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第１日目 

日時 ７月８日（金） 7:30-9:30 PM   (2 時間) 

開催地 シアトル（ベルビュー） 

インストラクター 村山千夏 教士 七段 （４２歳・埼玉） 

参加者 １４-１５名 女性剣士 （ 0～5 段 ） 

稽古メニュー 切り返し （ゆっくり ＆ レギュラー） 

面 （大） 

面 （小） 

小手（小） 

小手 ・面（ 大） 

小手 ・面（ 小） 

胴 

突き 

地稽古（まわり稽古 ３０分） 

村山先生の教え・アドバイス 

1) 面 → 打ち終わったときの左手は自分の鳩尾（みぞおち）、右手は右肩の高さ程度で止まっている

ことを心がけること。しっかりと左足を使って踏み込み、打ったあとすぐに左足をひきつけること。

踏み込むときに使う左足の部分は、つまさきではなく、左足の上部を使って。打ち終わった後は、必

ず残心を忘れないようにすること。振り返るまで気をぬかない。 

2) 小手→  左手主導で竹刀を前方に上げる。一歩攻めたあとは、そのまま、竹刀を相手の小手めがけて

投げるような感じで打つ。このとき、左手首が右下腕下方につくような感じを意識 する。面と小手で

は、自分からの距離が違うため、小手を打つときには、踏み込み幅に注意する。深すぎても浅すぎて

も身体の重心が崩れたり、物打ちから外れて十分な打ちができない。どの程度の踏み込み幅が適切な

のかを考えて打つこと 

3) 小手・面→ 足の踏み込みを意識して、打突と踏み込みが一致するように。姿勢が崩れないように、

身体の重心を正しい位置にキープしたまま打つ。それぞれの打突を行うときに、適切な踏み込み幅を

考えて打つように心がける 

4) 胴 → 物打ちが胴にきちんとあたる間合いを自分で意識した上で適切な踏み込みを行う。切り返しの

左右面と同じ感じで 45 度意識して打つ。打ち終わった後に、左手を離す打ちはダメ。左手はゆるめる

か、上へ少しずらすようにする。 

5) 突き→  失敗を恐れず 腰を入れて左手意識して打つ。最後に少しだけ絞るような感覚で打ちを終了す

る。 腰を入れた打ちが常にできるようになるためにも、突きの練習はするとよい 

6) 面 ・小手・胴・ 突きともに、全て腰を入れて 左手を意識して打つ（右手を使ってうたないよう

に）、打突後にすぐに左足をひきつけること 
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7) 地稽古は打たれることを避けずに自分が上手くなりたいことを稽古する目的で行うようにする。それ

で打たれたら、なぜ打たれたのかについて、よく考えて別の方法で試しながら稽古するようにすると

上達していくはず 

自身が学んだこと・自身の感想・反省 

1) 面が簡単にブロックされてしまう → 振りが遅い？ 振りが大きい？ 

2) 小手を打つときに姿勢が崩れる → 半信半疑で打ってる感じ？ 

3)  構えが弱い すぐに中心を奪われてしまう、すぐに重心が上がってる 

4) 他の参加者に対する印象→ みんな集中力が途切れない 、途切れなく打ってくる 
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第 2 日目 

日時 ７月 9 日（土） 9:00-4:00 PM  （７時間） 

 稽古（５時間） Q&A セッション（１時間） ランチ（１時間） 

開催地 シアトル（スノーキング） 

インストラクター 村山千夏 教士 七段 （４２歳・埼玉） 

参加者 20-22 名 女性剣士 （ 0～6 段 ） 

稽古メニュー 9:00-12:00 

素振り 3挙動 (ゆっくり＆通常) 

素振り 2挙動 前後 

早素振り 

切り返し （ゆっくり＆通常） 

面 大 

面 小 

小手 

小手・面 （大） 

小手・面 （小） 

胴 

突き 

打ち込み一回( 面大  面小  コテ x2  コテ面大  コテ面小  胴  面) 

 

12:00-1:00    ランチ休憩 

 

1:00-2:00    Q&A セッション 

 

2:00-2:50    技稽古 

※ 面に対する応じ技 

出ばな面・小手・胴 

※ 小手に対する応じ技 

小手すりあげ面、小手返し面、合い小手面 

 

3:00-3:50  地稽古 （まわり稽古 50 分） 

村山先生の教え・アドバイス 

1) 三挙動素振り→まずは、振りかぶったところで、いったん止まる。そして、身体の重心などをチェック

した上で、左足を十分に使った踏み込いを行いながら打つようにする。止まることによって、左足を使

った打ちの感覚を身体で感じられるようになるはずなので、その感覚を感じながら通常の三挙動素振り

（振りかぶったあとに止めない）へ移行するようにするとよい。 
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2) 早素振り→ 必ず、一打一打、しっかりと止めること。エクササイズではない。跳躍幅もしっかりとっ

て、その場でジャンプするだけのものではなく、しっかりと前後移動しながら行うようにする 

3) 切り返し→ 左右面の際、まずはゆっくりでいいので、刃筋を意識した上で、正しい打突部を打てるよ

うにする。打突後にすぐに反対側の足を引き付けることを忘れないように。通常の切り返しでは、呼吸

は２回で行えるようにする（最初の正面打ちの後に１回、途中の正面打ちの後に１回） 

4) 面、小手、胴、突き、小手面 → 昨日とほぼ同様のアドバイスを繰り返される 

5) 応じ技→ 応じ技を行うときのポイントは、相手も動く（自分に近づいてくる）ので、その分の距離を

計算して自分の踏み込み幅を調節して打ち込むこと。 そうしないと 物打ちで打てず、打突が弱くなる 

【村山先生への質問】 

1) 先生は、いろいろなお立場を抱えながら剣道をされていると思うが（全日本５回優勝者としての立場、

剣道を教える立場、１人の剣道を続けてきた人間としての立場など）今後は、どのようなことをご自身

の課題とされて、何を目指さして剣道を続けていきたいと思われているのか？ 

→ スピードや体力に依存しない剣道でも勝てるということを証明していきたい、そういった剣道のお手

本になることを目指して頑張りたい 

2) 以前はスピードに頼った剣道だったとのことだが、そうではない剣道に自身をシフトするのは難しかっ

たか？難しかったのであれば、それをどう克服したか？ 

→ 体力的な衰えとともに現れた弱点を足幅の調節や、応じ技を使って工夫した。応じ技はひたすら反復

練習をして身につけた 

3) 大人の女性の初心者が剣道する上で、心がけるべきことは？ 

→大人から始められた方々は、どうしても試合に勝つことに意識がいきがちですが、試合に勝つこ

とばかりを考えずまずは、 基本をしっかりかためることを心がけてほしい。そして、楽しみながら

続けてほしい。 

4) 先生は、緊張しやすいタイプだというが、試合中には、とても冷静に試合を展開されている。それはな

ぜだと思われるか？ 

→ 自分でもよくわからないが、緊張はする。なので、試合前は、できるだけその緊張感を別の人

に振り分けるような気持ちで人とおしゃべりをしたりしているが、コートに入ったら、自分の意識

を相手に集中させとりくむようにしている。 

 

（その他） 

自分より早い人に対する応戦の仕方 

→  一緒に飛び出さないようにする（負ける） 

→ 足さばきをつかいながら相手をコントロールするようにしている 

→ 相手を誘い込んで、相手がくるところを狙って、先に打つ 

 

自身が学んだこと・自身の感想・反省 

（嬉しかったこと） 

小さい面打ちをして、初めて、あっ！今のはいい感じ！っと感じることができたのが 2 回くらいあったこと 
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（悔しかったこと） 

地稽古のとき、私の面打ちのタイミングや振りが遅れたりして、面がまったくもって、決まらないこと 

 

（初体験だったこと） 

ちょっと太めの相手との地稽古のとき、相手の構えが大きな岩壁のようにめっちゃくちゃ堅く、何をやっても

崩せなかったのでびっくり。こんな堅い人がいるのかあ！！っととにかく驚愕。次回どうしたらいいのか？と

考える。足さばきを使って、相手を動かして隙を作って面に行けばいいのかな？ もしくは、竹刀を押して、戻

ってくるところを小手打ちするとかでいいのかな？ 

 

（地稽古を行って感じたこと・考えたこと） 

50 分休憩なしのまわり稽古による地稽古は、初めての経験（２分間 約２５名との稽古）。しかもほとんどの

方々が自分よりもランクが上の方ばかりで、自分が面を打ちにいっても全く決まらず、ブロックされるか、逆

に面を浴び続ける状態だったので、後半は、体力よりも、どちらかというと精神力が弱りはて、ものすごく惨

めな気持ちを自分が感じることになった。 

地稽古の途中、アンダーソン先生（６段 ６０歳）が、とても真摯で誠実なエネルギーでもって、私に、ひた

すらまっすぐの面を打ち続けてくださった。私は、先生が全く同じ面を私に対して打ち続けてくださること

で、何かを教えてくださろうとしているのだと思ったのだが、その意味が結局最後までわからず、ひたすら、

自分もまっすぐ面を打ちに行くが、先生も（きっと、先生も疲れていらっしゃるのだと思うのだけど）途切れ

なく、毎回高いエネルギーレベルで、ものすごく強い構えでもって、中心線をそのまま、まっすぐブーンっと

来るような感じで、強い正面打ちを打たれるので、私は、毎回、中心から外れてしまい、先生のクリーンな面

を浴び玉砕し続けた。自分自身に対しての歯がゆさ、情けなさで、この稽古で、かなり、肉体的にも精神的に

崩れる。でも、アンダーソン先生とのお稽古はとても気持ちがよかった。でも、自分に対する情けなさで気持

ちが凹む。 

地稽古を行っているとき、打っても打っても、面が決まらないだけでなく、面を打たれ続けている自分のすぐ

横に、まだ若く明らかに２０代、３０代の女性、でも、もう、私なんかより、うんと長く剣道を続けてこられ

て上手にやっている人、そして、さらにそれが日本人じゃなくて、外国人だったりすると。。。果たして、日

本生まれの４８歳、やっとついこないだ初段をとったばかりの剣道初心者の自分はここで何をしようとしてい

るのか？自分は何のために、こんな苦しい気持ちやみじめな気持ちになりながら若い者とまざって剣道してい

るのか？これからどんなに頑張っても自分が全日本大会で優勝できるわけでもないのに、誰に命令されたわけ

でもないのに、何でここで、こんな思いをしているのか・・・という気持ちが剣道をしてきて初めて感じた。 

稽古中にこの考えが浮かんできたけれど、稽古中にはこのことを考えないようにして、稽古に集中するように

努めたが、練習後、再びこのことについて考えが巡り、ああ、この疑問には、自分でしっかり考えて答えを出

さないといけないなあと思った。 

あんなに惨めな気持ちになったのに、ああ、もう剣道なんてやめちゃえ・・・とは、思わなかった、全然、そ

んな風には思えなかった自分がいた。このことをふまえ、果たしてこれはなぜなのか？自分は心の奥で、剣道

を通して、何を感じているのだろうか？何を見つけようとしているのか？と疑問に思った。４９歳になろうと

している自分が、やっと初段をとって、これからどこに向かって剣道をするのか？何故、何のために自分は剣

道を続けたいのか？この答えを出した上で、その目的を達成するための努力を、しっかり行っていかなくては

いけないんじゃないかと思った。ただ、やみくもにやっていったり、単なる趣味としての位置づけに剣道を置
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いてしまい、自分の中でしっかりした軸がないと、今後も、つらい稽古や何をやってもうまくいかないような

ときに、簡単に心がくじけたり、途中で馬鹿らしくなってやめてしまうかもしれない。そんな風になって、剣

道を自分の人生の中から捨ててしまってはいけない・・・そのことだけは、なんでそう思うのかの理由がわか

らないながらも、直感で心で感じている気がしたので、この問いについてこれからも自問自答していこうと思

う。自問自答しつづけて、実は、答えが出てこないこともあるのかもしれないけど、それでも、考え続けた

り、求めつづけることがまず、大事な気がした。こんな風なことに気づけたり、考えることができたのも、今

回のこうした環境で稽古をすることができたからだと思うので、この機会をありがたく思った 

 

  

 

アンダーソン先生 

村山千夏先生 
岩のように構えが

堅い人 

私 
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第３日目 

日時 ７月 10 日（日） 10:00-1:00 PM   (3 時間) 

開催地 シアトル（ベルビュー） 

インストラクター 村山千夏 教士 七段 （４２歳・埼玉） 

参加者 20 名程度 女性剣士 （ 0～5 段 ） 

稽古メニュー 【素振り】  3挙動、前後面、早素振り３０回 

【基本稽古】 

切り返し （ゆっくり＆レギュラー） 

面打ち（大・小） 

小手（小） 

小手面（小、大） 

胴 

突き 

 

（休憩 10分） 

 

【攻めの練習】 

 面（その 1）・・・ 構えが強い相手に対する攻め方 

 面（その 2）・・・相手に小手を打たれにくい状況を作って攻める方法 

 小手（その 1）・・・相手に小手を打たれにくい状況を作って攻める方法 

 小手（その 2）・・・中心を攻め合ってくる相手に対する攻め方 

  

（休憩） 

 

【連続応じ技 の練習】面 & 小手（5～6 人 1グループ） 

5 回連続応じ技を行う（面に対する応じ技＆小手に対する応じ技）。 

振り向きざまに、元立ちは面（小手）を打ってくるので、それに応じる 

 

（休憩） 

 

地稽古(まわり稽古で 50分) 

 

村山先生の教え・アドバイス 

 一本打ちに対するアドバイスは前日までの反復指導 

 面（その 1）・・・ 構えが強い相手に対する攻め方→ 構えが強い相手に対しては、相手にわからないく

らいの、わずかな距離でもって、少しだけ右から攻め入って、隙を作って打つ。大きく、右に移動しす

ぎないようにする（相手にわかってしまうので） 

 面（その 2）・・・相手に小手を打たれにくい状況を作って攻める方法→一歩攻め入る際に、剣先を相手

の手元付近につける感じで攻め入る。自分の体制は普通に面打つときと同じように持っていくが、相手

には、自分の小手を狙いにくい状況をを作る感じで攻め入る 
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 小手（その 1）・・・面（その 2）と同じ要領で、攻め入るときに、相手の手元を狙いながら入って、竹

刀を下げたときの反動で自然に竹刀があがってくる竹刀の動きを使って、小手を打つ 

 小手（その 2）・・・中心を攻め合ってくる相手に対しては、押して→受けて→もう一度押して→もう一

度返ってくるところを外した瞬間に小手を打つようにする。外したあとはスムーズに早く打つこと。２

動作にならないように外した動作をスムーズにつかって、瞬時に小手を打つようにする（相手が守りに

入る時間ができてしまうため） 

 連続応じ技・・・かかりては、応じ技を行った後、すぐに、次の応じ技がだせるように、気持ち（精神

力）と構えを作って次の自分の攻めの準備をすぐにすること 

自身が学んだこと・自身の感想・反省 

今日は、基本稽古とともに、村山先生が過去に教えてもらった、いくつかの攻めを教えていただいた 

どれも、反復練習をしないと自分のものにはならないため、自分に合うと思った技を繰り返し、自分で練習

することが大事とのこと 

 

攻めのロジックを学ぶのはとても面白いが、実際にできるようになるには、先生がおっしゃるように、簡単

にできることではない。上手にできる人が、上手にできるようになるまでには、私たちの目には見えない部

分での想像を超える努力があるんだろうなと思えば、自分の練習量の少なさや、ディシプリンのなさを恥じ

るのみ 

 

本日も、まわり地稽古、ノンストップ 50分 

今日は、昨日の疲労の蓄積を抱えたままでのトライだったので、昨日より早い段階で、「なんで、本当に私

はこんなことをしているのか？」という思いとともに、途中でドロップオフしたくなる気分に襲われる。

「ああ、ほんと、もうダメぇ～」っと思った瞬間、両隣付近の人たちが、ドロップオフしたので、負けず嫌

い根性だけで、「どんなに情けない形になっても私は、とにかく最後までやる！」と決めて、惨めな気持ち

を感じながらも、とりあえず、ひたすら、構えを作って、面をひたすらひたすら、うまくいってもいかなく

ても打ち続ける（ほとんど決まらず・・・） 

今日は、やっと、村山先生とお稽古できた。同じように、面打ちをひたすら行う。このときには、精神的・

肉体的にすでに、疲れてきていたので、正直あんまり、覚えていないけど、とにかく、まっすぐ面を打とう

と思って、向かっていったら、先生は何本か打たせてくれたので、精神的に頑張れた。 

アンダーソン先生と、最後の最後でまた、お稽古できた。昨日のことをふまえ、少し、早めに出たり、中心

を避けて、やや右から面を打とうとしたけど、すべて全滅・・・昨日から、進歩のない自分にがっか

り。。。でも、よい課題をいただいたと思って頑張らなくちゃいかんと思う。 

今日の周り稽古は本当に昨日よりもつらかったけど、今日は「私の前にいる人もつらいはずだ」と思い、頑

張った。こういう気持ちとが持てる練習はいいなと思った、必要だなあと思った。自分から出てくる気合い

も自然に強くなってくる。 

しっかし、疲れた。 

でも、１つ嬉しかったことは、練習後、痛む場所が、”正しい場所”だったこと。左足の付け根、左尻、左足足

裏の前方など・・・左半身を前より、ちゃんと使えるようになってる証拠と思う。ちなみに、右上半身は、

練習相手からくらったミス打ちの賜物のアザだらけ・・・ははは 
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練習後の 

ペプシコ ！ 

 

痛いけどなんか 

嬉しい!？ 
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第 4 日目 

日時 ７月 11 日（月） 7:00-9:00 PM   (2 時間) 

開催地 シアトル（スノーキング） 

インストラクター 村山千夏 教士 七段 （４２歳・埼玉） 

参加者 20-25 名 女性剣士 （ 0～5 段 ） 

稽古メニュー 素振り(3挙動 前後面 早素振り) 

切り返し 

基本稽古 

面(大) 

面 3 種類(右から、手元攻め、小) 

小手 3 種類(手元攻め、攻め合って、小) 

小手面(大) 

小手面(小) 

 

【引き技の練習】 

引き技(面、小手、胴) 

引き技(引き面 その２)    

引き技(胴→面)  

 

【チームマッチ】 

大将 1      2 失点 対 草間(面 小手) 

大将 2      2 失点 対 大橋(抜き胴 x2) 

 

地稽古 (まわり稽古) 20分 

 

村山先生の教え・アドバイス 

 基本技 → これまでの反復指導 

 引き技(引き面その２)  

→ 体勢は、そのままにした状態で、左足だけ後ろに引いて、相手には、自分が引き技を打とうとしている

ことをわからないようにしながら、技を出す 

 引き技(胴→面)  

→ 右重心を取りつつ左足を左方向に引きつ、引き胴をうつような感じで左手を左側にかつぐ。相手が胴を

かばったところ、すかさず方向転換を行い素早く引き面を打つ 

 

地稽古 

地稽古の一番最後に村山先生とお稽古できる。指導を受ける 

→ 右手が強くなっているので、右手で竹刀を操作しようとせずに、 左手で竹刀を押し上げたらすぐに自分の

意識を物打ちにもっていくような感じで打突を完了させるように心がけてみること（宍戸先生より、この際、

左手が上がりすぎないようにみぞおちの位置を意識することを忘れないようにしなさいと助言いただく） 
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自身が学んだこと・自身の感想・反省 

 今日は稽古時間が短く体力的にはまだまだ余裕あり 

 引き技稽古のときに、相手が隙がないのに、胴を打ってきて、肘に強烈打撃を２-３回くらう（これは結

構痛かった） 

 地稽古のときに、村山先生が“私にだけ”個別指導してくれたらしく超ハッピー ！やるきみなぎる！！ 

 チームマッチでは、なぜか、２試合とも、私が大将に指名される。しかしながら、両試合とも、また 2

失点で負け負け。負けると、自分に何がまだまだ足りないかを考えるようになるので、今の段階は、こ

うやって、勉強していかなければいけないんだなと思う。今は、まだ面しか打てないので、どうして

も、出小手や返し胴を打たれやすい。また、振りが遅いので、相手の面の方が早く、面を打たれてしま

う。それぞれの技に、どのような課題が自分にあるのかが、明らかなので、まずは、それらを心におい

て、これからも、 焦らず じっくり基本を固めながら強くなっていくぞーと心に誓う 

 

  

 

草間さん（初段 ５２歳）に綺麗に小手を打たれる 
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第 5 日目 

日時 ７月 12 日（火） オフデー 

 

第 6 日目 

日時 ７月 13 日（水） 7:00-9:00 PM   (2 時間) 

開催地 シアトル（スノーキング） 

インストラクター 村山千夏 教士 七段 （４２歳・埼玉） 

参加者 20-25 名 女性剣士 （ 0～5 段 ） 

稽古メニュー 素振り（三挙動、前後面、早素振り３０回） 

切り返し(ゆっくり&レギュラー) 

面(大) 

面(小) 

小手(小) 

小手・面(大) 

小手・面(小 ブロック 面) 

引き技(面 小手 胴) 

引き技(引き合い面) 

 

地稽古(まわり稽古 30 分) 

村山先生の教え・アドバイス 

 基本技に対するアドバイスは前日までの反復指導 

 小手・面 (小 ブロック 面) 

→ 小手を打つが、相手がそれをブロックするので、すかさず面を打つ練習。ポイントは、小手を打って相

手が反応（ブロック）したその動きに合わせて、素早く、次の技（面）を、体勢を崩さず、適切な間合いで

しっかり踏み込んで打つこと。小手→面の間は素早く！ 

 

 引き技 (合い引き面) 

→ 相手が引き技を出そうとして作った間合いを奪うような形ですかさず引き面を打つ。相手の動きに注意

してタイミングをうまくとること 

自身が学んだこと・自身の感想・反省 

セミナー４日目も終了し、新しい技や、小さい面打ちなどに自分の意識が向かっていく 

そんな折、宍戸先生からの助言をいただく 

“今回のセミナーで いろいろ新しいことを勉強してはいるし、早く小さい面が打てるようになりたいという気

持ちもよくわかるけれど、 

まずは 

大きい面で 身体を使って、 気剣体一致で面が打てるように、どんなときにも、姿勢を崩さずに身体を使った打

ちができるようになることをまずはめざしなさい・・・“と、宍戸先生から釘を刺されて、「はっ！」とする。 

”まずは、構えをしっかりして、身体を使って大きな面を打てるようにならないと、どんなに新しい技を覚えよ
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うとしてもうまくいかないからね。身体を使った打ちがしっかりできるようになるまでの間、振りが大きいか

らどうしても何回も何回も相手には打たれるから、嫌だろうが、そんなことは気にせず、近道をせず、気持ち

をしっかり持って、自分がやろうとしていることを、何にも惑わされずに、ちゃんとやりぬく気持ちを持って

練習しなさい。この打ちがどんなときにもできるようになったら、今回、村山先生に教えていただいたいろい

ろな素晴らしい教えも含め、次のステップへ進んでいきましょう“とのこと。 

そうだ、そうだ、そうだった・・・ ほんとにそうだった、、、って、ちょっと違う方向へ進みかけようとし

ていた自分を反省、そして宍戸先生のリマインドに心から感謝。 

 

  

 

村山千夏先生（教士７段 ４２歳・埼玉） 

林 玲子（初段 ４８歳・明鏡館 ハワイ） 
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第 7 日目 

日時 ７月 14 日（木） 7:00-9:00 PM   (2 時間) 

開催地 シアトル（スノーキング） 

インストラクター 村山千夏 教士 七段 （４２歳・埼玉） 

参加者 20-25 名 女性剣士 （ 0～5 段 ） 

稽古メニュー 最終日なので、もう一度大切な基本をおさらいする目的で稽古しましょうとのこと 

 

切り返し(ゆっくり&レギュラー) 

面(3 挙動 途中で止める&普通) 

面(小) 

小手(小) 

胴 

小手面(大&小) 

突き 

 

地稽古(周り稽古)30 分 

 

村山先生の教え・アドバイス 

これまでにいただいたアドバイスを復習しながら、各技の稽古を行う 

休憩中、切り返しの仕方について村山先生よりまたまた個別指導をいただく♪ 

左右面の素振りの時には、問題がないが切り返しになると、回すような動きで打っている。左右面と同じよう

な感じで、回さずに左手の動きに注意しながら切り返しを練習してみてくださいとのこと 

自身が学んだこと・自身の感想・反省 

 

練習が始まる前の食事時間 

 

林 → 宍戸先生への質問 

私の課題は、大きい面を身体を使って気剣体一致で打てるようになることなので、試合のときにも、負けても

いいので、大きく面を打つ・・・ということを心がけて打っていくのでしょうか？試合には、どんな心構え・

気持ちでもってで臨むべきでしょうか？・・・と尋ねる 

 

宍戸先生→林への回答 

相手を倒す（Defeat）する気持ちをしっかり持つこと 

経験やランクに違いはあるけれど、それでも、なんとか相手を倒そうとする気持ちをまず持つこと 

試合は、技を練習する機会ではないし 試す場でもない 

これまで練習して、自分がその日までに身につけたものを全て使いながら相手を倒そうとする、その気持ちを

持って臨みなさい 

そのためには 



16 
 

構えをしっかり作って中心を守り 

相手をよく見て 

相手より先に出るように心がけること 

そして、技（面）を打つときには、重心を保ちながら、身体を使ってまっすぐ打ち込んでいくこと 

と、アドバイスを受ける 

 

 

今日でセミナーは終了。基本がいかにやっぱり大事か再認識。 

今日の地稽古のときには、簡単に中心を相手にゆずらないように、構えを強くすることを意識して稽古した。 

１週間、とてもよいセミナーに参加させていただいたと思った。 

 

村山千夏先生への手紙 7/14/2016 

村山千夏先生 

 

この度は、遥々埼玉よりお越しいただき、1 週間にも渡るセミナーを行っていただきましたこと、

まずは心から御礼申し上げます。 

私は、剣道を 44歳で始めました。今回のようなセミナーに参加するのは初めてだったので、若い

方々が大半を占めるセミナーにおいて、村山先生がどのように私たちを教えてくださるのだろう

か？と、ちょっとドキドキしながら、でも、楽しみにしておりました。そして、土曜日の Q＆A セ

ッションで、先生が今後、目指されていることが、”スピードだけが剣道ではない、スピードでなく

てもちゃんと勝てるんだ！っということを見せたい、スピードに頼らない剣道のお手本になりたい”

っ答えて下さったとき、私は、”ああ、村山先生とお会いできてよかった！このセミナーに来てよか

った”っと心から思いました。1 週間で、自分の剣道が技術的に大きく変えることができるか・・・

と、言えば、現実的にかんがえて、それは不可能に限りなく近いと思います。でも、どういったこ

とを考えて練習に取り組むか？どういった心構えで、これから練習に臨まなくてはいけないの

か・・・ということはセミナーで沢山のことを学ぶことができたと思っています。私を含め、多く

の人間は、弱いものだから、すぐに楽な方向、近道をしたがったり、素直に人の話を聞き入れなか

ったりすることがあるかとおもいます。こういった、自分自身の弱みと、今後も、いかに、闘って

いかなければいけないか、その答えは自分にしか見つけられることはできないはず。。。そして、

立派な先生方は、黙々と自分を律しながらそれを行われてきてこられたはずだ・・・と思っていま

す。村山先生と短い期間ではありましたが、先生を見ていて、本当に素晴らしいお手本をまじかに

見ることができてよかったなあとつくづく思いました。そして同時に自分は何のためにために剣道

をするのか？その答えも、ちゃんと自分で見つけ、心の中に常においておかないといけない

な・・・と、おもいました。先生のセミナーを通して、こういった気づきや考えてをもたせていた

だいたことに心のから感謝しています 

私の先生である、ジョン宍戸先生からメッセージを預かっていますのでここにお届けします。「今
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回、貴重なお時間を割いていただき、一生懸命、熱心にセミナーを行っていただきましたことあり

がたく感じております。先生の教えを拝見させていただき、私も教える立場として多くのことを学

ばさせていただきました。心より感謝いたします。」 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

陽気なアニタちゃん

（カナダ） 

草間さん ５２歳 

村山先生 ４２歳 

私 ４８歳 
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第 8 日目 

日時 ７月 15 日（金） 7:30-9:30 PM   (2 時間) 

開催地 シアトル（ベリュビュ‘ー） 

インストラクター 村山千夏 教士 七段 （４２歳・埼玉） 

参加者 20 名程度 女性剣士 （ 0～5 段 ） 

稽古メニュー 素振り（三挙動・前後面・早素振り３０回） 

切り返し(レギュラー) 

面(大) 

面(小) 

小手(小) 

小手面(大) 

小手面(小) 

地稽古(25-30分) 

 

【合同稽古―地稽古】 

マーストン先生（教士七段 PNKF） 

アサオカ先生（教士七段 カナダ） 

（稽古待ちの間に村山先生の剣道を見取り稽古） 

村山先生の教え・アドバイス 

村山先生より、稽古終了後、切り返しを直そうとされているのが、見ててわかりました。頑張ってくだ

さい。とお言葉をもらう 

自身が学んだこと・自身の感想・反省 

村山先生の剣道を初めて、まともに見る機会を持つ。とにかく、無駄な動きやトリックが全くない。 

本当に基本に忠実なクリーンな剣道。構えが強い。面、小手、出ばな面、出ばな小手で、スピードに頼った剣

道ではないのに、バシバシ７段の男性の先生をやっつけている姿に感動！ 

これまで一週間、村山先生が、何度も何度も繰り返し、私たちに根気よく教えてくださったことの集大成が、

ここにあるんだ・・・と感じることができた。今回、セミナーを終えてから、村山先生の剣道を間近に見るこ

とができたこと、本当によかったと思った。本当に素晴らしいお手本先生だと思った。 
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第 9 日目 

日時 ７月 16 日（土） 9:00-5:00  

開催地 シアトル（レイトン） 

参加者選手数 ７８名  （１６歳以上の女性剣士）  

参加連盟数 １０剣道連盟  

参加国 アメリカ・カナダ・メキシコ 

団体戦 （その１）   COMP3 対 PNKF2 

大将戦にて 0 - 2 で負ける （ライン越えで反則１回、面、小手） 

対戦相手： Janell Frazier-Day (4 段)  身体が大きい人 押しが強い人 

団体戦 （その２）    COMP3 対 NCKF 2 

大将戦にて 0 – 2 で負ける  （面 小手） 

対戦相手： Elizabeth Pesek (?段)   背が高い人 あんまり特徴ない感じの人 

個人戦 一回戦 0 – 2 で負ける （返し胴 小手） 

対戦相手： Wendy Ronillard (CKF  ?段)  背が低い人 連続技が上手な人 すべての技（面・小手・胴）をし

っかり打てる人  相手から離れるときにほぼ必ず引き技を出す人 

自身が学んだこと・自身の感想・反省 

トーナメント前に、書き留めた言葉 

 ブランクに 

 構え&中心 

 相手をよく見て機会にすぐに出る 

 重心を意識 

 

トーナメントを終えて気づいたこと・感じたこと・考えたこと 

大きなトーナメント出場は、今回が初めてでした。チームを作れなかった方々を寄せ集めて、チームを結成、私

もチームマッチへ参加できることになりました。２戦ともなぜか、また私が大将・・・（たぶん、年齢？） 

相手と闘っているときに、今まで自分が会ったことのない知らない自分が出てきたように思います。 

経験や段の違いを考えれば、負ける可能性の方がかなり高いと思うけど、勝負がつくまでは、負けたとか負ける

とか考えずに、とにかく自分の持っているものを全部出して闘うわよー おりゃー！っという気持ちが出て、強

い気持ちを持った自分、ちょっと怖い自分が現れました。 

最初の２戦は、自分で言うのもなんだけど、集中力がめちゃくちゃ高かったと思います。 

というのも、相手から目や気を話したら、すぐに打たれて負けてしまう・・・と思っていたからです。 

とにかく相手をずっと見て、気合いを発しながらひたすら相手を追ってました。そしたら、また、ライン越えを

して反則を取られてしまいました。チームマッチは両試合とも 0-2で’負けましたが、なんだか、満足感を感じる

ことのできる試合でした。 

個人戦では、途中、ちょっと、相手の顔を見たときに、集中力が下がってしまった瞬間がありました（おお、こ

の人、こんな顔なんだあ・・・っみたいなことを試合の途中で思ってしまいました）対戦前に、相手の試合を見

た時に、この方の闘い方は、とにかく、中心が強く、つばぜり合い後に必ず技を出してくること、重心も動きが

安定して連続技をとても上手に出せる人だということがわかりました。こんな上手な相手に対して、自分には、
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何ができるだろうかと考えたとき、とにかく、相手が攻め入ってくるその勢いに、まずは、気持ちで負けないよ

うにしなければいけないと思いました。負けないためには、中心はゆずらん！！っという気持ちを心に強く持っ

て闘おうと思いました。そして、つばぜり合い後、簡単に技を打たれないように、自分もそれを見越した引き技

を行うことにチャレンジしようと思いました（村山先生が教えてくれた合い引き技をやってみようと思いまし

た）。今回のトーナメントで、初めて、【闘う】ということの感覚を少し感じることができたような気がしま

す。とにかく 心掛けていたのは、相手から目を離さないことと、中心を守ること、いけると思ったときに躊躇

せずにまっすぐ面を打つ・・・ということでした。今は自分が使うことに自信がある技は、面だけで、しかもそ

れは、まだ振りも遅い、大きな面しか打てないので、出ばな技やら、返し胴やらを浴びまくりますが、稽古を重

ねることで、冴えのある面や、他の技を出すことができるようになりながら、競えるようになりたいと思いまし

た。しかしながら、宍戸先生がアドバイスしてくださったように、まずは、強い構えでもって、身体を使った面

打ちを身体に身につけてからだと思っています。こんな風に打ちたいなどの目標は置くけれど、決して焦らない

ようにして稽古を重ねようと思います。 

「百錬自得」という言葉の意味を、初めて学んだとき、ああ、剣道はこういったことができるようにならないと

いけないんだなと思いました。今回のセミナー・トーナメントを終えて、最初に頭に浮かんだ言葉は、この言葉

でした。試合に手早く勝ちたい・・・とか、相手に打たれたくないとか、いろいろな精神的誘惑があっても、道

をそれずにひたすら稽古を重ね、基本を自分のものにする。どんな基本技も応用技も、自分が“自然”にできるよう

になる・・・ ここを目指しながら稽古を行わないといけないなと思いました。そこに行くことができない間

は、ひたすら、近道をせずに教わったことを忠実に守りながら稽古を積み上げていくしかないんだと思いまし

た。身体が自然に動く・・・そういう風になれるように、１つ１つの稽古をもっと、しっかり、自分は今、何を

しようとして稽古をしているのかを意識しながら、横道にそれないように気持ちを強く持って、頑張ろうと思い

ます。 

 

 


