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2(2(2(2(土土土土))))    15:00~17:0015:00~17:0015:00~17:0015:00~17:00    平成平成平成平成 24242424年度後期昇級審査会年度後期昇級審査会年度後期昇級審査会年度後期昇級審査会 

7777((((木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古    

9999((((土土土土))))    15:00~17:0015:00~17:0015:00~17:0015:00~17:00    稽古稽古稽古稽古    

10(10(10(10(日日日日))))    13:00~13:00~13:00~13:00~        さくらさくらさくらさくら草旗剣道大会強化練習会草旗剣道大会強化練習会草旗剣道大会強化練習会草旗剣道大会強化練習会((((選手選手選手選手のみのみのみのみ))))    ＠＠＠＠浦高剣道場浦高剣道場浦高剣道場浦高剣道場    

14(14(14(14(木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古    

16(16(16(16(土土土土))))    15:00~17:0015:00~17:0015:00~17:0015:00~17:00    稽古稽古稽古稽古、、、、さくらさくらさくらさくら草旗剣道大会駒剣結団式草旗剣道大会駒剣結団式草旗剣道大会駒剣結団式草旗剣道大会駒剣結団式    

20(20(20(20(水水水水････祝祝祝祝))))        さくらさくらさくらさくら草旗剣道大会草旗剣道大会草旗剣道大会草旗剣道大会    ＠＠＠＠桜区記念総合体育館桜区記念総合体育館桜区記念総合体育館桜区記念総合体育館    

21(21(21(21(木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古        

23(23(23(23(土土土土))))    13:00~17:13:00~17:13:00~17:13:00~17:00000000    6666年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会    

                        19:00~19:00~19:00~19:00~                 6 6 6 6年生年生年生年生のののの保護者保護者保護者保護者をををを送送送送るるるる会会会会 @ @ @ @パルコパルコパルコパルコ 1F1F1F1F････チェルシーカフェチェルシーカフェチェルシーカフェチェルシーカフェ        

28(28(28(28(木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古    

30(30(30(30(土土土土))))    15:00~17:0015:00~17:0015:00~17:0015:00~17:00    稽古稽古稽古稽古    

            村岡杯村岡杯村岡杯村岡杯((((対象選手対象選手対象選手対象選手))))    ＠＠＠＠春日部春日部春日部春日部ウイングハットウイングハットウイングハットウイングハット    

 

 

 

 

4(4(4(4(木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古    

6(6(6(6(土土土土))))    13:00~17:0013:00~17:0013:00~17:0013:00~17:00    駒剣駒剣駒剣駒剣 OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会    ＠＠＠＠剣道場剣道場剣道場剣道場    

            文集発行文集発行文集発行文集発行    

11(11(11(11(木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古    

13(13(13(13(土土土土))))    15:00~17:0015:00~17:0015:00~17:0015:00~17:00    稽古稽古稽古稽古        ((((剣道教室申剣道教室申剣道教室申剣道教室申しししし込込込込みみみみ受付受付受付受付 14:00~)14:00~)14:00~)14:00~)    

18(18(18(18(木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古    

20(20(20(20(土土土土))))    15:00~17:0015:00~17:0015:00~17:0015:00~17:00    稽古稽古稽古稽古        ((((剣道教室申剣道教室申剣道教室申剣道教室申しししし込込込込みみみみ受付受付受付受付 14:00~)14:00~)14:00~)14:00~)    

            1111級審査会級審査会級審査会級審査会((((対象者対象者対象者対象者))))    ＠＠＠＠大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館    

25(25(25(25(木木木木))))    17:00~19:0017:00~19:0017:00~19:0017:00~19:00    稽古稽古稽古稽古    

27(27(27(27(土土土土))))    15:00~17:0015:00~17:0015:00~17:0015:00~17:00    稽古稽古稽古稽古    

            さいたまさいたまさいたまさいたま市剣道大会市剣道大会市剣道大会市剣道大会((((成人成人成人成人))))    ＠＠＠＠大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館    

    

※※※※    25252525年度駒場剣友会定期総会年度駒場剣友会定期総会年度駒場剣友会定期総会年度駒場剣友会定期総会はははは、、、、スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール調整調整調整調整のののの為為為為    

現在未定現在未定現在未定現在未定ですですですです。。。。決決決決まりまりまりまり次第次第次第次第、、、、おおおお手紙手紙手紙手紙にておにておにておにてお知知知知らせらせらせらせ致致致致しますしますしますします。。。。        

 

 

ここここここここままままままままけけけけけけけけんんんんんんんんだだだだだだだだよよよよよよよよりりりりりりりり        
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春らしい暖かな気候を心待ちにする今日この頃です。２月があっという間に終わりを告げ、  

あと１か月で今年度が終わろうとしています。 

今月末に駒剣を巣立っていく６年生は、１９人と駒剣史上最多になります。彼らには一年前 

から「人数が多いことは力になるが、自分ががんばらなくても・・・という甘えを生むことに

もなる。他人に頼らずに一人一人がしっかり稽古するように」と言ってきました。振り返って

みたとき、誰か特定の者が目立ったのではなく、その時その時で輝いていた者が何人もいたこ

とを思い返すと、教えを守りそれぞれが個々に努力してきたことが伺えます。駒剣のよき伝統

を引き継ぎ、さらに充実・発展させてくれた１９人の剣士たちでした。 

 

 

真砂真砂真砂真砂    智智智智…支えてくれる人に感謝しながら、強いリーダーシップを発揮した名キャプテンです。 

悔しさもたくさん経験し、強くなりました。これからもしっかり稽古してください。 

新井駿太新井駿太新井駿太新井駿太…まっすぐでしなやかな剣道をします。身体も大きくなり、このままスケールの大き 

な剣道を身につけて欲しいと願っています。 

本田青一郎本田青一郎本田青一郎本田青一郎…本調子でなくとも試合で結果を残す勝負強さをもっています。ひたむきに稽古 

しているから、勝負の神様が微笑んでくれるのだと思います。 

有田有田有田有田    好好好好…心の成長が剣の成長につながりましたね。お兄ちゃんと比べる必要はありません。 

好らしく剣道をしていってください。 

石田朱里石田朱里石田朱里石田朱里…夏合宿でがんばっていた姿が印象に残っています。おとなしいけど芯の強さを感じ 

ます。これからのさらなる精進に期待しています。 

遠藤康平遠藤康平遠藤康平遠藤康平…１年半と長くはない期間でしたが、集中してよく稽古をしました。今まさに伸びて 

いる時期です。さらに強くなって、後輩に稽古をつけに来てください。 

大西弘泰大西弘泰大西弘泰大西弘泰…地道によくがんばりました。寒稽古皆勤を毎年当然のように成し遂げています。 

人懐っこい性格も活かしながら人の縁を広げていってください。 

北嶋柊一北嶋柊一北嶋柊一北嶋柊一…かけひき上手な剣を使います。剣道一家のしんがりとして、これから父、兄を追い 

上げていきましょう。活躍を期待しています。 

宍戸和馬宍戸和馬宍戸和馬宍戸和馬…６年生になって一段と剣道が好きになりましたね。よく稽古していました。スピー

ドがありまっすぐな剣、今のまま伸びていってください。 

高川雄介高川雄介高川雄介高川雄介…試合にも勝てるようになりたくましくなりました。これから身体も大きくなります。

力強い剣道を身に付けていってください。 

谷口谷口谷口谷口    楽楽楽楽…野武士のようにこだわりをもって稽古していたように見えました。一つ一つの行事

を大切にして成長してくれたようです。ますますの活躍を。 

馬場善弘馬場善弘馬場善弘馬場善弘…1級審査を前にして、強いやる気を感じました。目標をもつことは大切ですね。 

これからも大きな目標をもって稽古していってください。 

羽部公人羽部公人羽部公人羽部公人…優しく強い心を持っています。その気持ちを失わずにこれからも長く剣道を続けて 

いってもらいたいと願っています。 

早川隼矢早川隼矢早川隼矢早川隼矢…周りよりは遅いスタートでしたがこれからです。思えば私と同じ時期です。６年生 

らしくよく考えて稽古していました。これからの成長ぶりを楽しみにしています。 

本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生からのおからのおからのおからのお言葉言葉言葉言葉    
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本城通明本城通明本城通明本城通明…｢雪の朝 一人歩いて 埼大へ｣レジェンド（伝説）を作りました。少しくらいの困難

は何でもないと思えるでしょう。これからさらに強くなることを期待しています。 

三浦三浦三浦三浦    柊柊柊柊…去年の夏合宿の試合は見ていて痛快でした。“飛ぶ鳥を落とす勢い”というのはああ 

いうのをいうのでしょうか。向上心を忘れずにこれからも伸びていってください。 

森田将彰森田将彰森田将彰森田将彰…よく努力しました。面、小手、胴のすべてを試合であれだけきれいに決められる小

学生は珍しいと思います。中学校でもよき仲間と強く正しい剣道を作ってください。 

山﨑彩香山﨑彩香山﨑彩香山﨑彩香…剣道のセンスは素晴らしいものをもっています。気持ちが優しいためかまだ出しき

れないところがありました。中学校での活躍を期待しています。 

渡邉直樹渡邉直樹渡邉直樹渡邉直樹…粘り強くこつこつと稽古していました。少しずつ力がつき 1級まで到達した気がし

ます。これからも小さな積み重ねを大切にし、大きく花開くことを楽しみにしてい

ます。 

 

 私が君たちに望むことは、「剣道を長く続けてください」これだけです。学校でレギュラー

になれなくてもいい、試合に勝てない時期があっても大丈夫です。続けていると必ず剣道が

生きていくうえでの君たちの背骨（芯）になります。そして、周りによき理解者が増えてき

ます。 

４月からは駒剣ＯＢ会員です。ＯＢ稽古会や夏合宿の参加をお願いします。声がかかった

らぜひ駒剣の一員として試合に出場してください。昇段したり進路が決まったりしたら報告

に来てください。何か壁にぶつかったり悩んだりした時も、一息つきに道場に立ち寄ってみ

てください。みんなが君たちに会えることを楽しみにしています。 

 

 

これから、「さくら草旗剣道大会」「村岡杯剣道大会」があります。選手に選ばれた６年生

は、小学生としての集大成を見せてください。気持ちで負けない「強気の試合」をしてきま

しょう。２３日に行われる「卒業生 VS あとに残る者たち」の試合も楽しみです。今年は誰

が活躍し、どこまで大人を引っ張り出すでしょうか。１９人ものツワモノがいるので、私の

出番があるかもしれませんね。トレーニングを怠らないようにしておきます。とはいえ、後

輩たちも簡単に負けてしまうようではいけませんよ。 

 

本日の「級審査会」を皮切りに、イベント盛りだくさんの３月です。「師弟同行」先生も 

先輩も後輩もみんなで数をかけて打ち合い係わり合い、『実り多き３月』にしていきましょう。 
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６年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

                                   これまで駒剣士として後輩たちを支えてくれてありがとう！ 

頑張ってきたみんなに、お祝いの言葉を頂きました。 

                        

                                    卒業卒業卒業卒業おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう                                                                                        

－－－－    すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい君達君達君達君達にににに    －－－－                    師範師範師範師範    木村木村木村木村    裕之裕之裕之裕之    

６年生の皆さん、卒業おめでとう。 

元気に卒業の日が迎えられたことをたいへん頼もしく、心よりお祝い致します。 

これから中学校へと進み、心身共にもう一段大きく成長していく君たちは、今希望に満ち溢れ

ているここと 思います。新しい環境に立ち向う君たちに、５つの言葉を贈ります。 

    

■ 過去過去過去過去にはにはにはには感謝感謝感謝感謝をををを！！！！    

新しい環境に一生懸命向かってゆく君たちに、ひと時、これまで育てて頂いたご両親、教えて

頂いた先生方、競い合った仲間、一緒に遊んだ後輩、を思い出してみよう。君の周りにいる皆

が、君の成長を支えてきました。これまで支えて頂いた方々に感謝しよう。 

    

■ 現在現在現在現在にはにはにはには信頼信頼信頼信頼をををを！！！！    

君たちはもうすぐ中学の門をくぐります。新しい先生、友人と出会うでしょう。勉強の内容も

大きく変わります。不安もあるでしょう。しかし、新しい先生方、新しくできる仲間は、将来

の君の一生の師であり、友になります。新しい環境には信頼をしましょう。 

 

■ 未来未来未来未来にはにはにはには希望希望希望希望をををを！！！！    

君たちは今、新しい生活のスタートに期待と希望で一杯かと思います。新しいスタートライン

に経ち、新しい第一歩を踏み出して行きます。君たちの将来は大きな希望の光がさしています。 

 

■ そしてそしてそしてそして、、、、夢夢夢夢をををを描描描描こうこうこうこう！！！！    

是非、大きな夢を描こう。夢に向っている人は輝いています。誰にも負けない熱い夢を持ち、

そして、その夢の実現に向かって真直ぐに努力を続けよう。夢を達成するためのひたむきな努

力は、その人の世界観を作ってゆきます。 

 

■■■■    先先先先をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けようけようけようけよう！！！！    

是非、自分から先を仕掛けていこう。自ら攻めて受けた“向こう傷”は楽しい思い出です。し

かし、逃げた時にうけた"背後からの傷“はなかなか癒えません。自ら、先に動くと周りが後か

ら動いてきます。変化を先取りして、その変化を積極的に楽しみましょう。 

 

これからも成長した姿を駒剣の仲間達に見せにきてください。 

すばらしい君達に、心から卒業おめでとう。         
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「「「「子宝子宝子宝子宝にににに恵恵恵恵まれてまれてまれてまれて」」」」    卒業生卒業生卒業生卒業生へへへへ贈贈贈贈るるるる言葉言葉言葉言葉            

師範師範師範師範        尾島尾島尾島尾島    寿子寿子寿子寿子    

    
    

 平成９年４月の駒場剣友会には、小学５年生だった石井くにあき先輩、関口ひろき先輩 

たちが元気に竹刀を振っていました。当時６年生は１名？小学４年生には山口さとみ先輩 

もいました。 

平成１０年３月に卒業した駒剣士が私の長男に例えると、石井君、関口君たちの代が 

次男、山口さんが長女、平成 25年３月に卒業する男子が１６男、女子は不在の年がある 

ので 12女となります。途中大会の子も含め、駒剣で関わった教え子は現在 221人。 

その中で第 167人～185人目の卒業生 19名となります。 

 

子宝に恵まれ保護者にも恵まれ、私は幸せいっぱいです。 

駒場剣友会で学んだ事の中で、今は解らない事がいくつかあるかもしれませんね。 

大人になるにつれ、絡んだ糸が解ける様に… 

「あぁ、こういう事を言っていたんだ。」と解る時がきます。  

その時また心の中で再会しましょう。 
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卒業卒業卒業卒業おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう        

                                         師範師範師範師範        山田山田山田山田    節男節男節男節男    

六年生のみなさん卒業おめでとうございます。 

ここ数年の間、今年の六年生はたくさんいたから卒業するとさびしくなるなあと思う事が 

続いています。 

今年もまた、気がつけば 20名を超える大勢の駒剣士を送り出すことになりました。低学 

年から始めたひとも六年生になってから始めたひともいますが、それぞれの駒剣士に思い出 

があります。みんなそれぞれしっかりとした六年生になりました。 

さて、今年の初めの稽古で当たり前のことをしっかりやりましょう、という話をしました。

剣道の事についても、普段の生活態度についても当たり前のことをしっかりやっていきまし

ょうと話しました。卒業にあたってもう少し述べたいと思います。 

 

剣道であれば基本を大事にする。ひとつひとつの動作や体操の仕方を忠実に行うよう心が

ける。稽古時間に遅れないように行動する。先生が話している時はしっかり聞く。といった

ようなことです。後半は普段の生活の色々な場面に重なっています。 

普段の生活での当たり前のことをしっかりやるという生活態度はすべ

てのものごとの基本になります。お話したように今年のお正月の箱根駅伝

で総合優勝した日本体育大学の監督は、昨年、非常に不本意な成績だった

反省の中で、まず一番に「当たり前のことをしっかりやる」ことを決めた

そうです。大学の寮に住んでいる中で、例えば毎日の朝食をきちんと時間

通りに食べる、夜更かしをしない、練習時間に遅れずに集合し、事前のグ

ランド整備をするといったようなことです。 

それまでは、試合の結果が悪かったり試合に出ない学生は夜更かしをするといったことが

しばしばあったそうです。そうすると翌日の朝起きられなくて朝ごはんを食べない、練習時

間に遅れる、すべてが悪い循環になってしまっていたそうです。色々な技術的なことを習得

する大前提として当たり前のことをしっかりやることが必要だと考え、実践していこうと決

めたとのことです。 

 

当たり前のことをきちんとすることは、ひとつひとつのことをおろそかにしないことです。 

毎日を今この時を大切にすることでもあります。しなければいけない当たり前のことができ 

なくて、突然すばらしいことをすることはできないでしょう。 

私などもなかなかできていません。実は、当たり前のこときちんとできるひとはそれだけ

ですばらしい人だと思います。これから皆さんが成長していく中で、このことを頭に入れて

行動してください。きっと充実した生活がおくれると思います。 

 

終わりに、毎年、卒業生に言っている事を述べてお祝いの言葉とします。 

皆さんはこれから駒剣の OB,OG会員です。どうか駒剣をこれからも見 

 守っていてください。私たちも皆さんをずっと見守って行きます。ぜひ、 

顔を出してください。剣道を休んでいてもかまいません。自分がうまくい  

かないな、当たり前のことをしてないなと思う時でもかまいません。 

皆さんはこれからもずっと駒剣の仲間です。 
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６６６６年生年生年生年生 ( ( ( (同級生同級生同級生同級生？？？？) ) ) ) へへへへ贈贈贈贈るるるる言葉言葉言葉言葉              

後援部長後援部長後援部長後援部長        本田正則本田正則本田正則本田正則 

    

 ６年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。 

 私は、みなさんが２年生の時に剣道を始めました。そのころチビッ子だったみなさんと一緒

に稽古してきた感じがします。自分では勝手に「同級生」と思っていました。だから「同級生」

と思っていたみなさんが卒業するのはちょっと置いてきぼりにされたような気がしてちょっと

さみしいです。残念ながら今更私はみなさんと一緒に中学校へは行けないので(当たり前でし

ょ！)、駒剣でみなさんが稽古にくるのを楽しみ待っております。中学生になるとみんなグーン

と強くなるので、できるだけみなさんに引き離されないように、少しでもついていけるように

なることを目標に頑張ります。 

 ２年生の頃には４～５名でしたが少しずつ仲間が増えて卒業する今では１９名ものの沢山の

仲間ができましたね。個性豊かで元気な仲間なのでこれからも大切にして下さい。(言われなく

ても大切にすると思いますが)駒剣でもそうだったと思いますが良い仲間が沢山集まると楽し

くて盛り上がるので、結構つらいことも意外と頑張れると思います。中学校生活でもひとりで

も多くの良い仲間を作って盛り上がって下さい。中学校でみなさんが元気にいろんな場面でが

んばれることを祈っております。 

 それではまた稽古よろしく！です。 

    

    

「「「「卒業卒業卒業卒業」」」」    

                                            キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン        真砂真砂真砂真砂    智智智智    

 

    
駒剣で稽古するのもあと１ヶ月となりました。２年生で入会してからあっという間の５年

間でした。 

たくさんの先生方、「心技体」の大切さや「相手に対する礼」など、この５年間に人生でと

ても大事なことを学ばせてもらいました。ありがとうございました。 

 

保護者の方々、稽古の時も大会の時も、いつもぼくたち小学生会員に付き添い、見守って

いただきありがとうございました。 

後輩の皆さん、６年生が抜けて人数が少なくなるけれども、５月からの剣道教室でまたた

くさん入ってくると思うので男女仲良く頑張って下さい。また、６月の大会では団体戦３連

覇を目指して頑張って下さい。 

最後に６年生の皆さん、中学生になっても駒剣や修道館でいっしょに 

稽古しましょう。 

大会や練習試合で対戦できることを楽しみにしています！ 
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がんばりましたがんばりましたがんばりましたがんばりました！！！！！！！！    そしてこれからもそしてこれからもそしてこれからもそしてこれからも・・・・・・・・・・・・    

                    

卒業卒業卒業卒業生保護者代表生保護者代表生保護者代表生保護者代表        真砂幸子真砂幸子真砂幸子真砂幸子    
    

卒業おめでとうございます。 

１９人の剣士を一度に送り出すのは、駒剣始まって以来でしょうか！？ 振り返ってみますと

… 

 ２年生の５月、駒剣入会一番乗りは、智、５月から始まった剣道教室を修了して７月に入会

したのが、新井君、有田さん、大西君、本田君。３年生の４月に北嶋君、１０月に三浦君が加

わり、３月には森田君も。４年生の７月本城君、谷口君、８月山﨑さん、２月に渡邉君が入会。

この時で１２人。一大勢力となりました。 

 勢いはとどまらず、５年生の５月に馬場君、剣道教室を終えて７月に羽部君が入会。１０月 

宍戸君、１１月遠藤君、１月高川君と毎月のように仲間が増え、１７人。 

 そして６年生の７月、剣道教室後に、石田さん、早川君が加わり、総勢１９人となりました。 

始めた時期も剣道歴もさまざまですが、同じ時を同じ道場で一緒に稽古してきました。 

 人数が多いので、活気があって「楽しいこまけん」ではありましたが、選手選考の結果に悔

しい思いをする人もたくさんいたと思います。でも、反対に言えば、それをバネにお互い切磋

琢磨して、より一層稽古に励んだことと思います。 

 母達は、場外から、毎度ハラハラしながら見守っていました。がっかりして投げやりになる

子はいないか、他の子の気持ちも省みず、有頂天になる子はいないか――と。 

 時には励まし、時には叱り、そしていつも、「そう、そう」と優しく肩をたたきながら、皆さ

んの成長を感じていました。 

 これから、１９人それぞれが自分の道に進んでいくのですが、先生方がいつもおっしゃられ

たように、「人と比べるのではなく、これまでの自分と比べてどれだけ進歩したか」のものさし

を持った人になって下さい。 

 暑い時期の合宿、寒い時期の寒稽古と、たいへんな時に、厳しく苦しい稽古をやり遂げられ

たのも、助け合い、励まし合い、競い合った仲間がいてくれたからこそです。これからも仲間

を大切にする人でいて下さい。 

 一緒に稽古してきた１９人全員が揃って、胸を張って駒剣を卒業していく姿は圧巻でしょう

ね…。 

 卒業おめでとう！！ 
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Q1,Q1,Q1,Q1,駒剣駒剣駒剣駒剣１１１１番番番番のののの思思思思いいいい出出出出はははは？？？？                                                                                                         Q5, Q5, Q5, Q5,剣道以外剣道以外剣道以外剣道以外のののの趣味趣味趣味趣味はははは？？？？    

Q2,Q2,Q2,Q2,おおおお稽古稽古稽古稽古やややや試合試合試合試合のときにのときにのときにのときに心心心心がけていることはがけていることはがけていることはがけていることは？？？？                            Q6,Q6,Q6,Q6,先生方先生方先生方先生方にひとことにひとことにひとことにひとこと。。。。    

Q3,Q3,Q3,Q3,心心心心にににに残残残残るるるる先生先生先生先生のののの言葉言葉言葉言葉はははは？？？？                                                                                                Q7,Q7,Q7,Q7,後輩後輩後輩後輩たちにひとことたちにひとことたちにひとことたちにひとこと。。。。    

Q4,Q4,Q4,Q4,剣道剣道剣道剣道････もしくはそのもしくはそのもしくはそのもしくはその他他他他でおすすめのでおすすめのでおすすめのでおすすめの本本本本ややややマンガマンガマンガマンガはははは？？？？    Q8,Q8,Q8,Q8,最後最後最後最後にににに､､､､おおおお父父父父さんおさんおさんおさんお母母母母さんにひとことさんにひとことさんにひとことさんにひとこと。。。。    

 

井  

Q1, ６年のさいたま市浦和剣道大会の団体で優勝したこと。駒剣みんなで喜べたから。 

Q2, 自分から攻めて打つこと。 

Q3, 駒剣に入ってすぐに「新井君」と声をかけてくれたこと。自分をみていてくれたとわかったから。 

Q4, クロガネ、宇宙兄弟 

Q5, サッカー、ゲーム、車 

Q6, いつもいろいろなメニューを考えてくれて有難うございます。剣道以外でも親への感謝や礼儀、 

友達にやさしくすることを教えてくれてありがとうございます。 

Q7, こらからも先生といっぱい稽古をして強くなってください。 

Q8, 僕を駒剣に入れてくれてありがとう。防具を買ってくれてありがとう。これからも大切に使い 

ます。 

 

 

 

Q1, 夏合宿                    

Q2, 相手を見る。                

Q3, いろいろあります。              

Q4, ありません                

Q5, ありません                  

Q6, 5 年間ありがとうございました。          

Q7, こらからも剣道がんばって下さい！       

Q8, 毎週駒剣に連れて行ってくれてありがとう！   Q1, 合宿 

                                                 Q2, 声を出そうと一応思ってます。 

                                                 Q3, 石田あああ…！！もつと声出せー！(`Д´) 

                            Q4, ハリーポッターと賢者の石 

Q1, 夏合宿                   Q5, 読書、ピアノ 

Q2, 心を落ち着かせること。           Q6, 色々教えて下さりありがとうございました。 

Q3, ああいい面だ！                 Q7, 剣道がんばってください。 

Q4, インシテミル、バッテリー          Q8, 一年間、剣道の送り迎えありがとう。 

Q5, バスケ                   

 Q6, 今まで剣道を教えてくださって 

ありがとうございました。            

Q7, これからも剣道がんばってください。     

Q8, 今まで送り迎えありがとうございました。  

卒業特集卒業特集卒業特集卒業特集            ６６６６年生年生年生年生アンケートアンケートアンケートアンケート！！！！！！！！    

新井君新井君新井君新井君    

有田有田有田有田さんさんさんさん    

石田石田石田石田さんさんさんさん    

遠藤君遠藤君遠藤君遠藤君    
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      Q1, 夏合宿 

Q2, 早くぬける 

Q3, 大きい声を出せ！！ 

Q4, ありません 

Q5, スイミング 

Q6, 今まで本当にありがとうございました。礼儀も身につきました。 

Q7, これからもがんばってください！ 

Q8, 5 年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

Q1, 夏合宿 

Q2, こしから行くこと 

Q3, 腰から行け  

Q4, 六三四の剣 

Q5, テレビ 

Q6, 今までお世話になりました。 

Q7, 先生方の言うことをきいてこれからもがんばってください。 

 Q8, 剣道以外でもお世話になりました。  

 

 

  Q1, 夏合宿、寒稽古  

 Q2, どんなことがあっても全力でやる。 

Q3, 苦しい時にあきらめず、そこを乗り越えれば上達する。 

Q4, スパイダーウィックの謎   

 Q5, 陸上、水泳、サッカーなどなどスポーツ系 

     Q6, 今までご指導ありがとうございました。基本などをしっかりご指導いただいたので 

基本を身につけることができました。 

     Q7, 今の駒剣よりもっといい駒剣にしてください。 

    Q8, 稽古や大会などで、いろいろサポートしてくれてありがとう。 

 

 

 

       Q1, 昇級審査会 

Q2, 先生方に注意されたことを思い出しながら稽古をする。 

       Q3, 「声を出せ」   

Q4, モモ 

       Q5, 読書 

       Q6, 今までありがとうございました。 

       Q7, これからもがんばってください。 

       Q8, これからもよろしくお願いします。 

大西君大西君大西君大西君    

北嶋君北嶋君北嶋君北嶋君    

宍戸君宍戸君宍戸君宍戸君    

髙川君髙川君髙川君髙川君        
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Q1, 稽古をがんばった後の買い食い 

   Q2, 何も考えない。無心                  

Q3, 道場に入ったら、気持ちを切りかえる。 

Q4, のぼうの城・おーい龍馬                  

  Q5, レゴ・映画鑑賞  

  Q6, 基本などを一から教えて頂きありがとうございます。これからもがんばります。 

  Q7, 真砂キャプテンみたいに、声を出してがんばってください。         

Q8, 送り迎えをしてくれてありがとうございます。中学でも色々お世話になります。 

 

 

 

 

 

Q1, 合宿                     Q1, 夏合宿です！ 

Q2, 積極的に打つこと               Q2, 大きな声を出すことです。 

Q3,「もっと、積極的に打っていけ」          Q3, 姿勢を正せ！                        

Q4, 王様ゲーム                  Q4, 本はブレイブストーリー  

Q5, なし                      マンガはハンター×ハンター 

Q6, 今まで本当にありがとうございました。     Q5, ピアノとプラモデルです。 

Q7, これからもがんばって下さい。         Q6, 今までたくさんご指導頂き 

Q8, いつも応援してくれてありがとう          ありがとうございました。 

    ございました。                Q7, これからもたくさん稽古をして          

      強くなってください。 

    Q8, 送り迎えありがとう。 

 

 

    

Q1，寒稽古がんばったで賞のお祝いパーティで、わさびドリンクを飲まされてとてつもなく 

辛かったこと。 

Q2，正しく技が打てるようにしていること。 

Q3，稽古は一人では出来ないので、相手に感謝すること。 

Q4，英語版ドラえもん 

Q5，水泳、絵 

Q6, これまで僕らに剣道のことを教えて下さり、本当に有難うございました。これからも先生方の 

    お話を大切にして剣道を磨きます。 

Q7, いままで稽古に付き合ってくださり、有難うございました。これからは駒剣の中心としてがん 

ばってください。 

Q8，今こうして剣道をやれるのも、お父さんたちのおかげです。これからもこの恩を忘れずに練習を 

   積み重ねていくので宜しくお願いします。 

 

谷口君谷口君谷口君谷口君    

羽部君羽部君羽部君羽部君    馬場君馬場君馬場君馬場君    

早川君早川君早川君早川君    
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Q1，夏合宿 

Q2，稽古では先生をあけさせない。試合の時は稽古と同じようにやる。 

Q3，感謝の気持ちを忘れない 

Q4、ONEPIECE 

Q5, マンガを読むこと・テレビを見る・絵を描く 

Q6, たくさんの稽古をありがとうございました。 

Q7, きほんを大切にしてください。 

Q8, 今までお世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

  

Q1，夏合宿 

Q2，声を出す 

Q3，剣道とは合掌(がっしょう)です。大保木先生談 

Q4、ワンピ 

Q5，ラグビー、超たまにけん玉  

Q6，今まで本当にありがとうございました。 

Q7，僕たちの変なところを見習わずにがんばってください。 

Q8，送迎を毎回ありがとうございました。 

 

 

 

  

    Q1, 3 年生の夏合宿・理由は試合で優勝できたから。 

    Q2, ①長く構える ②左足の引き付け  ③「起こり」を見せない 

    Q3, 尾島先生の「相手に対する礼」 

    Q4, 武士道シリーズ、光の剣 

    Q5, 読書、食べること、あやとり、折り紙 

    Q6, ５年間ありがとうございました。 

      「心、技、体」を忘れずに、これからもがんばっていきます。 

    Q7, 男女仲良くがんばって！ 

      残りの 1ヶ月で 6 年生の良いところを沢山見つけて下さい。 

    Q8, 2 年の時、いやがるぼくを駒剣に入会させてくれてありがとう。 

      朝早くから、寒稽古に連れて行ってくれてありがとう！ 

 

 

 

本城君本城君本城君本城君    

本田君本田君本田君本田君    

真砂君真砂君真砂君真砂君    
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    Q1, 夏合宿 

    Q2, 毎回目標を立てて心がける。 

    Q3, 夏合宿の試合の時、清水先生が教えてくれた「強く打て」 

    Q4, ハンター×ハンター、スラムダンク 

    Q5, ゲーム 

    Q6, 今までお世話になりました。これからもがんばるので稽古よろしくお願いします。 

    Q7, 今まで一緒に稽古してくれてありがとうございました。 

      これからもがんばってください。 

    Q8, これからも応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

     Q1, 北区剣道大会で初めて相手に一本を決めることができた時。 

     Q2, 先生にご指導して頂いた所に、特に気をつけて稽古している。 

     Q3, たくさんの先生方のアドバイスが心に残った。 

       特に合宿で「面と小手と胴がバランス良く打てている」と本田先生にほめて 

頂いたのがとても嬉しかった。 

     Q4, マンガ『信長協奏曲』 

     Q5, 魚や虫などの生き物の飼育 

     Q6, ご指導ありがとうございました。中学校へ行っても剣道をがんばります。 

     Q7, これからも剣道を続けて、どんどん上達して下さい。 

     Q8, 応援ありがとうございました。中学でも一生懸命がんばります。 

 

 

 

 

     Q1, 初めての夏合宿 

     Q2, 当たらなくても、しっかりと抜けること 

     Q3, “試合に勝ことだけが剣道ではない” 

     Q4, ハチ公物語  

     Q5, 絵を描くこと 

     Q6, 二年半、どんな時もていねいなご指導をありがとうございました。 

     Q7, こらからも剣道がんばってね、応援しています！ 

     Q8, 毎回、遠いところまで送り迎えありがとうございました。 

 

 

 

 

三浦君三浦君三浦君三浦君    

森田君森田君森田君森田君    

山﨑山﨑山﨑山﨑さんさんさんさん    
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Q1, 夏合宿  

     Q2, 先生方に教わったことを発揮すること 

     Q3, 尾島先生に教えて頂いた５つの心 

     Q4, ハンター×ハンター 

     Q5, ゲーム 

     Q6, 今までたくさん剣道のことを教えていただき本当にありがとうございました。 

       ぼくは中学でも剣道をがんばります。 

     Q7, これからも、稽古をたくさんやって、すごく強くなって、駒剣の剣士として 

がんばってください。     

     Q8, いままで応援してくれてありがとうございました。これからもがんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             駒剣便りの編集は、西村さんと羽部で行なって参りましたが、４月からは、 

継続される西村さんと剣道漫画でおなじみの石井さんが担当して下さいます。 

            進化する駒剣便りをこれからも楽しみにして下さい！！！！一年間有難うございました。 

渡邊君渡邊君渡邊君渡邊君    


