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部活生の夢をノートでつなぐ！
このプロジェクトでサポーターのみなさんからいただ

新型コロナウィルスの影響で、中学生と高校生の部活

た資金で、『M9notes』をコロナに強い影響を受けた部活

動の全国大会が中止になりました。全国大会は、学生生
活の大半を部活動に傾けた部活生、部活生の保護者の方、
先生や指導者の方々にとって集大成の大会です。最高学

生のいる中学校・高校、クラブチームに、指導者もしく
は保護者経由でお配りして部活生のメンタルをサポート
したいと思います。

年の部活生は、学生最後の大会で、自分を表現できる場
が突如無くなったわけです。それと同時に、進学のこと

■どうして M9notes で
メンタルをサポートできるのか

や夢が突然見えなくなってしまった部活生も多いと思い
ます。また、彼ら彼女たちの保護者の方、指導者の方も
自分たちではどうするこも出来ない困難に襲われ失意し

最近スポーツの世界でもメンタルトレーニングが取り

ていると思います。

入れられ、マインドフルネスに対する関心が高まって来
ています。マインドフルネスとは心理学の言葉で、今の

私も地元のミニバスケットボールチームのお手伝いを

自分のことを知ろうということです。

しています。息子が３人おり、それぞれ部活動に入って
いました。私たち家族は、週末にある試合の応援が楽し

スポーツ心理学研究者・木下敬太 Ph.D. (Candidate) に

みでした。私は毎試合、子どもたちの一生懸命のパフォー

話をお聞きしたところによると、多くの人は自分が思っ

マンスに、癒され、元気をもらっていました。

ているよりも自分のことを知りません。自分に関するこ

コロナに強い影響を受けた学年の部活生のみなさんは、
自分たちではどうすることもできない困難に襲われ、今、
自分を見失っていると思います。今までの自分を見失い、
たえず不安がつきまとっている状態ではないでしょうか。

とで気づいていない（注意が向いていない）こと、とい
うのは実はたくさんあります。ただでさえ、私たちの日
常はスマートフォンなどの誕生により、全く何もせず、
純粋に自分自身にだけ注意を向けている時間というのは
ほとんどなくなってしまいました。
つまり、自分に対する気づき（＝マインドフルネス）

そんな彼ら彼女たちに、再び本来の自分の才能とか、

がどんどん少なくなっています。無理に目標を立てたり、

能力とか、意欲を取り戻して、次の目標に向かっていけ

何かをしようとするのではなく、一度足を止めて、自分

るようにサポートできないかと考えました。

自身に注意を向けることが大切だと思います。

部活生のみなさんに、私たちが仏教の智恵をヒントに

そこで、おすすめしたいのがノートを書くということ

作った『M9notes』を使っていただき、今の自分と向き

です。自分の今の感情、感じていること、考えていること、

合う時間を作り、『M9notes』で今の自分を見える化し、

今日一日の出来事、どんな気持ちだったか、どういう状

自分が気づいていなかった才能とか、能力とか、意欲に

気づいて、本来の自分の姿をわかって欲しいと思います。

況でどういうことを感じたか、考えたか。などなんでも
いいので、とにかく自分自身に対して注意を向けて、自
分に対する気づきを増やしていくことが大切です。

そして、不安から安心へ気持ちを切り替え、気持ちに
区切りをつけ、新しい目標に向かって歩き出せるようサ

この作業を続けていくと、自分はこういうところがあ

ポートしたいです。



サポート希望の部活を募集しています 須磨寺 副住職
小池 陽人
■サポート希望の部活を募集しています

るなとか、こういうことを考えていた時は調子が良かっ
たなとか、気づきが増えていきます。この気づきという
のはみなさんのパフォーマンスにとってもとても大切な

サポート先の部活、部活の指導者の方、学校の先生方、

ものです。このような自分に対する気づきの高まりは、

部活生の保護者の方、クラブチームのスタッフ方、私た

みなさんの人生を豊かにします。

ちのサポートのポリシーを理解いただきまして、サポー
トを希望する部活道団体、チーム、部活生を募集します。

部活生のみなさんとその指導者の方々、部活生の保護
者の方、自分ではどうするこもできない困難なことが多

サポートは無料です。

い今だからこそ、一度ゆっくり足を止めて、自分のこと

費用はこのクラウドファンディングで集まったお金で

だけに注意を向ける時間をつくるということを意識的に

行います。サポートは、当プロジェクトが責任を持って

やってみるのはいかがでしょうか。ノートを書くという

実行いたします。

ことが今の困難からみなさんを救い、みなさんの将来の
夢や目標を達成することに役立つと信じています。部活
生のみなさんには、困難を乗り越えるスキルを身につけ、
これからの人生を豊かにして行ってもらいたいです。

みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。
（当プロジェクト責任者：中島正雄）

■部活生のみなさんをサポートしていただける
サポータを募集したい！

このクラウドファンディングでは、コロナに強い影響
を受けた学年の部活生のみなさんをサポートしていただ
けるサポータを募集します。
支援いただきましたサポータの方は、サポート先
（M9notes の配布先）の部活動もしくは指導者、もしく
は保護者（自分自身も可）をご指定できます。
サポート先がどこでもＯＫという場合は、当プロジェ
クトで募集を行い応募があったサポート先に順に配布さ
せていただきます。サポート先は M9notes 公式ホーム
ページでも募集いたします。
サポートする部活生に M9notes の他に、サポーターの
みなさんからのメッセージを掲載した小冊子を作り一緒
に届けます。メッセージの他にも企業のロゴやその他、
部活生に必要な情報でしたら掲載いたします。





最後にスポーツライターの青木美帆さんからメッセージをいただきました。

「同じ経験をしていない大人ができること」

特に名所もない私の自宅周辺は、休日ともなると乳幼

自分が何者で、何を目指すのかを把握しないままの行

児連れの家族くらいしか歩いていません。しかしこの春

動には、必ず何かしらのひずみが生じるということに、

は、これまで見たことがないくらい多くの、10 代の少

我々は少しずつ気づき始めているのです。

年少女とすれ違いました。
“投打の二刀流” という前例のないチャレンジに挑み、
なんでだろうと考え込みましたが、答えはすぐに出ま

現在はメジャーリーグで活躍する大谷翔平選手。彼の有

した。新型コロナウイルスの影響で、部活がなくなった

名なエピソードの１つに、高校１年生のときに書いた目

からです。

標設定シートがあります。

川沿いを、男の子が一心不乱に走っていました。
公園には、一言も発さずに黙々とボールを操っている
女の子たちがいました。

「８球団からドラフト１位で指名される」という最大
目標を軸に、それを達成するための要素を細かくリスト
アップ。「体づくり」や「球速アップ」といった競技に
直結することはもちろん、「部屋そうじをする」「一喜一

練習も、試合も、大会も。何もかもがなくなっても、

憂しない」「愛される人間になる」といったその末端に

毅然とした表情で前を向く彼らを見かけると、そのたび

あるようなことまで明確にし、それをできるだけ実行し

に胸が詰まりそうになりました。

たことで目標を実現しました。

とはいえ、みんなが彼らのように過ごしているわけで
はないことを理解しています。

『M9notes』は、大谷選手の目標設定シートのエッセ
ンスを凝縮させ、敷居を低くしたものなので、中高生で
も気軽に取り組めるのが特徴。メンタルトレーニングの

ぽっかりと空いた心の穴をどうすればいいかわから

一環としても活用することができます。

ず、途方に暮れている人もいるでしょう。今は気丈に振
る舞っていても、ふとした弾みでそれがぷつりと途切れ

全国大会に出る！

てしまう人もいるはずです。

今年こそレギュラーになる！
県大会でベスト 16 まで行きたい！

大人も子供も、誰もが足元のおぼつかない日々を生き

コンクールで金賞を取りたい！

ています。そんな今だからこそ、
「自分自身を見つめ直す」
という作業に向き合ってみてほしいのです。

一番近くにあった目標を絶たれ、立ちすくむ彼らに対
して、同じ経験をしていない大人ができることは限られ

以前取材したプロバスケットボールチームのコーチ

ているように感じます。何よりも、喪失感と向き合い、

は、自分が何を愛し、どのようなことに一生懸命になれ

折り合いをつけ、新たな一歩を進みだすのはあくまでも

るのかを知ることの大切さを話してくれました。ビジネ

彼ら自身に他なりません。『M9notes』は、その大きな

スの世界でも、事業の本質を問う「ミッション」「ビジョ

助けになってくれるはずです。

ン」「バリュー」を再確認する企業が増えています。
青木美帆（フリーライター）
【青木美帆さんの最近の記事】



インターハイ中止で揺れるバスケ部。
https://number.bunshun.jp/articles/-/843477

M9notes のいろいろな使い方

7

4

8

5

6

7

2

3

4

3

1

5

4

1

8

5

1

6

6

2

9

3

2

9

7

8

9

2

3

4

9

1

5

8

7

6

【基本型】
松村寧雄先生に教えていただいた基本
の使い方。金剛界マンダラの東南西北
の順番に書いていると思われる。

【メモに最適型】
【レウォン式】
思いついたことを片っ端から書いてい
小学校４年生にして『元素カルタ』を
く。議事録や打合せメモ。ヒアリング
開発、そして商品化した少年の使い方。
シート。
お買い物メモなど、メモに最適。 ９マスで元素カルタを開発し、いちば
んこだわったのは「デザイン」でした。
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【小塚式】
経営者の小塚恵一氏が一番好きな使い
方です。M9notes の正方形にフレーズ
を入れると、それに関連のあることが
だんだん頭に浮かんで来る。

【橋本式】
はじめて９マスを見たときは何も書く
ことができなかったという橋本隆さん
が考えた、質問に答えて正方形を埋め
て行き、最後に真ん中にパワーフレー
ズを書く方法。



1

4

【竹内式】
【鈴木式】
ルーキーのプロバスケットボール選手・ 社会人一年目の竹内ルーズルト氏の使
青森ワッツ #24 鈴木悠介選手の使い方。 い方。真ん中から上へ、そして下、右
から左。彼曰く、マンダラの如来の配
真ん中に夢を書いて 81 マスに展開。
置に自然と書いた。
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【西村式】
西村さんは、京都在住・プロ
フェッショナルフードコーチ、
トップアスリートを食でサ
ポート。９マスの使い方も流
石、アーチストでもある。

1

【勘場式】
マンダラを知り尽くした勘場治氏の熟練の使
い方。まず９マスを書いて、思いついたこと
がどんどんアメーバー状に広がって行く。

研究開発室
M365 プロジェクト進行中です。

M365

M9notes は正方形にこだわっています。それは右脳がインスパイアするからです。
スケジュールは未来のこと、わくわくすること、ひらめきの右脳で考えます。
さらに、このスケジュール帳は、紙を「めくる」という提案をします。
2021 年のスケジュールは「めくる・書く・考える」でお洒落にやりませんか (^^)

202.1021
試作品を持って日本一
の手帳メーカーの工場
に行き、お願いすると、
こんな製本見たことな
い。量産できるかわか
らない。少し時間が欲
しいと言われました。

中島が作った試作品

2020.0926
秦万里子さんと、藤沢
で打合せしているとき
に、２０２１年のスケ
ジュール帳を作りたい
ということになり、私
はすぐに試作品を作り
ました。

試作品を見て考えている様子

どこにもない、
おしゃれな、
2021 年の
スケジュール帳
を作ります。
2021 年９月９日
発売予定
限定 500 冊

超右脳人間・秦万里子



2020.0228
メーカーより、デスク
の宿題頂いている件、
中身の製本は四苦八苦
しながら、量産できる
ような仕様を考えてい
る段階ですのでもうし
ばらくお待ちください。

2020.0611
スケジュールの試作完
成しました。
お待たせして申し訳ご
ざいませんでした。
2020.0710
プロジェクトメンバー
の小塚氏と話し合い、
サイズはＢ５、
数量５００冊。
メーカーにデザインの
入稿を終えました。

コロナ禍で得た新しいスキル
コロナ禍ではじめた YouTube ライブが４９回を超えまし

た。何より視聴いただいたみなさまに感謝いたします。リ
アルのセミナーより多くの人が視聴してくれました。自分
たちでは思いつかなかったことです。

ここまで続けられたものも、裏方の拓哉（わが家の次男）

のおかげでもあります。彼はパソコンはそんなに使えませ
んでしたが、今では動画の撮影からライブ配信のスイッチ
ング（AtemMiniPro）のスキルを身に付けることができま
した。

身近な事例も集まりました。また神保町まで来ていただ

き出演しただいた方もいました。ありがとうございます。
月・水・金 12:15 〜 12:45 でオンラインしています。

これからもどうぞ M9notes プロジェクトをよろしくお願い
します。みなさん素晴らしいです (^^)

M9notes YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/m9notes

ピンズコレクション展開催中です
平塚の海側 ( 平塚駅南口）に歩いて６分のところにあるレス
トラン・アッシュｘエムさんで、今年も小さなピンズを展示
させていただいています。ぜひ、アッシュｘエムさんのお料
理を楽しみながら、ピンズたちを見に来てください。
■ピンズ展：2020 年７月８日（水）〜８月２日（日）
■営業時間：LUNCH 11:30 〜 13:45（L.O.）15:00（Close）
DINNER 18:00 〜 20:30（L.O.）22:00（Close）
■休業日
★予約がおすすめです

TEL . 0463-27-2171
http://b-h-m.com/

編集後記

：毎週火曜日、第 1・3 月曜日
( 予約状況により変更あり）
神奈川県平塚市夕陽ヶ丘３−５

やっと「やさしくデジタル」を発行することができるようになりました。私が起業を考えていたときに、西順一郎先生
のマネジメントゲーム（ＭＧ）研修によく参加しました。ＭＧは６人（社）一組で会社ゲームをして決算をするを２日間
で５回、クタクタになりながら５年（期）分行います。ゲームは真ん中にある意思決定カードを引いて行います。意思
決定カードの中には「リスクカード」があり、引いたときは自分で意思決定することが出来ません。リスクを受けない
といけません。そのリスクカードの中に「景気変動逆回り」というカードがあります。ＭＧ研修のときにこのカードの現
実味はありませんでした。が、まさに今、この世の中で景気変動逆回りが起こっているという感じです。20 周年記念事
業として M9notes プロジェクトをはじめてました。M9notes を作っていてよかったです。今、M9notes のプロジェクト
が３つ動いています。全ては経営理念をみがく「やさしくデジタル」が合言葉で動いています。ありがとうございます。
元気です (^^)（中島正雄）

