
小金高校剣道部(昇竜館） 

２０１４．３．２９ NEWUP 

祝 第 47 期 卒業おめでとう！  ２０１４．３．７ 

 

  

 

チョット、 

素敵な仲間たち～君に会えてよかった！ 
恒例で一級上の先輩方がお祝いに駆けつけてくれました。 

制服再会学年一期生･･･全国大会予選（女子）Best１６、関東予選個人（男子）県大会出場 

PL 学園剣道研修会参加、北海道東部地方研修旅行他、体育館耐震工事期のジプシー稽古やそれに伴

う朝稽古の日常化や夕方自習を行っての稽古など盛り沢山の功績を残しました。 

 



２０１４．１．３０ NEWUP 

第 24 回千葉県北部地区高等学校剣道選手権大会            

1 月 26 日 柏市沼南体育館 
「一念」 
南流山駅に 8 時に集合。 
15 分前に集合･･･女子総勢 3 人･･･これで全員･･･先輩は英検だ･･･さすがに三度目の遅刻はなし。 
TX 駅からのエスカレーターで「先輩、おはようございます！」の声がする。 
道場に稽古に来てくれる中学生さんと偶然ばったり会う･･･。 
先週、先生が「センターの試験会場に行ったものいるか？」と聞いた。（稽古休みだったのに一人もいな

い･･･授業で聞いても一人もいなかったらしい･･･この中学生さんは･･･） 
「ガンバんなくっちゃ･･･！」 
試合前は無鉄砲に行かず相手をよく見て 悪延長戦になってもいいからリズムをつかんで粘った先で打

とうと思った。 
当日の体調･･･足はサポーターをつければ痛みは全然感じなくなったので踏み込めるようになったので、

体の不調とかはどこもなかった。 
試合の立ち上がり･･･相手が先にコテ・メンできた。私は構えたまんま･･･前に光太郎先輩に注意された

ことが今になってもまた守れてない！ 
でも、よけると其処でコテ打たるというイメージがすっかり自分の中で定着してしまってなかなかでき

ない。どんな形で勝てるか自分の中で組み立てて考えていた。 初は出頭面を狙っていたがタイミング

が掴めず。次に仕掛ける。コテを触られる･･･危ない。コテ・メンにきたところをメン･･･失敗･･･。コテ

抜きメンを打とうと抜くが相手はメンを打ってきて当たらない！！ 
「あっ」というまの四分間でした。 
今、思うと明らか相手待っていたところをメンに行っちゃっなぁ･･･。 
結果的に 後は新人大会とあまり変わってないじゃないか･･･。 
終的に「一念」は何処へやら･･･。 

冷静になりすぎてあれこれ考える余裕が出来てしまったのかもしれない。 

 



 

チームメート Mchan は、誰でも知っている強豪相手に、ほぼ互角状態で健闘したのだから改めて「本当

凄いな･･･」と思った。 

Mton も今日はタイミングばっちりの抜き技が連発して出て格好良かった。（写真左上）一番普段通りの

安定さでさすがだなぁ～と思った。 

たったの 6人での参加でしたが三回戦進出 2名･･･午後まで（2時 17 分）自分の仲間が勝ち上がって応援

できるというのはなかなかなかったことなのでとても嬉しかった。いつかは私も勝ち上がれるようにな

れたらいいな～。 

試合後、先生からプログラムを渡された。トーナメント表には小金剣士の勝ち上がり目標がマークされ

ていた。 

目標達成 1/3 か･･･。 

「確かにコテ打たれメンだけどコテsideの主審がメンに挙げてくれたのだから中々イインじゃん・・・！」

と…誰かが言った。 

平成 26 年 稽古初め           

１月４日（土） 
 
 １月１日に初日の出を見て、２日に初詣。年を明ける前に、「運動をしろ」というような話や、「トレ

ーニング理論」の話がありました。 
 休み中には、土手までサイクリングしたり普段はあまりできない運動をして、いつもの正月より「動

いた正月」になりました。 
 土手に行くと、富士山がきれいに見えたり、雪のかぶった山脈が見えたりして「日本の景色はいいな」

と思いました。 
 
 
 
 
 

※富士山をはじめ自然の姿は私たちを癒してくれます。昔、館山に行ったときにどん

なに試合結果が厳しくとも山があり海のある、そして人情味ある旅館のおばちゃんに

会うと自分がリセットできて頑張れるのを体感したものです。 

 今日は、朝起きたら自然と部活だ！と思えてやってきました。 
 
 
 

※私にバレーボール部の男子生徒が「あけましておめでとうございます」とトイレの

出入口で八合せした瞬間に挨拶されたのには驚きました。私が「本年も宜しく」と言

うと彼は「お願いします」と繋いで･･･。新年早々いい気分になった。 



 
 
 稽古では、栗山先輩も来て下さり、静かな集中した澄んだ雰囲気でした。先生との稽古では向かい合

った時に、精神は集中しているのに体がついて行かないような感じがしてしまい、ダメだなと思いまし

た。 
 
でも、やっていくうちに体も慣れて、目は追い付いていけていた気がします。メンを返されてしまって

も思いっきり抜けて、基本的な稽古を忘れずにやりました。 

※ダメだな！が駄目･！ 

※きっと転じたのでしょ
 
 
 栗山先輩との稽古では、先輩はメンで合わせて来ていました。私が止まってしまうところでは、コテ

打ってメンというのが来たのですが対応が出来なくて打たれっぱなしになってしまいました。でも、私

が攻めたところで先輩が間合を取ったところを１歩入るとメンを打てました。（打たせていただきました）

稽古

 
の 後に先生から 

一応毛筆･･･それは市立船橋高校時代の書道の先生である「揚石徳司先生」に

習

ほしい。そして「自分が頑張

がありました。 
習志野高校に出稽古に出発しました。 

が、高瀬先生とはどれだけ向かい合

 ２０１４．１．１１ 

稽古納め                    １２月２９日（日） 

、起きた時には正直「今日は稽古修めだ」という実感があまり湧いていなかった。 

先生がみんなの中心で話をしている

を聞きスゴイなと思いました。話を書き写すだけで

ロにしてしまうのではなく、メンを決めきることを意識していました。あ

僕の年賀状は下手だけど

った事を自分なりに続けている。あっ、僕は美術選択だったんだけどね･･･。「41 年間の朝鍛夕練」相

手があっての事だから君たちを含めてすべての人に感謝している。 
「挨拶・礼儀・作法」に「上達の公式」が隠されているのを是非気づいて

ることが人へのプラスに通じる」その現実をみんなは目の前に座る先輩方を見て知っているのだから、

その意識の在る成る生活をしてほしい･･･そしてそれらが「感謝」の気持ちと「伝統」の揺るぎない重さ

を育む。 
という挨拶

 その後、先生は慌ただしく

「習志野の子と稽古するのも楽しみだが･･･私には強くなった光太郎

えるか観ておかなきゃ･･･。」 
 

NEWUP

  
 朝

 稽古をするのが当たり前のようで、特別な感じがしなかった。 
 でも、朝あの道場にたくさんの先生、先輩方が来て下さり、駒崎

のを見ると、イベントだなという感じがしました。 
 阿部先輩に初めてお会いして、「阿部ノート」の話

なく、それに対して思ったことや改善する方法を書くなんて、私たちとの違いがこうゆうところも大き

いのだなと痛感しました。 
 稽古では、昨日のことをゼ

まり考えすぎず今年というか、今何が一番出来始めていて、伸びてきているのをやろうと思いました。 
 先輩方に稽古をつけてもらっても、やはり前よりは遥に通用してきている実感もありました。 



 駒崎先生との稽古でも、 初は足や体が出ていなくて、返されてばかりになってしまいましたが、

 

 後は円心塾道場のように丸くなり、お互いに顔を合わせると「ああ、１年が終わるのだな」という

い子から大人までが一つの道場に集まり、１年を修めるというのは剣道ならではな

年一年を振り返ってみると、本当にあっという間でした。充実していました。初めてのことばかり

は以前、「努力して直ぐに変われる人もいれば、変われない人

はな

 

後はギリギリで自分の中でいい機会に出られて打ててホッとしました。 後にスッキリできました。 
 中澤先生と先生の稽古は、見ていて駒崎先生の気迫が違うのははっきり分かりました。でも、中澤先

生は足を痛めている状況で、 初は先生についていけなくても、 後はあのように、中澤先生が打って

終わる稽古のカタチは見ていて凄いなと本当に思いました。 

 

感じがしました。 
 あのように、小さ

感じもするしいいなと思いました。 
  
 今

でいろいろ経験をした。そして、一番変わったのは物事に対する感覚だと思います。思ったら行動して

みるということは、間違えていたらと思うと怖くて行動できなかったのが、少しは変わったのかなとは

思います。今はまだまだですが・・・。 
 剣道面でもかなり進歩できました。先生

もいる。」とおっしゃっていましたよね。それが、本当に私の身に起きたような気がしています。 
 昨日の学館浦安高校さんとの試合についてもそうです。自分をビデオで客観的にみると、自分で

い感じもしてしまいます。中学校では、ただがむしゃらにやっていて試合をしていても力がついている

のかもわからないことが多い時もありましたが、今は実感できるのでやっていて楽しいです。 

  

  



 
 たくさんのことが学べて、変化出来た年でした。 
 来年は、これをどんどん伸ばしていきたいです！ 
 今年、一年ありがとうございました。 

NEWUP ２０１３．１２．６ 

平成 25 年度 千葉県高等学校新人剣道大会 

 

   
見事な引きコテ！･･･？    メン!!･･･（コテ？） 

＜次鋒戦＞ 

端正な構えから惜しい技を繰り出すも･･･やはり残心･･･御造り不足･･･？ 
＜中堅戦＞ 

      
初太刀から出足あるメン!! コテ摺上げメン!! 旗は一本のみ! ツキではありません 

2013.11.30 船橋アリーナ 
第二日 女子団体戦 第五会場 

第六試合 小金 0-2 大網 
＜先鋒戦＞ 

   



    
 

こ  監督さんも苦笑い･･･ ） 

旗はピクリともしない･･･ 
「自分が勝たねばならない」とばかりの果敢な攻撃も鎬がれ引き分けに終わる。 
＜副将戦＞ 

竹刀の表裏を遣いながら体捌きも表裏へと･･･。裏への返しメン！ 

引きドウ･･･やや打ち損じてしまう･･･。 

繰り出すメンに対して、上体を揺すって除けられる 

  

何とか一本！と仕掛ける･･･。  

  
のような状態が 10 本も続く･･･（

  

そして、「決まった!! 」と   ラストに放った引コも浅く･･･ 

  

 



相手副将が勝負を決めに猛攻を掛けてくるが冷静に応じながら大将へバトンタッチ!! 
＜大将戦＞ 
「さぁ、大将戦だ!!」 両チームの大将ともに「戦い」を待っていたかのような立会いふり！ 

りコテに･･･   二の太刀は、        良い展開だったが 

        （凄い気力だ!!） 

 「二本も同じ技を貰ってしまった･･･」 
 「今日のチーム一番の試合だったよ･･･試合が初太刀のコテ、そしてメンと 
  背筋がシャンとなったよ･･･負けていいからそのまま思い切ってやれ！と思った･･･。」 
 「今日を忘れてはいけない！ 先輩たちは『苦労して苦労して勝てるようになった』といっていたか

ら･･･私たちはまだまだこれからだ･･･。」 
と一人道場に現れた。 

第 1

 

  
開会式も終わり控えに入る･･･。 

   

大将がいきな

「えっ!?」（監督も吃驚）   間合いの攻防からメン!!    メンを応じられて･･･ 

  
 後の無い展開･･･それでもメンを狙い続ける･･･。 
 

 次の日曜日。「このままでは勉強に集中できない」

 
 
 
2013.11.29 
船橋アリーナ 

日 男子団体戦 第七試合場  
第一試合 小金 0-3 船橋東  



＜先鋒戦＞ 

 
 思い切りの良いメンも出る、体当たりで相手選手を転倒もさせるのだが･･･この気力が 
一

その後、反撃に転ずるも相手を観ずに出て行ってしまい一本負け･･･。 

  

･･･。構えは綺麗なのだが･･･。 

勝負は決してしまった大将戦。意地の見せ所だが･･･。 後の一撃に「らしさ」が見えたものの攻めあぐ

 

  

試合通して続けば･･･ 
＜次鋒戦＞ 

 
立ち上がりにメンに来たところで不用意に合わせて一本先取される。 

＜副将戦＞ 

後のない副将は、普段以上に攻勢に出るものの打ち切る充実度に至らず

＜大将戦＞ 

 

んで終了となった。 



NEW UP ２０１３．１０．１８ 

秋季千葉県北部地区高校剣道大会 清水公園体育館 １０月６日(日) 

 今年 32 回を数える秋季北部大会。その大会の主旨、経緯を次のように駒崎先生は話していま

す。当時、東葛飾高校で勤務され日本剣道最高峰の試合であった「全日本東西対抗剣道大会」

にも出場されていた範士八段篠田正六先生が 

 千葉県高校剣道界で学校数は多いものの全

チーム初戦敗退状態だった県北部地区のレベル向上を願って野田北高校の秋谷先生、柏日体高

校の山内先生、専大松戸高校の福田先生に持ちかけて始まった。と…。現在では、上位進出校

も増えて立派に新人大会の前哨戦になっている。…ありがたいことだと言います。そのような

経緯、歴史、文化、人に触れれば感謝の気持ち、礼も深くなると言います。 

＜女子グループ・リーグ＞ 

第一試合 小金４－１柏日体 

大将戦では、最近打ち始めたコテが決まった。「オイ！」って感じで先生が笑って試合終了後

には大将の子が「私、人生で初めて公式戦勝ったかも･･･」と喜んでいました。 

第二試合 小金４－０船橋北  

第三試合 小金２－１八千代 

予選リーグを一位抜けすることができたので次の相手は松戸六実。この地域では流山高校につ

いでの強豪校。先生が着任して三年、「勝ててない」と聞きます。 

「先輩たちが勝ってないなら私達など…」みたいな思いと「思いっきりやろうよ」という気持

ち･･･私は正直、「勝ったまま終わりたかったな・・・打たれまくって終わらせたくはないな・・・」

と思っていました。 

「何時から始まるのかな・・まだ面着けない？」と、ソワソワしていました･･･慣れない状況。 

決勝リーグに上がる学校は、私の印象で「強い学校」ばかりで、落合と「凄いね、凄いね」と

話していました。 

けれど、面をつける場所や控えの並び方を指摘されるは、あげくには先生に面紐を縛り直して

もらう始末でした。 

 

＜決勝トーナメント＞ 

1 回戦松戸六実。 

先鋒戦：構えあって、打たれても取り返す。しっかりと構えていてこんなに対峙している・・・。     

このとき、勝てる・・・かもと思いました。チームのみんなの空気が変わって次鋒戦。 



次鋒戦：先輩の素晴らしいメンが炸裂する！かっこよかった！！！ 

「構えて、相手が動いたところを打とうとしている」 

中堅戦：メン摺り上げメンが相手のメンになって一本負け。 

副将戦：最後の返しドウはもったいなかった！先生が「ア～！もったいな･･･い」と呟いた刹那

にお互いにメンに出て乗られてしまいました。しかし、強い相手でも動じずにやれていて、い

い流れで出来ているんじゃない！？と思いました。 

大将戦：決めてくれるだろうと思っていました。自分の間合で、いつも先生と地稽古をしてい

る感じでやっていたように思えました。そこで、あのメンが！！！「おお」と会場が湧いた。

公式戦で初めて決めたのが六実との試合とは・・・凄いと思いました。 

代表戦：･･･さぁ、監督と選手が円陣組んでみたいな…「あっ、やはり、そんなのないな…。」

うちの先生は、立ち上がるやコート主任の方に歩きながら私の前で「お前、行け！」と…大将

は控えに下がったときに先生が私を見て「ニッコ」とした時に「私･･･!?」と思っていたそうで

す。前の私なら、代表戦に出るとなると「嫌だな」とか、すごく緊張して動けずに終わってし

まうことがあったのですが、今回は「よし。」といけました。 

先生からは何の指示もありません。「自分らしくやろう！」と思いました。 

最後は、打たれてしまったけど、「いい負け方」が出来たのかな？と思います。 

お家芸の技には、まだまだ課題はあるので、それを使って幅を広く持っていけたらいいなと思

います。 

 

そう、昨日の基本稽古で不思議な事がおきました。 

三ヶ月前に初めてやったときには出来なかった練習を久しぶりにやったら出来たんです。 

今日は男子も中央学院、市川高校さんと良い試合をして･･･特に大将は引き分け、二本勝ちとい

う成績で先生が驚くほどの出来でした。 

私達、7月下旬の木更津総合高校錬成会には 3人で参加して全敗。4人で参加したキッコーマン

大会は 1点のみの一回戦負け…。それから 1か月・・・。5人で試合したのが初めて…。練習試

合どころか校内試合もない…何だか不思議な気がします。 

先生は「不思議だねぇ･･･ハハハハハ･･･」と･･･。 

「今日は、嬉しい！」 

素晴らしい先輩，先生方が稽古をつけてくれたり，見せてくれたりしました。 

 
 

ＮＥＷ ＵＰ ２０１３．１０．５ 

円心塾稽古会 スナップショット 



「全日本女子学生大会出場を決めた『返しドウ』」と「剣道時代」に写真入りで紹介された「ドウ技」が

25 年後の今でも目前に健在！ それも先生のメンに炸裂!! 

 

 

ＮＥＷ ＵＰ ２０１３．９．２７ 

円心塾稽古会               ９月２２日（日） 

 
いつもより電車を二つ乗り遅れてしまって学校に着いたのは 8:40 ほど。すでに同級生は着替えていて、

中学生さんも弟さんを連れて準備していた。 
「あちゃー」と思ってはやく着替えた。今日は先生の教え子さんたちが小金まできて稽古をつけてくだ

  

 

  

  



さる、年に何回もない日だそうだ。私には，その貴重さ？を全然分かってなかったのだろう。現にこう

して遅れて到着している。 
どんどんと先生，先輩が集まり、小金の武道場にこんなに沢山の人が集まったのは初めてのような気が

してとても新鮮だった。 
 
基本稽古が始まった。 
中学生や小学生にきちんと対応できない･･･失礼なことをしてしまった。 

所に稽古に行ったときには，誘導してもらったり指導してもらったりしているのに何も出来ない。普

ない。 
た。 初の摺

やくて私が 初この練習をやったときとは大違いで「本当に凄いな」と思った。 

回，ひろこ先生と地稽古をした時の終盤では面を打

成長していたらいいなぁ。」と思っていた。 

頂くことは出来なかったが･･･いつも通りに剣道できたかなと自分では思った。 
生同士での稽古では 

ぁ･･･と稽古のスタイルが似ていて･･･お二方が長く対峙して一方の先生が豪快

声が上がる。特に，コウイチ

の連打にも互角についていっている･･･迎え突きの竹刀が反り曲

れた先生が「気持

ちいいー！！」と叫んだのでみんなが大きく笑った･･･先輩たちはみんな見ている時も剣道をしている

学生の後輩の姿や話を聞いていると剣道が本当に好きなんだと感じた。私なんかよりも努力していて

先生と話してもらい、「私達の時から先生は話がずっと続く人だったんだよー」と

これからもがんばってね」と言ってくださった。（本当はもう少し話をして頂

他

段をきちんとしなくてはいけ

中学生さんとは地稽古でしかやったことがなかったので基本練習をやったのは初めてだっ

り足からの面ではほとんどブレてなくて真っ直ぐで綺麗だった。小金のメニューだったのに飲み込みが

は

 
地稽古では 初にひろこ先生にかかりにいった。前

っていっても，ほとんどが返されたり除けられたりで触りもしなかった。終わった時に「それは宿題ね･･･」

と言われたので前から一番に懸かりにいこうと思っていた。一番には残念ながら懸かりにいけなかった

が。「あの頃よりも少しでも

 
先生，先輩方全員と稽古を

先

「先生の教え子なんだな

に打つと次の場面ではもう一方の先生が豪快に決める。「おおー！！」って

先生との稽古では， 初の気合いの入り方が違うのが一瞬で分かった。初太刀のメン･･･道場が固唾をの

んで静まった･･･初太刀のメン！･･･あ

がってしまう出足･･･そして 後のメン！は「ドッカーン！」と凄かった･･･うちの先生があのように打

たれたのは初めて見た。 
ひろこ先生の綺麗でシャープな返しドウの時は自然に感嘆の声と拍手が鳴って，打た

っ

時も（次元の違う激しい稽古をしているのに･･･），とても楽しそうにやっているのが印象的だった。そ

の感覚の違いに驚いた。 
途中、ひろこ先輩が足についたゴミを拾う場面があって、もっと念入りに掃除をするべきだったなぁと

も思った。 
中

「ちょっと頑張らなくっちゃ」と刺激を受けた。 
稽古の終わりに Miyok
話をしてくれた。「試合でダメだったときはずっと正座させられてたり，ずっと切り返しだったり，もう

気が狂うような練習もした。」と言っていた。そう考えると今はすごい丸くなったんだなと感じる。それ

でも中学とのギャップで時々「辛いな･･･」とか思ってしまうのは甘い考えだったんだと思う。 
同期生と「あの人が本当に Hirom 先輩かな！と確信を持てないながらも挨拶しにいった。お子様を連れ

て道場の奥で座っていらっしゃった先輩に･･･挨拶はしたもののうまく会話が出来ない･･･学年を聞かれ

「1 年です」と答えると「



きましたが内緒で･･･）まさかこんな実際に対面できるとは思ってなかったので本当にそれだけの会話で

もカチコチになってしまった。やっぱり雰囲気というかだしているオーラが違うなぁとおもった。 
今回の稽古で次にやるべきことが観えたので今はそれに向かって頑張ろうと思えた。 
そして，感じたことを忘れないでいたい。 

したい。 

キッコーマン大会          ８月２４日(土)  清水公園体育館 

日の試合は「勝たなくちゃ」ではなく、「夏休みの成果を出す。小金らしく、自分らしくやる」ことの

が前の日に先生からありました。  
新チームでの初めての試合で人数も一年生４人。多少の不安もありました。けれど、駅で３人と顔を

わせるとなぜか不安も、軽くなり「自分のベストを尽くして試合をしよう」と、いつもと同じ目標が

てました。 
行動の仕方が把握できていなくていろいろと、行動が遅くなってしまい

っておかないといけないところだなと思いました。 

それまで、４人で今日の試合の展開の話をしていました。このような話をしたのは初めてじゃないか

な？と思います。 
 先鋒戦は、後半に入ってだんだん相手が見えてきていていました。打たれてしまった後も、しっかり

「繫ぎの意識」を感じる試合になっていました。 
次鋒戦は、互いに欠員なので「引き分け」 

 中堅戦は、いつものような「がつがつ打てばいい」みたいな剣道になってしまいすっきりしていませ

でした。が、ここ数日の実践練 の成果がでてよかったと思いました。でも、打ったメンも姿勢が崩

「剣道は，勝つための技術を学ぶだけでは意味が無い，社会生活に役立てることを学ばないと」という

言葉を大切に
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今

話

合

持

清水公園に着いて大会の時の

ました。そこも、新チームで自分たちが知

私達は一回戦が８試合目。間が結構ありました。 

ん 習



れていたような気がします。 
副将戦は、いつものとおりに出来ていました。捌いてチャンスがきたら打つ！いつもの得意技の抜き

ド

りますが、これから一緒に稽古を積んで強くなれるのが楽しみです！ 

とり。 いろいろなことが初めてでした。  

 安房高校に到着するとすでに稽古は始まっていました。剣道場は貫禄のある感じの建物でした。中では、安房

高生と中学生が一緒になって練習していました。  

 

では片手打ち、両手打ち、メン返し胴、メン返し逆ドウを

やりました。 そのとき、安房の先輩方は慣れているのもあると思いますが片手でも両手でやっているぐらいの速

さで打っていて驚きました。私は筋力が少なく置いてかれてしまいました。ここで筋トレが役立つ。  双方のきりか

れることなく出来ました！  

には打ち込もあっ

てくたくたになってしまいました。やり直しもあって、人数も多いのですが緊張しました。 そのあとは、試合。 

ウも打っていましたが１本にはなりませんでしたが、面すりあげメンも 初のほうに打っていて、「自

分」が出ていました。凄いと思います。試合でも練習でも同じように戦っていて冷静でさすがだなと思

いました。 
大将戦は、初立ちのメンが決まりはしませんでしたが素晴らしい面で 
「あれ。勝てるかも・・・」と、正直思いました。 
よける癖も出ていなかった気がします。 
みんな、それぞれ自分らしい試合が出来たのではないかと思います。 
課題はたくさんあ

 

 

初 安房高校   ７月２４，２５日  

 安房高校にひ

  

私もそこに参加しました。面をつけず竹刀を使った練習

えし、一往復、二往復、三往復とどんどん増やしてやりました。これは毎日のきりかえしのおかげで、そんなに疲

 休憩後、面をつけ基礎から始め激しい体当たりの技まで１時間半ほど練習をしました。その中



安房の選手の試合のイメージは、技をたくさん使い相手を翻弄・・・というようなイメージでしたが、、基礎の足さ

ばきを意識して試合を進めていたことに驚きました。 もちろん、たくさん技も持っていましたが、一流選手の強さ

はきちっとした基礎があっての鋭い打ちや強い当たりなのだなと実感しました。  

 この日の私は基礎の練習で疲れてしまい、試合は全くうまくいきませんでした。まず、腕が動かない。自分の試

合ができませんでした。 試合のあとは地稽古をやり、安房高生以外が元立ちでした。そこでは、水林さんともや

せてもらいました。このとき水林さんも私の竹刀を回してしまう癖を指摘してくれました。  

ト・ファミリィーの皆さんがす

ごく親切にしていただきました。ありがとうございました。  

朝、また前の日と同じ足さばきから始まった練習。強豪校も基礎は積み重ねているのだな．．．  

前の日がだめだったので、「しっかり構えて･･･自分らしくやろう」と、思っていました。  

「意識していないとすぐに癖はでてしまう。」以前、先生がおっしゃっていた言葉を思い出しました。不安と緊張で

いっぱいでしたが、部員さんの家にホームステイさせてもらったのも一人だったからと考えたら、「一人」というの

も、いいなと思えました。 あと、安房高校というすごい人たちとすごい先生のところで、稽古させてもらうなんてこ

とも普通じゃない経験をさせてもらえました。  

見て学んで、聞いて学んで、自分でやって学んで。 

習志野高校合宿（ 2013.8.29 ～ 31 ） 

ら

そのあと、柔軟をやり合宿所に戻りました。このときはもう時間の感覚がありませんでした。 そして、先生方にお

気使いいただき、私はホームステイすることになりました。 ホームステイ！初めてでした。実は、この方は私の

後輩の知り合いでした。剣道のつながりはすごいなと、こんなこともあるのかと思いました。夕食には「なめろう」

を初めて食べました。  

美味しかった！！海の近くに住みたくなってしまいました！ 初めて会った私にホス

２日目．．．  

この日はすぐに卓球場に移動して攻め技の練習。そのあとは２０分間引き技の練習。その後、昨日と同じメンバ

ーでオーダーを変えての試合でした。  

この２日間、ぎゅうっと詰まった２日間でした。  

習志野高校での練習は、もっともっと激しいものだと思っていた･･･主に足さばき等をメインにした基本

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%81%aa%e3%82%81%e3%82%8d%e3%81%86+%e5%8d%83%e8%91%89&FORM=HDRSC2�


練習なのには驚きました。練習は同級の方に組んでもらいました。体格がよくてかなり気の強い人たち

ばかりと思っていたので私ともほとんど身長の差がなく、説明も丁寧にしてくれ、習志野高校に対する

印象がガラッと変わりました。それでも練習をしていると習志野高校の剣道部の一員なのだなと思いし

回一回丁寧に練習

をしているのがよく伝わってきました。私もなるべく細かいところ一つ一つに気をつけて練習をするよ

うに心がけましたが結局納得のできる打ちはできませんでした。今まで自分の練習の仕方の甘さを思い

しらされました。打ち込みや組たちでもスピードよりも正確さを重要視して練習をしているからこそ、

試合でもいざというときに習志野高校の人たちはしっかりとした鋭い打ちができるのだなと気づかされ

ました。地稽古では先生や先輩方にかかりにいく生徒たちの気力がとても印象的で初日に見たときはそ

3 日

目の午後に行われた筋力トレーニングではただただ自分が情けなかったです。まともについていけた練

ける必要があると痛感させられました。 
今回の合宿は参加することができて本当に良かったと思います。私の今までの練習はいかに手を抜いた

一回一回の稽古しっかりと細かいところ

まで意識していきたいと思います。

ったことなど

金高校第二回学校説明会   8 月 20 日、21 日 

夏休みのひとつの目標に「この日までに、後輩たちに自分達が大切にしているものを披露できる

人数が少ないし、一年生ばかりだし･･･後輩になってくれるかもしれない中学生に剣道の素晴らし

置いたりして後，全体会の受付を，終了後はアン

らされました。足さばきや打ち方、打ち込んだ後のぬけ方等の一つ一つに注意し、一

の勢いに圧倒されていましまい、自分の気力などでは同じ道場にいるのが場違いな気さえしました。

習が何一つとしてなく、基礎となる体力をつ

ものだったのかが良くわかりました。ここから気を引き締め、

 
 
 
 

木更津総合高校剣道錬成会（ 2013.8.2 ） 

今年度、新チームでの初めての錬成会は一言で「とても疲れました。」 
場所を間違えてしまったり、タスキや審判旗、試合の記録表その他もろもろ忘れてしまったり･･･と朝か

ら無駄なことに気と体力を遣ってしまいました。 
途中から審判旗や時計を他校の人が貸してくれたりした。気を遣ってもらっていたのでは勝負になるわ

けもなく･･･先生は二次リーグまでは観覧席で見守っていました。昼食休憩のときに少しアドバイスされ

ました。時間や試合グッズの事は何も言われませんでした。きっと「自分で身に染みたであろう。出発

前に気づけないから･･･」自分がいかに人に頼って生活しているのかがおもむろに現れてしまった出来事

だと思います。三次リーグでは、コート脇から良かったことだけを指摘されました。良か

気づかないくらい恥ずかしいやら忙しいやら打たれるやらの一日でしたが･･･これを機に自分の普段の

生活態度も見直したいと思います。 
 

小

ようにしよう」ということがありました。 

さ、小金高校剣道部だからこそのものを伝えたいと準備しました。 

道場にはいつもの掲示物にプラスしてチーム・ジャージを表裏にしてポロシャツと共にディスプ

レイし、来場者記名簿や活動案内パンフレットを

ケート回収を手伝いました。声を掛けてくれた後輩もいて嬉しかったです。 

稽古実演では、足捌き、素振り、基本打ちを何時ものとおりに進めていきました。「ここで引かれ



ちゃうかも･･･」とは思いましたが「いつもの自分たち、頑張っている自分を見てもらいたい」と思

ってやりました。地稽古に入って先生に稽古をつけていただくシーンでは人数が減ってしまってい

ましたが「一番の売りの場面」でした。 

21 日は、先生は審判で出張、怪我で見学中の先輩も通院の日でいません。昨日の反省を活かして

内容を少し変えてみました。地稽古では、副顧問の先生も元に立っていただき無事終了です。20 日

りも多くの中学生が来場してくれました。一人でも多くの皆さんと再会できることを願っていま

習志野高校稽古会            8 月 25 日 

一

 

習

参加されて面をつけ

る

つけろ！」と言って、また防具をつける。 

40

くり過ごしなさい」と本気に聞いていいのやら･･･の言葉をいただきました。習志野高校の先

方には「あの稽古はきつい！だろ？」と聞かれ返事に窮していると「ハハハ！楽だとは答えられ

結果が出な

だきました。 

で 3 日間稽古をして暑中稽古は終わりです。補習

をこなした 7 月下旬。そ

うに頑張った気がします。 

よ

す。 

 

か月ぶりの習志野高校･･･合宿以来です。 

「ひさしぶり･･･」「元気だった･･･？」と声を掛けていただきました。

志野高校の稽古量とは比較にはならない私達だけども私たちに頑張ってきた自負はあるので「き

ちっと」ついていきたいと思って参加した。 

 準備体操、素振り、切返し、基本打ちとすすんで地稽古。OB、OG 先輩が多く

速さが半端なく･･･いつもの後塵に拝するから脱却できず･･･。 

一方、我等の先生は、タフ!!の一言。 

全体練習が終わっても個人 lesson を 30 分。 

「私達の午後は･･･」と思っていると「面を

分ほど稽古して終了。「君たちは、上がり！」 

「えっ、」（ヤッタ！嬉しい･･･） 

先生方に挨拶すると、先生の恩師から「君たちは、よ～く頑張った！明日から一週間、剣道を忘れ

てゆっ

生

ないよなぁ･･･!?」と横からチャチャが入ったり「いやぁ、良い稽古だったよ･･･試合で

くても、そのままやっていればいいからね･･･」と優しい雰囲気、嬉しい言葉をいた

明日から、先生が北海道に帰省するので自分達

や中学校大会に応援に行ったりインターシップに参加したり合宿、錬成会

れを受けて 3 勤 1 休のスキル・アップ・プログラムに乗って頑張った 8 月前半、そして説明会や試

合に臨んだ 8 月後半･･･何だか、ひと夏をほんと

 



※　このプリントは，学校説明会の時にパンフレットとして剣道場においで下さった方々に配布したものです。

小金高校　円心塾剣道場（昇竜館）
＞　　 平成25年度 男子5名 女子8名 （新体制　男子3名、女子５名）

平成24年度 男子5名 女子7名
平成23年度 男子4名 女子11名

※　各学年10名程度の経験者が入学しますが入部するのが1～3名と少人数で活動しているのが現状です。

今年度 男子 ３年 新松戸南中学校出身 女子 ３年 光が丘中学校出身
２年 常盤松中学校出身 豊四季中学校出身

南流山中学校出身 鎌ヶ谷中学校出身
１年 南流山中学校出身 ２年 豊四季中学校出身

桜台中学校出身 １年 野田南部中学校出身
田中中学校出身
南行徳中学校出身
葛飾中学校出身

績＞ 平成25年度　　　　　　　女子団体　関東大会県予選　Best　32（全国予選シード権）
男子個人　全国大会予選　県大会出場　（地区４位）

平成24年度　　　　　　　女子団体　全国大会県予選　Best　16
平成23年度　　　　　　　女子団体　新人県大会　Best　16

容＞ 月・火・金曜日　　　　　　　朝）　7:20～8：05　地稽古、基本打ち（自由参加）　夕）16：00～18：00　基本打ち、地稽古、打ち込み、トレーニング　下校19：00
水・木曜日　　　　　　　　　朝）　7：20～8：05　地稽古、基本打ち（自由参加）　夕）17：30～18：30　地稽古、懸稽古　下校19：00
土～日曜日　　　　　　　午前中）　　　9：00～12：30　　稽古内容は多種多彩　　　　

　朝稽古は、２３年度の2年女子生徒が一人で素振りを続けているのを認めた先生が「勉強への影響が大丈夫なら」と始まりました。
２４年度は、二学期より道場が工事で閉鎖されたのを機に卓球場で朝稽古をするしかなかったのがきっかけです。
午後は、小金中学校の剣道場を５時３０分から借りれたので、それまでの１時間を図書室学習の時間にあてました。
すると、学習成績が上がったので最後まで朝練習を続けるようになりました。
ちなみに朝練をはじめた女子生徒は「筑波大学」に進学しました。

錬成会　 7月下旬　 安房高校合宿（1泊2日）、習志野高校合宿（2泊3日）
8月上旬　 木更津総合高校錬成会（木更津市民体育館）　今年は男・女チームが参加しました。
8月下旬 館山錬成会（安房高校）今年は不参加、キッコーマン大会（清水公園体育館）
１２月下旬 東海大望洋高校「菜の花錬成会」（２泊３日）
５月初旬　 PL学園剣道研修会（２泊３日）

稽古の特徴 顧問の先生が剣道の手ほどきを受けたのは実父様で，戦前「神道無念流剣術道場」に通われていた方です。
その剣道観や基本動作を受け継いでいるためか、少し違う考え方や動作があります。
踏み込まない動作、歩み足の動作、開き足の動作等々・・・。
剣道がもつ歴史観や社会性と勝負の厳しさと価値観の持たせ方等・・・たくさんたくさん・・・新鮮かも・・・です。
充実しています。知らなかった自分を引き出してもらえています。
素直さ真面目さの感覚がすごくシンプル！　でも難しい！　先輩たちは難なくいけてるから・・・近づきたい！

ら一言＞
ここの剣道部は、少し変わっていて、かなり面白い部だと思います。
人数は少ないですがとても個性的な人が集まっています。
二人の先生が面を着けて地稽古を中心に稽古をつけてくれていますので緊張感のある毎日です。
基礎を大事にしていてほかの学校にはないような特徴的な練習もしています。
それらによって、一人一人の個性が剣道にもしっかりと出ています。
受験勉強を頑張って、是非小金高校にきてください。そして私たちと新しい自分を発見しましょう。  
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とうとう今日が来たか、朝起きて 初にそう思った。 
家を出ると天気は曇り気味だった。ここ 近天候は優れなかったが、今日は晴れてほしかったなと思い

がら電車に乗った。 
年前に女子の先輩方の応援に来たことを思い出す。よく思い返せば私の記憶

。入場行進は

られたと実感

で

いうのは 後まで本当にわからない。 

な

会場に着いた。一年前と二

する限り、男子で県大会を戦っていた人を知らない。今更だが光栄なことだと改めて思う

初めてのことだった。自分が観客席から入場行進を見ていたのを思い出し、こちら側に来

きた。 
  女子の団体が先に行われた。市立柏高校との試合。先鋒戦で「もらったな」と思った。しかし、予想

とは違ってきた。勝負と

女子の結果はやはり残念に思ったが、今は自分のことに集中しよう。 



 今日は先輩方５人も応援に来てくださった。両親も来てくれていた。 
会場にはいらっしゃらなかったけど栗山先輩や栗山先生、中澤先生も応援の言葉をくださった。栗山先

生がおっし

も暗くないか？気持ちがさがっていないか？ 
「顔晴ろう、顔晴ろう。」 
  試合が近付く。こんなに緊張したことはあっただろうか。会場に入

いるだけで周りからの圧力を肌で感じる。面を着けるときに静かに気合

をチェックする人、ただ一点を凝視する人。様々だ。 
その空間の中にいると、勝手に気が張り、引き締まる。そして尋常じゃなくゾクゾクする。 初めての

感覚。おそらくこの感覚は一生忘れないと思う

 試合線を越えて蹲踞をす

構え合い、面小手で先制攻撃に来た。 
「長く構え合うつもりはないみたいだ。それならこっちが付いていくか、構えさせるかだ。」 
「構えさせよう。まず技を殺さなければ･･･」と考え

花嶋君の技を殺しきれない」と思った。なら、「相手より先に仕掛けよう。」 
「スッ」と入って面小手胴を防いだから竹刀に平行

手応えはあったが、一本にはならなかった。手応えを感じてそれが隙になったか面を

の引き技は解せなかったが、今回は打た

ゃっていた「頑張る」というよりかは「顔晴る」という言葉が頭をよぎる。今、顔が少しで

ると雰囲気がまるで違う。立って

を入れる人、入念に自分の構え

。 
るまでまるで他人が自分を動かしてる感じだった。 

つつ「多彩だ」と思ってしまった。「僕の技では

に入れて小手。駒崎先生に入れたことのある技だ。

打たれた。その前

れた。 
「

礼

ということ。小金の先輩方、後輩達はもちろん見てくれ

にも今日は他校の先輩、後輩、同期の友達、保護者の方、知り合いに会う度に応援の言

。 
見 かわからない。見せられていないかもしれない。だったら

信を持って見せて

 

負けた。」  
式を終え試合場からロビーに出て、先生の背中を追うとき、映像は記憶しているが、何を思っていた

かは記憶にない。先生がロビーに出てから階段のところで振り返り 
「よし！」と言って頷いた･･･気がする。 

二階に上がると面をしたままだった。面をとるのに躊躇したのは覚えている。 
  近強く感じたのは自分が「見られている」

ていた。その他

葉をいただけた。前日にはクラスの友達、先生にも激励された。こんなところにも見ていてくれた人が

いたのだ、こんなにたくさんいたのだ。それに気付いたら嬉しかった

られていることに恥じない姿を見せられた

例え剣道でなくても、自分のやってきた努力を認めてもらえるように、自分の姿を自

いきたい。 
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試合は理想的な形にならなかった。 今日の試合は、皆が「私が・・・れば・・・」と思うような試合だっ

た。 

合唱祭の後にもコンクールの講評で「勝ちに行ってはいけない」と話されたのに・・・。 

大将戦。「勝つか・・・？」いや、「引き分けて代表戦になるかな・・・」と思っていた。 

そしたら私が出ようと思って、途中腰を上げて正座した。（先鋒） 

「代表戦に、指名されるかもしれない・・・私が責任をとらなきゃ・・・」（中堅） 

でも、ハルちゃんは取りにいっていた。あ、「勝てる！」と感じているのだな。 

「相手は、中学時代なら土俵が違った相手だ。でも、今なら戦える！コテが得意なのは分かっていた。だ

から、極力封じた。『ここなら！』と感じて出たら・・・貰ってしまった。」 

うことではない。

しかけられたのがきっか

な？･･･なんて思っていたのに先

生の『剣道が好きなんだ』の一言が妙に引っかかって･･･」 

結局、三年間何を求めてきたのだろうと考えた。 

剣道をやりに高校にきたわけでもない自分にとって「試合に勝つ」とかい

入学式の朝、正門で先生にバッタリ会って挨拶をした。姉の関係で先生を母が知っていたか

ら･･･。「剣道やるのかな？」って素振りのジェスチャー付きで話

け･･･。 

「日曜休みだって･･･やれそう！」 

「入る気なんてなくて行事本部やろうか？･･･軽音もいい



「何しろ変わっている先生だ･･･」「えっ！？･･･確かに･･･」ってことばかり･･･。そして、

毎日、全力で私達に向かって下さる先生と戦って、自分と戦って、多くの先輩たちにどれだ

け近づけるかなということをいつも考えていたのだろうなと思う。 

仲間を心から尊敬したり、本気で負けたくないとか、と思ったりしたことも初めてだった。

そ られないほどの BIG な先生方をはじめ、認めてくれる

先

できるようになったし「応え

た

身の確認のため･･･」と

言

まで稽古に毎日みえた。卒

業 くれる。自分で決めた

こ

輩方は、無邪気にはしゃいでいる私たちを自由にさせてくれた。 

とをできたのだろう。  

して、私たちは励ましてくれる信じ

輩や、ついてきてくれる後輩がいた。そして両親や親戚の方々まで･･･多くの見守ってく

れる方々のお蔭でこうなれた。だから、見られている感を意識

い！」「残したい！」という責任感もあった。そして「感謝」 

「三代目の自負を･･･」と語ってくれた裕子先生の存在は大きい。 

茨城県江戸崎･･･遠方から何度も稽古に駆け付けてくれた。「自分自

われる。 

綺麗な構えに無理のない打突。話しかけてくれたり気遣ってくれたりする時と気合いの入

ったときの二面性･･･。 

凛とした姿。「強い人は優しい」ということを知った。ああなりたいと思った。 

先生の前任校のモナミ先輩は先生の転勤後も定期券を購入して

後も予選だけでなく、館山市までお弁当を作って一人で応援に来て

とをやり抜く、言動もすごいが行動力も半端ない。そして素直でシャイ･･･。 

一級上の先

 

私たちはどれだけのこ

 

去年、桃ちゃん先輩が言っていた、「課題は尽きず、何も終わりはしない」 

去年の先輩達のように素敵な結果が出せても、出せなくても、課題は常にある。 

剣道で戦う事はなくなっても、私たちはこれから先を歩いていく。道のりは長い。苦しいこともたくさんあるだ

ろ とうけど、ちゃんとその時その時に、それと向き合いたい。物事に”真面目”に、”向かい合う”ことを知るこ

ができた。そして、“真面目”とは“真剣さ”だと・・・。 

れから剣道から離れてしまうかもしれない。でもこれまでの経験と、そしてうまくいか

な く時に必ず生かせるよう

に 、いつも新しくな

っ

の稽古。来春は、栗山先生の言った 「顔晴れた」

で迎えたいと思う。  

（一年生） 

 

こ

くて完結しきらなかった今日の経験とが、これから世間に出てい

、そして経験すべてに意味を持たせられるように、いつも自分と戦って

ていけるような人間になりたいと思う。そして、人の気持ちをわかって人に影響を与えら

れる人間になれたらと思う。 

先生と気を張り合った８１０日、１０００回

「日曜稽古や朝練を始めちゃった先輩・・・ 剣道って“こんなに面白い”ってことを教えてもらいました。」

（一年生） 

「先輩方の剣道は負けても素敵ですよ！」 



「初めてついで・・・卒業した先輩が全員応援に来てくれた。（嬉しい） 負けた後、暫らくは沈んでいたが

先輩たちと顔

、

を合わせると、いつもの明るい 『ちょっと、素敵な仲間たち』 に戻っていった。 これが私の

入った小金の剣道部なのだ。」（一年生） 
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流山市民総合運動場体育館 

  

 

この予選会は、個人戦がメイン！千葉県高校剣道選手権大会の裾野なのだ。 

そして最後の個人戦･･･私は、三年間で随分と変われた･･･。心の持ちよう、技、戦術等･･･中学

校時代とは隔世の感ありだ。それを確かめたい･･･何とかして流山高校戦までは行きたい。そし

て勝ちたい！ 

Best16･･･二年連続･･･去年は、流山高校の選手に善戦したが最後に場外に吹っ飛ばされ

て終わった。今年は、仕掛けコテを先取した。二本目開始時に繰り出したメンも部位を捉えて

いた･･･が･･･軽かった･･･。 

今日，突然コテが見えるようになった。そのコテと得意のメンを駆使して試合を進める事と引

き技を打たれないように細心の注意を払って･･･しかし、抜きドウ、引きメンをもらった。パタ

ーンを読まれた･･･？ 癖を見抜かれた･･･？良く戦ったとも言われるが･･･自分的には、「まだ

まだ･･･」 

そして先生には、反対コートで審判をされていたので見てはもらえなかった･･･。 

戦いに影響はない！しかし、目標に迫った一瞬を見ていてほしかった。 

「応援の拍手でわかったよ･･･うちの拍手は分かるよ･･･裕子が来ているのかと観覧席を見たが

いなかったので栗山の拍手だろう･･･つられてみんなの拍手が大きくなっていくのもわかっ

た･･･そういうのが嬉しい･･･変化・成長が･･･。」と言っていた。 

「今日、剣道界から去っていく生徒が多いはずだ。それにふさわしい舞台ができているかは私

達、大人の仕事だ。」 

平成 25 年度 千葉県総合体育大会剣道大会第 11 地区予選会 

  

結果は



いつか、話されたことだ･･･。いよいよ、最後の最後！ 

稽古の力を証明したい！克服したい！！ 

先輩方のように、素敵に･･･！  

 

88 名で争った男子個人戦 

地区 Best4（県大会初出場）を決めたコテ摺り上げメン!! 

 今日は 2 時に一度目が覚めた。夢を見た。剣道の試合をしている夢だ。自分はふわふわした

感覚で構えていて、相手はぼんやりとした白い影だった。相面になろうというところで目が覚

で「勝てっ」という声が聞こえた。そのときその声が誰なのかわ

た。そのとき思った。今まで試

に「どちらが勝ってもおか

ないか？ また余計な疑念が浮かんでいる。地区を抜けた以上、たまたま抜けられ

 同

６０回関東大会千葉県予選会  

 

めた。その相面になるところ

からなかったが、朝父の声を聞いて、父の声に似ている気がし

合に挑むときは中途半端な理由や、負けるんじゃないか、という余計な不安を抱えていた。今

回、父が仕事を休んで見に来る。母はずっと楽しみにしていたようだ。なら自分の考えはとり

あえず捨てて、両親のために勝つことをまず考えることにした。 
 会場に着いた。流山市民運動公園体育館。三段の昇段審査以来だ。例年とは違う会場での大会

だった。観覧をしている人は少なかったけど場内の雰囲気が例年とは違った。5 回戦。やって

いる内に相手の癖のような動きがわかった。小手擦り上げ面で取る。  準決勝。正直ベスト 4
に入って「ほっ」としてしまった。閉会式が終わった後、木下先生

しくない、良い試合だったよ」と言っていただいた。良い試合だったというのは嬉しかったが、

どちらが勝ってもおかしくないと先生の目で写っていたのだから、勝てた試合でもあったに違

いない。 
男子団体戦県大会出場決定戦 
流山南高校との試合は後輩が大将戦まで繋いでくれた。安心と不安とが入り交じった気持ち

だ。いや、不安のほうが大きかった。これがそもそもの敗因だと思う。果たして勝てるか？負

けるんじゃ

ただけと思われたくない。 
期で県大会に出られない人も沢山いる。自分が出ればもっと戦える、そんなふうに思わせな

い試合をする！ 

ＮＥＷ ＵＰ ２０１３．５．22 

第 館山総合運動公園体育館 

2013.5.18～19 



 

  

関東予選で勝ち上がったことがない。「関東予選では勝たないことになっているのか…」という先生の

言葉も以前あった。 

今回は館山。海がみえるな…    

電車内で男子の試合速報。誰が一勝したのだろう･･･。 

内房線から海がみえる。夕焼けで綺麗！ 

旅館の女将さんの雰囲気が素敵で、「お世話になりまーす！！」「ハイいらっしゃい！」 

「駒ちゃんのとこの生徒さんは、おもしろい話がいっぱいあるの･･･30 年のつきあいなのよ･･･。」昔から

見ている女将さんの目には私たちがどう見えるのだろう。“後輩”になれているのだろうか･･･ 

朝。外の空気をすって朝食。裕子先生がみえる。しっかりやりたい。頑張れる！ 

旅館の方々に体育館に送ってもらった･･･ありがたい。 

館山の体育館は、自然の中！南国の風情･･･千葉県？･･･何かいい！ 

試合会場についてから、相手の人数をパンフレットで知る…と同時に少ないからこそ、なにか持ってい

る人がいるかもしれないな…ついこの前まで私たちもそうだったのだ。 

竹刀計量に行く･･･係の高瀬先生、渡邊先生は日頃からお世話になっている先生だった。 

「こいつらと稽古すると本当に打てないんだよ…ただ試合でうまくでないんだよな･･･」 

合格のはんこに、パワーを注入してもらった。 

トイレでは佐々木先生に遭遇。モナミ先輩が来てくれるという話題。遠くまでお弁当もって来てくれる

と聞いていた。 

 

一試合目。鷹雄が、 初の数本打った引き技は相手が追いついている…メンをスターンと決めたとき、

後ろの先生方から「おぉー」という声が。 

試合。構えあったら、アップをみていたときよりも、怖さを感じない構えだった。だから前々へ陣地を

意識して攻められた。 



片田の上段の構えがいい…と誰か審判席の先生がおっしゃっていた。 

二試合目は、色々考えすぎて頭が固まってしまった。そして気持ちができていないから、足も止まる…

全部が半信半疑のまま。準備不足。 

試合後裕子先生から「みんな落ち着いてやれていたじゃない･･･！ もう一歩だと思ったよ。前半はく

っくっと攻められていたが、後半何かの不安が出て、入っても、ふっとさがってしまう時があってから、

変わってしまうものがある」 

聞いてから、色んなことに惑わされすぎている自分がいるのが悔しかった。 

お風呂の中で鷹雄と試合について話した。今日のテーマみたいなものは“勝ち方”どう勝つか。チーム

の流れ、技の出し方…  でも明日は、木更津総合という上の相手とやるのだから、違う話になる。一

回気持ちを切り替えよう。 

夕飯に行くときの富士山は幻想的だった。館山にいるんだ！海の向こうに見えるんだ！ 

夕飯。一年生も結構食べる。 

夜。裕子先生が来て下さる。ビデオを見た。 

 裕子先生は「今日、大学生の関東大会もある中、高校生の県大会を選んで来たのは、やっぱり自分を

確認できる場所だから。私たちがやっていることを見て、確認できるから。」 

そうやって選んできてくださっている。それを意識して、一生懸命取り組まないといけないなと思った。 

 

良くしてくれた館山旅館の人たちと別れて、 終日の試合場に入った。 

昨日とは何か空気が違う。強い学校は、昨日はなんとも無くて、今日が勝負の日！という空気が漂って

いた。木更津総合は、前よりもなんとなく、綺麗でスピード任せ感がなくて、 

私が持っていた印象と違った。昨日の試合をみても、結構じっくり構えていた。抑えているから構えて

いるのか？ とにかくただ受けることがないように、引き技だけは打たれないようにしたいと思った。 

次鋒の一年生松本が強かった。応じメンが一本くらい旗が上がってもおかしくない内容だった。相手

のうちに全部的確に反応していて、すごかった。 

これを見ながら昨夜の裕子先生の話を思い出した。 

「安房南との試合で、先鋒の初心者が返しドウを打ったとき、そこで自分もしっかりしなきゃって思

った･･･。」  

私もここで流れを断ち切ることはしたくないと思って臨んだ。 

今までのように不安な気持ちがないから余計に相手にもその入りが効果的なのだろう･･･ 

善戦できている実感があった。 

鍔競り合いの時、「前前！」先生の声が聞こえた。 

試合中に先生が声を掛けることは滅多にない。 

「今が勝負どころだ！」 

残り数秒のところ･･･5 秒とないところで相打ちの後に居ついてしまって打たれた･･･。 

後陣戦に試合を縺れさせる肝心の時だった。 

 

自分が気づいていなかったものに気づいたり、改めて確認したりしたことがたくさんあって、良くな

い試合も含めて、収穫が多い試合になったとは思う。 

とにかく剣道生活残り一ヶ月を保証された。 

先生は「小金高校に来て三年目。ジプシー稽古の半年間。部員が入るか心配しながら新年度を迎え･･･

あっという間の関東予選。初めて男子個人戦で県大会に出場できた。初めて全国予選で地区予選を免除



された。新しい苦労が新しい経験を生んでいると思うよ･･･。君たちにとっては賞状のようなものだ」 

といって全国予選会の参加申込書入り封筒を手渡された。 

今回は人数の過不足で得たシード権かもしれない。しかし、苦しんだ。 

勝てると思って勝つ難しさ。きちんと答えを出す難しさ･･･・これを学んだ。 

自信をもてるものだと思う。 

 

裕子先生にも何度も話をしてもらった。旅館の女将さん、息子さんやお嫁さん。 

声をかけてくれる沢山の先生方。 

応援に駆け付けてくれた先輩、家族･･･。 

嬉しさとか暖かさも感じられた日だった。 

そういう人たちや自分のためにも、感謝をこめて一生懸命やりたい。 

先輩方と同じように素敵に終わりたい･･･もう次は、ない！ 

 

＜写真＞ 

左上：先鋒戦：上段からのメンに擦り上げメンで応酬。 

中中：先鋒戦：突きと手元を攻めて退らせた後に、片手ツキ！ 

右上：次鋒戦：初登場の一年生。仕掛け技に返し技で応酬していた後に豪快なメンに出る！ 

左中：次鋒戦：中盤、相手メンに対して摺り上げメン！（旗は挙がらなかった･･･） 

中々：中堅戦：昨日の不調を一蹴する出来栄え。仕掛けコテ！！ 

右中：中堅戦：相手の仕掛けメンに応じメンを放つ！ 

相手校の監督さんから「玄人受けする渋い剣道をしますね」と言ってもらえました。 

左下：副将戦：立ち上がって上段に構える。大人びた構えを取る。相手が初太刀に右小手に来るところ

を抜いて諸手コテ（惜しい！） 

中下：大将戦：綺麗な構えから得意のメンに出るが見事にコテを落とされる。 

（今日は、気構えに感違いあり･･･打ちたがってしまった･･･勝ちたがってしまった･･･） 

 

「剣道研修会」（5 月 3 日～5 日） 

 

   
何が出来るか、何がふさわしいか、何をするか、それを明確にしてこの合宿にのぞむ。 

午前 2 時 30 分に起きて、荷物の確認と身支度をした。こんなに朝早くに目的もって起きたのは、初めて

だと思う。朝早くに母に車で新松戸駅まで送ってもらった。お金のこともあってたくさんの迷惑をかけ

ているので、この合宿を無駄にしたくないと強く思った。 
大阪駅で迷子になった。 

 電車の中で駒崎先生が話してくれた私たちが「呑気である」という話を聞いて、それでも自分の良さ



をこの合宿で出せたらな、と思った。 
 遅れて稽古会場に着き、急いで着替えたが、どうすればいいのかわからなかった。会場に入れず、正

座していたら、女性の方が話しかけてくれた。保護者の方かな？と思いながら遅刻してきたことを話す

と会場に入れてくれて安心した。しかし、駒崎先生から、その女性は主催校の先生であること聞いた。「知

らない」ということにとても恐怖と不安を感じた。 
 試合に，入らせてもらった。 初から PL 学園で、「どうしよう･･･」、って思った。遅れてきたのに

初から試合させてくれるのはありがたいけど、怖かった。 
  先鋒で試合をさせてもらった時、初太刀にノーガード面をいただいた。聞いてはいたし、YouTube で

見たりもしていたが、面がすごく速く、拍子もつかめない。だから、「どうすればいいの？」という感じ

だった。 
4 試合させてもらった。どの試合でも、ノーガードで打たれた。 
  午後は、川上徹先生の指導の下、基本練習を行った。 
そして地稽古。この日は先生同士も道場に移って地稽古をされている。 

宿舎へ送迎してくれる道すがら先生は，この研修会の素晴らしさを運転手の方に話されていた。運転手

の方も柔道をされていたことや高校生の娘さんがいらっしゃることなどで接点を見いだして会話をされ

ている。すぐに共通の話題を見つけて打ち解けてしまう。これが「合気」「愛気」「愛機」なんだな。 
 宿舎について鍵を貰う。適切な挨拶が出来ていないと先生に注意される。小金高校の剣道部は号令を

掛けるような形をとっていないだけにこういう時に適切な行動を求められる。 
 
2 日目（5 月 4 日） 
 朝食事にも先生の方から挨拶されてしまう。（駄目だ･･･） 
稽古は，試合稽古，基本稽古，気構え心構えについてが中心。試合内容の分析についても駒﨑先生は試

合ごとにされるタイプでないので自分で行っていく。起きた現実を受容し自分の感覚と先生先輩型の日

頃の言葉をヒントに解決させていかなければならない。 
川上先生が試合の取り組みについて 
「お互いのよいところを尊敬し合うこと、侮辱したりしないことが大切である。」 

先生方の立ち会いを見させてもらった。 
午後は，基本稽古に地稽古。山本先生の指導の下、素振りをした。左手、肘、手首、左足の引きつけを

一本一本意識して振った。マメが手のひらに出来た。足もパンパンだった。普段どれだけ適当にやって

いたかがわかった。川上徹先生の言うように、一つのことに集中することを普段からしていなかったの

だと実感した。 
 この研修会には，小学生も初心者も中高大学生もそして日本を代表する先生方も普通に一緒に稽古を

している。素晴らしい先生，先輩方を見ながら，そして小学生の頑張りに負けないように稽古する。 
先生方に懸かる地稽古の後，先生方と生徒が別れて稽古をした。先生方も 1 時間半くらい稽古してい

る。礼式の後も稽古されている方もいる。 
みなさん，本当に剣道の虫だ･･･。 

 駒崎先生に昨日、「小金高校ってなんだ？」と問われた。 
偏差値で選んだ高校だけど、行事が楽しいと聞いた、みんなが真面目だと聞いた。だからきっと高校生

活が充実するだろうと思っていた。実際は何もしていない気がする。 
先生の話されていた充実感の感じ方の話は本当にそうだなと思った。 
稽古が終わったこと、緊張感から解放されたことに達成感を感じ、充実しているな、と思っていた。行



事の時にみんなで騒いで、笑って楽しいね、で高校生活に充実感を感じているのだと思う。なんの意味

があるのだろう？なんのために学校にいっているのだろう？と考えてしまった。 
 
3 日目（5 月 5 日） 終日 
朝食後，今回初めて先生から集合がかかって話があった。 

そして， 終日の基本稽古と地稽古。「大切なものは基本！」ということを確認させられた。 
閉会式では川上岑志先生からの講評を伺った。 
「事故なく終えられるのも，みんなが集中して稽古したからです。」 
「ひとつ気になることがあるので提示します。みなさんは･･･を知っていますか？みなさんの知っている

それは･･･こんな事ではないですか？これについてはどうですか･･･？」 
「各道場の教えを守って，立派な剣士になって下さい。」 
と大きな取り組みの指針をいただきました。 
 
「合宿，やっと終わったー！」 
これでは、残心はとれてないな、と思う。考えたこと、得た感覚、気持ち。しっかりと残心をとります。 
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今日私は初めて高校生になって、大会を見に行きました。何度か高校生の試合は見たことがありまし

たが、高校生になって改めて高校生の立場から試合を見てみて違った感情を抱きまいた。 
中学校の試合とは迫力が全然違い，とても驚きました。 
また、たくさんのことを学ぶことができました。 
具体的にあげるとしたら、上段の構えに対する戦い方を見ることができました。 
私は上段の構えは見たことをありましたが、実際に一緒に稽古したことはありませんでした。ですから

応じ技の練習の時や地稽古を片田先輩とやった時に困ってしましました。 
でも、今日の他校同士の試合を見ている時に上段からの面に対する応じ技を見て感動しました。見るの

とやるのでは全然違うので今すぐには無理でもいつかは習得し，いつ上段の選手と試合があってもいい

ように練習をしたいと思います。 
そして、先輩方や同期で出場した選手さんはかっこよかったです!! 
残念ながら小金は一回戦で惜敗でしたが、見ててとても興奮しました。 



先鋒の先輩は 初に一本とられてしまいましたが、その後も冷静かつ積極的に攻めていって一本取り返

したことには本当にすごいと思いました。 
今回の大会では、そして、先輩方や同期で出場した選手さんはかっこよかったです!! 
私も先輩のような剣道がしたいと思える刺激になりました。 
私がいた中学校の部活では女子の先輩や同級生がいなかったのですが、ここでは尊敬できる先輩や同級

生もいるので素敵な環境だと思います！ 
そんな環境で剣道をできることを誇りにこれから頑張りたいです。 
 
追記）Video 撮影をしました。その一場面が上記の「メン」です。凄く綺麗です。 
 

（一年生女子） 

平成 25 年度関東高等学校剣道大会千葉県第 11 地区予選会 

2013.4.20 
  
試合。 
高校剣道 後のシーズン。 
ここのところ思ったように動けることが多かったからそこまで心配していなくて、気持ちをどれだけ高

めて良い状態で当日にもっていけるか・・・という感じ。しかし急に水曜日、木曜日に相手のタイミン

グが感じにくくなって思うように技が出なくなってしまった。一番良い状態のときはもう過ぎてしまっ

たのだろうかと不安に思った。 
当日外は雨。急に去年の中島先輩のレポートの内容を思い出した。 
先輩たちがいなくなって(引退して)からもう一年が経とうとしている。早い。先輩たちがいたときの安心

感はとても大きくてその下で私たちはのびのびとやっていたんだなぁとこの一年で改めて思った。 
会場に着く。女子の試合が始まる。それと今日は何だかみんなの試合を見ていても頭にすんなりと入ら

なくて整理できなかった。しっかり見ていたのだが気づくと自分が試合していることをイメージしてい

た。 
三回戦。次は流山の選手さんと戦う。前の試合ではコテであっという間に勝っていた。コテは注意だ、

と思いながらそれでもメンで勝ちたいと思った。 
試合中、流れもが自分のほうに来ている感じがあったのでこれはメンで倒せるんじゃ・・・・！！な

んて思って試合をしながらドキドキした。しっかり相手をみて動けたとは思うが延長で油断をしたつも

りはないがコテを打たれた。 
悔しい。 
あと一歩な感じ。 
ここで勝てればベスト８に入れたし目標の一つであった流山を倒すことができそうだったし。チャン

スだった。 
男子 2 年：綺麗に技を決めていく。 
ベスト８まで残るくらいの気持ちなどはどこから生まれているのだろう。決まるときの技は本当にぱし

っときまる。 
全体的に小金はだんだんと何か掴めてきているのではないかな、と思う。気持ちの作り方も前より上

手くなったと思う。 



鈴木先輩も応援に来てくれてうれしかった。去年は女子が全員負けてから来て笑っていたのを思いだし

た。いろいろ試合を見ながらもなみ先輩の辛口？素直？な解説みたいのを聞いていた。  
もう残りは少ない。 
 


