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本荘先生からのお言葉 
  

             いつもは１か月が経つのが早く感じるのですが、９月はずいぶん長く感じました。 

勤務校の始業式が１週間早くなり、２学期がはじまって時間が経っていることが影響 

しているのかもしれません。秋の気配となり、朝晩と日中で寒暖の差がありますので、 

体調管理に気をつけていきましょう。 
 

 ９月も色々な剣道の行事がありました。６日（日）は浦和剣道連盟の１,２,３級の審査会でした。２.３級は

木刀による基本技稽古法を、１級はそれに加えて実技（切り返しと稽古２回）と剣道形３本目までが課せ

られました。駒剣から受審した者は全員合格、お見事です。中学生になるといよいよ初段が取得でき、そ

こから一つずつ昇段審査に挑戦することになります。先を見据えて「基本に忠実な剣道」を身につけて

いきましょう。 

 １２日（土）には、輝誠剣友会さんが二度目の出稽古に来てくれました。そ

のご縁もあり２０日（日）の練習試合に参加させていただきました。みはし剣

道クラブと３団体が集まり、中学生も含めたっぷりと試合をさせていただきま

した。１週間後に予定されていた大会に学校行事で出場できない者もおり

ましたが、参加者全員が満足したのではと思います。今月１０日（土）には、

輝誠剣友会さんに出稽古をさせていただきます。しっかり学んできましょう。 
 

 ２３日（祝・水）に、第２回の浦和剣道連盟尐年強化練習会が市立浦和高

等学校剣道場で行われました。６月の浦和剣道大会の個人戦上位者が強

化メンバーに選ばれ、７月の第１回と今回の練習会を踏まえて、１１月１日

（日）に開催される「埼玉県剣道大会尐年の部」の浦和代表選手が発表さ

れました。団体戦Ａチームの大将に權田優樹選手、Ｂチームの大将に長谷部魁選手、個人戦に村松蒼

選手、渡邊柚生選手、住屋成選手の５名です。また、加藤遙選手は５年生の補欠に、住友選手は最後

の強化会の試合で上位に入る健闘を見せましたが、惜しくも今回は選から漏れました。昨年までは、６

月の大会の結果で選手を決めていましたが、今年度は５・６年生のベスト１６と３・４年生のベスト８を集め

ての強化練習会を行い選手選考しました。来年度も同様であるかどうかはわかりませんが、一つの目標

として「そこに入ろう」とがんばってみるのもいいのではと思います。「我こそは…」の気持ちは大事です。 
 

 ２６日（土）に「さいたま市民剣道大会」が開催されました。学年、男女、ブロックに分かれての個人戦で、

比較的上位になれる大会というイメージはありますが、なかなかどうして壁が至る所に立ちはだかってい

るようです。 

 開会式で權田優樹選手の選手宣誓がありました。堂々としていて立派な宣誓でした。昼食時に大会顧

問の大久保先生からも「自分の言葉となっていたね。」とお褒めの言葉をいただきました。試合の結果は、

その權田選手が６年女子で優勝、住友選手が５年男子第１ブロックで２位、武笠選手が４年第１ブロック

で３位とがんばりました。ＯＢ・ＯＧは、優勝が早川、２位に新井、河内、真砂歩、伊東、小松田、山崎倭

佳、３位に安部と先輩方は大勢の入賞者、さすがです。全体を通して不本意な結果に終わった者もいる

ようです。ミーティングでも話しましたが、ここがゴールではなく長い(剣)道の通過点です。この先につな

がるよう精進していきましょう。 
 

 今日から３日間、さいたま市の中体連剣道新人戦が行われます。新チームになっての初戦です。県大

会出場を目指して思う存分戦ってください。一足先に權田陽樹先輩（城北埼玉中）が、川越市の新人戦

で団体、個人ともに優勝し県大会出場を決めています。おめでとうございます。さいたま市メンバーの健

闘も大いに期待しています。 
 

 今月は先月に比べあまり行事のない１か月になります。じっくりと地に足をつけて稽古に取り組んでい

きましょう。特に初級者組は防具を着けての稽古になります。来月からの全員合同稽古に向け、１か月間

努力してください。 
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輝誠剣友会、みはし剣道クラブとの練習試合 
 平成 27年 9月 20日（日）   

 さいたま市立大谷中学校   

大宮輝誠剣友会さん、みはし剣道クラブさんとの練習試合に、OBの中学生 

とともにお招きいただきました。試合、合同稽古と収穫の多い 1日でしたね。 

駒剣士の感想は以下の通りです。 

佐藤君 

1回目のしあいでは勝ったけれど、2,3回目はゆだんしてまけてしまったので、今度は 1本をまっすぐとりたい

です。 

岡部君 

今日は輝誠剣友会と、みはし剣道クラブと練習試合をしました。 

何本か一本を取ることが出来たけど、面しか決める事ができなかったので、面以外も決められるように練習し

て行きたいです。また、他の剣友会の人は、足さばきが速く、先に前に出ていたので、まねして行きたいです。

ありがとうございました。 

加藤さん 

今日の試合ではなかなかいいけい古ができなくて本荘先生に何度か注意されました。 

9/26(土)の大会ではその注意されたことを忘れずがんばりたいと思います。また、先生とじげい古をやってい

ろんなことを教えてもらいました。ありがとうございました。 

川島君 

ぼくを輝誠剣友会とみはし剣道クラブとの練習試合に出していただきありがとうございました。 

一試合目はみはし剣道クラブとで先鋒として出させていただきました。試合の結果は引き分けでした。相手を

崩す前に、流れで引き技を打ってしまっていたので気をつけたいです。２試合目は輝誠剣友会とで先鋒でし

た。面が２本決まり、次鋒につなげられて良かったです。３試合目はみはし剣道クラブで次鋒でした。対戦相

手は、一試合目と同じ選手でしたが、一本負けしてしまいました。これは気がゆるんでしまっていたので気を

つけたいです。 

松本（萌）さん 

輝誠剣友会とみはし剣道クラブとの練習試合では、何回か試合をしたけれど、どの試合も勝てませんでした。

とてもくやしかったです。どこがよくなかったのかふりかえってみると、1つ目は、相手がうってくるのを待ってい

たことです。自分からせめてうつということができていなかったと思います。2つ目は、さがってしまったことです。

つばぜり合いしたあと、引きわざをうち、相手にすきを作ってしまったことです。 

なので、試合の時は、自分からせめてうったり、なるべくさがらないようにしたいです。 

峯君 

全部で 4試合やり、1,2試合目は前に行く試合ができず引き分けと負けで、3,4試合目は、1,2試合目より前に

でられて勝てました。後ろに下がらず、前に出られるようにしていきたい。 

奥田君 

試合に出させていただきありがとうございました。今回は、全ての試合で 2本取って勝つことができました。特

にみはし剣の狩野さんとの試合では、開始直後に返し胴を決めることができました。この時は特に意識してお

らず、体が勝手に動いていました。いつもこうなれるよう、けい古をこれからもけい続したいです。 

ただ、先に 1本取られたこともあったので、これからはとにかく先にせめたいです。みはし剣さんは先にせめて

いたし、輝誠剣さんは小さな子が多いのに、上手く面に乗ることができていたので、そこも見習いたいです。 

權田さん 

今回はたくさんの試合をさせて頂きました。特に、輝誠剣の久野君とは 2回当たり、攻めが良くて技が出しにく

かったので、勉強になりました。他に印象に残ったのは、中学生の狩野先輩と河内先輩の試合でした。 

最初に狩野先輩が一本取って流石！と思いました。その後、河内先輩が取り返したので見ていて楽しくなり

ました。試合は引き分けでしたが、とても素晴らしい試合でした。 

今回はこのような機会を頂き、有り難うございました。次の機会を楽しみにしています。 
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橋本君 

今回の交流試合に出させていただき、ありがとうございました。輝誠剣さんとの試合では、相手の打ちが強く、

ぼくも納得の一本を取られました。また、打ちも抜けもすばやいのにおどろきました。みはし剣さんとの試合で

気がついたことは、相手は待たないで打って、しかも声も出ていたことです。そこを見習いたいと思いました。 

ぼく自身は、「下がらずに打つ」ということを意識して試合しました。結果は、1、2試合目は負けてしまいました

が、3、4、5試合目には勝つことができました。尾島先生にご指導いただいた「1試合目から勝てるように」とい

うことが達成できなかったのが、今回の反省点です。また、中堅と先鋒をしてみて、先鋒は自分の勝負で後の

勝負の流れを作る重要な役目であることを改めて感じました。今回は、中堅よりも先鋒のほうが役目を果たせ

たと思います。今回は実りのある試合となりました。 

いい刺激を受けました。ありがとうございました。 

長谷部（魁）君  

つばぜり合いでも、しっかりと一本を狙って気をぬかないで攻めれるように頑張りたいです。たくさん試合がで

きたのでこの経験を今後に活かしたいです。 

安部先輩 

今日の試合で、僕は体の動きが鈍くいつもの調子が出ませんでした。そのため、最初の試合では女子に負け

てしまいともて悔しい思いをしました。その後、負けた相手ともう一回試合をすることがあり、その時は調子なん

かどうでもいいから何がなんでも勝ってやるという気合で試合をしました。そうすると、勝つことができました。こ

れからは、いつも絶対に勝つという気持ちで試合をします。 

河内先輩 

今回は練習試合に参加させていただきありがとうございました。この練習試合に参加するにあたって目標にし

たことは、相手が技を出してきたものをただよけるだけではなく、よけた後こちらも技を出すということです。最

初は意識してできていたと思いますが、後半、尐し疲れてくるとできていない所もありました。練習が終わった

後に見つかった課題は足が止まるということです。実際、足が止まって居ついた所に面を決められてしまいま

した。地稽古では、沢山の先生方にかからさせていただきました。まだ、左手が浮いていて、打ちが弱いと言

われてしまったので、左手が右手より上にいかないようにしたいです。今回の練習試合で足りない所が見つ

かり良かったです。本当にありがとうございました。 

冨田先輩 

今回は、みはし剣と、輝誠剣との練習試合に誘ってくださり、ありがとうございます。 

自分の無力さや間違いに気づけた練習試合になりました。またお誘いいただけると、嬉しいです。 

西岡先輩 

この練習試合では、自分の日頃注意されていることをどのくらい試合で出せているかを考えながらやりました。

打った後止まったりしてしまったのでここぞという時に一気に打ち込めるようにしようと思いました。今回はあり

がとうございました。 

長谷部（颯）先輩 

先生方からは「発声をしっかりすること」「腰から打つこと」などいろいろなことを教わりましたが、これからの試

合のために、出小手や返し胴を打たれない面打ちをできるよう稽古していきたいです。具体的には、先生方

から教わった、気合で勝つことや迂闊に手を出さないこと、相手の動作につられず自分のペースで試合をす

ることです。これからなるべく多くの稽古に参加して、面で勝てるようになりたいと思います。 

早川先輩 

今回は合同稽古会に参加させていただいてありがとうございます。いろいろな人と練習試合をすることができ

て、いい経験になりました。新人戦に向けて声の出し方など、注意されたことをきちんと気をつけたいと思いま

す。 

真砂先輩 

本日は練習試合に参加させていただき、ありがとうございました。新人戦の前に普段はできない人と稽古がで

きて、とても良い時間を過ごさせていただきました。 

個人的な結果はあまり良い結果ではありませんでした。負けた試合も何度かありました。負けた相手に新人戦

で当たったら、次こそ勝てるよう、これからもがんばりたいです。みはし剣、輝誠剣の皆様、そして駒剣の皆様、

ありがとうございました。 
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　　　　　5年生

細野くん 尾和（岩槻）　 気合いが出ていてよかった。
自信を持って技を出せていた。

小川（領家） 不戦勝
森（大宮中央） 打った後の中途半端な間合いで止まった

ところを取られました。集中を切らさない。

石井くん 小田嶋（内野本郷） 不戦勝
神岡（やどかり） 気合いが出ていてよかった。取られた2本は

自分が打った後のスキを狙われていた。

伊藤くん 井ヶ田（大宮別所） 不戦勝
藤井（一心館） 相手に先に仕掛けられて手元が空いた

ところを狙われた。先に攻めるとよかった。

高橋くん 松嶋（中尾尐年） 気合い十分。よく攻めていた。惜しかった。

木幡くん 　㋱　　　 ―　 瀬川（別所剣） 相手をよく見ていた。気合い十分。
よい試合でした。

小岩（一心館） ちょっと間合いがうまくとれなかったか？
相手をよく見ていたが攻めきれなかった。

住友くん 　㋱　メ　 ―　　▲ 菅野（鷲山） 気合い十分。よく声をだしていた。
相手をよく見ていた。

　準優勝 斉藤（埼玉田島） 気合い十分。惜しい面がいくつもあった。
　おめでとう 2本目の面はとてもよかった。

小岩（一心館） 相手をよく見て冷静に試合をしていた。
牧下（大宮輝誠） 落ち着いた試合運びでした。準優勝おめでとう。

峯くん 松本(指扇尐年） 声をよく出していたが尐し引き技が多かったか。
胴を狙うには相手が小さすぎたがよく攻めていた。
見事に判定勝ち。次も頑張ろう。

和田（古里） 相手をよく見ていた。いい面でした。
奥村（槻の森） 間合いがつかめなかったか？

相手のほうが一枚上だった。

金子くん 斉藤（中誠館錦） 声は出ていたが相手が格段に速かった。

中島さん 　メ　メ　　―　　㋱ 狩野（中誠館錦） 1本取られてしまったが2本取り返して
見事勝利！素晴らしい面でした！

萩原（沼影） 反則で1本を与えてしまったのが残念。
相手にひるまず、果敢に攻めよう。

松本（萌）さん 大和田（やどかり） 勢いがありよかったが、相手が一枚上手。自分の
ペースで試合を運べるようになればなお良し。

加藤さん 玉栄（ひまわり） 落ち着いて試合に臨めた。
見事な2本勝ちでした！

　　㋙　 　― 藤田（やどかり） 見事な小手1本！攻め方や技の種類を
増やすとさらによくなる。

山本（大宮別所） 返し胴の後の隙が大きい。振り向いた後の
相手の面には注意しよう。

　　　　　　―  　㋱

　○○　　―　　　　　　　
　㋱　　　 ―    コ　コ   

㋱　コ　　 ―　　　　     　

　○○　　―　　　　　　　
　　　　　　―　　㋱　メ

　○○　　―　　　　　　　
　      　　―　 ㋙　メ 　

　▲　　　　　　―　　　　㋱

　▲　　　　　　―　　　判定

　㋱　メ　 ―　

　㋱　メ　 ―　

　　　　　―　  ㋱　メ

　判定　　―　　　　　   

　㋱　メ　 ―
　　　　　　―　㋱　メ

　　　　　　―　 ㋱　メ　　

　　　　　　―　　ド　反

　　　　　  ―    ㋙ メ   

▲㋱　コ　 ―　　▲
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　　　　　6年生

松本（和）くん 豊田（大宮中央）お互い初心者同士のようだったが、面の振りの
大きさが相手にチャンスを与えてしまった。残念。

權田さん 　　㋱　　　― 古川（槻の森） いつもは決勝戦で対戦している相手。慎重に
様子を見る。次第に打ち合い、胴を打ち損じた
直後相手が小手に来たところを面で先取。

　　優勝 松本（岩槻） 開始直後、相手の面を誘って返し胴1本。2本目
　おめでとう は相手が面に来たところを引いて面を決める。

澤田（大宮中央）よい気合いで開始。打ち合った後、相手の引き
面を追って面を決める。2本目はお互い打ち
合いが切れたところを小手で1本。

萩藤（大宮中央）準決勝直後、休みなく試合開始。気合いの
入った引き面は旗1本。そのまま延長に入り、
面を誘って抜き胴を決めた。

         （延長）

　　　　　　―　㋱　メ　　

　 ド　メ　  ―

　㋱　コ　 ―　　　▲

　　ド　　  ―

出場選手の感想 
 

4年工藤くん 

一回戦目では、手元があいてしまい、相手に小手を２本取られてしまいました。 

この経験を活かし、次の大会で、１回は勝てるように努力したいです。 

4年佐藤くん 

１試合目で１本勝ちし、２試合目でも１本勝ちしたけれど、３試合目では２本負けしたので、次はベスト３には入

りたいです。 

4年住屋くん 

もっとまっすぐに、面をうてればよかったです。 

4年武笠くん  

３位になりましたが、１本小手を打っただけで、相手の反則と判定で勝っただけです。 

父ちゃんが、「前よりはよくなったけど、遠くからかまえてあまり近づかなくて打たなかったり、頭を曲げたりする

クセがまだある」と言っていました。 

応えんして下さったみなさん、ありがとうございました。 

5年石井くん 

１回戦目が不戦勝で、２回戦目で負けてしまいました。 

２回戦で、面を２本取られたのですが、とてもきれいな面で、１本取られた所で、返し技などの弱点をつけば、

もっといい試合ができたと思います。 

それ以外にも、動き方など全体的にがんばる点があるので、そこを注意して、稽古、試合をしていきたいです。 

5年伊藤くん 

今日の試合で、１戦目は不戦勝で、２試合目は、小手を取られて、負けてくやしいけど、次はがんばりたいと

思います。 

5年加藤さん 

一回戦目、２回戦目は順調にすすんだけれど、３回戦目、みごとな面を２本入れられ負けてしまいました。 

兄や先生に言われたことができなかったからだと思います。くやしいです。 

5年金子くん 

去年も今年も、試合は一瞬で終わっちゃいました。 

何もやり残せなくて悔しい！！ 

もっと稽古しないと…と思いました。 

すごく緊張していると、お父さんが「その緊張がいい」と言ってくれたので忘れないようにしたいです。 

3 位おめでとう！ 
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5年木幡くん 

１試合目は面と小手で勝ちました。試合で初めて勝ったので、とてもうれしかったです。 

ですが２試合目は、一心館の人に判定で負けてしまいました。 

１試合目は勝ったけど２試合目は負けてしまったのがくやしかったです。 

でもここまで行けたのは、先生や役員の方やみなさんのおかげだと思います。 

今日はありがとうございました。 

5年住友くん  

前回はベスト１６だったので、またそのくらいかなと思っていました。 

しかし、ベスト１６をこえて尐し自信がついてきました。 

最後、輝誠剣友会の人とやってみると、とても動きが速く、あまりついていけなく、次は絶対に勝ちたいと思い

ました。 

5年高橋くん 

今日は１回戦目に場外になったときに面をとられてしまいました。 

ぼくはそのまま負けてしまったので、次にやる試合では場外にならないよう気をつけながら試合したいです。 

5年中島さん 

私は１試合目、面２本で勝ちましたが、２試合目で、面１本、場外に２回出てしまい負けてしまいました。 

２試合目場外に出て負けてしまったのがとてもくやしかったです。 

負けてしまった原因は自分から下がってしまったことだと思います。 

けれど優勝した人と戦えてうれしかったです。 

先生に「前、前」と練習で言われていても試合では緊張して忘れてしまうので、言われたことを守りたいです。 

試合で勝つためには日々の稽古が大切なので、声を出し自分から前に出たいです。 

これからもよろしくお願いいたしします。 

5年細野くん 

１試合目に面２本で勝って、２試合目に不戦勝して、３試合目に面と小手を打たれて 

負けてしまったので、これからは練習をがんばりたいと思います。 

5年松本さん 

私は１回戦目でやどかり剣友会の人に負けてしまいました。負けた理由は２つあって、１つ目は、足を使って

攻めて打てなかったことです。２つ目はゆだんしてしまったことです。面をうってふりかえってところなど、ゆだ

んしてしまいました。 

次、試合に出る時は、２つのことを注意しながらがんばりたいです。 

5年峯くん 

１·２試合は勝てて良かったけど、３試合目は自分のペースで試合を進められず負けてしまった。 

今日のことを次の試合に生かしたい。 

6年松本くん  

面などは打てたけど、もう尐し速かったり、タイミングがよければ１本とれると思ったので、 

次にいかしたいです。 

6年權田さん  

今回は、選手宣誓の機会を頂いて有難うございました。 

私の初戦の相手は去年の決勝で当たった古川さんでした。最初、当たると知った時は驚きましたが、勝つこと

ができました。それからの試合は順調に勝ち進む事が出来ました。決勝戦では、去年の一試合目で当たった

萩藤さんとでした。去年は時間内で勝てたのに、今年は延長で勝ったので、尐し悔しかったです。 

これからは時間内に勝つ事ができるように日々精進していきたいと思いますのでお稽古宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

準優勝おめでとう！ 

デビュー戦！ 

優勝おめでとう！ 
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よっ！ みんな，元気か？ 
秋の大会は，応援に行けなくてごめんな。みんな，がんばったかな。 

あとでどんな感じだったか，ジャイアンにも教えてくれよな。 
 
さて，１０月から，いよいよ初心者組も防具をつけるぞ。 

防具をつけると，動きにくいし，暑くて窮屈だし，今までとちょっと違うぞ。そこで，大切なのは何だと思う？ 
そう，今までどおり，「大きな気合いを出す」，「しっかりふりかぶって，大きく打つ」ことなんだ。 

防具をつけると，声が出なくなったり，手を大きく振りかぶることを忘れてしまう人がほとんどだぞ。 

だから，まずは，防具を着ける前と同じようにできることを目指そう。 
最近，終わりの礼式で，初心者組の声が前より出ていないという先生のお話を聞くことがあるけど， 

ジャイアンはすごく残念な気持ちになるぞ。以前できていたことができなくなってしまったのでは， 

進歩しないぞ。ことわざにも「初心忘るべからず」ってのがあるぞ。 

 
次に，先輩たちはどうかな。夏合宿が終わって，グンと伸びた人とあまり変わらない人がいるみたいだぞ。 
グンと伸びている人は，おそらく自分でも剣道が楽しくなっているんじゃないかな。 

だから，稽古も一生けんめいにやるし，そうするとさらに上手になるよな。この調子でどんどんいこうな。 

ただし，調子にのりすぎてふざけている人を見かけるので，注意だぞ。 

変なクセがついちゃって，後で直すのが大変だぞ。 
 
逆に，一生けんめいやっているのに，あまり変わらないなと感じている人がいるかも知れないな。 

でも，そういう人も心配はいらないぞ。一生けんめいやっている人は，力がついているからな。 

そして，そのことは，先生たちはちゃんとわかっているぞ。前にも言ったけど，どこで，剣道は，一生けんめ

いやったからといって，すぐ上手になるわけじゃないんだ。だけど，先生の指導を守って一生けんめいやっ

ていれば，必ず上手になるぞ。だから，いっしょにがんばろうな。 

ないしょだけどジャイアンは今，どうやったら左足の引きつけが上手になるか研究中なんだ。 

色々考えて試してみると，ちょっとずつコツがわかってくるようなきがするぞ。 

みんなも，先生からの指導をヒントにして，色々と工夫すると上手になるきっかけがつかめるかもな。 
 
最後に，誰とは言わないけど，怠けている人が何人かいるぞ。 
かかり稽古のとき，「竹刀が・・・」「面ひもが・・・」「うでが・・・」なんて理由をつけて抜けちゃう人がいるよな。

竹刀なんて休けい時間に点検しておくのが当たり前で，そんな言い訳通用しないぞ。 

ほかの理由も，ウソはすぐにわかっちゃうぞ。そういう態度は，先生たちはしっかりと見ているぞ。 

一生けんめいかかり稽古をやった結果，体調が悪くなってしまったというなら，休むのは仕方ないよな。 

でも，かかり稽古は適当にかわして，その後の地稽古は友だち同士で楽しくやるってのはいただけない

ぞ。それと，地稽古で，空いている先生がいるのに，友だち同士で組んじゃうのもダメだよな。 

組んだ友だちと別れても，空いている先生にかかろう。 

 
１０月には，ほかの剣友会に出稽古に行く予定もあるし，鳩ヶ谷の大会でも合同稽古があるよな。 

出稽古や合同稽古で，そんな態度をとったら，駒剣みんなが笑われちゃうぞ。 

それは，駒場で剣道していても同じだぞ。駒剣でできないことが外でできるわけないからな。 
ひとりひとりが駒剣の代表だというくらいの気持ちでやってくれよな。 

 
じゃ，またな。 
 

 
駒剣のジャイアンこと 

齋田先生 
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太郎の百錬自得 
第１9 回 ただ当たっても一本にならない！  
 

すっかり秋めいてきました。9 月 26 日の市民大会がありました。 

運動会などで大会に出られなかった人も、練習試合の機会がありました。 

これらの経験から、自分の得意・不得意を知ることができます。 

11 月の鳩ヶ谷大会につなげていけるようにしたいものですね。 
 

さて、今日は「一本とはなんだろうか？」です。 

当っているのに、何で一本にならないの？と思っている人、たくさんいるかと思います。 
※剣道は「一本」を求めるものです。一本未満の打突はいくら惜しくても勝敗に左右しない。 

ここが柔道と大きく異なるところですよね。判定があるなと思った人もいるかと思います。 

判定は大会の進行上、やむを得ず設けられているもので、本来の剣道ではありえないことです。 
 

いわゆる一本とは有効打突のことで、「充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位

を刃筋正しく打突し、残心あるもの」とされていますが、これに大事なことを付け加えたいと思います。 

それは、その打突によって「相手が参った（打たれた）と思う。」ということです。 
※つまり相手の心を打つということです。審判の心を打つのはもちろん、観客の心をも打つ剣道がしたいものです。 

迷いのない打ち切った打突ができたとき、自分に何の曇りもない澄み切った状態です。 

そういった打ちが、周りの心を打つのだと思います。 
 

相手が打たれた、と思うには、その打突の前後が大事と思っています。 
・相手の入りが強く、下がって構えが崩れたところを打たれる。（相手の下がり） 

・相手の入りに反応して、打ち出そうとしたところを打たれる。（相手の起こり） 

・相手を攻め切れていないのに、打ち出し、応じられる。（技の尽きたところ） 

（このほか多数あります。） 
 

こういった機会で打たれたとき、私は「参った！」と思います。 

そして、このような前後を作り出すには、 
・常に自分から仕掛けていること（技ばかり出せということではありません。） 

・技を受けたら、技で返していること 

・入り際、別れ際などで縁が切れないこと 

などがポイントです。このペースで試合を進めていけば必ず有効打突が生まれます。 
 

さて、相手が参ったと思えば「一本」なら、どうして審判がいるの？と思いますね。 

それは、私たちはまだまだ未熟だからです。 
※こと試合になると、打たれていても認めたくない、相手の心が動いていないのに、部位に当ったということで一本を主張

する、ということが起きます。そんな状態では、審判がいなかったら、試合が成り立たなくなってしまいます。試合者同士が

納得できるように、格上の先生に審判をお願いしている、ということです。決して審判を相手に試合をするわけではありま

せん。そこをはき違えないようにしましょう。ただし、審判は試合者双方の気持ちになって試合を見届けていますので、相

手の気持ちを動かす＝審判の気持ちを動かす、ということになります。 
 

まとめです。当っても一本にならないのは、 

・相手の心（＝つまり審判の心）を打っていないからです。 

・機会をとらえていないからです。 

・機会を作る試合をしていないからです。 
 

剣道は、「打って反省、打たれて感謝」です。 
※打って反省、とは、仮に相手を打っても、本当に自分が正しい機会で打てたか考えなさい、ということで、打たれて感謝、

とは、自分の欠点があるから打たれるわけで、相手に打ってもらったことで欠点が分かるので打ってくれた相手に感謝しよ

う、ということです。稽古でもいいところを打たれたら、感謝できるようになろう。 

 
長谷部先生 






