
2017年 秋
 再び開催！

2017年 秋
 再び開催！

info@sports-coach.jp

勝つことと良い人間になる
のダブルゴールを目指す

世界で唯一のスポーツコーチング法

ワークショップ
PCA

運 営 紹 介 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1
PCA 紹 介 ・ 講 師 紹 介 ・ ・ ・ ・2
ワークショップの日時 ・ ・ ・ ・3
ワークショップの様子 ・ ・ ・ ・ 4
参 加 者 の 声 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5
協 賛 企 業のご 紹 介 ・ ・ ・ ・ ・ 6

sports-coach.jp

080-1035-5699 代表理事 小林

共催

Flight Sponsor

日本初開催

Index

会場協力

2017年 秋
 再び開催！

特定非営利活動法人 スポーツコーチング・イニシアチブ



運営紹 介
OUR MISSION

Positive
Coaching
Alliance
について

2017 年 1 月　NPO 法人化
『スポーツを通して人を育み、未来を築く』 をミッションとし、米 NPO 法人 「 Positive Coaching Alliance」 の日本導入や、指導者向
けオンラインメディア 「 Coach Digest」 の運営を中心に、スポーツ教育を拡充する様々な機会を創出する活動をしている 。その結果、
スポーツの価値を理解し体現できるアスリートや子どもが増えることを目指している 。

PCA の 「ダブル ・ゴール ・コーチング」 に初めて出会った 2014 年の冬、正に今の日本スポーツ、そして社会が求めて
いる考え方だと強く感じました。「勝利を達成する」 ことと 「人間的成長」 のダブル ・ゴールを基軸に置く指導方法は、
僕もラグビーコーチとして子どもたちにコーチする中で最も悩んできた、「子どもたちの成長の機会をいかにして良く出
来るか」 という問いの答えをを的確に示してくれました。
スポーツは果たしてどのような役割を社会で担うべきか。東京オリンピック ・ パラリンピックを直前に控えた中で生きる
僕たちは、スポーツ全体を再定義するような機会に関わっていると感じます。
　大きな視点でスポーツの価値 ・ 活用に注目が集まっていますが、肝心な足元の 「スポーツをする ・ 観る ・ 支える人を

輩出する」 スポーツ指導現場では、まだまだ課題が山積しています。スポーツで人を育み、未来を築くために、PCA を日本に広めることを一つの旗
印とし、スポーツのみならず、人々の価値感や在り方を変えていきます。

特定非営利活動法人スポーツコーチング・ イニシアチブ（SCI）
「Better Athletes, Better People」 をスローガンとし、ワー
クショップやオンライン教育を中心に、指導者、保護者、ア
スリート、リーダーへと提供することで、ユース世代のスポー
ツ教育を positive で選手の個性を育む環境へと変容させる
ことを目指している。
創設以来、「勝つこと」 と 「ライフレッスン」 のダブルゴー
ルを目指す PCA メソッドの訓練を受けたコーチは、約 75
万人おり、2015 年度だけで 8 万人のコーチが PCA コーチ
法を学んでいる。また、これまでに北米約 3500 の学校や
スポーツクラブ、ユースプログラムに導入され、実際に参加
した学生は 860 万人を超え、アメリカの若者スポーツコーチ
の基準になりつつある。PCA 創設者 ・ CEO のジム・ トンプ
ソンは元スタンフォード大学 MBA 教授 / 2004 年アショカ ・
フェロー選出。

Positive Coaching Alliance（PCA）

代表理事　小林 忠広

メンバー

世界最大の社会起業家ネットワーク、および社会変革を推進するシンクタンク。1980 年から 2016 年までに、
あらゆる分野で社会変革を実現している、世界 90 カ国以上、約 3,300 人の社会起業家を「アショカ・フェロー」
として認定し、生活費の援助、法律 ・マーケティングなどの専門的サービスの提供、他のアショカ ・フェロー
との連携などの支援をおこなっている。
最も権威のある非営利組織の格付け団体 NGO Advisor( スイス・ ジュネーヴ）より、世界 BEST500 NGO
のうち、５番目の格付けを受ける。（2017 年）
アショカ ・ ジャパンは、アショカの東アジア最初の拠点として、2011 年に発足した。

ASHOKA

PCA の生みの親ジム・トンプソンは、「鍛えることがプレーヤーを強くする」 という数十年前アメリカにあった 「思い込み」
に、野球をする息子の父親として疑問を持ちました。この小さな気づきは、スポーツ心理学者やトップクラスのアスリー
トを巻き込む PCA コーチ法として花開きました。
PCA コーチ法でスポーツ訓練を受けると、試合に強い選手が生まれる。同時に選手は、思慮深くエンパシーを備えた
人間として育っていく。このエビデンス故に、PCA は過去 30 年間に 860 万人を超える若者に浸透してきました。
ASHOKA の認証するフェローは、（ある一定の時代に、ある社会で）当たり前とされ、疑問さえ感じない 「思い込み」
を覆す。そうやって世界を変革していきます。PCA は、その極めつきの一例です。　　　　　　　　　　　　　　
PCA という破壊的イノヴェーションの日本への導入は、スポーツコーチングを超える日本文化の変革を意味します。「鍛
えて育てる。」 ことが良いという思い込みを覆し、さらには、人の長所より短所を見つけることを得意とする国民的な癖
を覆すことに繋がる。私たち一人ひとりが、自分自身のマインドセットを変えるという覚悟を決めれば、PCA はスポーツ
を通して、日本をより生きやすい環境に変えていくでしょう。

渡邊 奈々

ジム・ トンプソン

PCA メソッドの良さとは？
日本のスポーツ指導はどうしても 「教える＝ティーチング」 というプッシュ型の指導が主
流だったので、選手をポジティブに褒めてやる気を上げるという考えが定着してこなかっ
たのが現状です。
PCA のメソッドは、教える側がスキルとしてどのようにポジティブに選手に接し、選手を
褒めるか、という部分のエッセンスがたくさん詰まっています。いくら気合を入れても、
人を褒めることは簡単には出来ませんが、指導者や親が選手に対してポジティブにコー
チングするというスキルを学べば、必然的に子供も前向きになれると考えています。

中竹 竜二

長年、6 歳から 12 歳にかけてのユース世代のスポーツ指導に携わる。第 9 学年（日本
で中学三年生に相当）の野球代表監督も務めた。
また、14 期にわたり、AAA Sacramento River Cats Baseball Club (2014 年まで MLB オー
クランド ・アスレティックス傘下。現在は MLB サンフランシスコ ・ ジャイアンツ傘下 ) の 
Community Relations Director として従事した。PCA には支部の立ち上げ当初から講
師として参画しており、指導者、保護者、選手、そしてリーダーシップのワークショップを行っ
ている。

トニー ・アッサーロ

理事　中竹 竜二

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会
コーチングディレクター

株式会社 TEAM BOX
代表取締役

ローレルゲート株式会社
代表取締役

公益社団法人全日本アーチェリー連盟
理事

理事　守屋 麻樹

溝渕 暉（慶應義塾大学 2 年）
与那覇 竜太（専修大学 4 年）
芦村 佳那子（慶應義塾大学 2 年）

與田 嵩晃（慶應義塾大学 2 年）
中村 怜生（慶應義塾大学 1 年）
樋口 彩恵子（文教大学 2 年）

中田 雄大（専修大学 2 年）
渋谷 佳且（慶應義塾大学 1 年）
大森 雄貴（筑波大学大学院修士 1 年）

スポーツで人を育み、未来を築く

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 コーチングディレクター
株式会社 TEAM BOX 代表取締役

トレーナー紹介

ファシリテーターから見た PCA

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 共同研究員
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 修士学生

ASHOKA JAPAN 創設者 ・ 代表理事
ASHOKA グローバルリーダシップ ・メンバー

http://sports-coach.jp

http://japan.ashoka.org

http://www.positivecoach.org

PCA 創設者 ・ CEO
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ワークショップ
の日時

選手の 「人間的成長」 を手助けするために、指導者と選手を支援するセカンド ・ゴール ・ ペアレント
（Second-Goal Parent）を目指す。

「勝利」 と 「人間的成長」 を目指すダブル・ゴール・コーチ（Double-Goal Coach）になるためのエッ
センスを学ぶ。

日本で初めて開催された PCA ワークショップ。
全国から集まった指導者、保護者を中心として、様々な立場の方々が集まり、
講師のトニー ・アッサーロ氏の白熱したレクチャ―に導かれ、インタラクティ
ブなワークショップが展開されました。

2017 年 2/10（金）18:30 ～ 21:30
原宿 if space
東京都渋谷区神宮前 1-14
指導者 30 名

日　　程
会　　場
住　　所
参加者数

2017 年 2 月 11 日（土）13:00 ～ 16:00
エヌエヌ生命保険株式会社本社ビル内
東京都千代田区紀尾井町 4-1

日　　程
会　　場
住　　所

2017 年 2 月 11 日（土）17:00 ～ 20:00
エヌエヌ生命保険株式会社本社ビル内
東京都千代田区紀尾井町 4-1

日　　程
会　　場
住　　所

2017 年 2 月 12 日（日）18:30 ～ 21:30
アクアミーティングスペース渋谷
東京都渋谷区道玄坂 1-22-12

日　　程
会　　場
住　　所

2017 年 2 月 13 日（月）18:30 ～ 21:30
ウィルソン ・ ラーニング ワールドワイド株式会社
東京都港区六本木 1-10-6
保護者 19 名

日　　程
会　　場
住　　所
参加者数

2017 年 2 月 14 日（火）18:30 ～ 22:00
株式会社ココナラ  ※懇親会付き
東京都品川区西五反田 8-1-5 

日　　程
会　　場
住　　所

５日間・計６回のワークショップを通して、スポーツコーチや
保護者、教員、会社員、学生など、183名の方々が参加！

指導 者向けワークショップ

保 護者向けワークショップ

「Better Athletes, Better People」
ワークショップ

の様子

第１回

第2回

第 3回

第 4回

第 6回

第 5回

参加者数
ニューオータニガーデンコート 26 階
保護者 9 名

参加者数

参加者数

参加者数

ニューオータニガーデンコート 26 階
指導者 28 名

和孝渋谷ビル 10F
指導者 27 名

五反田光和ビル 9F
指導者 70 名
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参加者の声
アンケート結果

会場協力
企業紹介

エヌエヌ生命保険株式会社

ウィルソン ・ ラーニング ワールドワイド株式会社

企業紹介
エヌエヌ生命では、社会貢献活動の一環として、「未来の社長」 を旗印の
もと、若い世代への教育機会や起業 ・ 経営に関する育成機会を提供する活
動を行っています。「中小企業とその経営者が財務や財産の面で安定した将
来を確保できるよう支援する」 というエヌエヌ生命の使命に基づき、次世代
の起業家 ・ 経営者の育成を通じ、中小企業ひいては日本経済の持続可能
な発展に貢献していきます。

www.nnlife.co.jp/company/community

www.wilsonlearning.com/wlw/index/ja

企業紹介

私たちウィルソン・ラーニングは、この企業目的のもと、お客さまの問題解決をお手伝いしてきました。
1965 年にアメリカ ミネアポリスで創業して以来、行動科学や産業心理学などの理論に基づいたラー
ニングプログラム、リサーチプログラムを開発し、現在約 50 カ国（30 言語）の国や地域で人材育成サー
ビスを展開し続けております。近年では iCT を活用した人材育成ポータルサービスも立ち上げ、更に
お客さまのお役に立てるソリューションやサービスをご提供できる体制を整えました。

応援メッセージ
スポーツコーチング・ イニシアチブのご主催による 「PCA ワークショップ」 に参加させていただきました。　スポーツは
ただプレイするものではなく、人そのものを形成する上で大切な機会を生み出す力をもつことを、実感する内容でした。
ワークショップでは、度 ”々 Better athlete -  Better people” という言葉を耳にしましたが、言葉の深層を学ばせてい
ただきました。スポーツコーチング・ イニシアチブ皆様の今後のご活動を通じ、スポーツの価値について、一層の理
解が進みますことを願っております。

応援メッセージ

「競技がうまくなること（技術の向上）」 と 「人間として成長をすること」、この両立はスポーツ界において長年求めら
れてきたことだと思います。
しかし、この両立をうまく行うことが現在のスポーツ界において果たして本当にできているでしょうか？
私は今回スポーツコーチング・ イニシアチブと接点を持たせていただき、その理念や活動、PCA の手法を体験するこ
とで、この両立の実現に大変可能性を感じました。
ですので、スポーツコーチング・ イニシアチブの今後の活動を応援するととも、一緒にスポーツ教育の発展にチャレン
ジし、「スポーツをする子供達やアスリートが充実感を持ち、最大限のパフォーマンスが発揮出きる」 ような環境を一
つでも多く作っていきたいと思います。

スポーツに関わることだけに限らず、親としてどう生きていけばいいのか、どう振舞えばいいのか、
そんな教訓を得たような気がします。自分の価値観と子供の価値観を明確に知り、そして自分の
言動と行動を一致させていくことが重要なんだと学びました。
言うのは簡単ですけど、行うのは難しい。そして、子供は親のことを見ているということを身にしみ
て感じました。自分の子供が所属しているサッカーチームの親御さんたちにも伝えたいです！

日本人はもともとほめることが苦手な人が多いのでほめ上手なコーチが増えれば素敵だと思いました。
なんとなくわかっていることでも、はっきり明示してもらえることにより、コーチングの大切さがわかった。
スポーツは勝つことだけでなく、人間形成につながること。私も大切だと経験してきたので再確認でき
ました。
批判の仕方、ついネガティブになりがちな指導も指導者、コーチの発想や考え方次第で選手の受け
方や次へのアプローチも変わることを学んだと思います
ATTITUDE REFRECT RESULT 子供達に伝えたいです！
会社での部下へのコーチングでも十分に活かせる内容でした。

硬式野球、軟式野球、サッカー、ラグビー、バスケットボール、硬式テニス、軟式テニス、バレーボー
ル、アーチェリー、レスリング、チアリーディング、アメリカンフットボール、水泳、水球、乗馬、剣道、
ウェイトリフティング、弓道、ラクロス、ダンス ...etc

ポジティブに選手に接することは意識していたのですが、選手に指摘や批判をしたいときなど、ネ
ガティブなことを伝えたいときに、「でもポジティブな言葉じゃないよな・ ・ ・」 とためらってしまう
ことがありました。ですが、子供にポジティブな言葉を掛け続けることで、子供自身がネガティブ
な言葉を受け入れられる心の準備が出来ると知り、そのような状態ならば指摘をためらう必要は
ないんだと気づきました。

PCA のワークショップでは、今後のコーチングで参考にしたい多くのヒントが
盛り込まれていました。特に、ティーチャブル ・ モーメントは私にとって新た
な学びでした。上達して欲しいと思う気持ちから、何か失敗した後すぐに
フィードバックをしたくなりますが、子供の気持ちが整いコーチの話を聞きた
くなるモーメントを待つことが重要だと感じました。

人や組織が、そのもてる力を最大限に発揮できるようお手伝いします

株式会社ココナラ coconala.com

企業紹介

株式会社ココナラは、日本最大級の知識 ・スキルの個人間取引プラットフォーム 「ココナラ」 を運営してお
ります。2012 年 7 月 3 日にサービス開始後、2017 年 3 月時点で登録ユーザー数約 40 万人、出品サービス
数約 10 万件、累積成立取引数約 100 万件を超え、成長を続けております。また、弁護士に無料で相談で
きる 「ココナラ法律相談」、ハンドメイド製品を販売できる 「ココナラハンドメイド」 も合わせて運営してお
ります。

株式会社ココナラ 代表取締役   南 章行

応援メッセージ

勝利の達成と人生における学びの両面を大事にするダブル ・ゴール ・コーチングという考えに共感し、スポーツコーチ
ング・ イニシアチブが主催する 『ポジティブ・コーチング・アライアンス（PCA）ワークショップ』 に会場提供をさせて
いただきました。
当日のワークショップでは、「Better athletes, better people」 という PCA の合言葉が繰り返され、ケーススタディー
やワークを通して、参加者同士の熱気ある議論が繰り広げられていました。
多くの若者が触れるスポーツについての教育がこのような素晴らしい形で進化していくことで、社会全体の活力を産む
ことにつながっていくものと思います。応援しております！

指導者の声

保護者の声

アンケート結果

津川 智之さん

平田 恵衣さん

立見 晃司さん

Q. 学びを得るのに十分な内容だったか

Q. 参加者の方が関わっている競技

平均 4.5 点 平均 4.7 点

Q.PCA のメソッドを現場で活かしたいか

（5 段階評価） （5 段階評価）

その他参加者の声

ニーさんのお話は、普段自分が考えていることと似ている部分がいくつかありましたので、よく理解
できました。スポーツの勝利より上に、子供たちの人間性をよくするという目標を置くことが大事だ
と痛感しました。
褒めることは大事ですが、褒め方も大事で、結果ではなくその過程に、つまり選手が成長した部
分に対して褒めることが重要なんだということが一番の勉強になりました。

三宅 伸幸さん

ウィルソン ・ ラーニング ワールドワイド株式会社 シニアコンサルタント  加山祥三
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