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京都教育大学地域スポーツクラブ会報 No.１２ 

 

 

 

  

 世界でも誇れる素晴らしい京都教育大学地域スポーツクラブ 

―未来を目指して一人一人が羽ばたこう― 

今から６年前、日本でも数少ない大学を基盤とした地域スポーツクラブは、２００７年 

（平成１９年）に試行され、翌年、正式にＫＹＯ2クラブとして発足しました。 

発足当時の子どもたちは、今どうしているんでしょうか。中・高校生としていろんなとこ

ろで活躍していることでしょう。また、その時の指導していた学生スタッフは、卒業後、

小学校・中学校・高等学校さらに大学などの現場で当クラブでの経験を生かしつつも、苦

労していることでしょう。 

会員の皆様にとってはいかがなものでしたか。当時、どんな思いで参加されたり、協力・

応援されたのでしょうか。これからの当クラブの未来は如何なものでしょうか。会員の皆様をはじめ、事務局・スタッ

フも、少子化など大変厳しい時代を迎えています。毎年、クラブの運営・指導には多くの時間と人力を費やし、総会、

講演会、小学生を対象とした陸上・サッカー・バスケットボール・器械体操教室や一般を対象としたランニング教室、

さらに藤森駅伝大会などを開催しています。その結果、会員の皆様だけでなく、保護者や応援に来てくれた人、見学に

来てくれた人など、多数の人達が京都教育大学に来て、自然一杯の素晴らしい環境の中での活動を目の当たりにしてく

れました。そして、もっとこうであったらいいな、こんなことができるクラブであればいいな等々、いろんなことを感

じられたことでしょう。 

では、これから、私達は、どのようにクラブを運営し指導し、さらなる活動をやっていけばいいのでしょうか。 

スポーツ、それは一人一人の人生にとって、とても大事なものです。我がクラブは、今後、時代がどんなに変化しよう

が、子どもたちや参画する今を生きている人々のために、その運営・指導・活動をどのようにすればいいのか、様々な

課題はありますが、私たち一人一人のスポーツに対する行動が、今後のＫＹＯ２クラブの育成に、素晴らしいものであ

るように願っています。 

子どもたち・会員の皆様やスタッフが、暑い時でも寒い時でも、広いグラウンドでスポーツをしたり、見たり、そし

て支えたりする姿をいつまでも見られるように、お互い頑張っていきましょう。 

  

 

 

 平成 25年11月3日（土）に第5回藤森駅伝大会が開催されました。毎年、多くの小学生、中学生、

地域の方々に参加していただいており、今年は小学生の部 69 チーム、一般の部 22チームが健脚を競

いました。大きなアクシデントもなく、無事大会が終えることができましたのは、ご参加・ご協力下さっ

た皆様のお蔭です。本当に有難うございました。 

 

【一般の部(11.2km)】 【小学生の部(8.3km)】 

優勝 チーム大西造園        39分08秒 

準優勝 もっチーズ       39分44秒 

３位 桃中陸上部       39分46秒 

４位 桃山ファイターズ    40分13秒 

５位 大栗栖中学校A      40分25秒 

優勝 桂徳A           30分44秒 

準優勝 下鳥羽クラブA     30分50秒 

３位 修学院B        30分51秒 

４位 大宮クラブA      30分56秒 

５位 桃山小学校A       31分12秒 

3年目を迎えて KYO２クラブ通信 
京都教育大学  

地域スポーツクラブ事務局  

〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町１ 

Tel 075-644-8641 Fax 075-644-8289 

 （月・水・金の15時～18時、祝日は除く） 

E-mail    spoclub@kyokyo-u.ac.jp 

HP      http://www.kyo2sc.net/ 
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１２７名  （男 70名 女 57名）  

 立ちはばとびが一番たのしかったです。いつも、

ちょうきょりをはしっているから、力がついてきま

した。             １年生 男子 

 はばとび・ソフトボール投げ・50ｍそう（100

ｍ）・クイックジャンプなどをやってきて、いちばん

がんばりたかったのは、50ｍそう（100ｍ）と、ソ

フトボール投げです。50ｍそう（100ｍ）は、タイ

ムがあがってとてもうれしかったけど、ソフトボー

ル投げは、「もうちょっとのびたらいいかな」と思い

ました。走ったり、投げたり、とんだりするのを、

もっとれんしゅうをして、すこしでも上手になれた

らいいなと思います。           

２年生 女子 

たちはばとびが、なかなか遠くまでとべなかった

から、むずかしかったです。クイックジャンプは、

最初はなかなかとべなかったけど、うまくとぶこと

ができるようになったからよかったです。            

３年生 男子 

 陸上教室に入って、投てきで初めてバーをこえて投

げることができました。 苦手だったのでとても嬉しい

です。幅とびが一番好きになりました。３ｍとべなかっ

たので、もっとがんばりたいです。                

４年生 男子 

 走る・とぶ・投げるという種目で、それぞれ速くなっ

たりするためにどうするか、などのたくさんコツを教

えてもらい、その結果、それなりに記録が伸びたりタ

イムが縮んだことも多くてうれしかったです。ふだん

学校や家でやっていない、トレーニングもここではさ

せて頂いて、難しかったり、すぐに疲れたりもしたけ

ど、とっても楽しかったです。           

５年生 女子 

 １年生から練習に参加させてもらって、少しずつ

ではありますが、記録も伸びていて頑張りが数字に

なって表されることが、本人にとっても、親にとって

も励みになっています。暑い中、寒い中の練習に一

生懸命参加している我が子をみて、頼もしく感じて

います。今後共よろしくお願いします。  

           ２年生 保護者 

 １年生から陸上教室に入会させて頂いて、はじめ

は「陸上楽しい！」と言って練習にいっていました

が、最近では「もっと速く走れるようになりたい！」と

意欲的になってきました。私は、楽しんで練習に取り

組んでくれることが嬉しかったのですが、積極的に

なってきてくれたことも、とても嬉しいです。先生方

のご指導のおかげで少しずつ成長してきています。

有難うございます。             

３年生 保護者 
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７３名   （男 70名 女 3名） 

 

 

 

 

 こまかい「ドリブル」がむずかしかったです。

ぜんぜんサッカーのことをしらなかったけど、す

こしはルールがわかってきました。なかまがだい

じだってわかりました。２年生になってもいろい

ろおしえてください。      １年生 男子 

 サッカー教室に入って楽しかったことは、しあいで

す。かったり、まけたりして楽しいです。 

 できるようになったのは、こまかいドリブルです。こ

まかいドリブルは、てきをよける時に必要だから習っ

てよかったです。 

                   ２年生 男子 

KYO２クラブのサッカー教室に入ってよかった事は、

いろんな事ができるようになったことです。 

楽しかったことは、１．２．３年生+４．５．６年の合同

練習が楽しかったです。 

              ３年生 男子 

 楽しかったことは、いろんな人や、コーチとサッカー

ができたことです。これからもサッカーを続けたいで

す。                      4年生 男子 

 楽しかったことは、試合中にシュートを決められたこ

とです。 

 最初、ドリブルに苦労したけれど、だんだんうまくなっ

て、試合の時に、ドリブルでかわせました。 

 学校でサッカーをしている時に、友達や先生にほめら

れたこともあって、サッカー教室での練習が役に立った

のだと思いました。   

 ６年生 女子 

 一年間、サッカー教室に通えて楽しかったです。

他の学校の友達とも話す機会ができて、よかった

です。 

 試合をもっとしたかったです。 

６年生 男子 

 第１クール、第３クールと参加させていただきま

した。第１クールの時は、子どもを指導してくださる

先生方も慣れない様子で不安もありましたが、第

３クールになるとよく子ども達をみて、子どものレ

ベルに合う指導をしてくださっていると感じました。                  

１年生 保護者 

 今では、木曜日が待ち遠しいみたいで、本当に

入らせて良かったと思っています。自分からボー

ルに向かっていくことがなかなかできないようで

すが、本人なりに“がんばる”こと、“続ける”ことを

している様子です。最後まで片付けることが練習

だと思ってくれているようなので、安心して参加さ

せていただいています。 

２年生 保護者 
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   ５４名  （男 ２８名 女 ２６名） 

 

 

 

 

  

 てつぼうがたのしかったです。

いろんなわざがあって、みんなは

むずかしそうだけど、ぼくはたの

しいです。もっとてつぼうのれん

しゅうをしたいです。 

１年生 男子 

 はじめは、後回りと

逆上がりがむずかしか

ったけど、できるよう

になりました。 

２年生 女子 

とび箱では、とべなかった段が体そうでとべたから、学校

でもたくさんとべるようになりたい。鉄ぼうはあまり学校

でやらないからできないと心配していたけれども、学校よ

りたくさん出来てうれしかった。マットでは、あまりできな

い側転も、体そう教室ではたくさんできたので、学校のみ

んなに見せたり発表してみたいです。    

３年生 女子 

 学校のじゅぎょうでは、とび箱に

じしんが持ててなかったけど、この

体そうのとび箱をやって少しじし

んが持ててきました。これからも

体育の授業に役立てていきたいで

す。 

４年生 男子 

・鉄棒…後回りと前回りができるようにな

って、とても楽しくなった。 

・とび箱…高い段で、かかえこみとびが、

たまーにできるようになった。 

・マット…難しくて、あまりできない。   

         

   ６年生 女子 

 運動不足気味なので入会させましたが、少しは体

力もつき、楽しく体を動かすことができたと思います。

体格の割に筋力がなく、思うように体が動かず四苦

八苦し、苦労している姿を見ると、「頑張れ！あと少

し！」と思わずいっていることも多々ありました。今後

もこの調子かもしれないですが、宜しくご指導お願い

します。 

２年生 保護者 

 自信をもてなかった娘も、できる喜びを

味わい、クールとクールの間は「まだ体操

ないの？」と何回も聞くほどでした。 

 丁寧にご指導くださり、有難うございま

した。 

6年生  男子 

 とびばこの六だんが

とべるようになったの

がうれしかった。 

                 

５年生 男子 



5 

 

 

 

 ３７名 （男 ２３名 女 １４名） 

 

 

 

 しあいがたのしかった。パスができるようになっ

た。ボールを体のまわりにかいてんさせるのがむず

かしかった。          １年生 男子 

 シュートが、入らなかったことがむずかしかっ

た。ドリブルのやりかたがわかって、３０回もでき

てたのしかった。        １年生 女子 

 ハンドリングマスターとシューティングマスターをさ

いごまで進みたかったけど、進めなかったからざんね

んでした。来年もくるか、わからないけど、がんばり

たいです。                 ２年生 女子 

 うまくできたから、たのしかった。 

１年よりもハンドリング・シューティングマスターがう

まくなりました。              ２年生 男子 

 クロスキャッチとレッグスルーが出来てうれしかっ

た。レイアップシュートの右左れんぞく３本が難しかっ

た。 バスケットボールをして、楽しかったので来年も

入りたいです。              ３年生 男子 

 僕は、このバスケットボール教室を始めてからぐ

んぐん成長したと思います。なぜなら、ハンドリング

マスターやシューティングマスターをやって、シュート

やドリブルがうまくなったからです。バスケットボー

ル教室をはじめてよかったです。   

    ４年生 男子 

 わたしは、バスケがあまり得意ではなかったか

ら、学校でやる時は「えー」てなっていけど、今で

は「やった、バスケがんばろう！」と思うようにな

りました。バスケをしてよかったことは、バスケの

いろいろな技が身についたことです。 これから

は、バスケで習ったことを生かして、いろんな所

（学校など）で力を出していきたいです。 

              5年生 女子 

 

 教室に入る前よりも、シュートが入るようになっ

た。その他にも、色々できるようになったのでよ

かった。ここで習ったことを生かして、頑張ってい

きたいと思います。 

6年生  男子 

 人見知りするところがあり心配でしたが、一度も

休むことなく楽しく教室に通うことができ、スタッ

フの方達には感謝しています。シューティングやハ

ンドリングマスターなど目標をもって取り組み頑張

っていました。14回だけでしたが、ここで学んだこ

とを活かして欲しいです。              

4年生 保護者 

 球技に慣れていなかったのが、それなりに習得でき

良かったと思います。しっかり運動させてもらい、通う

価値もあったと思います。スタッフの方にも温かく指

導してもらいました。   

        2年生 保護者 
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平成２５年１１月３日（日・祝）の午後に本年度の定期総会を開催しました。 

 主な議題は、平成２４年度の会計決算、平成２６年度の事業計画及び会計予算の他、正会員の年度会費減額 

（平成２６年度から年額２，０００円）、本クラブ第４期（平成２６～２７年度）の役員選出等でした。 

 審議の結果、理事会提案の議題が全て承認され、次期役員も滞りなく選出されました。 

 祝日にもかかわらずご出席いただいた代議員の皆さまにはあらためて感謝申し上げます。 

*********************************************************************** 

 今回の総会では代議員の方から、次年度のスポーツ教室登録方法（継続希望者の優先措置）についてご要望を

いただきました。これを運営委員会に持ち帰って検討した結果、新年度の登録についてある程度ご要望を反映す

るかたちをとることができました。 

 いただいたご意見をすべて採用することは難しい面もありますが、われわれ運営側としては、できるだけ会員

の皆さまの声をクラブづくりに活かして行きたいと考えておりますので、今後ともお気づきの点がございました

ら遠慮無くお申し出ください。 

 コーチの指導と色んな世代の方々と一緒に練習がで

きる点で自分のスキル向上を図るのに、一番最適だと思

っています。一人では、甘えが出てしまうので、自分の力

以上のクラスに目標を持って参加して、大会で自己記録

更新に向けて、頑張っています。 

              

 ６０歳代 男性 

 気がつくと、ランニングを始めて 7年目になりま

す。自己記録更新できるのがベストですが、怪我な

どで走れなかった時期もあり、健康で走れることが

何より大切だと日々思っております。 

素晴らしい練習環境の中で、サポートしていた

だいている皆さまにも感謝しています。 

                 

４０歳代 女性 

 ランニング教室にお世話になって５年。目的に適った

練習内容と適切なアドバイスをいただき、フルマラソンの

タイムも右肩上がりに更新してきました。 

一人ではできない練習が教室ではでき、本当に有難く

思っています。今後共、ご指導よろしくお願いします。  

              

 ５０歳代 男性 

８２名   （男 ４１名 女 ４１名） 

 


