
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

22 日はクリスマス会！ 好天だといいですね。しっかり予定をあけておいてくださいね。今

回もこれでもかってほどプレゼントを用意いたします。一人でも多くの子供たちに、たくさ

んのプレゼントが渡りますように！ また、年内最後の大会(土浦市小中学生大会)、少しでも

でも気になるのであれば、勇気を持って挑戦してみましょう。 

 

 

 

《12 月の休講予定》 ＊予約表でご確認ください 

＊12 月 28 日(金)～1 月 4 日(金)全校お休みとなります。 

土浦校 
   :2 日(日) 水郷コート大会により休講クラスがあります(臨時クラス開講予定) 

:::９日(日) :水郷コート大会により休講クラスがあります(臨時クラス開講予定) 

16 日(日) 小中学生大会により 16:00 以降のレッスンのみ開講となります。 

22 日(土) :::クリスマス会により、休講になります。 

27 日(木) リトルキッズクラスのみ休講になります。 
 

美浦校 
 1・2 日(土日)ミズノ(松岡修造とのイベント 

3 日以降は照明の全取替工事によりしばらくお休みとなります。 
 

 牛久パサニア校 

   22 日(土・祝) 土浦校クリスマス会のためコーチ不在により休講です。 
 

※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★ 

12 月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇「毎日続ける」 
◇マナー◇ 「準備運動と、整理運動

を 

しっかりやろう！」 

               一日一

善」 

 

 
 

 

★土浦市小中学生テニス大会 (当アカデミー外のイベントです) 

KCJ テニスアカデミー主催ではありませんが、土浦市体育協会硬式テニス部

(土浦市テニス協会)が行う大会です。楽しくたくさん試合ができ、大会に出た

ことがないという子供たちに超おすすめです。KCJ スタッフが運営していま

すので安心してご参加ください。(サーブあり、フロントに申込用紙を準備) 

 日程：12 月 16 日(日) 予備日 H31/1/6(日)  ８:３０～１５:００ 

 参加料：2500 円 場所：水郷テニスコート ＊雨天中止 
 

・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 
最近子供たちの中から「セルフイメージアップ教室絶対参加したい」という声

が増えてきました。毎回欠かさず出席する子も増えてきました。講義自体を楽

しく感じてくれていることもあるでしょうが、なにかしら自分の成長に得るも

のがあると思ってくれているのでしょう。みんな笑顔が増えてきて、明るくな

りつつあります。年内最後の講義、来年に向けて是非参加してみましょう。 
日程：12 月 15 日(土) 13:30～15:30  参加費：500 円 

場所：水郷体育館 視聴覚室 
 
 

・クリスマス会・・・これでもかっていうほど、プレゼントがもらえる（かも） 
今回も感謝を込めてあふれんばかりのプレゼントを用意しています。１人で

20 個以上持って帰る子供も…大きな袋を用意してきてくださいね。お昼は、

食べ物とケーキを用意しています。お菓子もたっぷりありますよ。楽しいゲー

ムもいっぱい。この日の予定はこれで決まり！ (★雨天は屋内で行います) 
日程：12 月 22 日(土) 水郷コート・ゲートボール場 10:00～15:00  

場所料金：1000 円（両方参加される人は 2000 円） 

申込：参加料金とともに各校フロントにお申し出ください。 

準備：飲み物(ペットボトル１個付き)  運動のできる格好 

   プレゼントを入れる袋(大きさ自由、名前記入) 

 ＊HP で今までのクリスマス会の様子を是非ご覧ください。 

◆http://www.kcjta.com/news/9812/ 
 

 

・小練習会＋奉仕活動・・・来年に向けて心の掃除もしませんか？ 
年内最後の行事です。参加人数によってテニスの練習はメニューを決定しま

す。その後お世話になったテニスコートや公園をきれいにしましょう。 
日程：12 月 28 日(金) ９:30～12:30  参加費：500 円   

持参するもの：テニス用品、ごみ拾い用具 
 

※ 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 

 

 
 

 

◇第９回プレひよこグリーンボール大会 
1 位トーナメント ベスト 4  横田優月さん(プロキッズクラス) 

２位トーナメント 優 勝   大塚仁一朗くん(トーナメントクラス) 

4 位トーナメント 優 勝   横田寧々さん(ジュニアクラス) 
 

 

◇第 39 回三菱全日本テニス選手権 2018 (全国大会) 
女子シングルス 予 選   準優勝    押野沙穂(ワールツアードクラス卒) 

女子ダブルス  本 戦   Best32 ::::押野沙穂 
 

《 国際大会 》 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
◇ The Inter Collegiate Tennis(ITA)  

Association Regional championships 
:男子シングルス ２R  申 乾浩くん (ワールドツアークラス卒) 

◇ All American Tennis Championships  

(全米大学生テニス選手権大会) 
 男子シングルス 予選２R 申 乾浩くん (ワールドツアークラス卒) 

◇San Diego Tennis Tournament (アメリカ大学生の大会) 
::男子シングルス 本戦 3R 申 乾浩くん (ワールドツアークラス卒) 
     

 

前回のクイズ、テニスの得点。0 点はラブ、1 点はフィフティーン、2 点はサー

ティー、では 3 点は？の正解は、フォーティーでした。テニスを難しいイメージ

にしているのはこのカウントの呼び方にも原因があります。でも慣れれば簡単。

早く試合ができるように、カウントやルールも早く覚えてしまいましょう。 
 

◇当選者 石井美空さん  宇田彪雅くん  関思温くん 海老澤心さん しろもとひじりクン 

 

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．セルフイメージアップ教室に持っていってはいけないものは？ 
(全部書いてください) 

a カレーライス   b お菓子    c 枕   d お酒   e マンガ本 
 

<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 12 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… 
 

◇子供の未来のために…親の皆さんも共に学んでいきましょう。 
 

大学受験に関しての話は皆さんも驚かれるかもしれません。実は KCJ のトーナ

メントクラス以上の選手から、有名国立大学(筑波大 6 名、東大 2 名、一橋大 1

名)に 9 名が現役合格、前記のようにアメリカ南ユタ州立大学にもスカラシップ

で合格しているのです。どう見てもテニスばかりをやってきた勉強時間が最も

短いはずの彼らを見てきている私にとって最初は不思議としか言いようがなか

ったのですが、テニスという長時間の試合を何度も勝ち上がっていく子供たち

が持っている、自分の心と体への信頼、回転の速い頭脳、集中力、基礎体力、感

性の高さがそれを可能にするのだろうと思っていました。しかし彼らの共通点

にはそれにプラしてス、自分の在り方と将来に対する自信がありました。後で

「○○大学へ行っている自分が普通に想像できた」という子もいました。初めて

塾に行ったのが高 2 で本気で勉強を始め高 3 までテニスも続けていた子です。

他の子もみんな受かると思っていた子たちです。早くから塾に行っていても志

望校へ行けなかった子たちはテニスの大会でも力を出し切れないどこか自信を

無くしている子たちでした。この違いは何なのか？長年問い続けてきた中で「セ

ルフイメージ」という言葉にたどり着きました。 
 

セルフイメージとは「自分に対する自分の評価」です。KCJ では 10 年も前か

らこのことを子供への指導において最も大切なテーマとして向き合ってきまし

た。なぜなら子供たちがその自己評価の通りに将来を歩むからです。これは大体

そうなるとか言ったレベルではなく必ずそうなっているのです。ジュニア指導

の 37 年間に数千人以上は子供たちに触れている私にとって確信となっていま

す。自分のことを高く評価している子供はたいしたことをしていないように見

えても自己評価なりの高い水準になって行くし、低い自己評価の子供は親子共

にいくら一生懸命になっていても結局低い水準に留まってしまうのです。 
 

理由はともかくとして、このように明らかな結果が出るのであればこのセルフ

イメージを高くしていけば子供の将来への不安は解決していくのではないかと

思うのです。セルフイメージアップ教室でも「口癖を変える」「小さな成功を積

み重ねていく」「目標や夢に名前を付ける」「感謝探し」「足る探し」「物事の見方

を変える」「OK ライン」「できたノート」などなど様々な方法を使って子供たち

のそれを上げようとしていますが、やはり最も身近な親からの影響が一番大き

いそうです。来年はぜひとも子供の幸せのために何ができるかを親の皆様とと

もに学んでいける機会を作ろうと思っています。 

 

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 オーストラリア校で語学とテニス国際ランキング上位進出を兼ねて修行し、見事、ア

メリカの南ユタ州立大学にスカラシップを得て合格した申乾浩くんが、入学早々、アメリ

カ大学のトップリーグで下記の好戦績を上げました。そのトップリーグには世界上位ラン

カーもいるなどプロ並みの選手が勢ぞろい。その中で昨年の MVP 賞を取った誰もが認め

る選手に勝利するなどの活躍も見せました。テニス用品、大会経費、飛行機など交通費、

宿泊費などすべて学校持ち、学費の免除を合わせると彼の場合 4 年間でおそらく 3 千万

円を超えそうだというのです。こういったスカラシップは日本では無いシステムで、アメ

リカのトップリーグ(Division１)や NCAA(全米大学体育協会)のすごさがわかります。 

また、同様にアメリカ大学のスカラシップ入学を目指して現在オーストラリアのシドニー

で修行中の藤田裕暉くん(ワールドツアークラス)も日々、テニスに語学に頑張っています。

皆さんで応援してあげましょう。 

 

後列左から 2 番目 申乾浩くん 

http://www.kcjta.com/news/9812/

