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こまけんだよりは公式サイトでもご覧いただけます。	

是非カラーでもお楽しみください♪	

https://komaken.club（３月２４日にリニューアルしました☆）	

 

◎◎２０１９年度 剣道教室を以下の内容で開催します◎ 
	
期	 	 間：５月１１日（土）～６月２９日（土）１３時～１５時	 	
	 	 	 	 	 ※毎週土曜日	 計８回	
場	 	 所：駒場体育館	 剣道場	
募集学年：小学１年生～６年生	 	
	 	 	 	 	 ※今回は小学１年生から募集します。2020 年度は駒場体育館の改修工事の	
	 	 	 	 	 	 ため剣道教室を実施できません。この機会にぜひご参加を！	
	

お近くに興味がある方がいらしたら、お声がけください！！	
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満開の桜が咲く中で、『令和』という新しい元号が決まりました。平成から令和へ、漢字二

文字が変わるだけですが、新たな時代へと動いていくのだという高揚感があります。進学・
進級の季節でもありますし、駒剣も世代交代となります。夢と希望をもっていろいろなこと
にチャレンジしていきましょう。	
	
まずは、３月２３日に行われた「浦和少年剣道錬成会」についてです。午前は３年生以上
の個人戦でした。７～８人でのリーグ戦が行われ、その中で１位になると優秀賞として表彰
されます。全体的に駒剣士は健闘しているように見えました。同じリーグに強い選手がいれ
ば上位になるのは難しいですが、３位以内に入った者が多
くいたようです。優秀賞受賞は、６年生の上岡君と５年生
の飯田君の２名、がんばりました。午後の団体戦では、Ａ
チームは４チームの変則リーグ戦で２勝し勝者数も多く
１位抜け、決勝トーナメント進出を決めました。Ｂチーム
は３チームリーグで、初戦は大勝したものの２戦目は強豪
チームに敗戦、予選突破はなりませんでした。しかし、堂々
とした試合ぶりで見応えあり、記憶に残る立派な戦いぶり
でした。駒剣Ａチームは準々決勝でＢチームが敗れたチー
ムのＢチームにリベンジし、見事ベスト４に。準決勝も粘
り強く戦い大将戦までもつれました。結果、負けはしまし
たが決勝トーナメントの２試合とも良い試合でした。６年
生を中心に最後の大会を駒剣全体としてがんばれたことは、とても良かったと思います。先
輩たちが残してくれたものを受けて、後輩たちが自信をもって次の対外試合に臨んでくれる
ことを期待します。	
	
次に、３０日に行われた「６年生を送る会」です。前半の「卒業生」対「５年生以下」の

試合では、今回から採用した１分間の延長を活用して６年生有利かと思いましたが、３年生
柴田君がまさかの６人抜き、先鋒と大将以外の卒業生全員と試合をするという快挙を成し遂
げました。神がかっており試合巧者の先輩たちが勢いを止められませんでした。もしかして
５年生が試合できないのかと心配をしましたが、さすがの卒業生、副将上岡君、大将俵君で
５年生までを倒し、大人を引きずり出しました。相当な人数を相手にがんばりましたが体力
的にもきつく、最後は柳さんの面に屈しました。悔しく、もっとやれたと思ったのは卒業生
だけでなく、５年生以下も同様だったようです。こちらの試合も記憶に残るものとなりまし
た。	
後半は毎年のことですが、涙・涙のセレモニーに。卒業生となったＯＢ・ＯＧ諸君、その

保護者の皆様、これからもずっと駒剣をよろしくお願いします。また、プレゼントの作製や
この会の準備、運営にかかわってくださったすべての方に感謝いたします。	

	
今年も投票により、新キャプテンに竹中君、副キャプテンに飯

田君と飯山君が選ばれました。３人を中心に皆で仲良く、そして
厳しく稽古していきましょう。新６年生は卒業した代の半数しか
おりません。一人一人が自覚をもって駒剣を引っ張っていってく
ださい。新５年生以下の協力、がんばりも必要です。とにかく声
を出し活気のある道場にしていくことを心がけましょう。	
	
剣道教室の受付がもうすぐです。一人の駒剣士が一人友だちを

連れてくれば定員となります。一緒に剣道やりたいなあと思う身
近な人を誘ってみてください。仲間を増やしてさらに充実した駒
剣ライフを謳歌しましょう。	
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よっ！ みんな，元気か？ 
この前の錬成大会だけど，みんな，がんばっていたな。ジャイアン，感動だ！ 
思うような結果がだせなかった人もいるかもしれないけど，ジャイアンは，全員ががんばった

と思うぞ。試合の結果も大切だけど，もっと大切なのは，どういう内容の試合をしたのかとい

うことと，そこから何をつかんだか，ということだぞ。ジャイアンは何年も駒剣にいて，駒剣

士の試合を何回もみているけど，今回の試合，みんなのがんばりは，ベストスリーに入るんじ

ゃないかと思うぞ。そのくらい，みんなの気持ちが伝わってきたぞ。 
だから，試合が終わったからといって忘れちゃうんじゃなくて，自分の試合のどこが良かった

のか，どこが悪かったのか，仲間の試合はどうだったのか，ちゃんと考えておいて，できれば

記録しておこう。話が脱線しちゃうけど，どんな武道（スポーツ）でも，強い選手は，「〇〇

ノート」を作っていて，毎日どんな練習をしたのか，どんなところがよかったのか，どこがダ

メだったのか，どんな「気づき」があったのか，といったことをメモしていたりするそうだぞ。

みんなも，「剣道ノート」を作ってみてはどうかな？ 
話を戻すと，試合をふり返ってみて，良かったところ，悪かったところを確認したら，それを

日頃の稽古に生かそう。良かったところは，日頃の稽古の中で，いつでも，どんな場面でも出

せるようにしてみるといいし，悪かったところは，できるだけ出さないよう，そして同じよう

な悪い面がでてしまったら，すぐに反省して，繰り返さないようにしよう。そうすると，今ま

で以上に上達すると思うぞ。試してみてくれよな。 
 
次に，６年生を送る会だけど，こちらも，良い試合が多かったな。またまた，ジャイアン，感

動だ！ 
６年生たちはみな素晴らしかったし，特に６年生最後の俵キャプテンの試合は，ぐっとくるも

のがあったな。後輩たちに本当に良いものを残してくれたな。６年生みんなの充実した中学生

ライフを祈っているぞ。 
 
最後に，いよいよ新学年スタートだな。毎年言っているけど，新学期は，お正月に立てた今年

の目標を見直す良い機会だ。みんな，お正月に今年の目標を立てたと思うけど，３か月たって

うまくいっているかな？もうあきらめちゃったって人はいないかな？うまくいっていない人も，

あきらめちゃった人も大丈夫だ。新学年スタートのこの時期に，新しい学年の目標をたてなお

せばいいんだ。目標をたてて満足してしまう人が多いけど，目標を立てた後に，目標に向かっ

て努力することが大切だよな。だから，できない目標をいつまでも引きずっているよりも，努

力すれば達成できる目標にして，目標達成に向けて努力してくれよな。え？目標どおりにいっ

ている人はどうすればいいのかって？そういう人は，もう少しむつかしい目標にしてみたらど

うかな。今度，どんな目標を立てたのか，ジャイアンにこっそり教えてくれよな。 
 
じゃあ，またな！ 
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第６１回 

 

先日の 6 年生を送る会を最後に 6 年生 10 名が卒業していきました。	

送る会は柴田くん大活躍。6年生たちを翻弄しましたね。おかげで実力を発揮しきれなかった6

年生たちもいたでしょうが、その思いを胸に中学で頑張ってほしいです。そして、やはり主役

主将の俵くん。最後感動的な戦いを見せてくれました。	

さて、新主将に選ばれた竹中くんをはじめ全員が6年生からバトンを渡されました。まずは残

った23名で新体制をつくりましょう。そして、新たに剣道教室を終え新メンバーが安心して入

ってこられるようにしたいですね。そんな駒剣でありつづけてほしいと思います。	

	

さて、今回は静と動について、です。	

だいたいのみんなは、さあ構えてみて、といって構えるとそれなりに良い構えができています。

基本打ちも1年くらい稽古を頑張ってきたら、なかなか良い打ちができています。	

ただ、それだけでは試合や稽古で一本取れるようになるにはちょっと足りない。一本取れるよ

うになるには、いろんな要素があります。足りない要素の大きな理由のひとつとして、試合や

稽古は常に動きがあるなかで技を出さないといけない、ということがあると思います。	

基本打ちは相手が打たせてくれる前提でやります。ある意味、止まっている相手を打っている

わけです。しかし試合や稽古は、相手も自分も動きます。相手は打たせてくれない、自分も打

たせない、という状況で相手から一本とる必要があります。	

	

動のなかで一本をとる。動いていても、静止していても同じ構えができていること、そして同

じように技が出せること、が大事です。たとえば、面を打ったあと抜けて振り返って、その左

足を動かさずにすぐに構えて技が出せるか。引き技を出したあと止まるとともに構えてすぐに

技が出せるか。相手の技をかわした後構えが崩れずに技を出せるか。そういうことです。	

	

必ず左足を動かして体勢を作るひとと、すぐに構えができるひとでは、だんだん違いが出てき

ますよね。そしてそのズレが一本を取る取られるという結果になるわけです。	

	

本当は打ち込み稽古、掛かり稽古で体幹ができてきて、動のときの体勢をつくっていくのだと

思います。現に高校や大学ではきつい稽古をします。もちろん小学生も打ち込みや掛かり稽古

は大事ですが、今書いてきたようなすぐに体勢をつくる方法を身体で覚えてしまうと、さらに

打ち込み、掛かり稽古が効果的になると思います。	

	

では、今月も楽しく稽古しましょう。	

以上

太郎の百錬自得 
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【出場選手感想】 

俵くん（兄）	 今回の大会は、小学校 後の対外試合だったので、後輩に結果を残してい
るところを見せたいという思いがありました。そのプレッシャーからか個
人戦では気持ちと体が一つにならず上手く流れをつかめませんでした。で
も気持ちを切り替えて、大きな声を出したら、リラックスして試合を進め
る事ができました。	
団体戦では、１戦目に今まで試合で決める事が難しかった面で勝つ事がで
きました。その流れを２戦目に繋げようと挑みました。相手は緑ノ風Ａチ
ームでしたが、先鋒から副将までみんなが流れを作ってくれて、僕は大将
として全力を出しきりました。自分が勝てば決勝リーグも見えましたが、
相手の面に対応しきれず一本取られてしまいました。その後、胴を打って
１人の審判に旗をあげてもらいましたが、他の２人にはあげてもらえませ
んでした。原因はやはり打ちの弱さと大きな声が出せていなかった事だと
思いますので、今後の課題にしたいです。	
今回の大会で良かったところは、面で試合に勝てた事で、悪かったところ
は、団体の大将戦で気持ちが負けてしまった事です。これからはこの反省
を活かして頑張りたいと思います。	
先生方これまで様々なアドバイスやご指導をいただきありがとうございま
した。そのおかげで僕は個人戦で２位になる事ができました。そして保護
者の皆様、試合のたびに大変な準備を僕たちのためにやっていただき本当
にありがとうございました。中学校でも駒剣ＯＢとして頑張りますのでこ
れからもよろしくお願いします！！！	
	

今村さん	 小学生 後の試合だったので、今までやってきた剣道を出して、結果につ
なげたいという気持ちでのぞみました。個人戦ではなかなか有効打を取れ
ず、満足する結果とはなりませんでした。悔しかったです。団体戦では後
悔したくないと思って、気持ちを切りかえました。準決勝まで進んで負け
てしまったのは残念だったけれど、みんながひとつになって、みんなでつ
かんだ３位だと思うので、喜びたいです。チームの役に立ててよかった。
忘れられない大会になりました。	
	

上岡くん（兄）	 個人戦では優勝することが出来て嬉しかったです。	
しかし団体戦では「小学校生活 後の試合での大将」というプレッシャー
で緊張してしまい、いつも通りの剣道が出来ませんでした。	
中学ではプレッシャーに負けない心と、プレッシャーがあっても勝てる技
術をつけたいです。そして今回の経験をバネにして、これからの稽古でも
もっともっと頑張っていきたいです。	
	

内田くん	 錬成会に出場させていただきありがとうございました。今回の反省点は３つ
あります。１つ目は、面以外の技を出せるようにすることです。２つ目は、
ひき技も出せるようにすることです。今回の試合では、ひき面をたくさんと
られてしまったので、ぼくもひき技を出来るようにしたいです。３つ目は試
合の前に足を動かしておくことです。この３つを意識して、これからも稽古
をがんばります。ありがとうございました。	
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岸波くん	 今回が小学生 後の大会だったので悔いの無いよう相手を待たずに自分か
ら攻めていく剣道をしていきました。	
個人戦ではあと少しのところで決め切れず、残念ながら２位という惜しい
結果になってしまいました。団体戦では個人戦で決め切れなかった思いを
込めて試合にのぞみました。力を合わせて準決勝まで勝ち進みましたが、
準決勝では 初に相手に一本を取られてしまいここで僕が負けてしまうと
次の大将に繋げられないので 後まで攻め続け、なんとかギリギリで一本
取り返すことができました。	
結果は３位でしたが自分の中ではとてもいい試合ができたと思います。	
ただ、全て引き面で一本取られているので僕も引き面で一本取れるように
稽古していきたいです。	
先生方、保護者のみなさんありがとうございました。	
	

橋本くん	 小学生 後の試合に参加させていただきありがとうございました。	
今日の試合では、二本目を取る事が出来ない試合が多く、決めきれません
でした。また、ふとしたすきに打たれてしまうので、いつどこでも対応で
きる構えを中学校でも練習したいと思います。	
	

花家くん	 錬成会に出させていただき、ありがとうございました。	
前に出ることを意識して試合に臨み、面を決めることが出来ましたが、打
突部位に当てることが出来ても、一本も取れずに悔しい思いをした試合も
ありました。	
今回、個人戦では２位という結果になりましたが、自信をもって前に出る
ことや、残心の難しさを学んだので今後の試合に生かしていきたいです。	
	

林くん	 大会に参加させていただきありがとうございました。個人戦の負けた試合
では、打ちきれてない悪い癖が出てしまいました。団体戦では、対戦相手
をよく見て落ち着いて試合をすることが出来ました。駒剣 後の試合で力
を出せて良かったです。	
	

柳くん	 初めて試合に参加しました。一本もとれず、試合の難しさを知ることがで
きました。	
これからも、まずは一本を目指して練習に励みたいと思います。	
	

飯田くん	 この度は、浦和錬成大会に出場させていただき、ありがとうございました。
今回の試合では、打った後、抜けることを意識してのぞみました。いつも
の稽古で、打った後に毎回抜けることが出来ず、一本にならなかったので、
先生方から「腰から抜ける」とご指導いただき、抜けることが出来るよう
になってきました。また、打った後に、竹刀が上に向いていたり、小手を
打つときに、竹刀が上下にゆれてしまったりするくせが見つかりました。
課題として、頑張っていきたいです。今回、リーグ戦で１位になれて、う
れしかったです。ありがとうございました。	
	

飯山くん	 ６試合のうち、１試合目に一本取って勝つことができましたが、相手に押
されて積極的に打ちにはいけませんでした。２試合目は、１試合目を反省
して攻めることを意識して戦って、一本で勝つことができました。	
もっと練習して二本勝ちできるようになりたいです。	
スコアつけや持ち物など、内田さんどうもありがとうございました。	
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竹中くん	 浦和少年剣道錬成会に出場させていただきありがとうございました。	
個人戦では、初戦はとても緊張してガチガチになってしまい、普段の動き
がまったくできませんでした。結果、引き分けになってしまい悔しかった
です。２試合目からは自分の剣道を取り戻すことができましたが、 後の
相手とは引き分けてしまい２位になりました。	
団体戦では初戦は二本勝ちできました。２回戦目は相手が強く、一本取ら
れた後取り返しましたが更に一本取られて負けてしまいました。今回の試
合では、胴を打ったあと抜けるのが遅くなってしまったので今後は気を付
けたいです。	
先生方、応援してくださった保護者の方、駒剣士のみんな、ありがとうご
ざいました。六年生の先輩との 後の団体戦はいい思い出になりました。	
	

張くん	 僕は毎回、負ける時が多くて悔しかったです。でも、諦めないで練習し３位
を取ることができました。そういう自分を頑張ったなと思いました。稽古で
教えくれた先生方、お世話になった親。とても印象に残る大会でした。あり
がとうございます。	
	

加藤くん	 浦和少年剣道錬成会に参加させて頂き有難うございました。個人リーグ戦で
は、 初は思うように技を決める事が出来ず悩みましたが、 後の２戦で有
効打をとれてホッとしました。	
団体戦はＢチーム先鋒で出して頂きました。６月のさいたま市剣道大会で初
対戦して全く歯が立たなかった中村君が相手だったので、気合いで負けない
ようにしようと攻める事を心がけました。結果は引き分けでチームに貢献出
来ず悔しかったので、もっと強くなれるようにお稽古していきたいです。ご
指導下さった先生方、付き添って下さった保護者の方々、どうも有難うござ
いました。	
	

上岡くん（弟）	 個人戦では、胴を狙ってしまったので次からは一つの技に集中しないように
したいです。ですが、３回も勝てたので嬉しかったです。	
団体戦では３戦目に押し倒されてしまったので、体幹をきたえていきたいで
す。	
	

俵くん（弟）	 今回の個人戦では１回しか勝てませんでした。その試合では自分から攻める
事をしていませんでした。これからの稽古では自分から攻める事を意識して
やっていきたいです。そして次の試合ではもっと攻めていきたいです。	
団体戦では僕は１勝もできませんでした。でもチームとしては１回勝てたの
で、仲間のおかげだと思いました。僕は仲間に負けないような剣士になって
次は大活やくしたいです。そのためにこれからたくさん稽古をしてもっと強
くなりたいです。	
	

廣江さん	 私は個人戦に出場しました。 初に面で一本とれ、２試合目の相手にも面で
初の一本がとれたのでうれしかったです。結果は負けてしまいましたが、

初めての個人戦で一本ずつとれてよかったです。悪かったところは、あせっ
てしまい、面をとり返されたので、今度は相手をよく見て試合に勝ちたいで
す。	
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宮島さん	 浦和少年剣道錬成会に出場させていただき、ありがとうございました。	
個人戦は４勝３敗でした。先に攻めて打つことができず、応じ技も決めるこ
とができませんでした。	
団体戦ではみんなの応援のおかげで２勝１敗１分でした。３位でしたが、う
れしかったです。	
大会を終えて直したいところが３つありました。	
１つ目は、先に攻めて打つことです。毎回目標にしてきましたがなかなかで
きないので、これからもけい古で取り組みたいです。	
２つ目は、打ちを強くすることです。当たっているのに一本にならないこと
があったので、練習していきたいです。	
３つ目は、決めきることです。すべての打ちを一本にするつもりでしっかり
打ちきることが大切だと思います。	
これらのことをいつものけい古から意識していきたいです。これからもよろ
しくお願いします。	
	

百木くん	 大会に出させていただきありがとうございました。	
初めての試合で心配もありましたが、大きな声でいこうと決めて頑張りま
した。負けや引き分けが多くなってしまいましたが、１試合目で間合いを
見て真っ直ぐに面を打ったら、初めて一本取れたこと、初めて１勝できた
ことはとても嬉しかったです。これからも頑張って稽古しようと思います。	
	

岩田くん	 浦和少年剣道錬成会に出場させていただきありがとうございました。	
試合結果は、２勝３敗２分けでした。次は勝ち数の方が多くなる様にもっ
と稽古を頑張ります。これからもご指導よろしくお願いします。	
	

小澤くん	 引き分け２回、負けが２回でした。悔しかったですが、反省として、もっと
攻めれば一本が決まったのではと思っています。僕の会場は、３人欠席がい
たため、時間も余り、みんなで練習試合を沢山しました。その時のほうが、
いつもの自分が出せたので、本番でも出せるように次回の試合は頑張りたい
です。	
	

品田くん	 ぼくは初めて試合に出ました。ぼくの目標は１勝することでした。だけど
３勝できてすごく嬉しかったです。	
団体戦では林くんが、試合が始まってすぐ面を決めたのがすごくかっこよ
かったです。ぼくもうまくなれるように、これからもお稽古をがんばろう
と思いました。	
	

柴田くん	 浦和少年剣道錬成会に出場させていただきありがとうございました。今回
の個人リーグ戦では７試合して、結果は２勝２敗３分けでした。足も使い
声も出して攻めて戦うことができました。日頃の稽古の成果が出せて良か
ったです。ただ引き分けの試合では、前に抜けられず残心が出来ない打ち
が多かったのが反省点です。	
これからも稽古を休まず、一生懸命やってもっと強くなりたいです。	
	

矢嶋くん	 今回はリーグ戦で、たくさんの選手と試合が出来ました。とてもいい経験に
なりました。稽古を頑張って、また試合に出たいです。	
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