もう夏のようですね。水筒の水がなくなり危険な状態の子供がレッスン中にも目立ってき
5
ました。急な雨だけでなく汗もかきやすくなりますので、タオルや着替えなどの準備もお
すすめします。また、学年も上がり、テニスクラスの進級も増えています。皆さんも是非
ご検討ください。少しくらい思い切って見るのもよいのでは…お気軽にお声がけください。

.

★Lesson Schedule★
5/3～5(木～土)

にお休みを頂きます。
よろしくお願いいたします。

土浦校

上記の連休以外は今のところ変更はありません。

美浦校

:5/５(土)・６（日）ソフト・ジュニア大会のため休講。
(要予約表確認)

牛久パサニア校
5/14(月)～6/14 牛久市のテニス体験教室により一部クラスの変更
があります。また、予約が集中する可能性があるので、早目のご予約
をお願いします。 (要予約表確認)
※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。）

★Tournament Result★
◇第 3５回 茨城県小学生テニス選手権大会
準優勝
７位

:

・

２位 角平明帝くん
:

< １６歳以下 >
男子シングルス
男子ダブルス
女子ダブルス
< １４歳以下 >
男子シングルス
男子ダブルス
女子シングルス
女子ダブルス
< １２歳以下 >
男子シングルス
女子ダブルス

(★…関東大会出場決定)

横戸 仁くん (KCJ ワールドツアークラス)★
::龍埼悠生くん::(KCJ ワールドツアークラス)

◇38 回茨城県ジュニアテニス選手権大会
< １８歳以下 >
男子シングルス

(★…関東大会出場決定)

(KCJ ワールドツアークラス)★

３位 小林良徳くん
４位 松崎稜太朗くん
３位 小林良徳くん
松崎稜太朗くん
２位 瓜生瑞歩 組

(KCJ ワールドツアークラス)★
(KCJ ワールドツアークラス)★
(KCJ ワールドツアークラス)★
(KCJ ワールドツアークラス)★
(KCJ ワールドツアークラス)★

４位 田子開翔くん
４位 田子開翔くん
三浦侑也くん
５位 ::石川莉咲さん
３位 赤松果林さん
石川莉咲さん

(KCJ ワールドツアークラス)
(KCJ ワールドツアークラス)
(KCJ ワールドツアークラス)
(KCJ ワールドツアークラス)
(KCJ ワールドツアークラス)★
(KCJ ワールドツアークラス)★

５位 横戸 仁くん (KCJ ワールドツアークラス)★
４位 木村彩音さん (KCJ トーナメントクラス)
佐藤亜紀さん (KCJ トーナメントクラス)

【国際大会】世界 Jr ランキング大会 18 歳以下
◆ ITF Jeju International Junior Championships 2018 (G4)
::男子シングルス :本戦１R ::藤田裕暉くん (KCJ ワールドツアークラス)
:::本戦１R
::金 棟絃くん (KCJ ワールドツアークラス)
D 男子ダブルス
本戦 B16 藤田・金 組 (KCJ ワールドツアークラス)

◆ ITF Yeongwol International Junior Championships2018 (G5)
::男子シングルス :本戦１R ::藤田裕暉くん (KCJ ワールドツアークラス)
暉

:::本戦１R
::金 棟絃くん (KCJ ワールドツアークラス)
本戦１R
::角平明帝くん:::(KCJ ワールドツアークラス)
:男子ダブルス
本戦 B16
藤田・金 組 (KCJ ワールドツアークラス)
：：

◆ ITF Sunchang International Junior Championships2018 (G5)
::男子シングルス :本戦 B32 ::::藤田裕暉くん (KCJ ワールドツアークラス)
本戦 B32 :角平明帝くん:::(KCJ ワールドツアークラス)
:本戦 1R
::金 棟絃くん (KCJ ワールドツアークラス)
本戦 B16 藤田・金 組 :(KCJ ワールドツアークラス)
本戦 B32 :角平明帝 組 ::(KCJ ワールドツアークラス)

：：

男子ダブルス

◇テーマ◇
◇マナー◇

今月のセルフイメージ

《5 月のレッスン予定》 ＊予約表でご確認ください
＝ 5 月の連休について・全校 ＝

男子シングルス

5 月のテーマ・マナー

ITF(世界テニス連盟)のジュニア大会は、すべて 18 歳以下であり、世界ラ
ンキングを決めるポイント大会なので各国の上位選手でなければなかなか
参加できません。その中で KCJ ワールドクラスの選手たちは上記の戦果
を残してくれました。国内最大の大会につながる大会をキャンセルしてま
で、
「世界を目指すことを優先したい」のだそうです。

「感謝！」
「ありがとうございます。
をたくさん使おう！」
一日一
善」

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…

◆「子を見れば親がわかる」 … 親の在り方しだいで子供は化ける！
表題にドキッとされた方もいるのではないでしょうか。１００％とは言わない
までも、親を見たとき「やっぱりね！」と思うことが多い。親と話すほどにそれ
は正しいと思えてきます。ジュニアの指導を始めてから 35 年以上になります
が、子供の才能よりも親の在り方のほうが大切と言い切ってもよい気がしてい
ます。どんなに才能があっても 8 割近くは親がつぶしていると感じています。
逆にそこそこの才能でも親しだいで大化けする子もいます。
親を責めているわけではありません。なぜなら成功する選手の親の在り方の
ほうが一般的ではないからです。これだけ長く子供とトップ選手を目指してい
ると、どういう親が子供をスポーツ選手として成功させられるかが自ずとわか
ってきます。一番の資質は、子供を大信頼していること。これは絶対です。悪く
言うなら少々親バカです。過去に「親バカであってください」と題した文を載せ
たこともありますが、少ない親バカから成功例が多く出ていることも事実です。
ただし節度のある親バカです。エジソンの親しかり、周りから何を言われようと
子供の可能性だけを信じて応援する姿勢です。逆に小言が多い親に子供のテニ
スでの成功例を見た記憶はありません。なぜなら親が子供をほっとけないから
小言が出るのであって、子供は「自分は親に信頼されてない」という自己否定の
セルフイメージを積み上げ自分の評価を下げていき、まさしくそのレベルにな
っていくからです。細かいことをチマチマ言われると子供は必ず反抗したくも
なります。
「あなたのことを信頼してないよ」というメッセージを親が発信して
いるからです。その時点で耳に壁を作りコーチからの同じ様なアドバイスにも
耳をふさぎます。反対の態度をとる場合も出てきます。また、今日は「あれがダ
メだった」とか帰りの車で言ってしまう親の子は精神的な安定感と集中力があ
りません。特にコートわきで親が見て居ようものならボロボロになります。親の
目と帰りの車内が気になり、目の前のボールに集中なんてできるわけがないの
ですから。
「俺(私)が見ている。つまらないプレーをしたら承知しないぞ！」など
のメッセージが伝わってしまっては最悪。自分のプレーに集中できない選手が
成功する可能性も「0％」。しかし小言では身につかないことでも、自分で経験
したことはしっかり身につく傾向があります。両親が朝早くから仕事でいない
子は自分で起き食べ、自分で身支度をします。自分で起きれなかったとき痛い目
を見たからです。親に起こされる子は、人に尻拭いをさせているようなもので、
遅刻しようものなら人のせいにするのでしょう。テニスはすべて自分の責任に
おいて試合を進行させなければなりません。セルフジャッジ、ノーコーチング。
コートに入ればだれの助けも求められません。自立と自律。さらには自分の心が
コントロールでき、相手の心さえも読み取れる高い EQ 力が必要です。社会に出
て最も頼りになるものばかりです。
「子供はみんな天才」よく聞く言葉ですが、
あながち間違いではありません。私の生徒でも親の在り方と平均的な生活力(お
許しください)が、かみ合えば日本の五指に入っていたはずの選手が 15 名は下
らないと思っています。それだけ子供の可能性はすごいのです。

★Event★
・セルフイメージアップ教室・・・未来の子供の幸せ、必ず UP します。
小さな成功を積み上げていく、口ぐせを変える、など潜在意識をプラスに働か
せるワークや、成功しやすい目標の立て方などを楽しく体にしみこませていき
ます。メモやノートを取れない園児でも、雰囲気の中で変化が見えてきます。
日程：5 月 27 日(日) 13:30～15:30
場所：水郷体育館：視聴覚教室
持ち物：筆記用具、飲み物、お菓子など

参加費：500 円

・KCJ サーブなし大会・・・いち番小さな大会。試合したい人、集合！
誰でも簡単に 10 試合くらいはできます。テニス選手や大会参加を目指す人に
は超おススメ。みんなで積極的に参加しましょう。
日程：6 月 17 日(日) 時間 8:45～16:00
参加費：2000 円
場所：水郷テニスコート
その他：飲料、食事持参
＊6/17 は 6/15-16 の大会予備日なので、前、前々日の天気次第では中止になります。

前回の「ウインブルドンなどのグランドスラム大会に続く大きな大会で優勝
した大阪なおみ選手が、優勝スピーチで使った言葉が話題になりました。
その話題になった言葉とは何でしょう。
」
の答えは D の史上最悪でした。A と答えた人も多く、このウイナーズスピーチの
評判が最高と書かれた記事も多かったので間違ってしまったのかもしれませんね。
あなたもウイナーズスピーチができるといいですね！
◆当選者

伊地知楓さん 寺坂芽衣さん

太田歩くん 矢口瑠夏さん しろ本ひじりくん

き り と り

≪ＫＣＪからの質問≫ 抽選で 5 名様に、KCJ くじ 1 回分をプレゼント！
国際大会や全国大会で数多くの好成績を残している KCJ 選手
たちの戦績を HP に載せています。
その他にも上記大会や「関東テニス協会公認ランキング大会」
で数多くの優勝、準優勝、上位入賞など数の好成績を残して
います。HP の「選手戦績」をぜひご覧ください。

Ｑ. 「KCJ サーブなし大会」に参加してみたいですか？
回答いただいたすべての方から抽選を行います。氏名
A.する！

B.したい！

C わからない

D.したくない

（1 人 1 回まで）締切(しめきり) 5/ 20 親の既読サイン

E.絶対しない！

