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  ｔこちらも 

日も短くなり台風シーズンに入ってきました。涼しくなったからといって季節の変わり目では

気を緩めないでくださいね。急激な寒さが来たり、酷暑が戻ったりと体調を崩しかねません。

着替えや飲み物を十分に用意して、暑さ寒さの両方に対処できるよう気を付けましょう。なお、

大会などが多い時期ですので予約が取りづらくなっていますので、早めの予約をしましょう。 

 

《９月の休講予定》 ＊予約表でご確認ください 

土浦校 
   6 日(木) 大会が 5 時まで入っており、リトルキッズクラスのみ休講 

   9・10 日(土・日) 両日高校テニス大会、トーナメント・PK 以外休講 

   23 日(土) ソフトテニス大会(24 予備日)＊臨時クラス開講予定(要予約表確認) 

    30 日(土) 市民ソフトテニス大会＊臨時クラス開講予定(要予約表確認) 

美浦校 
   17 日(日)・30 日(土) 両日大会イベントのため休講になります。 
 

 龍ヶ崎校(北竜台テニスクラブ) 

    今月は今のところ休講および変更の予定はありませんが、予約表で確認して 

ください。 
 

※上記以外にも、予定変更になる場合がございますので、予約表で最終確認を行っ

てください。（小学高学年以上は出来るだけ自分で予約してみましょう。） 

 

★Lesson Schedule★ 

９月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇  「すぐ行動」 
◇マナー◇ 「ボール拾い、後片付けを 

      率先してやろう！」 

               一日一

善」 

 

 
 

・ サーブなし＆有り・大会・・・いち番小さな大会。 

キッズ・ジュニア・プロキッズ・チャレンジ・中高生クラス・トーナメントの

誰もが参加でき、たくさん試合ができます。 
日程：９月 18 日(月・祝)  10：30 集合 11：00 開始～17 時   

参加費：なし 2000 円  有り 2500 円 

場所：水郷テニスコート A・B コート  その他：食事持参 

 

 

・セルフイメージアップ教室・・・子供たちの幸せを心から願って 
子供たちは、必ずセルフイメージ通りの人生を歩んでいくことになります。こ

の自己像認識を少しでも…できればもっともっと高めてあげることが KCJ テ

ニスアカデミー最大の目的です。ほとんどの子供がはるかに高い能力を持ちな

がら低いセルフイメージに蓋をされています。まだ参加したことのない方は、

一度でいいから、KCJ の一番の持ち味を味わってみてください。 
日程：９月 10 日(土) 13:30～15:30  参加費：500 円 

場所：水郷体育館 ＊視聴覚室 
 

 
 

※ 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 

 

 
 

KCJ 卒業生から近況報告が届きました！ 
 

◇平成２９年度関東高等学校テニス大会 ＜関東 No.1＞ 
男子シングルス  優勝  丹下将太くん （ＫＣＪワールドツアークラス卒） 

 
◇  

◆平成２９年度全国高等学校総合体育大会(福島) ＜全国３位＞ 
男子シングルス  ３位  丹下将太くん （ＫＣＪワールドツアークラス） 

◇      

◇  

◆平成２９年度全日本学生テニス選手権大会  
女子シングルス ベスト 4 押野紗穂さん （ＫＣＪワールドツアークラス卒） 

女子ダブルス   ２位  押野紗穂さん （ＫＣＪワールドツアークラス卒） 
◇  

○土浦市小中学生テニス大会 (8/26 水郷テニスコート) 
<Ａクラス>  :小学 男子優勝  横戸 仁くん    (KCJ トーナメントクラス) 

             2 位 天野壱政くん    (KCJ トーナメントクラス) 

             : 女子優勝  高橋遙華さん            (KCJ プロキッズクラス) 

 <Ｂクラス>     小学男子優勝 小井沼拓馬くん :(KCJ プロキッズクラス) 

     :       ２位  近野司樹くん  (KCJ プロキッズクラス) 

             :  女子優勝   小野瀬心結さん :(KCJ チャレンジクラス) 

        : ::                  ２位 ::関口七映さん   :(KCJ プロキッズトクラス) 

<A クラス>   中学男子優勝  飯野光紀くん    (KCJ チャレンジクラス) 

<B クラス>   中学男子優勝  鈴木伸治くん   (KCJ トーナメントクラス) 

            2 位 柳生大樹くん   (KCJ チャレンジクラス) 
◇  

○茨城県サマージュニアテニストーナメント (つくば市)   

14 歳以下男子  優勝  遠峰玄覚くん （ＫＣＪワールドツアークラス） 
14 歳以下女子  2 位  石川莉咲さん （ＫＣＪワールドツアークラス） 

12 歳以下男子  2 位  辻元 陸くん (ＫＣＪトーナメントクラス) 

10 歳以下女子  3 位  関口七映さん (KCJ プロキッズクラス) 
 

○第Ⅳ回 苺カップジュニアテニストーナメント 2017 
    16 歳以下男子  優勝  松崎稜太朗くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

         

○第 27 回ダンロップ杯茨城ジュニア大会 
  14 歳以下男子シングルス  2 位  近野豪樹くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

   14 歳以下男子ダブルス   2 位  近野豪樹くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

   18 歳以下男子シングルス  優勝  藤田裕暉くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

                  ベスト４ 遠藤出帆くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

○第３３回 埼玉ジュニアテニスサーキット 
  16 歳以下男子  2 位  松崎稜太朗くん（ＫＣＪワールドツアークラス） 

 

◆第４４回 全国中学生テニス選手権大会 2017 ＜全国 2 位 ＞ 
      男子ダブルス  2 位  松尾・小林組（ＫＣＪワールドツアークラス） 

 

前回のクイズ 8/28 から 2 日間で行う「夏休みこどもキャンプ in 白子」の白子

は何県？ の正解は、B の千葉県でした。今年はこども 52 名、スタッフと合わ

せて 60 名と参加者数の記録更新です。来年も多数ご参加ください。 
 

◇当選者  佐藤亜紀さん   渡辺悠貴くん   柳橋遙大くん  

佐藤みゆうさん   日高莉々さん 

 
き り と り 

 

≪ＫＣＪからの挑戦状 (クイズ)≫ 
正解者の中から５名様に、KCJ くじ 1 回分をプレゼント！ 

 

Ｑ．錦織圭プロに続く世界ランキングの高い、 

今話題の日本人テニスプレイヤーは誰でしょう？ 
 

a ダニエル太朗    b 西岡良仁   c 杉田祐一    d 添田 豪 
 

<応募方法>クイズの部分を切り取って、①ウラに答え ②所属校 ③クラス ④名前 

を書いてフロントに渡して下さい。親の KCJnews 既読サインも必要となります。 
 

（1 人 1 回まで）  締切９月 20 日まで   ★親の既読サイン           

★Tournament Result★ 

★Event★ 
 

 

KCJ テニスアカデミーの目的は、子供たちのセルフイメージを高めること。 

まちがいなく子供たちはセルフイメージ通りに生きていくことになるから… 
 

◇ 親バカであってください② … 子供の「可能性だけ」を見て！ 
 

2016 年 9 月のこのコラムで「人間は張られたレッテルにこたえる動物であ

る」(心理学の権威者)を引用させていただきましたが、最近とくに思うことが有

り、再度お伝えしたく書かせていただきます。私が過去に指導した選手の中でも

5 本の指に入るほどのポテンシャルを持ちながら全く(私の感覚では 10％も)そ

の力を出し切れない大変有望な選手についてです。真面目でひたむきで素直で、

ある部分を除けば最高の生徒なのです。しかしそのある部分があるゆえに極端に

成長が妨げられているのです。その「ある部分」とは、お察しのとおりセルフイ

メージ！ 自分の能力を大変低く見積もってしまうのです。良いショットが続い

て確実にコツをつかんだなと思っても、突然調子を乱してしまうのです。それも

何度も何度も。結局習得できるまでの時間が、自分を信頼している子の何倍もか

かるわけです。「小さい８球」ネット前のサーブを入れる狭いエリアでハードに

走り回ってとにかく８球ネットを越すという練習メニューがあります。それまで

の難しいボールを難なく打ち返しながら、いつも最後の１球でミスる子は大抵決

まっていて、３回成功した子から終わりの場合は必ずと言っていいほど最後まで

残るのです。ひどいときには６回連続、８球目にミス、どんなに簡単なボ―ルで

も。セルフイメージのせいと知らないコーチだと「わざとやってんのか！」と怒

鳴りたくなるでしょう。その子は泣きたいくらい真剣なのですが、「私はできな

い子だから、成功したらおかしい」というその子の潜在意識が、8 球目という成

功を目前にして成功させてくれないのです。私たちにとって「こんな素晴らしい

子供たちができないわけがないのに」という悔しさ、お分かりいただけますでし

ょうか。逆にあまり才能を感じられないけど理由もなく自信だけを持っていた子

が想像をはるかに超えて成長したことがまれにありました。つまり才能っていう

のはセルフイメージを高く設定できることが一番大きな要素なのではないか。私

は３６年間の子供の成長を見てきてそう思わざるを得ないのです。 
 

日本人は謙遜が美徳とされがちですが、それが大きく子どもの足を引っ張って

いるとも感じています。セルフイメージの低い子の親の大半の特徴なのです。子

供の前で「うちの子はまだまだ」「ダメな子ですみません」「こんなことができな

いんだから」の類似が多いのです。わが子にそうなれといっているのと同じ事で

す(本文１行目)。さらには心配性の親。これも長年ジュニア指導しているとはっ

きりわかります。子供がテニスで成功した例などあまり記憶にありません。コー

トに入ると自分ですべてを考えすべてを決定し行動するテニスだからこそ余計

にそうなのでしょう。親の干渉が多い子は多くを自分で決められないし、私の「ど

うしたいの？」に全く反応がないのです。そして最大のマイナスは「あなたは心

配にあたる子」つまり子供からすると「私は心配されなければならないほどでき

ない人間なんだ」というメッセージが伝わってしまうことです。 
 

授業中に漫画を描いて教師に怒られた手塚治虫の漫画を読んだ母の一言「お母

さんはあなたの漫画の世界で第 1 号の漫画のファンになりました」親のあなた

ならこんなとき子供にどう接したでしょう。問題児だったエジソンを母親だけは

信じ続けたように、人目を気にして謙遜したり、枠にはめて子供の可能性に蓋を

してしまわないよう、多少の親ばか(私に言わせれば親の美しい姿)になってほし

いと思います。 「人間は張られたレッテルにこたえる動物である」 

今月のセルフイメージ 

国際大会、全国大会、関東大会などの大きな公認大会から、ジュニアのランキング大会、

ローカルな草トーナメントまで KCJ の子供たちの活躍を出来るだけ HP に掲載しておりま

す。過去には、インターハイで 4 強に入ったり、国際大会で優勝したり全国大会で 2 位や 3

位は数多くあります。ユニバーシアード大会で金メダル獲得や、全日本選手権でプロ選手２

人に勝って Best16 入りした選手もいます。HP の「選手戦績」をぜひご覧ください。 

 

★★ KCJ 牛久(パサ二ア)校オープン ★★ 
 

9 月から来年 H30 年の 3 月末までの、レッスンクラス表、料金表、交通手段等

を KCJ のホームページに掲載いたします。土浦校、美浦校、龍ヶ崎校の生徒も

場合によっては条件付き(差額発生)のものもありますが、振替受講することも出

来ますので、ご興味のある方はご覧に又はフロントにご相談ください。また、長

期契約の方でも途中で校を移動することも出来ますので、こちらもお気軽にご相

談ください。その際差額が発生することもありますがのでご了承ください。 


