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☆    先生方よりひとこと                               

 

丸山先生丸山先生丸山先生丸山先生よりよりよりより    

しめくくりだ、がんばろう！！！しめくくりだ、がんばろう！！！しめくくりだ、がんばろう！！！しめくくりだ、がんばろう！！！    

 

    ””””    有終の美有終の美有終の美有終の美    ””””    という言葉があります。 

最後までやり通して りっぱな成果をあげることをいいます。 

  人間はどんな場合でも しめくくりをしっかりして 有終の美を飾るよう努力することが 大切なんです。 

  小学生部員つまり小学生の皆さんは 間もなく 六年生は卒業 ほかの人は一学年ずつ進級します。そこで 

剣道でも有終の美を飾ろうではないか！ と呼びかけるわけです。 

 

 栄花選手は 強くなる強くなる強くなる強くなる    上手になる上手になる上手になる上手になるには ”基本を大切にした剣道をしなさい。””基本を大切にした剣道をしなさい。””基本を大切にした剣道をしなさい。””基本を大切にした剣道をしなさい。” と言っていることは知ってい

ますね。 

 

 ひとりひとりが自分のよいところ自分のよいところ自分のよいところ自分のよいところ～あいさつが良くできる・元気がいい・いつでも左手でしっかり握っている・いつ

も正中線を外していない・剣の振りが速い・力を入れてしっかり打てる・緩急がつけられる・左足でしっかり踏み切

り引き付けをしっかりして 踏み込み足は力強く 送り足はスムースにできる・気合い負けしないで大きい声を出

している・相手を大切にしている～まだまだありますが そこをもう一度もう一度もう一度もう一度    ””””    基本にあっているかどうか基本にあっているかどうか基本にあっているかどうか基本にあっているかどうか    ””””    考えて考えて考えて考えて    

正しくしっかりと身につけましょう。正しくしっかりと身につけましょう。正しくしっかりと身につけましょう。正しくしっかりと身につけましょう。    

 

 良いところの反対が悪いところですね。いつも注意されるところです。悪いところは一日も早く直さなければ進

歩しません。一つのことを直すには本気になって一生懸命に百日続けよといいます。 

 

 稽古をするときは稽古をするときは稽古をするときは稽古をするときは    悪いところ悪いところ悪いところ悪いところ（いつも左手のにぎりがしっかりしていないなど）を直そうと心に誓ってから始めるを直そうと心に誓ってから始めるを直そうと心に誓ってから始めるを直そうと心に誓ってから始める

と直ります。 

 

 自分の良いところ悪いところを自分の良いところ悪いところを自分の良いところ悪いところを自分の良いところ悪いところを によって基本が身につき

ます。 

 

 また 上手な人の稽古を良く見て （見取り稽古）まねをすることも上達するために大切なことです。 

 

 さらに 正しい剣道を身につけるために大切なことは 剣道のときだけでなく （ふだんの暮らし）

が一番大切なことであるだけでなく早道なんです。ひとりひとりが何をどうしたらよいか 自分の

頭で考え 自分の目で見つけて努力して    ””””    有終の美有終の美有終の美有終の美    ””””    を飾ってください。 

 

    



本荘本荘本荘本荘先生先生先生先生よりよりよりより    

    

１２月、１月の土曜日を担当させていただきました。この時期の稽古を『寒稽古』といい、一年の最

も寒い時期に心身を鍛えます。そういえば、駒剣のメンバーで朝５時半からの埼玉大学の寒稽古に参加

していた人もいましたね。その上に、中学校へ出稽古、駒剣、修道館と一日に４回も稽古している人が

いたようです。すごいですね。 

さて、剣道は自分のペースで長く続けることが大切です。体力がついたり礼儀正しくなるだけでなく、

続けることによって良き師や生涯の友に出会ったり、幅の広いものの見方ができるようになります。６

年生はもうすぐ卒業ですが、できれば中学校でも続けてほしいと思います。 

 中学といえば、先日、さいたま市の中学校の大会（団体戦）に顔を出したところ、皆さんの先輩が大

勢いました。まだ１年生でも、私が見ただけで、羽鳥君、野口君、千葉君（以上大谷場中）、宮地君（南

浦和中）、西君（木崎中）、奥山君（本太中）、本荘君（原山中）らがすでにレギュラーとして活躍して

いました。奥山君はポイントゲッターとして３位入賞の原動力でしたし、羽鳥君は１年生ながら代表戦

に出て勝利をものにしていました。２年生は、キャプテンや大将としてチームの中心選手に成長してい

ます。私は彼らの活躍をうれしく思うとともに、たくさんの学校に剣友がいてお互いに切磋琢磨してい

る姿にうらやましささえ覚えました。 

来月はこうした先輩たちといっしょにチームを組んで『さくら草旗剣道大会』に出場します。あと 1

ヶ月、駒剣で質の高い稽古をして、全員の力を合わせて試合に臨みましょう。 

    

    

尾島尾島尾島尾島先生先生先生先生よりよりよりより  

 

「１月の稽古を振り返って」 

 

・１月は寒かったぁ！・１月は寒かったぁ！・１月は寒かったぁ！・１月は寒かったぁ！･･････「世界で２番目に寒い駒場の道場」と語った武道の先生がいらっしゃいま

す。日本で一番寒い（？）道場で稽古する剣士たちはエライぞ！！ 

・１月の重点指導は残心の形・１月の重点指導は残心の形・１月の重点指導は残心の形・１月の重点指導は残心の形･･････習ったこといくつ思い出せるかな？ 

･お約束の腕･お約束の腕･お約束の腕･お約束の腕立て伏せ立て伏せ立て伏せ立て伏せ･･････10 本５セットをクリアーしました。家で練習してくる子、始めはヘッピリ

腰だったのにできるようになった子──努力しましたね。中学に入ると練習効果を高めるため筋肉

トレーニングがプラスされます。腕立て伏せもそのメニューの１つです。６年生は卒業まで続けて

ください。（週 1回自宅にて） 

・送り足・送り足・送り足・送り足･･････（前向き、後ろ向き、外向き横、内向き横、外向きクロス、内向きクロス）稽古の前に、

道場全面を四角に回って各種類２周ずつ行いました。足腰の運用、体さばきの練習です。みんな汗

だくになります。あったまったかな？ 

・輝・輝・輝・輝ききききのある子が沢山いますのある子が沢山いますのある子が沢山いますのある子が沢山います･･････地稽古のとき、元立ちの先生に走ってお願いに行く子、面つけの一

番早い子、大きな声でしっかり打つ子、あいさつのできる子、低学年の面倒を見れる子、人より早

く道場に来る子、──みんなすばらしい！褒めてあげてね。 

・一生懸命やる姿・一生懸命やる姿・一生懸命やる姿・一生懸命やる姿･･････６年生の在籍期間もあとわずか。がんばる姿が後輩たちを育ててゆきます。 

  燃えましょう！！ 

 

    



おおおお当番当番当番当番さんのさんのさんのさんの声声声声    

 

・呼ばれたらきちんと返事をすること。道場に入ったらそのときから稽古が終わるまで大きな声を出し続けよう！ 

・ロッカー室は使ったらキレイにしましょう。（中牟田さんのお父さんが片付けてくださいました。） 

・寒い中、気合の入ったいい稽古でした。 

・雨でとても寒い日でしたが、こういう日に稽古に来た人は必ず力がつきます。寒さに負けず、自分に負けず！ 

・「克己心」・・・おのれの弱い心に勝つ（丸山先生稽古始めのお言葉より） 

・基本で練習したことを地稽古でやってみましょう。 

・ＯＢの高校生関口先輩が 3 段審査の形の稽古にいらしてみんなの稽古を見た感想を一言「声が出ていない、 

先生の指示やお話に対して返事ができていない。もっと一人一人が大きな声を出して欲しい。」･･････ハイ！ 

・基本が大切、打ちきる！当てっこはダメ！ 

 

☆     アンケート結果                                

 

 １月号で保護者の皆様にお願いしたアンケートに沢山のご回答をいただきありがとうございました。 

 ここで、抜粋、要約ではありますが、簡単に皆様の声をご紹介させていただきます。 

 

・・・・先生方先生方先生方先生方のおのおのおのお話話話話はとてもためになりますはとてもためになりますはとてもためになりますはとてもためになります。。。。勉強勉強勉強勉強になりますになりますになりますになります。。。。心心心心のののの支支支支えになりますえになりますえになりますえになります。。。。    

・・・・何何何何がいいってがいいってがいいってがいいって、、、、それはそれはそれはそれは先生方先生方先生方先生方のコメントのコメントのコメントのコメント。。。。自分自分自分自分にとってもにとってもにとってもにとっても子供子供子供子供にとってもにとってもにとってもにとっても勉強勉強勉強勉強になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

・・・・子供子供子供子供たちのコメントたちのコメントたちのコメントたちのコメント、、、、アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの回答回答回答回答はおもしろいはおもしろいはおもしろいはおもしろい。。。。へぇーこんなことをへぇーこんなことをへぇーこんなことをへぇーこんなことを考考考考えているんだえているんだえているんだえているんだ、、、、とととと

新新新新しいしいしいしい発見発見発見発見があるがあるがあるがある。。。。    

・・・・親子親子親子親子ともともともとも顔顔顔顔とととと名前名前名前名前がなかなかわからないがなかなかわからないがなかなかわからないがなかなかわからない。。。。簡単簡単簡単簡単なななな自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介やややや学校紹介学校紹介学校紹介学校紹介のコーナーがあるといいのコーナーがあるといいのコーナーがあるといいのコーナーがあるといい。。。。    

・・・・先生方先生方先生方先生方のおのおのおのお話話話話をもうをもうをもうをもう一度心一度心一度心一度心にににに刻刻刻刻むことができていいむことができていいむことができていいむことができていい。。。。子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの様子様子様子様子もももも良良良良くわかるくわかるくわかるくわかる。。。。    

・・・・紅白試合紅白試合紅白試合紅白試合がががが楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった。。。。出稽古出稽古出稽古出稽古のののの情報情報情報情報があればがあればがあればがあれば教教教教えてえてえてえて欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

・・・・普段練習普段練習普段練習普段練習をををを見見見見られないのでられないのでられないのでられないので練習風景練習風景練習風景練習風景がわかってよいがわかってよいがわかってよいがわかってよい。。。。    

・・・・父兄父兄父兄父兄のののの方方方方もももも、、、、竹刀竹刀竹刀竹刀のののの手入手入手入手入れなどができればれなどができればれなどができればれなどができれば子供子供子供子供たちもたちもたちもたちも喜喜喜喜ぶとぶとぶとぶと思思思思うううう。。。。    

・・・・普段普段普段普段のののの送迎送迎送迎送迎だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、ゆっくりとおゆっくりとおゆっくりとおゆっくりとお話話話話ができるとができるとができるとができると良良良良いいいい。。。。    

・・・・先生方先生方先生方先生方とととと日日日日ごろおごろおごろおごろお話話話話しするしするしするしする機会機会機会機会がががが少少少少ないのでないのでないのでないので、、、、先生方先生方先生方先生方のののの考考考考ええええ方方方方やややや指導方針指導方針指導方針指導方針がわかってよいがわかってよいがわかってよいがわかってよい。。。。    

・・・・毎号少毎号少毎号少毎号少しずつでもいいのでしずつでもいいのでしずつでもいいのでしずつでもいいので、、、、剣道剣道剣道剣道のののの豆知識豆知識豆知識豆知識のようなコーナーでのようなコーナーでのようなコーナーでのようなコーナーで、、、、剣道具剣道具剣道具剣道具やややや竹刀竹刀竹刀竹刀のことのことのことのこと、、、、剣道剣道剣道剣道のののの指指指指

導導導導でよくでよくでよくでよく出出出出てくるてくるてくるてくる言葉言葉言葉言葉のののの意味意味意味意味、、、、剣道剣道剣道剣道のののの歴史等歴史等歴史等歴史等をををを教教教教えてえてえてえて欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

・・・・「「「「○○○○○○○○先生先生先生先生のワンポイントレッスンのワンポイントレッスンのワンポイントレッスンのワンポイントレッスン」」」」などのなどのなどのなどの連載連載連載連載はいかがでしょうはいかがでしょうはいかがでしょうはいかがでしょう。。。。子供子供子供子供たちからのたちからのたちからのたちからの質問質問質問質問にににに答答答答えるえるえるえる

のもいいかもしれませんのもいいかもしれませんのもいいかもしれませんのもいいかもしれません。。。。    

・・・・特集特集特集特集はははは剣道具剣道具剣道具剣道具、、、、竹刀等道具竹刀等道具竹刀等道具竹刀等道具でこだわっているところでこだわっているところでこだわっているところでこだわっているところ、、、、おしゃれしているポイントおしゃれしているポイントおしゃれしているポイントおしゃれしているポイント、、、、工夫工夫工夫工夫しているしているしているしている

ところなどをところなどをところなどをところなどを先生方先生方先生方先生方やややや子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに聞聞聞聞いてみてはいかがでしょういてみてはいかがでしょういてみてはいかがでしょういてみてはいかがでしょう。。。。    

・・・・いつもいつもいつもいつも楽楽楽楽しくしくしくしく読読読読んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。毎回毎回毎回毎回たのしみですたのしみですたのしみですたのしみです。。。。（･･･ありがとうございます！） 

 

 

･･････そもそも月刊ＫＯＭＡＫＥＮがでたのは、お当番日誌のお当番さんの感想を皆さんにお伝えしたい、と思ったからなの

でした。毎回指導してくださる先生方のとてもためになるお言葉やがんばっている子供たちの様子、それを温かくサポートし

てくださる成人部の方々。お当番をするたびに、その様子を目の当たりにし、また日誌の前のページを見ては「へぇー、そう

だったのかぁ」「これ、何ヶ月かに 1度しか見られなくて、もったいないなぁ」「みなさんも、もっと知りたいだろうなぁ」な

どと思っていました。それがきっかけでした。 



 今回のアンケートで、当初の目的は達せられているように思われました。これこれこれこれももももひとえに、毎回質、量ともにグレードアッひとえに、毎回質、量ともにグレードアッひとえに、毎回質、量ともにグレードアッひとえに、毎回質、量ともにグレードアッ

プしていく先生方のお言葉のおかげです。プしていく先生方のお言葉のおかげです。プしていく先生方のお言葉のおかげです。プしていく先生方のお言葉のおかげです。毎回お手数をおかけしておりますが、先生方がどんなお考えでご指導されているの

か、剣道の具体的なことから普段の生活にいたることまで、とにかく勉強になる、ためになる、支えになる等々絶大な反響をとにかく勉強になる、ためになる、支えになる等々絶大な反響をとにかく勉強になる、ためになる、支えになる等々絶大な反響をとにかく勉強になる、ためになる、支えになる等々絶大な反響を

よんでおりますので、先生方！今後ともどうぞよろしくお願いいたします！！よんでおりますので、先生方！今後ともどうぞよろしくお願いいたします！！よんでおりますので、先生方！今後ともどうぞよろしくお願いいたします！！よんでおりますので、先生方！今後ともどうぞよろしくお願いいたします！！！！！！ 

 また、ありがたいご要望もいくつかいただきました！ がんばっている子供たちに負けないよう、月刊 KOMAKEN も新しいこ

とにチャレンジしていきたいと思いますので、今後とも皆様方のお力添えをよろしくお願いいたします。 

 

☆     特集 もうすぐ卒業 ６年生！  その１                    

 

 もうすぐ６年生は小学校卒業、ということは駒剣からも卒業です！ 

中学生になるとなかなか会えなくなるので、今のうちに聞きたいことを聞いておきましょう！ということで 

下級生からアンケートをとった質問について、６年生のみなさんに答えていただきました。 

 

６年生を質問攻めにしちゃおう！！！（ ）内は質問した人の名前またはペンネームです。 

 

Ｑ１．学校でのあだなはなんですか？（石田雄哉くん） 

芦村くん「あっしー」 

神田くん「かんちゃん」 

木村さん「キムチ」              

冨田くん「とんた」              

星野くん「史、ウーオー」          Ｑ２．駒剣で一番好きな人は？（タイタニックさん） 

三原くん「ミーハー」             芦村くん「・・・」 

渡辺くん「わたちゃん」            神田くん「駒剣のみんなかもね？」 

                       木村さん「んー、特にいません」 

                       冨田くん「なし」 

                        星野くん「神田くん」 

                        三原くん「全員です。」 

                        渡辺くん「考え中」 

Ｑ３．すきな食べ物はなんですか？（近藤さん） 

芦村くん「ラーメン」 

神田くん「もち、みかん、ぶどう」        

木村さん「フルーツのゼリー、フルーツポンチ」 

冨田くん「ハンバーグ」 

星野くん「ナスのしょうが焼き、玉子焼き」   Ｑ４．剣道を続けますか？どこの中学に入るんですか？ 

三原くん「ラーメン」                           （ジサクジエンデシタ） 

渡辺くん「おすし」              芦村くん「迷ってる。」「木崎中」 

                       神田くん「続けます。（じょうしき）」「土合中」 

                       木村さん「剣道は続けます（たぶん）」「中学はどこだろう？」 

                       冨田くん「続ける。」「本太中」 

                       星野くん「続ける。」「大谷場中」 

                        三原くん「考え中」「木崎中」 

                        渡辺くん「続けます。」「麻布中学」 



Ｑ５．いつから、どうして剣道はじめたの？（いのししの男＆星野正成くん） 

芦村くん「4 年生から、兄がやっていて、おもしろそうだったから。」 

神田くん「3 年生から、母にすすめられて」          

木村さん「3 年生から、父と兄がやっていたので」       

冨田くん「5 年生から、お父さんにすすめられて」  Ｑ６．好きな人はだれですか？（ブライム＆タコス） 

星野くん「3 年生から、強くなりたかったから」   芦村くん「・・・」 

三原くん「1 年生から、体を丈夫にするため」    神田くん「いません」 

渡辺くん「3 年生から、兄がやっているのを見て･･･」 木村さん「･･････別に」 

                         冨田くん「なし」 

                         星野くん「同じ学校の同じクラスの子」 

                         三原くん「特になし」 

                         渡辺くん「自分」  

Ｑ７．剣道以外で得意なスポーツはなんですか。（古峯くん） 

芦村くん「野球、プロレス」 

神田くん「マラソン」 

木村さん「水泳、短距離走、とび箱、バスケット」 

冨田くん「特になし」             Ｑ８．中学校で一番やりたいことはなんですか。（池田くん） 

星野くん「卓球」               芦村くん「友達と遊びまくる」 

三原くん「陸上」               神田くん「剣道」 

渡辺くん「短距離走」             木村さん「勉強以外なら何でも」 

                       冨田くん「部活」 

                       星野くん「剣道」 

                       三原くん「部活」 

                       渡辺くん「文化祭･部活･修学旅行などなど」 

 

Ｑ９．剣道をやっていてよかったこと、心に残ったことはなんですか？（カントリーマアム＆鈴川紘平くん） 

芦村くん「合宿」 

神田くん「動作がきびんになった」 

木村さん「握力が学年一だったこと」 

冨田くん「最初は全然勝てなかったけどやっていてだんだん強くなって勝てるようになったこと」 

星野くん「体が丈夫になったこと」 

三原くん「１級とったこと」 

渡辺くん「姿勢が良くなった」 

 

Ｑ１０．剣道をやっていて、一番つらかったことは？（オールド・マックダーナル） 

芦村くん「夏の合宿」 

神田くん「なし」 

木村さん「合宿での筋肉痛」 

冨田くん「相手が打った小手がはずれてあざができた所を何度も打たれたとき」 

星野くん「強い言い方で注意されたこと」 

三原くん「高熱があったのに試合に出て負けてしまったこと」 

渡辺くん「試合に勝てないこと」 



Ｑ１１．どうすれば剣道がつよくなりますか。どんな練習をしていますか。（ヨッシー＆小川輝くん） 

芦村くん「剣道を好きになること」 

神田くん「大谷場行って、埼玉大学行けばいい。限界をこえろ！」 

木村さん「さあ？」 

冨田くん「わからない」 

星野くん「休日素振りをする。家の周りを走る」 

三原くん「努力する。基本を正しくやる。」   

渡辺くん「正しく地道に努力を続ける以外にないと思います。」 

 

Ｑ１２．学校で好きな科目と嫌いな科目は？（板倉遼太くん） 

芦村くん 好き「体育、国語」 きらい「算数」 

神田くん 好き「体育」 きらい「なし」 

木村さん 好き「体育」 きらい「保健、家庭科」 

冨田くん 好き「算数」 きらい「体育」 

星野くん 好き「図工、算数」 きらい「理科」 

三原くん 好き「算数」 きらい「家庭科」 

渡辺くん 好き「算数」 きらい「家庭科」 

                        ６年生のみなさん、ご協力ありがとうございました！ 

☆     剣道のへぇ～                                 

 

早速 新コーナーです。剣道の豆知識、知ってそうで知らなかった？へぇ～を皆さんと一緒に勉強していきたい

と思います。今回は「「「「正しい着装を心がけよう！正しい着装を心がけよう！正しい着装を心がけよう！正しい着装を心がけよう！」」」」です。 

    

○正しい着装（ちゃくそう）を心がけよう！○正しい着装（ちゃくそう）を心がけよう！○正しい着装（ちゃくそう）を心がけよう！○正しい着装（ちゃくそう）を心がけよう！    

  剣道着や袴、剣道具を身につけることを着装（ちゃくそう）というんだって。そして、この正しい着装が、稽古

や試合をするときの最低条件だそうです。「剣は心なり」で、「着装も心なり」なんだね。 

 

それではそれではそれではそれではここで問題！正しいのは何番？ここで問題！正しいのは何番？ここで問題！正しいのは何番？ここで問題！正しいのは何番？    

１、はかまの長さは足首まで。 後ろのほうが下がる（長くなる）ようにしてはく。 

２、はかまの長さはくるぶしがかくれるまで。 前のほうが下がる（長くなる）ようにしてはく。 

３、はかまの長さは床につくぐらい。 前も後ろも同じ長さになるようにしてはく。 

 

正解は・・・・・・･･･・・・２番！みんな知ってた？「くるぶしが隠れて、前下がり！」なんだって。 

今度の稽古ではお互いにチェック！だね。 

 

☆    保護者の方へお知らせ                             

 

そろそろ、新学期４月からのお当番表を組みたいと思います。 

基本的に今までの順番どおり、お願いしたいと思いますが、お仕事などでご都合の悪い曜日、日にち等があら

かじめお分かりになる方は、２月１４日２月１４日２月１４日２月１４日((((土）まで土）まで土）まで土）までに書記の早田、または本荘までご連絡ください。 

よろしくお願いいたします。 

          ご意見、ご要望等ございましたら、お気軽に書記（本荘）まで、お声をおかけください。よろしくお願いいたします。 


