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徳島クラス開催概要  
 

協力団体  

徳島県ラグビーフットボール協会  
 

 
 
 
 
【プログラム内容】ラグビーの基礎的なトレーニングを楽しく！  
  
【指導者】 
メインコーチ 真先健 (指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資
格) 
アシスタントコーチ 村岡陽平（徳島県ラグビーフットボール協会強化担当） 
  
【実施期間】2014年11月6日～2015年2月5日 (全12回)    
  
【開催時間】18:30-20:30 
  
【開催日程】（毎週木曜日） 
11月6日・13日・20日・27日 
12月4日・11日・18日・25日 
1月15日・22日・29日          
2月5日 
  



【実施会場】 
つるぎ町立貞光中学校体育館 
〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字中須賀５２番地（ＭＡＰ） 
※ＪＲ貞光駅より６００ｍ。徒歩１０分。 
※駐車場あり 
  

 
 
地図画像：つるぎ町役場ｗｅｂサイトより引用  
 
  

募集要項  
 
【対象】小学6年生～中学3年生の健康な男女。ラグビー経験の有無は問いません。 
  
【参加費】無料（別途、保険料800円をご負担ください） 
※参加者は放課後ラグビープログラム終了後にアンケートにご協力下さい。 
※開催日2日前までにお申込いただけない場合、保険の適用が間に合いませんのでご
注意ください。 
※所属チームの練習がある場合は、そちらの練習を優先して下さい。 
  
【定員】約３０名程度（先着順） 
※定員になり次第、募集を締め切らせて頂きます。 



  
【お申し込み方法】 
下記、ボタンをクリックし、お申し込みフォームにお進み下さい。 

 
 
【参加に必要なもの】 
保険証（コピー可/提出不要） 
保険料800円（初回時） 
運動のできる服装、練習中の飲み物(スポーツドリンク)、室内トレーニングシューズ 
※施設内では指定場所以外での飲食・喫煙は御遠慮ください。 
  
【注意事項】 
原則として雨天決行。雷の場合は中止。 
荒天時・災害時等、状況に応じて中止となることがあります。 
※中止の場合のみ、当日の15時までに開催情報ページにてお知らせします。 各自で
確認してください。 
  

徳島クラスコーチ紹介  
 
徳島クラス(2014年度)の指導者 
メインコーチ：真先健（指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ） 
アシタントコーチ：村岡陽平（徳島県ラグビーフットボール協会強化担当） 
 
【真先コーチから皆さんへ】 
ラグビーを通じて，仲間と出会い，自分を磨き，すばらしい人生を歩んでほしいと
願っています。”Enjoy Rugby“ 

 
 
【メインコーチ・・真先健プロフィール】 
指導者資格：日本ラグビーフットボール協会強化コーチ資格 
経歴：脇町高等学校／日本体育大学 



現在：つるぎ高等学校ラグビー部コーチ  
         徳島県高校選抜チームコーチ  
 
【協力団体】 
徳島県ラグビーフットボール協会 
美馬ラグビーフットボール協会 
脇町ラグビースクール 
つるぎ高校ラグビー部 
脇町高校ラグビー部  
  
 

徳島クラスリポート  

【2014徳島クラス】第１回レッスンリポート(2014年11月6

日) 
 
第１回目の練習には19名が参加してくれました。参加者のほとんどがラグビー未経験です
が，このプログラムに『チャレンジ』しようと思った前向きな気持ちを大切に，ラグビー
フットボールの素晴らしさを感じながら学んでほしいと伝えました。また，学校間を超え
縁があって出会えた『仲間』や『コーチ』との交流も積極的に図ってほしいと伝えました。
失敗を恥じることなく，参加者同士がかかわり合いながら，自分自身に目を向けて力を伸
ばしてほしいと願っています。 

 
 
今回のテーマは，『ボールの持ち方』と『前進』です。初の楕円球との出会いからでしょ
うか。中学生も小学生も無邪気に活動を楽しむ姿が見られました。 
『ボールの持ち方』は，場面によって使い分ける必要があることを確認しました。子ども
達の様子からは，それを意識して攻撃する様子が見られました。また，ラグビーの原則は
『前進』であることも確認し，判断に迷ったときに止まることや後退する動作は，仲間の
『支援』を困難にすること，相手が『圧力』をかけやすくなることを伝えました。回を重
ね理解が進むにつれて，このことが腑に落ちると予想します。最後のリアクションゲーム
では，『スペース』を見つけて迷わず前進したり，勝負の場面では相手からボールを遠ざ



けて持ちランニングしたりするなど学んだことを早速発揮しようとする子ども達の姿も見
られました。次回のテーマは『パス＆キャッチ』と『コミュニケーション』です。今後も
子ども達の様子を観察しながら，ラグビーで大切な動作や判断力が自然と身に付くような
指導を心がけたいと思います。 
 

 
 
【第１回練習内容】 
１．ストーン＆フリー 
２．ファンクナルストレッチ＆ストロングポジション 
３．ジャンケン２対１ 
４．ナンバー２対１ 
５．カラーターン２対１ 
６．７対７（リアクションタッチ） 
７．ストレッチ  
 
メインコーチ  真先健  
アシスタントコーチ  村岡陽平 
スポットコーチ 西谷啓司  三木和典  森長優介 森長一樹 
11月 

13日 

【2014徳島クラス】第２回レッスンリポート(2014年11月

13日) 
 
今回のテーマは，『パス＆キャッチ』と『コミュニケーション』です。常に状況が
変わるラグビーのゲームにおいて，自分がパスを要求してもボールが来ないことも
ありますが，それによって気持ちを左右されることなく自分の状態を伝える手段と
して，コーリングを継続することが大切であることを確認しました。今回は小集団
での練習も多く，子ども達同士でよく声をかけ合うことができていました。 



 
 
 『パス＆キャッチ』においては，サークルパスやロープパスの練習を通じて，『ア
ーリーキャッチ→ネックターン→ショルダーターン→フォロースルー』という一連
の動きのポイントを確認しました。これらの動きによって，相手をギリギリまで引
きつけられたり，素早く戦う姿勢を整えられたりできるため，相手との駆け引きで
優位に立てる可能性が高まることを確認しました。ロープパスでは，アーリーキャ
ッチからフォロースルーまでの一連の動きやコンパクトスイングを意識して取り組
もうとする子ども達の姿が見られました。自主練習なども行いながら，ラグビーに
必要なテクニックを習得し，ゲームなどの対人場面では，スキルとして発揮できる
よう心がけてほしいと願っています。 
 
第２回までは，ハイテンポで進めてきたので，次回は，これまでの復習も取り入れ
ながらポイントを整理して進めていきたいと思います。 
 

 
 
【第2回練習内容】 
１．10回パス 
２．ファンクショナルストレッチ＋ダイナミックストレッチ 
  ストロングポジション＋X腹筋 
３．サークルパス＆ランニング 
４．ロープパス（ショート→ロング） 
５．アタックチョイス ３対２ 
６．カラーターン ３対２ 
７．４対４（ラックゲーム） 
８．ストレッチ 
メインコーチ 真先 健  
アシスタントコーチ 村岡 陽平  サポートコーチ 西谷 啓司 
11月 



20日 

【2014徳島クラス】第３回レッスンリポート(2014年1１月

20日) 
 
今回は，前回までの復習を中心に進めました。『前進』という大きなキーワードを
意識しながら，場面によるボールの持ち方やアーリキャッチ，コミュニケーション
などを心がけるよう伝えしました。１度やったことのある練習ですが，こなすので
はなく，もう一段レベルアップするために，“動作”や“攻守のきりかえ”，“判断”な
どの『あらゆるスピード』を高めるよう意識付けを行いました。前回の練習までは，
初めての経験のためか動きに堅さも見受けられ，いい意味で臆病な様子が伺えまし
た。しかし，今回はステップを巧みに使いながら前進したり，効果的なロングパス
を投げたりとおもいきりの良さが随所に見られるようになりました。一方で，前進
する前にパスを選択したり，ボールを保持するやいなや相手がいるところに無理矢
理に前進したりするなど状況判断に課題も見受けられました。ただ，この課題は参
加者のレベルが高まってきたからこそのものであり，成長の証であるととらえてい
ます。今後，状況判断の整理については機会をとらえ伝えていきたいと考えていま
す。 

 
 
次回のテーマは『コンタクト』です。ただ相手とぶつかるプレーではなく，前進の
手段としてのコンタクトであることを伝えられるよう心がけたいと思います。 
 
【第3回練習内容】 
１．10回パス 
２．ファンクショナルストレッチ＋ストロングポジション＋X腹筋 
３．ナンバー ２対１ 
４．カラーターン ２対１ 
５．カラーターン ３対２ 



６．７対７（リアクションタッチ） 
７．ストレッチ 
  
メインコーチ   真先健   
アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司  三木和典  前坂篤史 森長優介  森長一樹  
石川達也  永尾和之  
11月 

27日 

【2014徳島クラス】第４回レッスンリポート(11月27日) 
 
今回のテーマは「攻撃側のブレイクダウン」です。徳島クラスは未経験者が多いで
すが，これまでの練習を通してラグビーのゲームがどのようなものイメージできた
ようです。参加者のなかには，ブレイクダインの攻防に魅了されてラグビーを始め
た者もおり，全体的にコンタクトプレーを楽しみにしている様子が伺えました。そ
の内発的な意欲を大切にしつつ，あくまで「前進」するためのコンタクトであるこ
とを押さえながら，ボールキャリアの判断，姿勢，ダウンボールといった一連の流
れを確認しました。 

 
 
ボールキャリアの判断については，相手タックラーの姿勢によってプレーを選択す
ることが大切です。ステップで相手の芯をずらすべきか，相手の懐に低い姿勢でヒ
ットすべきかを判断する練習を行いました。次に，相手の芯をずらせない状況での
ヒットの姿勢について，ダウンスピードも意識しなら確認しました。何度か繰り返
すうちのコツのようなものを掴んだようで，ハンドダミーからは快音が聞こえてく
るようになりました。ダウンボールについては，「シックス」を理想型として確認
し，より実戦的な「ジャックナイフ」も練習しました。最後に，まとめとしてラッ
クゲームを行いダウンボールまでを意識して取り組む様子が見られました。一方で，
前進についてやや消極的な判断をしてしまう様子も見られたので，今後の課題とし
たいと思います。 
 
次回は，「サポートプレーヤーの判断・姿勢・コース」をテーマに練習します。 



 
 
【第４回練習内容】 
１．リアクション ２対１ 
２．レスリングトレーニング・コンバットトレーニング 
３．タックルバックリレー 
４．ボールキャリア（判断・姿勢・ダウンボール） 
５．ダウンボール （シックス・ジャックナイフ） 
６．５対５（ラックゲーム） 
７．ストレッチ 
  
メインコーチ   真先健   
アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司  三木和典  前坂篤史  森長一樹  長谷仁嗣 
12月 

04日 

【2014徳島クラス】第5回レッスンリポート(12月４日) 
 
今回のテーマは，『サポートプレー』です。オーバーの姿勢については，ボールキ
ャリア同様に腰の位置や力の方向を意識すること，低さの基準を相手の肩よりも下
としてプレーすることを確認しました。 
 
コースについては，ボールキャリアのおかれている状況によって変化することを確
認しました。最初は，チェックコースの練習を行いました。その際も相手の肩より
も低く入り，最短コースを意識するよう声かけをしました。次に，Yコースの練習を
通して，サポートプレーヤーの判断の重要性も確認しました。Vの部分は素早く加速
し，Iまで来たら判断し正しい姿勢になって，もう一度加速するよう指導しました。
ブレイクダインは相手の人数や強さによって判断が必要です。1人目，２人目，３人
目と続くサポートプレーヤーの判断について実技を通して確認しました。最後は，
ゲームに簡易ラックのルールを加えました。サポートプレーヤーの判断が早い場合
とそうでない場合の攻撃のリズムの違いを体感できたのではないかと思います。 
 



次回のテーマは「オフザボールプレーヤーの動き」です。徳島でも寒さが本格化し
てきました。今後の練習もなるべく止まっている時間を少なくできるよう進めてい
きたいと考えています。 

 
 

 
 
【第5回練習内容】 
１．ボールハンドリング 
２．レスリング＆コンバットトレーニング＋タイトローテーション 
３．ボールキャリア（判断・姿勢） 
４．サポートプレー（姿勢・コース・判断） 
５．７対７（簡易ラック＋リアクションタッチ） 
６．ストレッチ 
  
メインコーチ   真先健  アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司  三木和典 
12月 

11日 

【2014徳島クラス】第6回レッスンリポート(12月11日) 
 
今回のテーマは『オフザボールプレーヤーの動き』です。前進できなかったときや
ボールを裏に蹴り込まれたときに，ボールに直接働きかけるプレーヤーはボールを
守るために必死にプレーします。そのような状況で，オフザボールプレーヤーがど
のように動くべきかを指導しました。大事なことは，仲間がボールを守ってくれた
後に素早く攻撃ラインを整え，相手の防御を観察し仲間とコミュニケーションしな
がら，再び前進できるよういち早く準備することです。バッキングスタート連続ア
タックの練習を通して，準備をがんばることで結果的に自分たちが楽になることを
感じてもらえたように思います。最後のゲームは１ゲームあたりの時間を短くする
が，全員が次の攻撃に備えた準備に全力を尽くすように呼びかけました。息があが



り，真冬の最中とは思えないほどに額に汗をにじませながら練習に打ち込む子ども
達の姿が見られました。 
 
放課後ラグビーもいよいよ後半戦に入りました。子ども達の意欲に応えられるよう，
指導内容を精選していきたいと思います。 

 
 

 
 
【第6回練習内容】 
１．パスタイムバトル 
２．コンタクト（復習練習） 
  ダウンスピード 
  ダウンスピード連続ヒット 
３．バッキングスタート連続アタック 
４．７対７（リアクションタッチ） 
５．ストレッチ 
  
メインコーチ   真先  健   
アシスタントコーチ  村岡 陽平 
サポートコーチ  西谷 啓司  永尾 和之  
12月 

18日 

【2014徳島クラス】第7回レッスンリポート(12月18日) 
 
徳島クラスの練習も後半期に入りました。これまで，ラグビーの原則に則り各回ご
とのテーマを追究しながら練習を積み上げてきました。何らかのテクニックにじっ
くり取り組むような時間は設けられませんでしたが，子ども達は，ラグビーの大局
的な部分を理解し自己のプレーにつなげられているように感じています。行く行く
は，原則を自然と体現できるようなプレーヤーに成長してほしいと願っています。 



 
 
今回のテーマは『スピード』です。ラグビーの試合では，足の速さだけでなく，動
作，準備，判断といったあらゆるスピードが求められます。今日の練習では，あら
ゆるスピードの意識づけを図り重要性を確かめました。 
 
今日の練習では，これまでの積み上げに『スピード』という要素が加わったためか，
全体的に躍動していたように感じています。 
次回のテーマは『ラインアタック』です。これまでの練習は，基本的に「オーバラ
ップ」ができている状況でした。「ノーオーバーラップ」の状況で，どのようなプ
レー選択ができるかを考えたいと思います。 

 
 
【第７回練習内容】 
１．スプリントトレーニング 
２．ダウンスピードトレーニング 
３．ショットガン（連続ヒット） 
４．リアクション２対１ 
５．リアクション２対２ 
６．10回パス 
７．リロードゲーム 
８．６対６（リアクションタッチ） 
  
メインコーチ   真先  健  アシスタントコーチ  村岡 陽平 
サポートコーチ  西谷 啓司  三木 和典  古川 武 
12月 

25日 

【2014徳島クラス】第８回レッスンリポート(12月25日) 
 



今回のテーマは『ラインアタック』です。その中でも，相手との人数差がない「ノ
ーオーバーラップ」の状況で，仲間と協力しながら相手ディフェンスの間に切り込
んでいく，「ペネトレート」というプレーを軸に練習を進めました。  

 
 
ボールキャリアは相手を引きつけて味方のためのスペースをつくること，ボールを
もらう選手はそのスペースに向かって切り込んでいくことの重要性を確認していき
ました。今までのプレーに比べると高度な動きですが，子ども達は意図を理解し「ペ
ネトレート」にチャレンジすることができていました。数回ですが，効果的なライ
ンアタックを成功させる場面も見られました。最後のラックゲームでは，「ノーオ
ーバーラップ」の場面でポイントをつくり，「オーバラップ」ができた時点で相手
を引きつけてラストパスをしてトライをとるような動きが見られました。今までの
ゲームは，単調にパスをつなぐことが多かっただけに目に見える変容でした。今回
のゲームでは，ポイントをつくることの重要性は特に伝えていませんでしたが，自
然とそういう動きになっていたことから参加者のラグビーへの理解が進んでいるこ
とを感じました。 
次回のテーマは，「ステップ」です。おもいきり躍動してほしいと願います。 

 
 
【第７回練習内容】 
１．2対1（ワイドコート） 
２．ファンクショナルストレッチ 
３．リアクション3対3 
４．キャッチ＆パス（アンダー） 
５．サークル3対3 
６．6対6（ラックゲーム） 
  
メインコーチ   真先健   
アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司   
1月 



15日 

【2014徳島クラス】第９回レッスンリポート(１月15日) 
 
今回のテーマは『ステップ』と『ラインアタック』です。『ステップ』については，
次の3つのテクニックを伝えました。 
●相手の“逆”をついてかわす（相手のウィークショルダーを狙う） 
●“チェンジオブペース”でかわす 
●“キレ”でかわす 
ステップで，相手を完全にかわし振り切ることができればベストですが，相手の芯
をずらすことができれば有効です。自分の間合いや特徴を活かして実践に活かして
ほしいと思います。 

 
 
各局面（オーバーラップ／ノーオーバラップ）における『ラインアタック』の選択
の復習やセットスピードを高める練習をしました。ラインの深さの調整やペネトレ
ートについても確認しました。 
最後のゲームには，今日学んだことを意識して臨むよう伝えました。子ども達は，
ステップだけでなく仲間同士で声をかけあいながらラインアタックも意識している
様子が伺えました。今のうちに様々な動きを経験し自己開発を進めてほしいと願っ
ています。 

 
 
【第9回練習内容】 
１．ストーン＆フリー 
２．１対１ 
３．ラインアタック（ショートライン＆ワイドライン） 
４．サークル3対2 
５．サークル3対3 



６．6対6（リアクションタッチ） 
  
メインコーチ   真先健   
アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司  三木和典 森長優介  永尾和之   
1 

【2014徳島クラス】第10回レッスンリポート(１月22日) 
 
今回のテーマは『タックル』です。正しいタックル動作を理解し習得できるように
次の3つのポイントを確認しました。 
 ◆タックルの動作 
• 上半身のボディポジョン（脇を閉めて，大胸筋を寄せる）  
• 下半身のパワーフット（沈んでヒットし，逆足を出す）  
• パックの出し方（ロケットパンチからクワガタのように挟む）  
 
特にパワーフットで足を開けすぎてしまうと，ドライブができない，倒れやすい，
相手に食い込まれてしまうなどの難点を整理しました。また，足踏みをして相手の
動きに対応できるよう準備することの重要性も確認しました。何度か実践している
うちに，インパクトのある当たりができるようになりました。相手との間合いのつ
め方や追い込み方については，次回説明したいと思います。 
 
最後のゲームでは，これまでに習ったステップワークを駆使したり，前進の意識を
もって攻撃したりする子ども達の姿が見られるようになりました。迷いなく夢中に
なってプレーしている様子を見てうれしくなりました。 
レッスンも残りの２回となりました。一人ひとりの成長をサポートしていきたいと
思います。 

 
 
【第10回練習内容】 
１．手繋ぎ鬼 ラグビーディフェンス 
２．ストレッチ 



３．タックルテクニック 
４．1対1 
５．カラーターン3対2 ⇒ 6対6 
６．サークル3対3 ⇒ 6対6 
  
メインコーチ   真先健   
アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司  三木和典  永尾和之 
 
1月 

29日 

【2014徳島クラス】第１１回レッスンリポート(１月２９

日) 
 
今回のテーマは，前回に引き続いて『タックル』です。前回はタックル動作のポイ
ントや構えを指導しました。今回は“相手との間合い”をキーワードにより実戦に近
づけた内容で進めました。最初に，あらゆる手段を使って前進しようとしてくる相
手に対して何をすべきか全員で考えました。子ども達からは「相手よりも前に出て
止めるべき。」や「追い込んでいくべき。」といった意見が出てきました。その意
見をもとにして，相手の動きに対応するために必要な動作やポジショニングについ
て指導を進めました。動くハンドダミーに対して，できるだけ前に出て止めたり，
ランコースを限定したりしようとする子ども達の様子からは，よく理解しているこ
とが伝わりました。 
 
徳島クラスもいよいよラスト１回となりました。どの子もラグビーの原則への理解
が進んでおり，迷いなくプレーする姿が見られるようになりました。このプログラ
ムでは，細かな技術指導を行ってはいませんが，明らかな向上が見られます。それ
は，子ども達のラグビーの理解が高まったことや実践のなかでミスを恐れずチャレ
ンジしたからだと確信しています。 

 



最終回は，ゲーム的な要素を多く取り入れた練習内容を計画しています。これまで
の積み上げの集大成にしたいと思います。 
  
【第11回練習内容】 
１．ふえ鬼 
２．ファンクショナルストレッチ＆ストロングポジション 
３．タックルⅠ：復習練習 
４．タックルⅡ：相手との間合い，追い込み 
５．リアクション１対１ 
６．リアクション２対１＋２対２ 
７．６対６（リアクションタッチ） 
  
メインコーチ   真先健   
アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司   
 
2月 

05日 

【2014徳島クラス】第12回レッスンリポート(2月５日) 
 
放課後ラグビープログラム徳島クラスの全日程が終了しました。開催地域である美
馬地区は，四国ラグビー発祥の地でもあり，つるぎ高校（旧貞光工業高校）や脇町
高校といった伝統校やスクール活動が地元に根付いています。近年は，タグラグビ
ーの普及が進んでおり，同地区及び周辺小学校がサントリーカップに出場するなど
裾野も拡大しています。しかし，中学生がラグビーに取り組める環境は整っておら
ず，3年間楕円球に触れる機会がありませんでした。 

 
 
今回，放課後ラグビープログラムを開催したところ23名の子ども達がチャレンジし
てくれました。どの子も前向きで向上心が高く，回を追う毎に成長していく様子が
伺えました。また，12回のレッスンを通して子ども達同士やコーチとのコミュニケ
ーションも深まり，息のあがる練習のなかでもよい雰囲気で進めていくことができ
ました。子ども達のほとんどが未経験者ですが，体験に終止するのではなく，ラグ
ビーの原則に従い頭と身体をフル回転させるような練習を進めていきました。子ど



も達は，理解が進むにつれ迷いがなくなり“躍動する姿”が見られるようになりまし
た。子ども達には，これからも前向きさを大切に自己開発し続けてほしいと願って
います。 

 
 
最後に，徳島クラスを開催にあたりお手伝いくださいましたコーチの皆様，ご指導
ご支援を賜りました日本ラグビーフットボール協会，文部科学省，つるぎ町教育委
員会の皆様に心より御礼申し上げます。 
【第12回練習内容】 
１．キックパスゲーム 
２．パスゲーム 
３．マーカーコレクトゲーム 
４．ステップゲーム 
５．ラインポートボール 
６．レスリングトレーニング（手とり，足とり） 
７．ダウンスピード・パワーフット 
８．ゲーム（２タッチゲーム・タッチフット） 
 
メインコーチ   真先健   
アシスタントコーチ  村岡陽平 
サポートコーチ  西谷啓司  三木和典  前坂篤史 
 

 
 
 



 


