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    こまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだより    
    

平成１平成１平成１平成１８８８８年年年年５５５５月号月号月号月号    駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会    

    

            今今今今    月月月月    のののの    めめめめ    にににに    ゅ～ゅ～ゅ～ゅ～            おうちの人とおうちの人とおうちの人とおうちの人とみんなで読んでね♪みんなで読んでね♪みんなで読んでね♪みんなで読んでね♪     

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                

    

            

    

    

    

                            

                        駒剣の緑の手ぬぐいが大量に入荷しました！！駒剣の緑の手ぬぐいが大量に入荷しました！！駒剣の緑の手ぬぐいが大量に入荷しました！！駒剣の緑の手ぬぐいが大量に入荷しました！！    

                            お洗濯してお洗濯してお洗濯してお洗濯して、、、、色があせてきたなあ～色があせてきたなあ～色があせてきたなあ～色があせてきたなあ～、、、、試合用にもう１枚欲しいなあ試合用にもう１枚欲しいなあ試合用にもう１枚欲しいなあ試合用にもう１枚欲しいなあ    

                            という方は封筒にお名前と駒剣手ぬぐい希望と書きという方は封筒にお名前と駒剣手ぬぐい希望と書きという方は封筒にお名前と駒剣手ぬぐい希望と書きという方は封筒にお名前と駒剣手ぬぐい希望と書き、、、、代金を入れて代金を入れて代金を入れて代金を入れて、、、、    

                            会計さん又はお当番さんまで。会計さん又はお当番さんまで。会計さん又はお当番さんまで。会計さん又はお当番さんまで。    

                            １枚３００円です。１枚３００円です。１枚３００円です。１枚３００円です。    

    

    

    

    

    ☆今☆今☆今☆今月の言葉月の言葉月の言葉月の言葉・・・本荘先生、尾島先生・・・本荘先生、尾島先生・・・本荘先生、尾島先生・・・本荘先生、尾島先生、、、、    

                                        石井先生石井先生石井先生石井先生、、、、奥山先生奥山先生奥山先生奥山先生、、、、OBOBOBOB 石井石井石井石井先輩先輩先輩先輩よりよりよりより    

    

    ☆☆☆☆さいたま市少年剣道大会さいたま市少年剣道大会さいたま市少年剣道大会さいたま市少年剣道大会    出場出場出場出場予定予定予定予定選手の発表選手の発表選手の発表選手の発表    

    

    ☆☆☆☆OBOBOBOB 合同稽古会アンケート集計合同稽古会アンケート集計合同稽古会アンケート集計合同稽古会アンケート集計    

    

    ☆駒剣文集「剣は心なり」☆駒剣文集「剣は心なり」☆駒剣文集「剣は心なり」☆駒剣文集「剣は心なり」のののの完成によせて完成によせて完成によせて完成によせて    

    

    ☆５月、６月☆５月、６月☆５月、６月☆５月、６月、、、、７月７月７月７月の予定についての予定についての予定についての予定について    

        

    ☆「剣は心なり･･･」丸山先生からのプレゼント♪♪☆「剣は心なり･･･」丸山先生からのプレゼント♪♪☆「剣は心なり･･･」丸山先生からのプレゼント♪♪☆「剣は心なり･･･」丸山先生からのプレゼント♪♪    
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                                 今今今今    月月月月    のののの    ここここ    とととと    ばばばば                                    

    
    本本本本荘先生荘先生荘先生荘先生よりよりよりより        

  

新緑が目にまぶしい季節となりました。 

４月１日に行われたＯＢ合同稽古会には、丸山先生、菅原先生をはじめ多くのＯＢ、ＯＧ諸

氏が駆けつけてくれ、見応えのある試合及び稽古と、今年も盛会となりました。それにあわせ

て発刊した「駒場剣友会文集 剣は心なり 創刊号」も、各方面から大変好評で、作成してよ

り駒剣の団結力が強くなったとうれしく思っています。 

 

さて、今月１３日から平成１８年度の剣道教室が始まります。今年も３３名という大勢の参

加申込みがあったようです。皆さんの土曜日の稽古の前の時間（１時から３時）に行われます。

昨年剣道教室を修了した子どもたちは、ぜひお手伝いとして参加して、一年前の気持ちを思い

出して欲しいと思います。「初心忘るるべからず」と言いますが、もう一回基本に立ち返って、

どういうことを教えてもらったのか、振り返ることがよい勉強の機会となるはずです。そして、

剣道を初めてやる心細さや何がわかりにくいかを一番わかっているのは君たちです。どうぞ教

室の皆さんに丁寧なアドバイスをお願いします。先輩からしてもらったことを次にしてあげる

のが剣道の良さでもあります。もちろん、何年か経験している先輩方、そして成人会員及び後

援部含めて、駒剣全体での全面的なご協力をよろしくお願いします。 

 

２８日にはさいたま市少年剣道大会が埼玉大学体育館を会場に行われます。本日、木村先生

から選手の発表があったことと思いますが、今までは団体戦と個人戦両方に出場する選手が多

くいました。今、駒剣はうれしいことに大変人数が多く、学年を考慮して団体と個人に振り分

け、どちらか１つに出場するようになっています。（それでも、入会間もない千葉さんと２年

生の周平君は出場できません。今度がんばろうね）団体戦はそのポジションごとの戦い方があ

ります。個人戦も気持ちや体調の高め方など、普段の稽古でやっておくことがあります。小学

生だけでなく、今年も一般の部で２チーム、精鋭部隊が出場します。それぞれが３週間後に向

けて、課題や目標を持ち稽古に励んでください。埼玉大学は、寒稽古で勝手知ったるホームグ

ラウンドのようなところです。正々堂々、良い試合を期待します。 

また、成人会員の方にもこれからどんどん審判として参加（修行）していただくことにしま

した。今回は、山田さん、大本さん、星野さん、渡辺良平さん、中牟田さんにお願い致しまし

た。他人の試合を審判することは、自分がただ稽古することとは全く違い難しいことです。有

効打突の見極めや所作、立ち位置などがわかってくると、自分の剣道に広がりができ上達につ

ながります。他の成人会員の方も、次回は自分の番だと思って「私だったら今のは・・・」と

いう視点で試合を見て下さい。 

 

４月２２日の総会で、役員も新しいメンバーになりました。それぞれが連絡を取り合って 

一つひとつしっかりと運営していきましょう。一年間、よろしくお願い致します。 
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    尾島先生より尾島先生より尾島先生より尾島先生より        

 

 【木曜日の稽古の後のお話】 

  今日の稽古は、須山君と細谷君の声がとても大きくてよかったですね。しっかりと気合 

 いも入っていました。  

  それから、礼のために整列して正座をするときも、今日は、ガタゴトと竹刀が床につく 

 音がだれからもしませんでした。これもとてもすばらしいことです。前に注意されました 

 ね。今日はそれが出来ていました。すばらしい。これからもそのようにしてください。 

 

  先日、お引っ越しされた杉山先生に、文集と去年のお別れ会のビデオをお送りしました。 

先生から「また、駒剣に来て、みんなと稽古をしたくなりました。ありがとうございました。」 

 とのお礼のご連絡をいただきましたので、お知らせします。 

 

  一級審査を受けた６年生から、いつも同じ人と形の稽古をしていたので、審査の本番で 

 知らない人と形をするのは、とても難しかったという感想がありました。みんなも、どう 

 してもいつも同じ人と稽古していることが多くなるので、機会があったら出来るだけほか 

 の場所で、いつもと違う人と稽古をするように心がけるようにするといいですよ。 

 

 

    石井石井石井石井先生先生先生先生よりよりよりより     

 

 【木曜日の稽古の後のお話】 

  今日は、かかり稽古、相がかり、ともによい姿勢で稽古ができました。ただ、返事の声 

 が少し小さかったのが残念ですね。みんなで元気よく返事をすると、もっとよいです。 

 お休みが続きますが、おうちでできる稽古を何か考えて、するようにしましょう。 

 

    奥山奥山奥山奥山先生先生先生先生よりよりよりより     

 

 【木曜日の稽古の後のお話】 

  地稽古はとても気迫があってよかったです。つばぜり合いのときに、正しい形でつばぜ 

 り合いをするように気をつけましょう。 

 

    石井徹先輩より石井徹先輩より石井徹先輩より石井徹先輩より     

 

 【木曜日の稽古の後のお話】 

  横からや斜めからの面打ちは一本になりません。基本打ちのときはいいのですが、特に、 

 互角稽古のときにそれが目立ちました。相手ののど元に竹刀の先をつけて、相手が剣先を 

 外したら、まっすぐに打ち込むようにするといいです。 

 

 

     本荘先生、尾島先生、石井先生、奥山先生、石井先輩 ありがとうございました。 
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さいたま市少年剣道大会さいたま市少年剣道大会さいたま市少年剣道大会さいたま市少年剣道大会    出場予定選手出場予定選手出場予定選手出場予定選手    

    個人戦個人戦個人戦個人戦    

学 年 氏 名 学 年 氏 名 

３年 有田 楽 ５年 古澤 由奈 

３年 岩附 弘樹 ５年 古谷 慧 

３年 木村 敦 ５年 渡辺 靖宝 

３年 平田 雄也 ５年 渡辺 郁宝 

４年 石田 陸人 ６年 稲森隆太郎 

４年 稲森華乃子 ６年 松下 茉由 

４年 神嵜 恵 ６年 三原 知樹 

４年 渡辺 かこ ６年 山田 優梨 

    団体戦団体戦団体戦団体戦    

（（（（小学生の部小学生の部小学生の部小学生の部））））    

        駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会 AAAA    

 

    

    

    

        駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会BBBB    

    

    

    

    

    

（一般・大学の部）（一般・大学の部）（一般・大学の部）（一般・大学の部）    

        駒場剣友会Ａ駒場剣友会Ａ駒場剣友会Ａ駒場剣友会Ａ                

 監督 先鋒 中堅 大将 

氏名 本荘 真 中牟田英明 有賀 寿 渡辺良平 

 

        駒場剣友会Ｂ駒場剣友会Ｂ駒場剣友会Ｂ駒場剣友会Ｂ                

 監督 先鋒 中堅 大将 

氏名 木村裕之 近藤英隆 稲森久士 山田節男 

 

 

 

 

 

 

監督名 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

本荘 

真 

田上 

征哉 

小林 

滉生 

細谷 

遼太 

西 

聖仁 

星野 

正成 

本荘 

風人 

中牟田 

侑紀 

監督名 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

木村 

裕之 

有賀 

大穂 

須山 

直斗 

松尾 

雅樹 

加藤 

建太 

藤野 

律 

石田 

涼 

渡辺 

あこ 
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      ＯＢ合同稽古会アンケート結ＯＢ合同稽古会アンケート結ＯＢ合同稽古会アンケート結ＯＢ合同稽古会アンケート結果報告果報告果報告果報告                         

    

        

 ４月１日に行われたＯＢ合同稽古会に参加してくれた先輩・応援にきてくださった保護者の 

方々からたくさん感想を伺いましたのでご紹介します。    

        

☆こんなこと聞いてみました。      

  １．本日の会の感想をお願いします。     

  ２．可愛い後輩へ一言お願いします。     

  ３．ご意見がございましたらお願いします。     

        

錬成部成人会員の方から一言錬成部成人会員の方から一言錬成部成人会員の方から一言錬成部成人会員の方から一言         

有賀有賀有賀有賀    寿さん寿さん寿さん寿さん          

１．とても良い機会と思います。今後も続けていただきたいです。   

２．練習頑張って強くなりましょう。      

３．体育館の広さが GOOD でした。     

石田石田石田石田    昭男さん昭男さん昭男さん昭男さん          

１．多くの OB の方にお会いできてとてもよかった。丸山先生の元気そうなお顔を見られて更に 

  良かった。       

２．ＯＢの方は、とても立派な方が多いと思います。小学生もＯＢの方を見習い頑張ってほしい。 

３．今日は、とても時期的によかった。年２回ぐらいでもいいかも。        

石田石田石田石田    恵介恵介恵介恵介さんさんさんさん          

１．どうしても運営上仕方がないのかもしれませんが、試合がメインというより、他に何かあれ 

  ば良いと思います。      

３．先輩達の剣道を見れて小学生にとっては良いと思います。   

近藤近藤近藤近藤    千恵子千恵子千恵子千恵子さんさんさんさん          

１．とても楽しかったです。高校生の審判は難しい・・・。    

２．前進あるのみ！！       

近藤近藤近藤近藤    英隆英隆英隆英隆さんさんさんさん          

１．伝統を感じました。       

３．たまには、２Ｆの体育室が良いですネ。     

冨田冨田冨田冨田    勝実勝実勝実勝実さんさんさんさん          

１．“駒剣って、実に大きな会なんだなあ”と思いました。現役からＯＢ、ＯＧ皆ひとつにまとまって 

  いました。       

２．今後も剣道を忘れないで下さい。人生道場という意味で。   

３．桜の時期でよいと思います。      

中牟田中牟田中牟田中牟田    英明さん英明さん英明さん英明さん           

１．高校生、中学生の気の入ったすばらしい試合に熱くなりました。   

２．先輩方に負けないようがんばれ！！     
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星野星野星野星野    芳範さん芳範さん芳範さん芳範さん    

１．たのしくてたのしくてシビレルーツ     

２．はやく大きくなりましょう。      

山田山田山田山田    節男さん節男さん節男さん節男さん          

１．大変楽しい集まりです。ＯＢの中、高、大学生の試合もとても見ごたえのある内容でした。 

  しばらくぶりで丸山先生にお目にかかれたのも嬉しいかぎりです。  

２．駒剣はすばらしい集まりです。駒剣で身に着けた精神は何事にも通用します。 

３．また来年も宜しくお願いします。準備お疲れ様でした。    

        

先輩から一言先輩から一言先輩から一言先輩から一言          

        

大本大本大本大本    学先輩学先輩学先輩学先輩          

１．懐かしかった。       

２．頑張れ。       

森田森田森田森田    大樹先輩大樹先輩大樹先輩大樹先輩          

１．懐かしかった。       

２．頑張れ。       

山口山口山口山口    聡美先輩聡美先輩聡美先輩聡美先輩          

１．気合の入ったいい試合がたくさん見れてよかったです。   

２．これから先も、ずーっと剣道を続けてください。頑張って下さい！！  

仲村仲村仲村仲村    翔先輩翔先輩翔先輩翔先輩          

１．懐かしかった。       

２．稽古頑張ってください。      

        

近藤近藤近藤近藤    誠也誠也誠也誠也先輩先輩先輩先輩          

１．積極的にＯＢ、ＯＧが参加してくれているので楽しい。    

２．声小さいよ！ もっと声だしな。     

３．開催日をもう少し夏に近いほうが良い。     

千葉千葉千葉千葉    和甫先輩和甫先輩和甫先輩和甫先輩          

１．普段会うことの出来ない友達、先生、先輩に会うことができて嬉しかったです。 

2．あきらめず頑張って剣道を続けてください。    

西西西西    智仁先輩智仁先輩智仁先輩智仁先輩          

１．みんなと久々に会えてよかった。みんな強くなっていたので頑張りたい。  

２．頑張ってください。       

野口野口野口野口    順平先輩順平先輩順平先輩順平先輩          

１．みなさんたくさん稽古をしているのがよく分かりました。とても良い会だと思います。 

  これからも続けて欲しいと思います。     

２．頑張ってください！！      

本荘本荘本荘本荘    勇志先輩勇志先輩勇志先輩勇志先輩          

１．懐かしい後輩、同級生に会えてよかったです。    

２．頑張ってください。       
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宮地宮地宮地宮地    悟史先輩悟史先輩悟史先輩悟史先輩          

１．懐かしい先輩に会えてよかったです。     

２．頑張ってください。       

神田神田神田神田    修先輩修先輩修先輩修先輩          

１．楽しいです。       

２．死ぬ気でガンバレ！！（笑）      

石田石田石田石田    雄哉先輩雄哉先輩雄哉先輩雄哉先輩          

１．久しぶりに丸山先生をはじめ色々な先生・先輩方に会えてよかったです。  

２．みんな強くなっていてびっくりしました。これからも頑張ってください。  

池田池田池田池田    宗一郎先輩宗一郎先輩宗一郎先輩宗一郎先輩          

１．久ぶりに駒剣のみんなや丸山先生や先輩にあえてよかったです。  

２．みんなが強くなっていたのでとてもビックリしました。これからも頑張ってください。 

恵守恵守恵守恵守    由奈先輩由奈先輩由奈先輩由奈先輩          

１．先生方や、先輩がたくさん集まって、大人数での稽古はとても楽しかったです。 

  今回は出れなかったけれど来年こそは出たいと思いました。   

２．これからも頑張ってください。      

菊地菊地菊地菊地    晋作先輩晋作先輩晋作先輩晋作先輩          

１．友達と久しぶりに会えたし稽古も楽しかった。    

２．がんばれ       

木村木村木村木村    香織先輩香織先輩香織先輩香織先輩          

１．試合なのにピリピリしていなくて楽しかったです。    

２．頑張れ       

古峯古峯古峯古峯    良祐先輩良祐先輩良祐先輩良祐先輩           

１．久ぶりに駒場の人たちと稽古や、試合ができてよかった。   

２．これからも剣道がんばって下さい。     

中桐中桐中桐中桐    弘晴先輩弘晴先輩弘晴先輩弘晴先輩          

１．後輩や先生、先輩と久々に顔を合わせることが出来よかった。   

２．これからも剣道頑張ってください。     

３．先生方の試合もやってもらいたい。     

吉野吉野吉野吉野    元章先輩元章先輩元章先輩元章先輩           

１．久振りに皆に会えてよかったです。先生にも会ってよかった。   

２．みんなが強くなってすごかったです。これからも頑張ってください。  

３．４月１日開催。団体と個人トーナメントがしたい。    

小川小川小川小川    輝輝輝輝先輩先輩先輩先輩           

１．楽しかった。       

２．ガンバ        

近藤近藤近藤近藤    麻美麻美麻美麻美先輩先輩先輩先輩          

１．とても充実した稽古ができてよかった。試合も楽しかったです。   

２．基本を大切ににして、いい剣士になっください。ガンバレ～！   

前田前田前田前田    啓佑先輩啓佑先輩啓佑先輩啓佑先輩          

１．友達と試合できて良かったし楽しかった。     
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２．ガンバッテください。      

渡辺渡辺渡辺渡辺    聖宝聖宝聖宝聖宝先輩先輩先輩先輩          

１．今まで稽古したことがなかった先輩と稽古できてよかた。   

２．基本を大切に頑張ってください。     

        

小学生からの感想小学生からの感想小学生からの感想小学生からの感想          

・色々な人の戦いが見られて楽しかった。     

・来年も来てください。       

・試合で勝つと思ったんですが難しかった。     

・試合で勝つと思った人に勝ててよかった。     

・大きい人がいて少し怖いけれど楽しいです。     

・今までに会ったことのない人に会えたこと。     

・お菓子をもらってうれしかった。      

・試合や OB と稽古ができてうれしかった。     

・緊張しました。       

・楽しかったです。いつもより手に気をつけられた。    

    

            皆さん、ありがとうございました。m(_ _)m また来年お会いしましょう(^^)/ 

    

    

    

                        文文文文    集集集集    完完完完    成成成成    によせてによせてによせてによせて                        

    

  先月皆さんにお配りした駒剣文集創刊号は、いかがでしたか？ 

 「みんな、作文上手だなあ～」「へえ～そうだったんだ～！」いろんな感想があったのではない

でしょうか？ここでいただいた感想をご紹介いたします。 

 

    山﨑山﨑山﨑山﨑    正隆先生正隆先生正隆先生正隆先生（本荘会長への私信よりの一部抜粋） 

・・・ありがとうございます。一昨日文集が届きました。何度も読み返しております。 

 まず丸山先生のお言葉は、そちらにおりましたおり、丸山先生からよくお聞きしておりました、

丸山先生の駒剣に対する、また子供達に対する熱い想いが篤く語られ、皆様の眼にとまることは、

駒剣の原点を知らしめるようで、何よりこの文集の意義がはっきりして喜ばしいことです。 

 また、新しく駒剣で始められた会員、保護者の方々をはじめ指導部、錬成部、会員の子供達が、

これからの人生、今の人生に、駒剣より何かしら良い影響を受け、特に「仁義礼智信」がそれぞれ

の心によみがえってること、人間として、社会人として向上していってる様子が良く窺え、人間形

成道場の看板に恥じない実績が窺え、これからも胸を張ってご指導していただけるものと確信いた

します。本当に本荘先生に会長職を引き継いで頂いて、さぞ丸山先生も満足されてあることでしょ

う。・・・・・・ 

（こまけんだよりなどを送っていただき）いつも本当にありがとうございます。     山崎 
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    埼玉大学剣道部部長埼玉大学剣道部部長埼玉大学剣道部部長埼玉大学剣道部部長    塩入塩入塩入塩入    宏行先生宏行先生宏行先生宏行先生（本荘会長への私信より一部抜粋） 

 駒剣文集、新装の創刊号拝読。大保木先生と学生たちにもお渡しします。ありがとう。 

 賞状をもった写真におさまる子どもたちの数が急増したことは、寒稽古で一昔前のいかにも初心

者というイメージを彷彿とさせる駒剣剣士が、すっかり正統派の剣風になったと感じる最近、私の

感触の通りだなと変な自信を持ちました。今後の益々の活躍を期待します。･･･････ Ｓｈｉｏ 

 

    石井石井石井石井    美保さん美保さん美保さん美保さん    

 初めて文集を目にした時、あまりに素敵なのでビックリしました。表紙は色とりどりで格調高く

、中身は可愛いイラスト・懐かしい写真満載で、センスの良い構成。家に帰って、何はさておき読

み始めて、一気に、そして何度もページをめくりました。 

 子どもから大人まで、思っていることが改めてわかり、私の中の皆さんの姿が、今まで以上には

っきりして近しいものになりました。竹刀を交えてつながり合うだけでなく、言葉でも、またつな

がり合うことが出来る。そんな文集作成に眠る間を削って尽力して下さった石田編集長、思いがけ

ない（？）発案で文集作成を実現に導いて下さった本荘先生に感謝申し上げます。 

    

    渡邊渡邊渡邊渡邊    順迎さん順迎さん順迎さん順迎さん 

 「お忙しい中、文集を作って下さった石田さんには千本のバラを送りたい気持ちです。素晴らし

い文集です。ありがとうございました。皆さんの文章それぞれ に駒剣への愛情と剣道への情熱が

溢れているのが分かり、お一人お一人最後まで読ませていただきました。子供たちのは思わず微笑

んでしまうような素直さが あってやっぱり駒剣の剣士だなあと思いました。それに懐かしい写真

やイラストが楽しかったですねえ！」 

 

    山﨑先生、塩入先生、石井さん、渡邊さん、ありがとうございました。 

 

    

                        おおおお        知知知知        らららら        せせせせ                                     

    

 

 ５５５５    月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土））））    剣道教室始まり剣道教室始まり剣道教室始まり剣道教室始まり        1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 

          皆さんのご協力をよろしくお願いします！！ 

 ※土曜日のお当番さんへ･･･申しわけありませんが、少し早めにいらしていただいて、 

              剣道教室の先生方に教室終了後のお茶出しをお願いいたします。 

 ６ 月１１日（日）  初～三段審査会（戸田） 

 ６６６６    月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））    蕨塚越剣友会との交流会蕨塚越剣友会との交流会蕨塚越剣友会との交流会蕨塚越剣友会との交流会    9:009:009:009:00～～～～1:001:001:001:00    駒場体育館駒場体育館駒場体育館駒場体育館    ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ    第２体育室第２体育室第２体育室第２体育室    

                                        今年は塚剣のみなさんをお招きして、駒場で合同稽古を行います。 

          1:00 からは道場にて剣道教室あり。3:00 からの通常稽古はお休みです。 

 ７ 月 ９日（日）  剣道地区講習会（剣道形・指導法・講話）（北本） 

 ７ 月３０日（日）  四～五段審査会（県立武道館） 

 

今月の「星やん武芸帳」は、都合によりお休みさせていただきます。m(_ _)m 
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    「剣は心なり」丸山先生からのプレゼント「剣は心なり」丸山先生からのプレゼント「剣は心なり」丸山先生からのプレゼント「剣は心なり」丸山先生からのプレゼント     

        稽古の前にいつもみんなで唱えている道場訓「剣は心なり」の出典について，丸山先生より皆

さんにプレゼントをいただきました。「剣はこころなり」の言葉を言い残した島田虎之助という剣

士の筆跡を写したものです。コピーしてお配りしますので，どうぞ文集の裏表紙に貼って下さい。

丸山先生，ありがとうございました。m(_ _)m 

島田虎之助島田虎之助島田虎之助島田虎之助    

「剣は心なり」で始まる有名な言葉は、江戸末期の剣豪の一人である島田虎之助が言い

残した言葉である。島田虎之助は１８１４年生まれで九州の中津藩出身である。２４歳の時

に江戸の直心陰流の男谷道場へ入門し剣の修業をおこなう。勝海舟の剣の師匠でもあ

り、のちに剣心一致を説くが、３８歳の若さで病没する。 

 ちなみに「剣は心なり」の言葉が有名になったのは、作家の中里介山（１８８５生～１９４４

没・都新聞社員として執筆）の小説「大菩薩峠」（大正２年の都新聞に連載）だと言われ、そ

の後、芝居や映画でも知られるようになったのである。 

 「剣は心なり」の言葉は、島田虎之助の出身地である中津（大分県）に碑となっている。

厳密に言えば、現在は福岡県吉富町の天沖寺（てんつじ）公園の一角である。大分県中

津市と福岡県吉富町は山国川を境に隣接しており、この一帯で幼少の頃に島田虎之助は

過ごしたと思われる。また、中津市側には島田公園と呼ばれる場所もある。 

 


