
歩く・ 走る
!！

  特集号 いいねしてね!

ユメスポキッズをご覧の皆さん、こんにちは堀籠佳宏で
す。先日、かけっこ教室のイベントで札幌に来ることが
できました。皆さんが走る姿を見て私も子供のころを思
い出しました。
小学生の頃、テレビで見た陸上の100ｍの世界に憧れ
ました。「かっこいいな」とただ思っていたのが、だんだ
ん「オリンピックの舞台で走ってみたい」という夢になり
ました。そして、その実現に向かってすごく努力をして、
夢が現実になりました。
夢が叶ったことはすごく幸せなことです。叶わない夢の
方が多いかもしれませんが努力したこと自体、私の大
きな財産になりました。可能性はだれにでもあります。
諦めたらそこで終わりです。
常に上を向いて、未来へ大きな花を咲かして下さい！
（次ページに堀籠佳宏のかけっこ教室リポート）
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堀籠佳宏
宮城県出身。2008年北京オリンピック陸上競技4×400mリレー

日本代表400m自己ベスト45秒77。幼い頃は研究者を夢見てい

たという異色の理系ランナー。国際陸上競技連盟公認ユース

コーチ（IAAF CECS Level1 Coach）の国際資格を持つ。こどもたちだけで

はなく、企業や大学で日本代表選手など多くの選手を指導。

ほりごめ　よしひろ

みやぎけんしゅっしん ねんぺきん りくじょうきょうぎ

にほんだいひょう じこ びょう おさな ころ けんきゅうしゃ ゆめみ

いしょく りけい こくさいりくじょうじょうぎれんめいこうにん

こくさいしかく も

きぎょう だいがく にほん だいひょうせんしゅ おお せんしゅ しどう
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6月号

諦めたらそこで終わり。常に上を向いて、
未来へ大きな花を咲かせて下さい！

巻頭
特集
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今月のトピックス
★ユメスポキッズ
　新イメージキャラクター決定！
★7月12日ディズニー映画最新作
　「プレーンズ2ファイアー＆レスキュー」公開記念
　オリジナル牛乳パックプレーン
　（紙飛行機）をつくろう！

オリジナル牛乳パックプレーン（紙飛行機）をつくろう！オリジナル牛乳パックプレーン（紙飛行機）をつくろう！
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7月19日（土）
全国ロードショー！

ディズニー映画最新作「プレーンズ２ ファイアー＆レスキュー」公開記念

日時：7月12日（土）11:00 ～17:00
場所：サッポロファクトリー 札幌市中央区北2条東4丁目 アトリウム

★会場イベント★

ＡＮＤ　札幌歌姫ディズニーメドレー
オリジナル牛乳パックプレーン（紙飛行機）を
つくろう！ 

※牛乳パック、先着1000名様にご用意しております。　協力：雪印メグミルク株式会社

オリジナル牛乳パック プレーンをつくろう。   　　　　　 【随時受付】
当日は会場、映画公開時はユナイテッドシネマ札幌の特設ブースで展示しま
す。（希望者のみ）スポーツ選手やアイドルのオリジナルプレーンも展示してい
ますよ！飛行ゾーンで実際に飛ばしてみよう！

★ステージイベント★

札幌の歌姫が集合、大人気のあの曲も歌います。

あなたも「Let It Go～ありのままで～」を唄おう。ステージ上で唄ってくれる方、大募集！
メドレーエンディングに希望者全員でステージ上で唄います。（本ページ応募要項参照）

札幌歌姫ディズニーメドレー 　　　　　　　　     13:00～15:00

映画「プレーンズ２ ファイアー＆レスキュー」にまつわる
○×クイズに挑戦！最後まで勝ち抜いた方にオリジナル
グッズをプレゼント！

みんな大好きこどもクイズ大会 

キャラクターのぬりえで楽しもう。
ぬりえコーナー           【随時受付】

東京で話題の知育カルタが札幌上陸。

おとあわせ、おはなしカルタコーナー【随時受付】

参加
無料！

出演：内田もあ、テアトルアカデミーシンガー、テアトルアカデミーキッズダンサーズ

１回目：11:30～/２回目：15:00～

お う 　  ぼ    よ う   こうお う 　  ぼ    よ う   こうお う 　  ぼ    よ う   こう

応募要項応募要項応募要項
お う 　  ぼ    よ う   こう

応募要項
◆募集企画：①スポーツうーか隊計画　ＮＭＢ４８クイズ　②夢のアイドル体験inテアトルアカデミー
　③札幌歌姫ディズニーメドレー参加　④ユメスポ会員（随時募集）　①～③の締切は６月３０日です。
◆応募方法：下記必要事項をご記入の上、はがき・FAX・メールのいずれかでご応募ください。
　①募集企画名（NMB48クイズはその答えも明記してください。）　②氏名（フリガナ）　③性別　
　④学校名（大人の方は職業）　⑤学年（年齢）　⑥住所　⑦郵便番号　⑧電話番号（日中連絡のとれる番号）
　⑨好きなスポーツ　⑩今月号の面白かった記事　⑪むらっちの体育のツボで取り上げて欲しい内容
　＜はがきの宛先＞　〒060-0042 札幌市中央区大通西18丁目1番40号
　　　　　　　　     プログレッシブ・オフィス501
　　　　　　　　     NPO法人　シーズケーツー　ユメスポキッズ編集部
　＜FAX番号＞　　　011-640-6030
　＜メールアドレス＞   info@yumesupo.jp　右記QRコードからも読み込みOK！
　 ※お寄せいただいた個人情報は編集部にて厳重に管理、当該目的にのみ使用し、第三者へ無断提供することはありません。

次号配布日：７月中旬（予定）
じごうは い ふ び よていがつちゅうじゅん

本誌に関するご意見・ご感想・
ご要望につきましても、
下記宛先までお寄せください。

ホイッスル君は
今号お休みです。８月号から
ホイッスル君シーズン２
が連載スタート！ご期待ください。

おた
のしみに～♪
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どうしたらいいの？ 骨盤のトレーニング

ストレッチ

POINT!

しょうがくせい

ちから あし

ちから ぶんさん あし ひざ すこ

た いた

ねんだい

ふせ

ころ

おお しかた

はし まえ あし ちゃくち とき たいじゅう ばい

はし はっせい いた おお

ばあい く かえ はし からだ た

げんいん

● ケガを防ぐためには？
小学生の年代で走ることで発生する痛みは、多くの
場合、繰り返し走ることで、体にストレスが貯まる
ことが原因になります。もちろん転んでケガをする
ことも多いですが、これは仕方ありません。
走っていて前の足が着地する時には、体重の2.5倍
の力がかかるといわれています。このときの足にか
かる力をうまく分散できないと、足や膝などに少し
ずつストレスが貯まり痛みがでてきてしまいます。

日常生活やスポーツにおいてよく行われる運動について、ケガを防ぎ効率よく運動をするためのポイントを
紹介していきたいと思います。今回はどんなスポーツでも必ず行う「走る」ことについて考えていきましょう。

にちじょうせいかつ

しょうかい おも こんかい かなら おこな はし かんが

うんどう ふせ こうりつ うんどう

基礎的な運動を見直そう！～ケガをせずに効率よく運動するためのポイント～
きそてき うんどう みな こうりつ うんどう

足のトレーニング

ぎゅー！

① 足指じゃんけん　
足の指でじゃんけんをします。

あしゆび

あし ゆび
② タオルギャザー  
タオルを足の指の力だけで
たぐりよせます。

ゆびあし ちから

グー
   チ

ョキ

　 　　パー!

● 効率よく走るには？
走ることは前に速く進むことです。前に
進む力を増やしていけば効率よく前に進
んでいくので、速く走れるようになるか
もしれません。

こうりつ はし

はし

こうりつ まえ すす

はや はし

まえ はや すす まえ

すす ちから ふや

ももの裏の筋肉（ハムストリング）やお
尻の筋肉 (大殿筋 )がかたいと骨盤が
後ろに倒れてしまいます。しっかりと
ストレッチしましょう。

うら きんにく

しり きんにく こつばん

うし たお

だいでんきん

イスに座り胸の前で腕を組み、背すじを伸ばして骨盤をおこした状態
で足を上げる。
骨盤をおこす練習と足を上げるための股関節前面の筋肉（腸腰筋）のト
レーニングになります。

すわ

あし

こつばん れんしゅう あし あ こかんせつぜんめん きんにく ちょうようきん

むね まえ うで く せ の こつばん じょうたい

右①の写真のように骨盤が後ろに倒れてはいけません。
右②の写真のように骨盤がしっかりおきてくることで効
率よく前に進むことができるようになるし、腰痛の予防
にもなりますよ！

みぎ

みぎ

しゃしん

しゃしん

こつばん

こつばん

ようつう よぼう

こう

りつ まえ すす

うし たお

どうしたらいいの？

POINT!

足を踏み込んだときに、膝が内側に入りつま先が外側を向くようなかたちにな
ると足や膝に負担がかかりやすく、走った時の痛みの原因になりやすいのです。

あし

あし ひざ ふたん はし とき いた げんいん

ふ こ ひざ うちがわ はい さき そとがわ む

あし へんぺいそくけいこう ひと

ふ ひだり しゃしんこ

しょうかい
は踏み込んだときに左の写真のようなかたちに
なりやすいのです。トレーニングを紹介するの
でやってみましょう！

ポイントは骨盤です！小学生に多くみられるのが、骨盤が
後ろに倒れてしまっている状態です。左側の図の状態では
重心が後ろになってしまうので、効率よく前に進めません。
骨盤をおこして重心を前に移動させて走れるようになりましょう。

じょうたい

こつばん

こつばん じゅうしん まえ いどう はし

しょうがくせい おお こつばん

うし たお じょうたい ずひだりがわ

じゅうしん うし こうりつ まえ すす

× ◎

こんかい

はし

「走る」
今回のテーマは…
こんかい

はし

「走る」
今回のテーマは… No.17

 監修：瀧内 敏朗先生
た（   きうち整形外科

     スポーツクリニック）

かんしゅう たきうち としろうせんせい

せいけいげか

① ②

計計画画！！
札幌でもてっぺんとったんで！

計画

11

計画22

計画33

Q1：NMB48は大阪市○○○を拠点とするアイドルグループです。
Q2：NMB48チームNのキャプテンで夕夏ちゃんが尊敬する先輩は
　　  山本○○○さんです。

※応募要項は8P参照。全問正解の方3名に抽選で特製クリアファイルプレゼント !

NMB48クイズ♪NMB48クイズ♪

札幌と大阪の
スポーツのかけはしとして
両都市をかけまわります！

札幌と大阪の
スポーツのかけはしとして
両都市をかけまわります！
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NMB48

スポーツうーか隊
隊長 加藤夕夏です！

laugh out loud! records

たいちょう かとう　ゆうか

うんどう

じょうほうきょく

おおさかし きょてん

ゆうか そんけい せんぱい

やまもと

おうぼようこう ぜんもんせいかい かた とくせいめい ちゅうせんさんしょう

す こ ふ ため

たい

さっぽろ

加藤 夕夏　ニックネーム：うーか
NMB48チームN所属
1997年 8月 1日生まれ16歳
出身地：大阪府
ユメスポキッズ新イメージキャラクター

かとう ゆうか

しょぞく

さいねん

しゅっしんち おおさかふ

しん

がつ にちう

おおさか

さっぽろしやくしょ

たんとうきょくちょうにき

りょうとし

がんば

運動の好きな子を増やす為、
ユメスポキッズイメージ
キャラクターとして頑張るぞ！

札幌市役所で
二木スポーツ担当局長に
表敬訪問しました。
ひょうけいほうもん

めざ

ユメスポカーリングチームの
キャプテン
ユメスポカーリングチームの
キャプテンとして
オリンピックを目指すぞ！

vol.1 情報局情報局

Fight!Fight!

「高嶺の
林檎」

好評発売
中！

ユメスポキッズ新イメージキャラクターはうーかこと加藤夕夏さん(NMB48)に決定 !!

スポーツスポーツうーか隊うーか隊

写真：浅野一行（札幌カブラギスタジオ）

シリ
ーズ
スポ
ーツ
と環
境

カーボンオフセットの
認証を受けました！

私がキャプテンをつとめるカーリングチームは
　カーボン・オフセットに協力しています。
　　みなさん私と一緒にカーボン・オフセットを
　　　勉強してみましょう！！

2014年度ユメスポキッズが行う
カーボン・オフセットの取り組み

※ユメスポキッズ読者の先生・保護者の皆様へ
カーボン・オフセットは身近でできる環境活動として大変有効なものです。
興味のある方は弊社のメール info@yumesupo.jp までご連絡下さい。

市や町で行う植樹・植木等の
環境プロジェクトに協力

二酸化炭素を森が吸収

家

森など

移動

体育館 水道　電気

体育館まで行く移動手段
水道と電気の使用でCO2が発生

わかって

くれましたか?

カーボン
　オフセット

通
信

う
ーかの 1時

間目

（例）体育館でスポーツするとしたら…カーボン・オフセットのしくみ

認証番号：CO2-0117
申請事業者名 :
一般社団法人鬼ごっこ協会
北海道支部
HP：http://jcs.go.jp/
認証期間：
平成26年4月1日-
平成27年3月31日

認証番号：CO2-0094
申請事業者名 :
特定非営利活動法人
シーズケーツー
HP：http://jcs.go.jp/
認証期間：
平成26年2月14日-
平成27年2月13日

①カーリングクラブ活動における電気・
水道使用及び交通移動に伴い発生する
年間のCO2排出量をオフセット（石狩市
市有林間伐促進プロジェクトニシンが
群来る豊かな海を未来に繋ぐ森づくり
に協力）

②スポーツ鬼ごっこ参加者の日常生活
に係る1日分のCO2排出量をオフセット
（下川町役場周辺地域熱供給システム
バイオマスエネルギー活用プロジェクト
に協力）
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ユメスポ読者のみんながスポーツのスペシャリストに運動のコツを教えてもらうイベントが
放課後ジュニアチャレンジです。今回は足と靴のスペシャリスト野崎先生です。

野崎先生
理学療法士、フットケアトレーナー
病院で10年以上の経験あり
専門学校非常勤講師

応募：ユメスポキッズ編集部 放課後キッズチャレンジ 走り方教室編　
TEL 011-640-6000　  E-Mail oubo@yumesupo.jp
協力：足と靴と健康の専門店 リハビリ・インソールショップ
足のトラブル、相談のある方は reha.nozaki@gmail.com

早く走るためにはバランスが大事、
医学的な見方で走りをチェック
野崎先生の走り方教室

日時：7月13日（日）　AM 10：00～12：00
場所：豊平川サイクリングロード 豊平河河川敷
定員：先着30名
プログラム：
①50Ｍのタイム測定（教室前、教室後）
②足に靴があっているか計測
③足と姿勢の観察　④バランス検査　⑤早く走るための練習　
対象：幼稚園、保育園児（6月・9月運動会直前チェック）
　　 小・中学生（運動会が終わった今こそ来年に向けてのアフターチェック）
参加費：1,500円（保険料込）　持ち物：上靴、水筒（水分補給用）

放課後放課
後 ジュニアチャレンジジュニアチャレンジジュニアチャレンジ




