
出来る仕組み（LINE投稿・定例会発表など）
により他のメンバーにも学びをご提供

④会員同士の相互クラブ見学・交流



見学・交流会 申し込み方法

※メンバー同士で連絡を取り合っていただいても結構です。

仲介が必要な場合は以下の方法で本部にお申し込みください。

①ＬＩＮＥで申し込み受け付け
②事務局より希望先コアメンバーへ連絡
③申込者とやり取り
④日程調整後、事務局へ実施日を報告
⑤当日訪問
⑥事務局へ完了報告



⑤スポーツマンシップコーチングセミナー開催

■メンバー向け
スポーツマンシップについて理解を深めるセミナー

（月１回）
・スポーツマンシップとは何か？
・スポーツマンシップコーチングについて
・普及を阻む課題や現状や対策について
・スポーツマンシップをビジネスへ 等
※近未来にメンバー自身が講演活動を出来るように成長へ

■メンバー所属クラブ会員・保護者・コーチ向けセミナー

■セミナー参加費
メンバーとその所属団体関係者は￥０、一般参加￥１,０００



⑥その他取り組み

・メンバークラブへ
100部冊子無償配布
（追加1部30円）

・冊子配布クラブ

コーチ・会員・保護者様
へセミナー開催

要打合せ



⑦普及関連イベント

スポーツマンシップの普及に関するイベントを
定期的に行います。

・子供たちと触れ合う場面づくり
・メンバーご家族参加型イベント
・プロジェクト提案型イベント
・行政・教育機関連携型イベント 等

メンバーさんの要望・課題・意見を取り入れながら実施



facebookライブ配信
メンバーのクラブ紹介・メンバーインタビュー番組 等

スポーツマンシップチャンネル
クラブハウスアプリでメンバー同士が語る番組

⑧スポーツマンシップ配信番組



ＬＩＮＥチャット
メンバー間情報共有・お知らせ・連絡・申し込み等

facebookグループ
情報共有

公式ホームページ

クラブハウスアプリ
スポーツマンシップチャンネル

ＳＮＳ（Instagram・Twitter・facebook）
活動拡散・影響力拡大→社会貢献や人を救う事につながる発信

【ツール】



★加盟クラブ★

メンバーの所属クラブには以下のプレートを１セットご用意致します。





冊子の中身をご紹介します。
（スポーツマンシップの概念）



良く聞く言葉ですが
一体スポーツマンシップ
とは何でしょう？



『宣誓～！

我々選手一同は・・・

に則り正々堂々と
戦うことを誓います。』

スポーツマンシップ



まずは分解してみましょう。

スポーツってなんですか？



それは・・・

スポーツ＝

運動 ＋ ゲーム

なんです。



ゲームってなんですか？



それは・・・

スポーツ＝運動＋ ゲーム

ルール 競争 遊び
（真剣な）

に則り する



だから・・・

たの

愉しくなければ
スポーツとは言えません。



『楽しい』と『愉しい』は意味が少し違います。

■愉しい＝

■楽しい＝
与えられたことに対し
明るい気持ちで過ごすこと

自分の気持ちから感じて
生まれる状態。
夢の実現・努力の後の満足感

『楽しさ』の先に『愉しさ』がある！



スポーツをしていて

いちばん愉しいのはどんな時？



スポーツの最高の愉しみ

勝利それは・・

ただし勝てれば本当に愉しいでしょうか？

ですよね！



・ルールを守らずに
・ズル（不正）をして
・仲間を尊重できずに
・対戦相手に敬意を表せずに
・審判にケチをつけて
・負けた相手を素直に称えられず
・全力で取組んで来なかったのに

これで勝っても清々しさは残るでしょうか？
人間として成長できるでしょうか？



スポーツを愉しむために必要な５つのことは？

尊重 勇気 覚悟

非を認め
謝れる

挫折から
立ち直る力

これは人生においても、ビジネスシーンでも、
大人も子供も大切にしなくてはいけない事です！



５つのことをそれぞれ
説明します。



尊重

自分以外の他者を大切におもう気持ち

一緒に戦ってきたライバル
仲間・コーチ・親・職場の仲間

お世話になった人・勝負に敗れた相手



良き敗者とはどういう人？

▶他の人のせいにしたり、言い訳したりしない
▶負けを認め、勝った人を称えることができる
▶負けた原因を考えて、反省して再び努力できる



失敗を恐れずに挑戦する気持ち

➡勝つために必要な気持ち

勇気



では、勝ちたいと思えば
それだけで勝てますか？



『全力を尽くし最後までやり抜く

気持ちと覚悟』がなくては勝てません。

覚悟



■素直で謙虚な気持ちになること。
■自分に非がある時は素直に謝れること
が出来る。

→失敗をごまかしても自分で気付かぬうちにカッコ悪い人に
なっている。＝成長につながらない

→実は大人になればなる程出来なくなることなのです。
人間はプライドや欲が出やすい生き物でそれがこの力の発揮を
邪魔します。

非を認め謝れる力



挫折から立ち直る力

人間は失敗を通じて成長します。
失敗は誰もが嫌なものです。

しかし失敗を乗り越えない限り
成長は手に入りません。

辛い気持ちをグッとこらえ
乗り越えた時本当の力となります。



成功
成功 失敗

失敗

失敗

失敗

物事は失敗と成功に
道が分かれている
わけではない

成功までの道は失敗を
肥やしにする一本道が
続いているだけ



この気持ちをもって行動に移す人を
スポーツマンと呼び

この精神をスポーツマンシップと言います。

尊重 勇気 覚悟

非を認め
謝れる

挫折から
立ち直る力



清らかで謙虚で強い心がないと
スポーツマンシップの内容や言葉の意味を
わかっていても真の意味で発揮出来ません。

そして・・・

スポーツマンシップ
×心の教育機会





【お問い合わせ・お申込み】

株式会社フジスポーツクラブ
スポーツマンシップ普及事業部

代表：宮下裕至(ミヤシタユウジ）
〒2730005
千葉県船橋市本町7－7－1船橋ツインビル西館７階
mobail 080-4403-9809
E-mail fujispo.ym@gmail.com



■参加費
参加費３,３００円 /月額 （団体参加の場合は代表者様のみの会費支払い）

■おすすめの方
・今のスポーツ界に疑問を感じている方
・未来の子供たちのために貢献したい方
・課題を抱えつつスポーツ団体を運営されている方や監督、コーチの方
・上記課題を抱えたまま教育機関や行政機関に所属されている方 等

■ご入会方法のご案内
ホームページorLINE申し込みから必要事項ご記入の上送信願います。

→その後お手続き連絡をさせて頂きます。

※念の為 fujispo.sportsman@gmail.com の迷惑メール解除をお願いします

mailto:fujispo.sportsmanym@gmail.com

