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愛媛大学総合型地域スポーツクラブ広報チーム編集

　総合型スポーツクラブで，「たい力」をつけよう！

愛媛大学総合型地域スポーツクラブ理事　日野克博
毎年，文部科学省から「体力・運動能力調査」の結果

が報告されています．体力は，昭和60年代をピークに，毎
年低下傾向を続けており，数年前には，もうこれ以上下が
る余地がない「下げ止まり」の危機的状況にあることが報
道されました．実際，逆上がりができない子どもやキャッ
チボールができない子ども，些細なことでけがしたり，病
気になる子どもが多くなっています．昔は，「子どもは風
の子」といって外で遊ぶことが当たり前でしたが，今は
「子どもは火の子」のごとく室内でゲームに興じる姿が多
くなっています．昔を思い出せば，身近なところに手軽に
できる運動遊びの場がたくさんありました．実はそうした
遊びの場が子どもの「たい力」を高めたり，意味のある経
験をたくさん含んでいたのです．さらに，運動を通して親
と子ども，あるいは子ども同士で豊かなコミュニケーショ
ンが図られていました．そうした環境を整え，運動に親し
み，楽しく活動する機会を提供するのが社会や地域，何よ
り大人の役目なのかもしれません．
総合型地域スポーツクラブは，多世代（いろいろな年

代の人が）・多種目（いろいろな種目を）・多志向（それ

ぞれの目的に合わせて）をコンセプトに，全国各地に設立
されています．当クラブにおいても，８つの教室や各種イ
ベントが開講され，会員さんの「たい力」向上に努めてい
ます．ここでいう「たい力」とは，単に筋力や瞬発力と
いった数値で測定できる体力だけではありません．例え
ば，つらくても最後まで頑張ってやりとげる耐力（たい
りょく）や，みんなで目標に向かって一致団結する帯力
（たいりょく），チームが一つになって行動する態力（た
いりょく），誰とでも仲良く交流することができる対力
（たいりょく）など，さまざまな「たい力」で，まさに，
生きる力としての「たい力」で
す．「たい力」を高める最大の
秘訣は，スポーツに熱中し，夢
中になることです．総合型ス
ポーツクラブを通じて，スポー
ツの魅力や楽しさを再確認し，
「たい力」をつけていきましょ
う！

　スポーツ教室　～後期に向けて～

ウォーキング教室

ウォーキング教室では『楽しく，生き
生きと』をスローガンに今年度も活動し
ています．歩行だけではなく毎月体力測
定を行い，自分の健康のチェックもして
いただいています．また歩行後には，プ
ロの尺八演奏家の橋本岳人山さんの演奏
もあり疲れを癒す機会も設けています．

前期ではウォーキングコースの充実とい
う課題が出ました．後期では新たな
ウォーキングコースの追加，２年ぶりと
なる太山寺コースの復活など会員の皆さ
んに満足してもらえるような教室づくり
をしていきたいと思いますので，後期も
よろしくお願いします
＜４回生・松本一真＞

成人スポーツ教室

前期の成人スポーツ教室はこれまでの
会員さんはもちろん，新たにたくさんの
方々がご参加くださり，雰囲気，運動内
容共に充実したものになりました．メ
ニューは卓球，ソフトバレー，バドミン
トン，ウォーキング，スポーツ大会を企
画させていただきましたが，我々スタッ
フの技術レベルの低さが見られ，皆さん

に満足していただくことができませんで
した．体組成のグラフについての知識不
足も課題の一つです．後期こそは皆さん
一人ひとりに満足していただけるようス
タッフ一同頑張りたいと思いますので，
今後ともよろしくお願いします！
＜３回生・仁木純子＞
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バレーボール教室＆学習塾

バレーボール＆学習塾の前期の反省と
して，どの学年も練習メニューがまだま
だ数少なく，練習のマンネリ化が改善で
きていないと思います．学生が皆で練習
メニューを考え，保護者や子どもの意見
があれば取り入れていき，子どもたちが
満足できる練習をしていきたいです．
また，学習塾のときに集中して勉強でき
ている子とそうでない子がいるので，皆
が集中して勉強できる環境を作っていき
たいです．そして，これからは寒くなる
ので，ウォーミングアップや準備体操な
どのバリエーションもできる限り増やし
て，練習メニュー同様にマンネリ化しな
いように，更には怪我の防止にも努めて
いきたいです．
＜３回生・亀田善昭＞

キッズ・サッカー教室

前期は，毎週土曜日に16時から山越グ
ラウンドで教室を開催しました．全９回
の活動を行い，うち１回をファミリーデ
イとし，親子でサッカーを楽しんでもら
えるようにしました．スタッフには指導
者C級ライセンスを取得した者（１名）
やキッズリーダーの資格を取得した者
（４名）がおり，しっかりとした指導力
を持って子どもたちに指導していけるよ
うになりました．後期もスタッフの指導
力の向上を課題とし，さらに子どもたち
にサッカーを楽しんでもらえるような場
にしていけるように努力していきたいで
す．
＜３回生・芝まどか＞

学習とスポーツ

前期ではソフトバレー，バスケット
ボール，卓球を行いました．指導の仕方
などに悩みましたが，子どもたちがとて
も楽しそうに活動している様子をみて，
後期ではさらに指導を工夫し，より楽し
く身につけられるようにしたいという考
えが強まりました．また学習において
は，進んで勉強に取り組む雰囲気作りを
行っていきました．しかし子どもが環境
になれてくると，どうしてもだれてしま
うという課題が残りました．より良い学
習の環境作りを目指していきたいです．
その他にもデイキャンプを行いました．
たくさんの保護者の方にも参加して頂き
楽しいものとなりました．後期にはサッ
カーやハンドボールなどを予定していま
す．前期の反省を生かし頑張っていきた
いです．
＜３回生・宮岡なつみ＞

ビギナー・マラソン教室

前期は主に説明会，体力テスト，マラ
ソンに関する講義合宿を実施しました．
昨年度の反省を生かしながら会員の方々
によりよい練習環境を提供できるよう
に，スタッフ一同活動し，会員の方々に
支えられながら前期の活動を終えまし
た．後期ではマラソンシーズン到来とい
うこともあり各種大会に出られる方への
サポート体制を整えたりLSDやリレーマ
ラソンなどの練習メニューを提供する予
定です．月に２回程度の練習会ではあり
ますが，会員の方々と和気あいあい，初
心者の方からベテランの方まで楽しく活
動できるように頑張ります．
＜３回生・三木アカネ＞

ダンス教室ゼロポイント

前期はパートナーストレッチ，コミュ
ニケーションワーク，コンビネーション
を主として活動しました．今期から職員
の方も参加できるようになり，経験者の
方も未経験者の方もみんなが楽しめる教
室になりました．後期もみんなでさわや
かに汗を流しましょう！
＜３回生・渋谷せいか＞

キッズ・バスケットボール教室

キッズバスケットボール教室では競技
のレベルアップよりも子どもたちの交流
の場としての活動に主眼をおいて，バス
ケットボールの動きを取り入れた子ども
同士が互いに関わり合うことができる運
動を行いました．活動している中で子ど
も同士仲良くコミュニケーションを取り
ながら運動している場面を多く見られた
のですが，中には仲良く活動を行ってい
る輪に入れていない子や，悪ふざけをし
てしまう子もいたりして，どのように対
応すべきか分からないとこがあってしっ
かりとした対応ができませんでした．後
期は叱るべき場面ではしっかり叱るなど
のその場面，子どもに応じた対応を意識
して活動していきたいです．
＜３回生・土井康平＞
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　クラブを運営する各チームからの活動報告です！

愛媛大学総合型地域スポーツクラブ
では，学生および大学院生，約120名
が７つのチームに分かれて，クラブ運
営に携わっています．また，教員11
名もそれぞれのチームに分かれて学生
の指導にあたり，学生と共同でクラブ
の運営を行っています．

総務チーム

前期は，７月の運営委員会の企画・
運営を行いました．各教室，チームの
リーダーと連絡をとりながら準備にあ
たりました．反省点は，運営委員会の
日程決めが遅くなったため発表資料の
準備期間が短かったことです．後期
は，余裕をもって日程を組み，それぞ
れしっかりと準備が出来るような体制
を整えたいと思います．
また，１月からは総合型事務室の管理
も総務チームが行います．滞りなく管
理が出来るように準備を進めたいと思
います．
＜３回生・大森悠美子＞

広報チーム

広報チームは前期の主な活動として
HPの更新，第１回会報の作成を行い
ました．他にも今年度からの新しい取
り組みとして広報チームのブログを開
設しました．是非のぞいてみてくださ
い！！
反省点はHPの更新が遅い教室がある
ことです．２週間に１回のペースで
しっかりと更新していけるように頑張
ります．
＜４回生・池内佑妃＞

施設管理チーム

施設管理チームは，前期は，フィッ
トネスルームの使用状況が悪いという
ことで教室チームと連携してフィット
ネスルームのチェックをしました．活
動内容としては，月曜日から金曜日の
昼休みと18時から21時の間のうち２
時間で当番を決め，フィットネスルー
ムの受付や使用状況のチェック，清掃
をしました．
今後の課題としては，土曜日と日曜日
のチェックをどうするか，他の時間帯
のチェックをどうするかなど難しい課
題ですができるだけフィットネスルー
ムがきれいに保たれるように課題を解
決していけたらと思います．
＜３回生・前田哲太＞

イベントチーム

イベントチームは前期の活動報告と
して，10月に開催されるクラブ会員
交流イベントの企画を主に行いまし
た．昨年よりも会員のみなさんに参加
していただけるようなイベントにしよ
うとミーティングを重ねました．その
中での反省点は，ミーティングに全員
が集まらず，一部の人だけで話しを進
めていたことです．
後期はイベントも本番があるので，
チーム全員が一丸となって取り組み，
成功させたいです．
＜４回生・遠藤祐希＞

教室チーム

教室チームは，ストレッチマニュア
ル，救急処置マニュアル，電話対応マ
ニュアルを作成し，各教室に２部ずつ
配布しました．また，施設管理チーム
と共同で，昼休みや部活動などの時間
にフィットネスルームをきちんと利用
できているかをチェックしました．
後期からも総合型の運営がさらにス
ムーズにいくように協力して頑張って
いきたいと思います．
＜４回生・仙波恵美＞

研究チーム

研究チームは，前期にあまり活動す
ることができなかったので，後期では
定期的に１回生から４回生まで集ま
り，話し合いを進めていきたいと思い
ます．今年は，イベントについて様々
な視点から調査していき，よりよい愛
スポにしていきたいです．
＜４回生・井上裕也＞

教育チーム

教育チームでは，前期に各教室の視
察，視察結果報告を予定していました
が，いくつかの教室を視察できません
でした．後期は，まずすべての教室の
視察を行い，その結果をまとめ，今後
の愛スポに活かせるように，総会等で
報告しようと考えています．
前期は意欲的な活動ができていなかっ
たので，後期は積極的に活動したいと
考えています．
＜大学院生・黒田浩司＞

       
 大森 池内 前田 遠藤 仙波 井上 黒田

　イベント報告　～クラブ会員交流会～

10月31日（土）に『総合型地域スポーツクラブ・クラブ会員交流会』が行われました．当日は天気もよく，多くの会員の方
が参加してくださいました．今回はジャンケン鬼ごっこ，障害走リレー，チーム対抗の長縄，「バハバンディラ」という，タッ
チをかいくぐりながら相手の陣にあるボールを奪い合う競技を行いました．そして最後に，毎年恒例のビンゴ大会をして終了
しました．
普段は交流のない他のスポーツ教室の会員さん同士，大人から子どもまでが協力し合い，汗を流しながら楽しそうに取り組ん

EHIME UNIV. COMPREHENSIVE COMMUNITY SPORTS CLUB 

Nov 2009



でいる姿が見ら
れ，企画したス
タッフとしてと
ても嬉しく感じ
ました．このよ
う な イベ ン ト
が，地域の人と
人のつながりや
活動のきっかけになると思います．来年も今年よりも
多くの会員さんに参加しただけるように，企画広報の
活動を工夫していきたいと思います．参加して下さっ
た皆様，アドバイスや準備等してくださった先生方，
朝早くから手伝ってくれたスタッフの学生のみなさ
ん，本当にありがとうございました．
＜イベントチーム３回生・高岡恭平＞

　愛大ウォーカー　　　愛媛大学の耳寄りな情報を連載でご紹介します！

11月14・15日に開催されました第59回愛媛大学学生祭の様子をお知らせします．
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　ホームページとブログのお知らせ

これは，愛媛大学総合型地域スポーツクラブのホームペー
ジです．アクセスしたことはあるでしょうか？？　 ここに
は，愛媛大学総合型地域スポーツクラブのクラブ案内や各
スポーツ教室の活動報告，ブログなど様々な情報満載です．
ぜひぜひアクセスしてみてください！！

こちらは，ホームページからアクセスできるブログ『だか
らスポーツはおもしろい！』です．このブログは愛スポ広報
チームのスタッフがスポーツにまつわるちょっといい話を
リレー形式で綴っていくものです．ブログの更新が滞ること
もあるかもしれませんが，定期的に更新していこうと思って
いますので，ホームページをアクセスした際にはブログもの
ぞいてみてください！！

2009年度後期に開講しているスポーツ教室

ウォーキング教室 土10:00～ キッズ・サッカー教室 土15:00～

ちびっこバレーボール教室＆学習塾 土13:30～ ビギナー・マラソン教室 土15:00～

ダンス教室ゼロポイント 日11:00～ 学習とスポーツ教室 土09:00～

成人スポーツ教室 木19:00～ キッズ・バスケットボール教室 木17:00～

詳しくはホームページをご覧ください！詳しくはホームページをご覧ください！詳しくはホームページをご覧ください！詳しくはホームページをご覧ください！

【編集後記】
今年度，第２回目の会報の作成を担当させて頂きました広報チーム４回生の瀧岡と松本です．予定よりも発行が遅れて
しまい大変申し訳ございません．
さて，今回の会報には， 11月14・15日に行われました愛媛大学の大学祭の様子を載せました．普段スポーツ教室での学
生の表情とはまた違ったものが見られると思います．また，愛媛大学総合型地域スポーツクラブのホームページとブロ
グの紹介を掲載しました．スポーツ教室の情報など充実したものとなっておりますので，まだ開いたことがない方は是
非ホームページまで遊びに来てください．
最後に，私たち４回生は学生生活を残すところあとわずかになりました．会員のみなさんには４年間本当にお世話にな
りました．ありがとうございました．私はこのスポーツ教室を通じて人と人との繋がりの大事さを学ぶことができまし
た．あと数回のスポーツ教室も全力で取り組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします．
＜４回生　瀧岡亮太・松本一真＞

愛媛大学
総合型地域
スポーツクラブ

〒790-8577
愛媛県松山市文京町３番
愛媛大学教育学部

Tel & Fax  ：089-927-8302（月/水/金13:00-17:00）
e-mail ：ai-spo@ed.ehime-u.ac.jp

URL  ：http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~ai-spo/
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