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剣道の理念 

剣道は剣の理法の修錬による人間形成の道である 

 剣道修錬の心構え   （昭和 50年 3月 20日制定 財団法人全日本剣道連盟） 

剣道を正しく真剣に学び 

心身を錬磨して旺盛なる気力を養い 

剣道の特性を通じて礼節をとうとび 

信義を重んじて誠を尽くして 

常に自己の修養に努め 

以って国家社会を愛して 

広く人類の平和繁栄に 

寄与せんとするものである 

剣道指導の心構え    （平成 19年 3月 14日制定 財団法人全日本剣道連盟） 

（竹刀の本意）     

剣道の正しい伝承と発展のために、剣の理法に基づく竹刀の扱い方の 

指導につとめる。 

剣道は、竹刀による「心気力一致」を目指し，自己を創造していく道である。 

「竹刀という剣」は相手に向ける剣でもある。この修錬を通じて竹刀と心身の 

一体化を図ることを指導の要点とする。  

（礼法） 

相手の人格を尊重し、心豊かな人間の育成のために礼法をおもんずる 

指導に努める。剣道は勝負の場においても「礼節を尊ぶ」ことを重視する。 

お互いを敬
うやま

う心と形（かたち）の礼法指導によって、節度ある生活態度を 

身につけ、「交剣知愛」の輪を広げていくことを指導の要点とする。 

（生涯剣道） 

ともに剣道を学び、安全・健康に留意しつつ、生涯にわたる 

人間形成の道を見出す指導に努める。 

剣道は、世代を超えて学び合う道である。「技」を通じて「道」を求め社会の 

活力を高めながら、豊かな生命観を育
はぐく

み、文化として剣道を実践していく 

ことを指導の目標とする。 
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剣道の指導目的 

わが国の伝統文化に培われた剣道を正しく伝承して、その発展を図り 

「剣道の理念」に基づき高い水準の剣道を目指す。 

剣道の指導目標 

初心者 

1 剣道を楽しく受けとめられるよう興味や関心を高める。 

2 剣道の基本的な動作や作法を正しく身につける。 

初級者（三段以下） 

1 生涯を通して剣道に親しみ、修錬を通して豊かな生活をつくり出す 

為の基本的な態度や安全に対する態度を養う。 

2 対人的技能を身につけさせて、気剣体一致した、仕掛けていく 

技を主に指導する。 

中級者（四段および五段） 

1 現代社会に必要な社会的態度の向上に努め、自己社会の確立を図る。 

2 鍛練度を高めることにより技に対して自信を持ち懸体一致 

（攻防一致）の剣道ができるようにする。 

上級者（六段以上） 

1 人格を高め、社会的貢献と剣道の正しい伝承に寄与する態度を養う。 

2 理合いを熟知し、高段者に相応
ふ さ わ

しい心気力一致の剣道を目指す 

とともに審判能力、指導能力を高める。 
※ 心気力とは 

✧ 心は知覚、判断する心 …… 静的 

✧ 気は意志、活動を起こす意思 ……動的 

✧ 力は五体の力、竹刀を持ち打突する力、踏み込む力 ……動的 

（注）心気力一致の修錬をすることによって、その習熟度に応じて高度な剣道が 

習得できるように常に自己の修行を怠らないこと。 
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剣道指導者の心得（在り方）（剣道を高める人、広める人） 

1 道場は道を修める神聖な修行の場であることを認識させ道場内での礼儀作法等に 

ついての指導に心掛けること。 

 （1）道場への入場退室の際には身なりを正し姿勢を正して礼をする。 

（2）道場内では高笑い、雑談等を慎むこと。 

（3）見学や指導を受ける場合には原則として正座をすること。 

（4）道場内での飲食や喫煙等は慎むこと。 

（5）道場への出入りの際の下足、スリッパ等の揃え方について指導すること。 

（6）トイレ、洗面所の使い方についてよく指導すること。 

（7）脱衣後の衣類の始末の習慣をつけるように指導すること。 

（8）道場の壁に、もたれたりしないように指導すること。 

（9）道場での稽古が終了した時は、最高段者が面を取るまで下の者は面を取らない 

ように指導すること。(剣道家として又、修業をしている者として失礼にあたる。) 

（10）道場内は脱帽のこと。 

（11）剣道具の着装と外すのは正座をして行うように指導すること。(立って着脱しない。) 

  2  竹刀や剣道具等を放り投げたり、またいだり、杖代わりにするなど粗略に扱わぬ 

ように指導すること。 

  3 紐の正しい結び方について（特に解けないように）よく指導すること。 

  4 はっきりした返事や挨拶の言葉ができるように指導すること。 

  5 監督として試合に臨んだ場合に、試合中に大声等でコ－チはしないこと、 

試合は選手自身が独力で切り抜けるようにさせること。 

6 試合は奨礼法であって最終目標ではないことを自覚して指導をすること。 

  (試合稽古中心の稽古をしないこと。基本中心の稽古をすること。) 

7 勝負に勝つことも大切だが、それまでの稽古の過程が大事であることを心懸けて 

指導すること。 

  8 常日頃の稽古において、指導者は稽古着、袴を着用すること。 

  9 学問、芸術、自然、社会等々あらゆる関心と興味を示す情緒性豊かな人間を 

育てるように心掛けること。 

10  指導者たるものは常に自己の修行を怠ってはならない。 

（自己が常に向上心をもって修行し、強く、正しく、誠実であること。） 

11 師弟同行の修行であること。（背中で弟子を育てる。） 
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12 剣道の指導者である前に、立派な社会人であること。 

13  愛情と信念の持ち主であること。 

14  共に剣道を学び、安全・健康に留意しつつ、生涯にわたる人間形成の道を見出す 

生涯剣道の指導に努める。 

 

 

 
 

 

 

 

挨拶を交わすことが     

心を交わすことの始まりである 

 

 

 

 

 

希望は強い勇気でもあり、 

     新たな意志である 
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Ⅰ 礼儀 ・  作法 
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竹刀を持つ前に 

着装法 

剣道着 

（1）胸元をきちっと合わせて、ほどけないように胸元をしっかり結ぶ。 

（2）裾
すそ

の部分を下に引っ張って背中が丸くならないようにする。 

（3）襟
えり

をこころもちあけて楽にする。 

 袴
はかま

 

（1）左足から履
は

き右足から脱ぐ。 

（2）袴の裾
すそ

の部分に足首（くるぶし）が隠
かく

れるぐらいにする。 

（3）袴の前の部分を下腹部に当て左右の前紐
まえひも

を後ろに回して、 前で交差させて、後ろに廻して 

蝶
ちょう

結
むす

びにする。 

（4）腰板を腰の部分に当て、左右の紐
ひも

を前に回して一度交差させる。 

（5）交差した左の紐を前紐の上から、からみ通して下腹部を締めて右紐と男結びで結ぶ。 

（6）袴の裾は少し前下がり後ろ上がりにする。 

 

礼法《小笠原流礼法が基》 
剣道は、「礼に始まって礼に終わる」といわれているように、特に礼儀作法を重んじ、厳格に 

おこなわれてきた。 

剣道は対人競技であるのでやや、もすると原始的、闘争本能を発揮しやすくなる傾向がある。 

この本能を礼儀によって人間的に統御
とうぎょ

するところに礼の意義がある。 

人の心は形に表れるものであるから、常に相手の人格を尊重し、お互いに心を練り、体を鍛え 

技を磨くためのよき協力者として、内には心から感謝しつつ外には端正な姿勢をもって 

礼儀作法を正しくすることが相互によい剣道を形成していくうえに大切なことである。 

立礼 
立った姿勢でお辞儀

じ ぎ

をすること。 

（1）相手に注目し、しかる後に自然に頭を下げる。  

 (2) 頭を下げたら少しの間(一呼吸程度)その姿勢を保った後、静かに元の姿勢に戻す。 

（3）神前、上座、上席、への立礼は約 30度前傾する。 

 （4）相互の立礼は約 15度前傾し、相手の目を注目しておこなう。  

（5）ことさら首を曲げたり、折ったりしない。 

（6）両手は自然に下げて体側につけ指先は伸ばす。 
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座礼 

正座の姿勢でお辞儀をすること。 

（1）正座の姿勢で相手に注目する。 

（2）状態を前方に傾けつつ両手を同時に床に付けて頭を静かに下げる。下げた姿勢は 

背中と頭が自然に伸びていること。（背筋が伸びていること。） 

（3）ひと呼吸程度その姿勢を保ち静かに元の姿勢（正座）にもどす。 

（4）両手のつけ方は第一指と第二指を L字にして左右の第一と第二指を少し離して 

三角形を作りその中心に目線と鼻先がいくようにして礼をする。 

正座 

  膝を折って姿勢を正し、行儀正しく座ること。 

座り方 

（1）手を床に付けることなく左足を半歩引き、左膝から先に折って床に付けた時に左足の指を立てる。 

（2）続いて曲がっている右足を後方に引き、両膝部をそろえて床に付けた時に右足の指先を立てる。 

（3）立てていた両足の指を伸ばし、親指を重ねるか揃えて踵
かかと

の上に臀部を下ろす。 

（4）背筋は真っすぐに伸ばして両手は腿
もも

の上におく。 

（5）両ひざの間は自分のこぶし一握りか、ふた握りぶん開く。     

（6）口を閉じて前方を正視する。 

 立ち方 

（1）両膝を床につけた状態で臀部を上げる。 

  （2）両指先を同時に立てて右足から、続いて左足の順に立ち上がる。 

 (注) 左座右起の作法 

       座るときは左足から座り、立つ時は右足から立ち上がる。 

黙想
もくそう

 

無言で考えにふけること。 

（1）剣道の黙想とは正座して上半身は座禅の姿勢をとること。 

（2）正座して背筋を真っすぐに伸ばして、丹田
たんでん

部に右手を左手の下にして置き、拇指と拇指を 

軽く接して目を半眼にして１ｍ手前の床を見る。 

※右手は感情の手、左手は理性の手、理性が感情を抑えるために左手を上に置く。 

（3）稽古始めと終わりの黙想は二呼吸半を目安とする。 
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竹刀を持ってから 

作法 

剣道具 

着装法 

    剣度着と袴をつけた後に正座をして垂、胴、手拭い、面、小手の順で装着する。 

     （注）剣道具は正しく身に着装して稽古の途中でほどけることのないように注意する。 

（1） 垂    ─  垂紐を中央の大垂の下で十分に力を入れて花結びにし,結んだ紐を小垂の下にいれる。 

        （膝を床に付けたまま臀部を上げて息を吐いて腹部をへこまして垂紐をむすぶ。） 

（2） 胴    ─  胴の下端が垂帯の半分幅ほど隠れるように付ける。左右紐の長さを同じにして 

胴が水平になるようにする。 次に下部（後ろ）の胴紐を花結びにする。 

（3） 手拭い ─  面をつける前に、一心と書いている一心の意味を心に念じながら手拭いをかぶる。 

（注） 一心とは、心を一つに集中して他念のないこころでその道に専念するという意味。 

（4） 面     ─  顎
あご

を安定させるように顔を入れ、面
めん

紐
ひも

を引き締めて面が頭部や顔部にしっかりと 

密着させる。左右側面の面紐は２本ずつ平行に密着 させて花結びで結び 

結び終わった面紐の長さは４０㎝以下とすることが望ましい。 

（指導の範囲において協力を要請する事項である。） 

       ※  稽古中に面紐が解けない様にきちんと結ぶこと。 

（注）鼓膜の損傷防止するために耳と面布団の密着を解く。 

（5） 小手   ─ 左小手、次に右小手の順に小手頭または小手布団を握って押し込み小手に装着する。 

外し方は小手の肘を引き出す。（小手紐が長くたれないように注意する。） 

  竹刀、小手、面の持ち方 

（1） 面の中に小手を「握り」より入れて顎の部分を前に向けて右脇にかかえる。 

（2） 竹刀は左手に持つ。 

竹刀、小手、面の置き方     

（1） 正座して竹刀を体の左側に鍔
つば

を膝頭に揃えて弦
つる

を外側に向けて置く。 

（2） 小手は「握り」を外側にして揃え、右膝頭斜め前に揃えて置く。 

   (礼をする時に、前に面があると正しく礼ができないため。) 

（3） 面は小手の上に置く。 

手拭いの置き方 

（1） 四つ折りにたたんで面の中に入れる。(一心会はこの手拭いの置き方に統一。) 

（2） 広げて面の上に置く。（手拭いは表を上にして正しく置くこと。） 

人の意見をまず聞くことが 

    強調への第一歩である 
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基本動作 
剣道では自分の左手側を(表)、右手側が(裏)である。自分から相手側を見て 

左側が右であり右側が左である。たとえば、自分から見て相手の右小手は左側にあり 

左小手は右側にある。(正対した相手方を中心に左、右とする。) 

提げ刀
さ げ と う

 

（1）竹刀を左手に弦を下にして自然に下げる。 

帯刀
たいとう

 

（1）竹刀を腰に引きつけ剣先は約４５度後ろ下がりにして親指の指紋部を鍔にかけて、柄頭は 

正中線あたりとする。  

  ※甲手をつけている時は鍔に親指をかけなくてよい。       

構え方 

（1）右足をわずかに前に出して右手で柄の鍔元を握り左斜め上から刀を抜くように持ち上げて構える。 

（2）左手で柄頭を握って両こぶしを前に下ろしながら中段になる。 

納め方 

 （1）中段の構えから左手を離して腰にとり、右手で剣先を上から後方に回し弦を下にして左腰に 

取っていた左手で竹刀を握り帯刀の姿勢になる。 

置き方 

 （1）正座をして竹刀を左脇に、弦を外側に向けて、鍔を膝頭に揃えて置く。 

蹲踞
そんきょ

 

 （1）右足をやや前に出し両踵を上げて右自然体程度と成り、右自然体のまま膝を９０度ぐらい 

まで、開きながら曲げて、両踵の上に臀部をのせてバランスを取り重心を安定させる。 

（腰を前に曲げないこと。）  

号令 

 （1）中段に構えたり納めたりする場合 

    1）構え！構え一刀！ 

    2）納め！納め一刀！ 

試合および稽古の作法 
 （1）「始め」の場合 

     1）立会いの間合いは約９歩の距離とし、提げ刀のまま１５度で立礼をする。     

     2）帯刀して右足から歩み足(すり足)で３歩前進する。 

     3）蹲踞しながら左上方より竹刀を抜き合わせる。 

① 試合の時は開始線まで進む。 

      ② 稽古の時は剣先が触れるか触れない程度に竹刀を抜き合わせる。 

     4）略式では立ったまま抜き合わせる場合もある。 
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（2）「終わり」の場合 

    1）始めた位置に戻って相互に中段に構える。 

    2）蹲踞して竹刀を左腰に収める。 

    3）立ってから帯刀のまま後方に小さく歩み足で５歩後退し、立礼の位置に戻り提げ刀をして 

礼(１5度)をする。（試合は境界線まで後ろ向きで下がり場外に出て終了する。）  

姿勢 

自然体 

      剣道の「構え」のもととなる体制であって、どこにも無理のない 

自然で安定感のある姿勢のこと。 

（1）いかなる身体の移動にも、また相手の動作に対しても敏捷
びんしょう

でしかも正確に、かつ自由に 

対処出来る姿勢である。 

        1）首筋を立てて顎を引く。 

        2）両肩を落として背筋を伸ばす。 

        3）腰を入れて下腹部にやや力を入れる。 

4）両膝を軽く伸ばして重心をこころもち前にかけて立つ。 

        5）目はさわやかに全体をみる。 

気勢 

充実した気勢（掛け声） 

心に油断なく気力が充実した状態が自然と声になって外に表れたものである。  

※相手の面の中に向かって声を出す。 

（1）大きな掛け声を掛けることにより自分を励まし気力を充実させる。 

（2）自分の力を集中して普段以上の力を発揮できる。 

      （3）相手を威圧し驚かせる。 

      （4）相手の気の起こりや、気のまとまりをくじく。 

      （5）相手を迷わせる。苛立
い ら だ

たせる。 

      （6）相手を誘う。 

      （7）心気力の一致を図り、打突を正確にさせる。 

       1）自分を励まし相手を威圧する場合 

      「腹の底から自然にほとばしり出る短くて鋭い発生を出す。」 

2) 打突を加える名称 

「メン」「コテ」「ドウ」「ツキ」と大きく鋭い発声を出す。 
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構え  

 構えについて 

構えには身構えと心構えがあり、それは表裏一体である。 

（1）構えには基本的に、上段、中段、下段、八相、脇構えの５つの構えがある。 

（2）現代の剣道では、中段、上段、下段が用いられているが特に中段が主流である。 

 中段の構え(身構え) 

すべての構えの基礎なる構えで、攻防の変化に応じるのに最も都合のよい構え方で 

現代剣道では、一番有利な構えである。 

（1）竹刀・木刀の持ち方 

    1）手(握り方) 

    ① 左手の小指は柄頭
つかがしら

いっぱいにかけて上から握り、小指、薬指、中指を締め人差し指と 

親指は軽く添える。 

    ② 右手も左手と同様に上から軽く握り、小指、薬指、中指を締め、人差し指と親指は 

軽く添え右こぶしは自然に鍔
つば

よりわずかに離れる。 

    ③ 両手とも親指と人差し指の分かれ目が竹刀の弦
つる

の延長線上あるようにする。  

    ④ 両肘は張りすぎず、すぼめすぎず、伸ばしすぎずの状態で力を入れすぎないように 

ゆとりを持って構える。 

    ⑤ 柄の長さは右手で鍔元を握り柄頭が肘の内側か外側の長さにする。 

    ⑥ 左こぶしは下腹部、臍前より約一握り前に絞り提げて左手親指の付け根が臍の高さの 

位置とする。 

    2）剣先の高さ 

    ① 剣先はおよそ自分の咽喉部の高さとする。 

    ② 相対
そうたい

動作の場合には、剣先の高さが相手の咽喉部でその延長線が相手の目の高さとする。 

(左目方向とも言われる。) 

      3）足の位置 

    ① 両足のつま先(足の指の中心は第二指である)は前方に向き、左右の開きはひと握り、 

前後の開きは右足の踵
かかと

の線に沿って左足のつま先を置く、左踵はわずかに浮かせ体重は 

両足に等しくかける。    

    ② 自然から右足をやや前に出し、両ひざは自然に曲げず伸ばさずの状態を保つようにさせる。 

  いつでも出来ると思う気持ちは 

  怠ける心から生じる 



 

15 

 

目付け 

   「目付」とは、剣道のよい姿勢を維持するための「目の役割」とともに相手の動きに 

対して常に有利な態勢を維持したり、変化に有利に対応するための「目の働き」の 

ことをゆう。 

※ 相手の眼を中心に相手の身体全体をみる。 

 観見二つの目付け 

（1）観の目付け 

相手の心の動きを見通す心の目のこと。 

（2）見の目付け 

肉眼で相手の目を見る目のこと。 

※ 心で見る［観の目］を強く働かせ、現象を見る「見の目」を弱く働かせ現象に惑わされる 

ことなく人間の行動のおおもとである心の動きを見落とさぬことが大切である。 

    ※ 観見の目付けは非常に高度な目付けであり、大変重要である。 

遠山の目付け（紅葉
こうよう

の目付け） 

   （1）目は相手の顔面に付けるが、一点を凝視するのではなく遠い山を見るように相手全体を注目する。 

（2）目のつけ方が局部であると、目標が移動するたびに目付が動揺し心も動き相手の動きに 

惑わされる結果となる。            

※ 紅葉の目付け 

      （紅葉の一葉に目も留めず樹全体を見れば千枝
せ ん し

万葉
まんよう

皆目に映る。） 

 二つの目付け 

   （1）目は相手の顔面（目）を中心に全体を見るのが基本であるが、特に相手の「剣先」と「こぶし」 

に注目する目付けである。 

 脇目付け(帯矩
た い き

の目付け) 
   （1）上手に対してまともに相手の顔(目)を見ているとこちらの心が目を通して看破される恐れの 

ある場合には、相手の帯(腰)あたりに目をつけて相手と視線を合わさないようにする目付けである。 

 
安逸だけを望んでいると 

 
何でもないことが苦になってくる 
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足のさばき方      

歩み足 
（1）平常の歩行のように右足、左足を交互に動かして前進、後退したりする。 

（2）前後に遠く速く移動する足さばき。 

（3）最も遠い間合いから打突の技を出す場合に用いる足さばき。 

  送り足 

（1）前後、左右、斜め前、斜め後ろと移動する方向の足をまず踏み出し、もう一方の足を 

送り込むようして直ちに引きつける足のさばき方である。 

  （2）いろいろな方向に近く速く移動する場合や打突時の足さばき。 

  （3）一足一刀の間合いから打突の技を出す場合に用いられる足さばき。 

開き足 

（1）右に開く場合は右足を右斜め前に出し、左足を右足に引きつけ相手に正対する足のさばき方。 

左に開く場合には左足を左斜め前に出し、右足を後方に引きつけ相手に正対する足のさばき方。 

（2）身体をかわしながら相手を打突したり、防いだりする場合の足さばき。 

（3）近い間合いからの打突の技を出す場合に用いられることが多い。 

 継ぎ足 

（1）左足を右足の位置まで引きつけるや否や直ちに右足から大きく踏み出す足のさばき方。 

（2）やや遠い間合いから打突の技を出す場合に用いられる足さばき。 

間合い 

自分と相手との空間的距離を言う。 

 一足一刀の間合い 

（1）剣道の基本的な間合いで、一歩踏み込めば相手を打突できる距離あり、一歩下がれば 

相手の攻撃をかわすことのできる距離である。 

（2）中段に構えた相互の剣先が約 10㎝程度交差した距離であるが個人差がある。 

 遠間 

（1）一足一刀の間合いより遠い間合いで相手が打ち込んでも届かないが、自分が攻撃しても 

届かない距離である。 

 近間 

（1）一足一刀の間合いより近い間合いで自分の打突が容易に届く代わりに相手の攻撃も 

届く距離である。 
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残心 

    打突後も、油断することなく、相手の反撃に直ちに対応できる 

身構え、心構えを示すこと。 

 残心の仕方 

（1）打突後に間合いを取って、直ちに中段の構えとなり、正対して相手の反撃に備える。 

（2）打突後に適正な間合いが取れない場合には自分の中段の剣先を相手の中心(咽喉部)に付ける。 

 

 
 
 

額に汗して得た者でなければ 
 

真の財産にはならない 

 

 

人を大切に思う心の現れが  

礼儀となり社会秩序の基となる 
 

 

 

 

感謝の生活は当たり前 

のことが有り難く思えることから始まる 
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 Ⅱ 指導マニュアル 
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準備運動 

 ストレッチ 

（1）腕を前に抱え込む(左右) 

(2）腕を首の後ろに抱え込む(左右) 

（3）手を組んで上に背伸び、脱力 

（4）もう一度手を組んで上、左、右、もう一度上、背伸び、脱力 

（5）足前考査、前屈（左、右） 

 体  操 

（1） 跳躍             （7） 膝の回旋 

（2） 腕の回旋           （8） 伸脚（浅く）                                         

（3） 前後屈             （9） 伸脚（深く） 

（4） 体の回旋           （10）首の上下、左右、回旋 

（5） アキレス腱伸ばし       （11）手首、足首の運動 

（6） 膝の屈伸 

素振り 

竹刀や木刀を円運動、並進運動、直進運動で「上下」「斜め上下]に振る 

動作である。 

素振りの目的 

（1）竹刀の操作や竹刀の正しい刃筋の習得。 

（2）打突に必要な手の内の習得。 

（3）足さばき（体さばき）と関連させて打突の基礎の習得。 

（4）準備運動や整理運動としての活用。 

1 上下振り 

（1）腕の振り方 

1）  中段の構えから竹刀の手の内を変えることなく大きく左こぶしを頭上まで振りかぶり 

（相手の体全体が両腕の間から見えるぐらい）、振り上げた竹刀の剣先は両こぶしより下げないで 

止めることなく両腕を伸ばしながら両こぶしを内側に絞るようにして握りしめて、 

左こぶしを下腹部の前まで 引きつけて充分に振り下ろすこの動作を繰り返し行う。 

振り下ろした時の剣先の位置は仮想相手の膝頭の高さぐらいにする。 
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     （2）足の捌き方 

  1）送り足で行う。 

      ① 前進の場合 

       送り足にて右足（前足）を一歩前進すると同時に竹刀を振りかぶり 

左足（後ろ足）を素早く前方に引きつけると同時に竹刀を振り下ろす。 

     ② 後退の場合 

       送り足にて左足（後ろ足）を一歩後退すると同時に竹刀を振りかぶり 

右足（前足）を素早く後方引きつけると同時に竹刀を振り下ろす。  

2 斜め振り 

（1）腕の振り方 

1）中段の構えから大きく振りかぶり、竹刀は右斜め上から 45度ぐらいの角度をもって 

左膝頭の高さぐらいまで振り下ろす。さらに大きく振りかぶって頭上で返して 

左斜め上から 45度ぐらいの角度をもって右膝頭の高さ程度に振り下ろす動作を繰り返す。 

   （2）足のさばき方 

     1) 送り足で行う。（上下振りと同じ。） 

3 側回 

（1）腕の振り方  

1）斜め振りと同じ振り方です。 

   （2）足のさばき方 

     1) 開き足で行います。 

     ① 右に開く場合 

       右足を右斜め前に出し、出した足の後方に左足を引きつけて仮想相手に正対する。 

 ② 左に開く場合 

     左足を左斜め前に出し、出した足の後方に左足を引きつけて仮想相手に正対する。 

4 空間打突 

相手を空間に仮装してその目標に向かって打突する稽古法。 

○前進の素振りは後ろ足を前に引きつけると同時に、また後退の素振りは前足を 

後方に引きつけると同時に仮想相手の打突部位を打つ。 

（1）正面打ち 

（2）小手打ち 

（3）胴打ち 

（4）突き 

   など多種多様な打突法がある。 
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 5 跳躍素振り 

   空間打突の正面打ちに跳躍を加えたもの。 

（1）左足の鋭い蹴りにより右足で一歩前に飛ぶときに正面を打つ。 

（2）右足の蹴りで左足から先に一歩後退する時に振りかぶる。 

（3）前進して正面を打ち後退して振りかぶる動作を連続して行う。 

※両足を同時に蹴る方法もある。 

※両足を前後に交互に交差しながら蹴る方法もある。 

※両足を左右に開く方法もある。右足は右に、（左足は左に股を開く要領で行う。） 

 

 

 

 

不満に思える身近な 

 人から自分は鍛えられる 

 

 

 

言い訳がうまくなるほど 

向上への道は閉ざされていく 
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剣道具一式着装してから 

切り返し（打ち返し） 

正面打ちと連続左右面打ちを組み合わせた剣道の基本的動作の 

総合的な稽古法である。 

※ 初心者も熟練者も必ず行わなければならない大切な稽古法である。 

 打ち方（方法） 

  ◎ 正面打ち→連続左右面打ち（前進四本、 後退五本）→正面打ち 

（1）大きくゆっくりと刃筋正しく送り足で行う切り返し。 

（2）一息で大きく速く打つ切り返し。 

     １）足さばきは中段の構えの足の位置から両足同時に送る要領で行う切り返し。 

正面の打ち方 

（1）中段の構えから充分に大きく振りかぶり右足踏み込み足で正面を打ち込む。 

（2）振りかぶった時に左こぶしを頭上まで上げ、打ちおろした左拳は鳩尾
みぞおち

あたりとし、 

右こぶしは相手により異なるが相手の肩の高さ辺りとし両拳は正中線を移動する。 

（3）打突時は下腹部に力を入れ、足や肩や腕などには無駄な力が入らないように打突する。 

（4）竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく一拍子で打突し残心なるものとする。 

（5）打突前後は送り足で行う。 

連続左右面の打ち方 

（1）中段の構えから大きく充分に振りかぶって右斜め上から４５度ぐらいの角度をもって 

左面を打ち中段に返ることなく頭上にて直ちに手を返して右面を打つ、このようにして 

右面と左面を交互に連続して前進四本、後退五本を打つ。 

（2）振り上げてから打ち下ろしまでの間の左こぶしは常に正中線上を移動し竹刀の振りと 

足運びが一致していること。 

（3）足さばきは前進、後退ともに送り足で行う。 

（4）一息で速く打つ場合は、旺盛な気力をもって息の続く限り一息で、連続左右面を打たせる。 

（両足を軽くジャンプすると同時に振りかぶり着地と同時に面を打つ。） 

連続左右面の受け方 

   前進、後退共に歩み足で行う。 

（1）引き入れる受け方（初心者） 

1）竹刀を垂直に立てて左こぶしを左右に寄せて相手の左右面打ちを引きこむようにして 

受ける。（左こぶしの高さは腰辺り、右こぶしの高さは乳あたり。） 

（2）打ち落とす受け方（上級者） 

     1）左こぶしを中心から外さずに相手の打ち方を迎えて打ち落とすようにして受ける。 
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息の継ぎ方 

（1）正面を打突後（吸気）左右面、正面の打突中は（呼気）、打突後に（吸気）する。 

鍔
つば

ぜり合い 

相手を攻撃したり相手が攻撃を加えてきたときに、 

お互いに体が接近して鍔と鍔が競り合って攻撃の機会を作る。 

（1）自分の竹刀を少し右斜めにして手元下げ、下腹部に力を入れて自分の身体の中心を確実に 

保つようにし、相互の鍔と鍔が競り合って攻撃の機会を作る。 

体当たり 

    打突の余勢をかりて自分の身体を相手にぶっつけてあたり、 

相手の体勢を崩して攻撃の機会を作る動作である。 

  （1）当たり方 

    1）打突後の余勢を借りて自分の身体を相手にぶっけると同時に両こぶしを相手の下腹部から 

すくいあげるようにしてあげる。 

（2）受け方 

    1）下腹部（丹田
たんでん

）に力を入れて手元を下げて腰をすえる。 

    2）右足を一歩前に踏み出して逆に体当たりを行う心持ち応じる。 

剣道で相手を攻める方法 

攻め合い 

    攻めによって相手が驚く、恐れる、疑う、惑
まど

わされる念が生じて 

心の隙や体の隙や技の隙に乗じて主導権を握ること。 

攻め方 

  （1）剣先（構え）働きによって攻める 

     1）相互に正しい中段の構えでている場合にはお互いに打突の機会が得られないので相手の 

竹刀に「触れる、抑える、払う、はじく、張る、巻く」などの剣先の働きによって相手の 

剣先を自分の中心部からはずして打突の機会を作る。 

  （2）技によって攻める 

    1）自分から積極的に技を仕掛けたり相手の打とうとする技を先に仕掛けて制して、相手の 

得意な技を逆に仕掛けるなどして相手に動揺を与え自分に有利な打突の機会を作ること。 

（3）気（気位）によって攻める 

    1）初歩的な気の攻め方は、強い気迫や闘志を持って相手の打ち気を封じたり相手が打とうとする 

前に先手、先手と打って出て勝機をつかむとか猛然と体当たりをしかけて相手の打ち気をそぐ。 

    2) 高度な気の攻め方は、気位によって相手の気を抑え、技を出させないようにする。 

  （注）上記の剣先(構え)、技、気（気位）の攻め方が総合され一体となって強い攻めが生まれる。 

 ※ 気位とは、鍛練を積み重ねたことによって得られた自信から生まれる威力、威風のこと。 
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基本動作から対人的技能への移行するための心得 

前期に述べた正しい基本動作を習得してから、円滑に対人的技能に移行する。 

 1 対人的関係の中での基本動作の指導 

     基本動作は、対人的技能を成立させる要素であるからできるだけ対人的な関係を強調して行う。 

（基本動作を踏まえての対人的技能。） 

 2中段の構えを基本にする指導 

     剣道における動作のすべてのもとをなすものが中段の構えであると考え、中段の構えを 

基本にして指導をする。 

3節度のあるうたせ方（隙の与え方）の指導 

打たせ方や受け方の指導は、打ち方の指導効果を上げるためには特に打たれる側が常に 

リードする立場に立ち、真剣な態度で立ち向かい間合いに気を配り、節度ある隙を与えて 

正しい打突を体験させる。 

4気剣体一致の打突の指導 

打突動作が人通りできるようになった段階から、特に体の移動を伴った稽古を重ね 

「気剣体一致した打突」を目指す。 

（1）気剣体の一致とは 

  1）気は打突の意志とその表現である掛け声、即ち充実した気勢のこと。（コテ、メン、ドウ、ツキ） 

  2）剣は、竹刀であり、竹刀の振り方である。 

（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をいう。） 

  3）体は、踏み込む足と腰の入った適正な姿勢。 

  ※ 上記の 1）、2）、3）の三者が打突時に一致することが有効打突の条件であり、 

気剣体一致の打突であると共に正しい基本の打ち方でもある。 

5切り返し（打ち返し）の目的及び効果を再確認した指導 

切り返しは、基本動作から対人的技能への移行を円滑に行うためにより有効な方法であり 

気剣体一致の打突の稽古にも効果的な稽古法である。  

 6打突の機会をとらえることの指導 

打突の稽古に際してはまず、掛かり手は攻めて打突の間合いに入った時、元立ちは直ちに 

隙を与え、掛かり手はその隙を素早くとらえて打突をする稽古から始まり、次第に掛かり手が 

自ら隙をつくり出して打突出来るように指導する。 
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 7攻め合いの中での打突の指導 

ただ、当て合う動作になることなく、相手との対応の中で攻め合いを中心とした打ち合い 

［攻めて打つ］［攻めて突く］の攻防が展開できるように指導する。 

 

 
 
 
自分の才能を疑うな、 

 意欲と努力こそが才能である 

 

 

 

他人の批判はしやすいが 

自分の批判は受け容れ難い 

 

 

 

禍保護は親の自己満足であって 

育てる子供を我が儘にする 
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仕掛けていく技と、仕掛けてくる技に対応する 

為に応じていく技 
対人的技能を習得する段階では、仕掛けていく技（攻めの動作）が中心になるが、 

仕かけていく技に対する瞬間的な備えとして応じていく技も充分に習得するように 

懸体一致の指導をする。（攻防一致のこと。） 

※ 剣道は、お互いに相手の動きに応じて攻防し合う対人的な格闘技である。 

したがって、剣道の指導内容は千変万化に富む対人的な攻防の技能を 

中核として工夫されなければならない。 

従来、幼少年や初心者に対する剣道の指導においては、変化に富む 

対人的な技能を学ぶ前に、可能な限り［正しい基本動作の習得に重点を置き］ 

その徹底を図ることが長い剣道生活の中で［技術をより上達させ］ 

［人間的な成長をも促す］上で最も効果的な方法であるといわれている。 

［基本動作］が剣道の中核であり［対人技能］は要素として円滑に 

移行し発展しなければならない。しかし、もし基本動作の指導が単に 

形式的な基本動作の習得のみでよしとするならば意味がなくなってくる。 

基本技 

※基本的に右足踏み込み足で行う。（右足着床と打突が一体となること）剣、体一致。 

※掛かり手が右足から一歩前進して攻めて打突の間合いに入った所を、元立ちは 

直ちに隙を与え掛かり手はその隙をすかさず打突する。 

※攻めに対する相手の剣先の変化に応じて技を出すことに心掛ける。 

（次第に相手の隙を見て打突する動作を養うように心掛ける。） 

● 中段の構えから掛かり手の打ち方 

（1）仕掛けていく技の打ち方 

（2）応じていく技の打ち方 

● 中段構えから元立ちの打たせ方 （隙の与え方） 

（1）正面 … 竹刀(剣先)を右斜め下に開く。 

（2）突き … 竹刀(剣先)をやや右に開く。 

（3）小手 … 竹刀(剣先）を立てる。 

（4）胴  … 竹刀を上段に構える。 
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● 中段の構えから元立ちの受け方（竹刀と体さばきと足さばきによる防御法） 

正しい受け方の習得は安全な防御の仕方を身につけることのみならず応じていく 

技の基礎となる。 

 

仕掛けていく技 

 仕掛けると言うことは、単に積極的に打突するということではなく、むしろ打突前の 

積極的な行動すなわち[攻め]に意味がある。出ても引いても攻める気持ちを忘れては 

ならない。仕掛けていく技は、この攻める気持ちがいろいろな形になって表れた技である。 

1 一本打ちの技の打ち方 

  攻めに対する相手の剣先の変化の動きに応じた打突。 

（注）振り上げ、振り下ろしは一拍子で行う。 

◎中段の構えより遠間から大きく振りかぶって打突する技 

（1）攻めて正面 

1）打ち方 

  遠間から剣先を相手の体の中心に付けた状態で、右足から攻める気持ちで一歩大きく 

前に踏み出し、打ち間に入った瞬間に左こぶしを頭上まで上げ、振り上げた剣先は両こぶし 

より下がらないようにして右こぶしは自分の肩の高さまで、左こぶしは鳩尾
みずおち

あたりまで 

振り下ろして正面を打つ。 

2）打たせ方 

剣先を右斜め下に開き、掛かり手の打突後、右側方に移行して進路をあける。 

3）受け方(防御法) 

① 前進しての受け方 

わずかに前進しながら両腕を伸ばし、両こぶしを斜め前上にあげて竹刀を斜めにして、竹刀の 

左側または右側で受ける。開き足で右へ左へとわずかに体をかわしながら受ける。 

② 後退しての受け方 

上半身（竹刀での受け方）は前進の受け方と同様、下半身(足のさばき方)は歩み足、開き足、 

送り足で行う。 

（2）攻めて小手 

1）打ち方 

攻め方は正面打ちと同様であるが、振りかぶり方は振りかぶった両腕の間から相手の小手が 

見えるぐらいまで振りかぶる。（面ほど振りかぶらなくてよい。） 

2）打たせ方 

剣先を立てる。 
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3）受け方（防御法） 

   ① 前進しての受け方 

  中段の構えから右足をわずかにまえに出し剣先が相手の正中線からはずれないようにして 

右こぶしを内側から絞りながら右前に出して受ける。(小手すり上げ技に発展する。) 

② 後退しての受け方 

左足をわずかに後退させながら両腕を伸ばしわずかに手元を上げて竹刀の左側（表）で 

受ける。(小手返し技に発展する。) 

（3）攻めて右胴（左胴打ちもあるが主として右胴打ちが基本として取り上げられる。） 

1）打ち方 

攻め方は上記と同様である。中段の構えから大きく振りかぶり、頭上で手を返し右足から 

踏み込んで右胴を打つ。振りかぶりから振り下ろしまでは一拍子で打突をする。 

打突時は左こぶしを腰の高さにして正中線から外れないようにする。 

打突後は左右によけないで正対して行う。 

2）打たせ方 

両腕の間から相手の体が見える程度ぐらいの高さに手元を上げる。(右上段の高さ程度。)  

3）受け方（防御法） 

① 前進しての受け方 

 開き足の要領で左足を左斜め前に出し右足を左足の後ろに引き寄せて体を開きながら左こぶし 

を顔から頭の高さまで上げ右こぶしは左こぶしの右下にして竹刀の左側で受ける、又は受け流す。 

② 後退しての受け方 

   左足から左斜め後ろへわずかに体をかわしながら相手の右胴を打ち落とすようにして 

身体の右斜め前で受け、受けたら直ちに反撃できるような体制をとる心構えが必要である。 

 

（4）攻めて突き（突きの場合は直進運動であるから振りかぶらない。） 

    中段の構えから、機を見て強い気勢をもって剣先で相手の中心を攻める。この攻めに対して 

相手が剣先を下げた機をとらえて咽喉部を突く。 

1）突き方 

① 諸手突き 

右足から踏み込んで両こぶしを内側に絞りながら両腕を伸ばして相手の咽喉部を突く、 

腕ばかりでなく体全体で突く。表突きは「相手の竹刀の左側から突く。」 

裏突きは「相手の竹刀の右側から突く。」 

② 片手突き 

       右足から踏み込んで左こぶしを内側に絞りながら左腕を伸ばして相手の咽喉部を突く。 

左腕ばかりでなく体全体で突く。 

     ※  表突き、裏突きの突き方は諸手
も ろ て

突きと同様である。 
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2) 突かせ方 

諸手、片手突きともに、剣先は相手の左体側をやや外れるように右に開き、顎をよく 

引いて咽喉部を充分に開けて突かせる。 

3）受け方（防御法） 

相手の仕掛けてくる方向、速さ、強さなどによって前進して受ける場合と、後退して 

受ける場合がある。後退して受ける場合は決して心までは引かない。 

① 前進しての受け方 

右足をわずかに前進しながら、自分の竹刀の左（表）、右（裏）側で斜め前方に 

すり上げたり跳ね上げたり、あるいは斜め下に押さえるようにして受けて相手の 

剣先の方向を変えたり力を弱めた後、直ちに反撃できる態勢に入る。 

② 後退しての受け方 

左足をわずかに後退しながら、相手の竹刀を斜め下の方向に押えるようにして 

萎
な

やし入れ、相手の剣先の方向を変えて直ちに反撃できる態勢に入る。 

※ 萎やし入れとは、柔らかくして自分の懐に引き入れるという意味。 

 

 ◎中段の構えより一足一刀の間合いから大きく振りかぶり 

右足踏み込み足で打突する技。 
（1）正面、小手、胴、突き 

    1）打ち方 

     一足一刀の間合いから足を動かさないで気で攻めて大きく振りかぶり打突時に 

右足踏み込み足で打突する。（自分の打ち間の確認の為。） 

   2）打たせ方は、一本打ちの技の打たせ方と同じ打たせ方。 

 ◎中段の構えから小さく速く打突する技 

（1）大きく振りかぶって打突する技をコンパクトに打突し、左こぶしをあまり上下移動しないで 

打突し手の内の作用を使う。遠間、一足一刀の間合いで打突すること。 

2 連続技（二、三段打ち）の打ち方 

一本打ちと同じ打ち方を連続して行う。 

（1）相手の注意を一方に片寄せて、隙のできた別の部位を打突する。 

（2）自分が打突した技が不十分または外れたことによって、次の技へと移行するため。 

（3）大きく振りかぶって打突する技と、小さく速く打突する技がある。 

    ① 小手からの連続技    ② 面からの連続技  

③ 胴からの連続技     ④ 突きからの連続技 

※ 上記の技の組み合わせによって多種多様な連続技が習得できる。 
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3 払い技 

   相手の構えがしっかりしていて打ち込む隙のない時に相手の竹刀を 

左または右に払い上げ、または斜め下に払い落とすなどして相手の構え 

を崩して攻めて打突する技。 

        ① 払い面（表）、（裏)） ② 払い落とし面 ③ 払い小手  

④ 払い胴        ⑤ 払い突き（表）、（裏） 

4 出ばな技（出頭技） 

相手が行動を起こそうとする端
はな

を打突する技。 

（1）剣先が中心を外れた場合には面、突き、手元が上がった場合には小手を打突する。 

① 出ばな面    ② 出ばな小手   ③ 出ばな突き 

5 引き技 

 引き技は、相手と接近した状態すなわち体当たりや鍔迫り合いの機会に 

引いて相手の体が伸びたところを打つ技である。 

（1）体当たり及び鍔迫り合いして 

① 引き面      ② 引き小手    ③ 引き胴 

6かつぎ技 

 思い切って左肩に竹刀をかつぐと相手は誘われて手元を上げたり 

剣先を動揺させたりしたところを打突する技。 

（1）一種の誘い技 

① かつぎ面    ② かつぎ小手 

7片手技 

 一種の飛び道具的な性格を持っている、意表を突く技である。 

（1）片手右面（横） 

1）遠い間合いから諸手を頭上に上げ左拳を返して左腕で打突する。 

2）足は後ろ足（左足）を前に出して打突する。 

（2）片手突き 

1）一足一刀の間合いから左片手で相手の咽喉部を瞬時に突く。 

8 巻き技 

巻き上げ、巻き落として打突する技である。 

（1） 相手の竹刀に自分の竹刀を密着させて右から左へ、左から右へと円を描くようにして 

巻き上げて巻き落として構えを崩して打突する技。 

①巻き上げ小手、胴      ②巻き落とし面、突き 
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    応じていく技 

相手が攻撃してくる技に対してその攻撃を無効にして反撃に出る技であり、 

相手の力を利用して打突することが目的であるから、常に積極的な 

先の気持ちを持って、先に仕掛けて相手の攻撃に対して 

応じることが大切である。 

1 すり上げ技 

  相手が打突してきた竹刀をすり上げることによって無効にして相手の 

竹刀の方向や体制の崩れたところ直ちに反撃する技。 

※ すり上げて応じた鎬側
しのぎがわ

で振りおろし打突する技。 

① 面すり上げ面（表）     ② 面すり上げ面（裏）  

③ 面すり上げ小手（裏）    ④ 面すり上げ右胴   

⑤ 面すり上げ左胴        ⑥ 小手すり上げ面 

⑦ 小手すり上げ小手        ⑧ 突きすり上げ面（表） 

⑨ 突きすり上げ面（裏） 

ア）打ち方は相手が打ってくる竹刀を自分の竹刀の左側（表）、又は右側（裏）ですり上げ、 

すり上げた側で振り下ろして相手の打突部位を打つ。 

イ）足の捌き方は、前進、後退、左斜め後ろ、左横など打突部位により変化する。 

2 返し技 

   相手の打突してきた竹刀を受け、またはすり上げるようにして応じ、 

応じた反対側に竹刀を返して、その返す力を利用して打つ技。 

打ち方 

（1）面返し右面 

1）打ち方は正面を打ってくる相手に対して開き足で、左足を左斜め前に出しながら 

自分の竹刀の左側（表）ですり上げるようにして応じ、体を左に開くと同時に竹刀を返して 

相手の右面を打つ。 

（2）面返し左面 

1）右足を右斜め前に出しながら自分の竹刀の右側（裏）ですり上げるようにして応じ、 

体を右に開くと同時に竹刀を返して相手の左面を打つ。 

（3）面返し右胴 

1）正面を打ってくる相手に対して、右足を右斜め前に出して自分の竹刀の左側（表）で 

すり上げるようにして応じ、相手の力がさらに加わってくるところ体をかわして竹刀を返して 

刃筋正しく相手の右胴を打つ。 

※ 日本剣道形七本目に見られる胴打ちのように左前足で打つ打突法もある。 
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（4）面返し左胴 

1）正面を打ってくる相手に対して、左足を左斜め前に出しながら相手の竹刀を上に押し上げる 

ようにして、自分の竹刀の右側（裏）で応じ、相手の力がさらに加わってくるところを体で 

かわし竹刀を返して相手の左胴を打つ。 

2）正面を打ってくる相手に対して、右足を右斜め前に出しながら相手の竹刀を上に押し上げる 

ようにして、自分の竹刀の右側（裏）で応じ、竹刀を返して左足を左斜め後方引きながら体を 

かわして引き切りで相手の左胴を打つ。 

 （5）面返し小手 

1） 正面を打ってくる相手の竹刀を左足より一歩後方に引きながら自分の竹刀の左側（表）で 

すり上げるようにして顔の高さぐらいで応じ、竹刀を返しながら前に出して相手の右小手を打つ。 

（6）小手返し面 

  1）相手が小手を打ってくるのに対し、右こぶしを外側にひねるようにして剣先を下げ、 

自分の竹刀の左側（表）で応じ、ただちに返して右足から踏み込んで相手の正面を打つ。 

※ 右こぶしを内側に絞るようにして剣先を下げて打つ、打ち方もある。 

（7）小手返し小手 

  1）相手が小手を打ってくるのに対し、左足から左斜め後方に引きながら右こぶしを外側に 

ひねるようにして剣先を下げ、自分の竹刀の左側で応じ、ただちに返し右足から踏み込んで 

相手の右小手を打つ。 

※ 右こぶしを内側に絞るようにして剣先を下げて打つ、打ち方もある。 

（8）胴返し面 

 1）相手が右胴を打ってくるのに対し、左足を左斜め前に開き足の要領で出し、右足を左足の 

右後ろに引き寄せて体を開きながら左こぶしを顔の高さまで上げ、右こぶしは左こぶしの 

下にして竹刀の左側（表）で応じ、右足を寄せて相手の正面を打つ。 

3 抜き技 

  相手が打ち込んでくる技に対して体をかわしたり、あましたりして 

相手に空を打たせ技や体のいついたところを打つ技である。 

（1）面抜き面 

1）体を引いて抜く打ち方 

  ① 相手の正面打ちに対し左足から一歩後退して振りかぶりながら抜いて相手に空を打たせ 

そのまま一歩踏み込んで正面を打つ。 

2）体を開いて抜く打ち方 

   ① 相手の正面打ちに対して右足をわずかに右斜め前に出して体をかわし,すれ違いざまに 

振りかぶって正面を打つ。 
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（2）面抜き右胴 

1）相手の正面打ちに対して右足を右斜め前に踏み出しながら左足を引きつけてすれ違いざま 

相手が空を打って両腕が伸びきったところを、刃筋正しく右胴を打つ。 

（3）面抜き左胴 

1）相手の正面打ちに対して左足を左斜め後方にさばいて、手を返して抜いて相手の左胴を打つ。 

（4）小手抜き面 

1）体を引いて抜く打ち方 

   ① 相手の小手打ちに対して左足より一歩後退をしながら振りかぶって相手の竹刀を抜き、 

右足から踏み込んで正面を打つ。 

2）体を開いて抜く打ち方 

① 相手の小手打ちに対して左足をやや開き気味に後退すると同時に手元を下げて相手の 

竹刀を抜き相手が空を打って手元が伸びきったところを右足より踏み込んで正面を打つ。 

（5）小手抜き小手 

1）相手が小手打ちに対して左足から右足を伴って左斜め後方に引くと同時に剣先を下げて半円を 

描くようにして抜き、振りかぶって相手の小手を打つ。（剣道形の太刀の形二本目と同じ打ち方） 

（6）面抜き小手 

1）相手の正面打ちに対して、左足をわずかに左に出して体を左にかわし、竹刀を下から円を 

描くようにして回して振りかぶるとともに右足を左に引き寄せ右前に出すとともに打ちおろす。 

（7）小手抜き右面（片手横面） 

1）相手の小手打ちに対して右手を鍔元から離して下げて下腹部に付けて相手の小手打ちを 

かわすと同時に左手で持った竹刀を頭上まで振りかぶり竹刀を返すと同時に左足を前に 

踏み込んで相手の右横面を片手で打つ。 

4 打ち落とし技 

    相手が構えているところや、打ち込んでくる竹刀を右下あるいは左下に 

打ち落とすことによって相手の打突を無効にしてただちに打ち込む技である。 

（1）面打ち落とし面 

1）相手が面打ちに来る竹刀にこだわらず竹刀をさらに大きく高く速やかに、振り上げ気力を 

満たして相手の面に相打ちのように一拍子で打ち落とすようにして、そのまま鋭く面を打つ。 

（2）胴打ち落とし面 

   1）相手が右胴を打ってくるのに対して、左足から体を左にかわして打ち落とし、右足から 

踏み込んで相手の面を打つ。  
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（3）小手打ち落とし面 

1）相手が小手を打ってきた竹刀を、自分の竹刀で左斜め上から右斜め下に打ち落とし直ちに 

一拍子で相手の面を打つ。 

（4）打ち落とし面 

1）相手が咽喉部を突いてくる竹刀を、自分の竹刀で右斜め上から左斜め下に打ち落とし 

表から面を打つ。 

 （5）胴打ち落とし右胴 

1）相手が右胴を打ってきた竹刀を右下に打ち落として、相手がその反動で手元が上がった 

ところをとらえて右胴を打ち込む。 

5 受け流し技 

相手が打ってくる竹刀を体さばきと竹刀さばきで受け流す 

ようにして相手の打突を無効にして、直ちに反撃する技である。   

 （1）胴受け流し面 

1）相手が右胴を打ってくるのに対して開き足で左足を左斜め前に出し右足を左足の 

右後ろに引き寄せて体を左に開きながら左こぶしを頭上に挙げ、右こぶしは左こぶしの 

下にして剣先を下げ、竹刀の左側で受け流すのと同時に正面を打つ。 

6 応じ技 

相手が攻めて打ち込んできた竹刀をこちらの竹刀の左側または右側で 

引き入れるようにして応じ、素早く相手に打ち込む技である。 

 （例）（日本剣道形、太刀の形、三本目の入れ突きに萎
な

やす打ち方） 

（1）応じ面  （2）応じ小手  （3）応じ胴  （4）応じ突き 

 

 

伸びる人は終始努力し、 

いき詰まる人は築かぬ所で怠けている 
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剣道の稽古の意義 

稽古とは古いことを学習し、古いことを習い達して先人の教えを守り、工夫 

研究するという意味である。歴史的には稽古は錬磨とか鍛練というような訓練な 

意味と、修錬とか修行という修養的な意味がある。 

したがって現代でも剣道の稽古という意味には単に技術をみがいて身体を丈夫に 

するという意味ばかりではなく、剣道を通して人間を形成する意味が含まれている 

ことを認識しなければならない。 

 

基本稽古 

華麗
か れ い

で複雑な動作でもそれらは基本動作の変形であり延長されたものである。 

厳
きび

しい基本動作の稽古の積み重ねによって正しい基本動作が充分に体得されて 

こそ、華麗で変化のある臨機応変の技が発揮できる。 

1切り返し（打ち返し） 

 初心者から技術の進んだ者にとっても欠くことのできない大切な稽古法である。 

方法は前記の切り返し（打ち返し）を参照 

2約束稽古 

  主に初心者が行う稽古法であり、打つ側と打たせる側との間に約束をして 

基本的な打突の稽古をする方法である。 

（1）お互いに攻め合う気持ちで［気］を充実させて行う。 

（2）間合いを重視して打突が有効に行われるようお互いに協力して稽古させる。 

（3）初歩の段階では［ゆっくり、大きく、正確に］を主眼として指導し 

次第に「早く、強く、正確に」打突できるようにさせる。 

3 打ち込み稽古 

元立ち（打たせる側）の与えるよい打突の機会をとらえて打ち込んで 

打突の基本的な技術を体得させる稽古法である。 

（1）元立ちの与える打突の機会を的確にとらえ素直な気持ちで充実した気勢と正しい姿勢や 

適正な間合いから大技、小技の一本打ちや,連続打ちの技、体当たり,引き技などを交えて 

正確に打ち込む基本稽古の代表的な方法である。 

（2）補助的な方法として打ち込み棒、打ち込み台、打ち込み人形による稽古法がある。 
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4 掛かり稽古 

     技術の下位の者が上位の者に稽古をつけてもらう稽古法である。 

したがって掛かる者は,相手に打たれるとかかわされるとかの打突の成否などは 

一切念頭に置かず、これまでに習得したすべての仕掛けていく技を用いて 

短期間のうちに気力、体力の続く限り全身を使って大きく伸び伸びと 

打ち込む稽古法である。 

（1）掛かり稽古では、掛かる者の意思によって打突する技を無理な打ち方や正しくない打突は 

しのいだり,かわしたりして打たせず不成功を通してその非を悟らせ、正しい打突は打たせて 

打突のコツを体験させ、さらに良い打突でも打たせずによりよい打突を出せるように奮い立たせる 

などして自然のうちに千変万化の技を体得させ、さらに気力、体力などを練り上げる稽古法である。 

稽古（地稽古、歩合
ぶ あ い

稽古） 

自分の持っている体力や技術や気力を屈指して［間合い］［当たり］［「技」など 

 剣道のすべての駆け引きを尽くしてお互いに気をはかり、変化に応じて虚実を 

つき勝負を争う稽古法である。しかし実力の相違がいくらあってもお互いに 

間合いや機会を大事にして対等の気持ちでやれば、互格稽古である。  

（1）勝負の判断は自己の判定の方法である。剣道の稽古の大部分がこの方法でなされている。 

この稽古法で剣道の総合的な技術が磨かれていく。 

引き立て稽古(元だち稽古) 

  指導者が元に立って初心者や下位の者が上達するよう引き立ててやる稽古法である。 

試合稽古 

   試合の予習をするために行う稽古であり習得したすべての技を遺憾
い か ん

なく 

自由自在に発揮して勝敗を競い合う稽古法である。 

（1）審判者を立てて勝負を表示する場合と自己審判による場合がある。 

  1）自己審判の場合は、お互いに相手を正しく認め、尊重する気持ちを養う。 

その他の稽古 

1、 ひとり稽古（影打ち稽古） 

      仮の相手を前に想定して一人で工夫、研究しながら技や体さばきの稽古を積むことである。 

鏡を利用すると効果的なひとり稽古ができる。また、いつどこでもできる稽古法である。 

2、 見取り稽古 

      他の人の稽古を見ることによって、自分の剣道を反省し検討する稽古法である。 
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特別稽古(行事) 

1、 寒稽古
か ん げ い こ

 

        一年中で最も寒気の厳しい時期に一定の期間連続して激しい打ち込み稽古や 

体当たりなどの稽古が行われる。 

       厳寒の悪条件のもとで正しい基本動作を主目的に稽古するところに基本技術の 

上達が望める。さらに、全身運動で敏速に打ち込むために身体が鍛錬され、寒さや 

厳しい稽古に耐え、定められた期間を最後までやり通すところに精神的鍛錬が 

鍛えられる。 

2、暑中稽古
しょちゅうけいこ

（土用稽古
ど よ う け い こ

） 

    一年中で最も暑さの厳しい時期に行われる稽古法である。暑中稽古では炎暑と渇きに耐える 

ことによって、精神や身体の鍛練には多大な効果があり技術上の錬達が最も重要である。 

※ 寒稽古は寒さと睡魔を克服し、暑中稽古は延暑と渇きに耐えて行ずる者であり、 

昔からこの厳しい試練を体験しなければ一人前にならないとさえいわれている。 

 

 

自分の評価は他人が決める 

自慢しても値打ちは上がらぬ 

 

 

耐え忍ぶことの尊さは 

それを乗り越えた者しか味わえない 
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 稽古実施上の留意点とまとめ 

剣道稽古の指導にあたって、その効果を上げるために必要な留意点をまとめました。 

（1）稽古の始めと終わりには静かに正座をする習慣をつけさせること。 

（2）基本を重んじて稽古をすること。 

（3）攻撃技を主にして稽古をすること。 

（4）稽古は繰り返し数をかけて行うこと。その際、自己の欠点を修正しむしろ 

苦手の相手を選んで稽古を重ねてすること。 

（5）常に正しい心で稽古をすること。 

（6）礼儀、作法を正しくして稽古をすること。 

（7）勝敗にこだわり過ぎず求道の精神で稽古をすること。 

（8）剣道に愛着を持ち自主的に稽古をすること。 

（9）剣道に執念
しゅうねん

を持って稽古をすること。 

(10)正しい剣風を重んじて稽古をすること。 

(11)心身の準備と旺盛
おうせい

な探究心を持って稽古に臨むこと。 

(12)自分の能力を知って、能力にあった稽古をすること。 

(13)自ら体験して悟ること。 

(14)思念
し ね ん

工夫
く ふ う

を怠らずに稽古すること。 

(15)生活に注意して稽古に臨むこと。 

(16)自他の安全について注意して稽古に臨むこと。 

(17)衛生に注意して稽古に臨むこと。 

(18)無理をせずに稽古すること。 

(19)幼少年には、特に学業と剣道が両立できるように配慮すること。 

(20)見学の効用を認識すること。他人の剣道のよいところを見て謙虚に取り入れる 

ようにすること。 

(21)準備運動と整理運動は必ず実施すること。 
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試合 

日ごろの稽古で習得した技術、体力、気力態度などを十分に出しつくして 

勝敗を競いあうことである。他の人から何の援助も受けずに、自分ひとりの 

能力で勝敗を争うのであるから人間形成の上でも貴重な経験をする。 

1 基本試合 

有効打突を競い合うのではなく、基本がいかに正しく身に付いているかどうかを見るための 

手段として用いたものである。二人の選手がそれぞれの元立ちに対して[切り返し][基本打ち] 

［掛かり稽古]などあらかじめ定められた内容を、基本習得の良否を審判員によって判定する。 

2 円陣試合 

  試合者が円陣をつくり、その円陣の中で二人の試合者が有効打突を競い合い、勝った者に 

対し円陣の中にいる者がただちに攻撃を行い勝ったものが残り敗者が退き、を繰り返し行う。 

3 正規の試合 

剣道試合規則、審判規則、審判細則に則って行う試合を言う。 

4 勝ちぬき試合 

団体試合 

あらかじめオ－ダで定められた順序で試合をしてチ－ムで勝敗を決定する。 

個人試合 

個人が あらかじめ定められた順序で試合をして勝敗を決定する。 

5 負け残り試合 

負けた者が勝つまで試合を続ける方法である。 

（この方法から試合に対する執着心や勝利に対して集中努力する態度が養われる。） 

6 紅白試合 

 紅白二組に分かれ、あらかじめ決められた順序に従って試合をする。 

（団体試合と個人試合がある。） 

7 野試合 

運動場や、公園、神社の境内などの屋外で行う試合を野試合いと言う。 

※試合は奨礼法であって最終目標ではない。(試合中心の稽古にならないように心懸けること。) 

※勝負に勝つことも大切だが、それまでの稽古の過程が大事である。 
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大会(試合)について 

1 試合の準備 

（1）自分が出場する試合がどのような意味を持っているのかを知り、その試合に対する 

心構えをしっかりとさせる。 

（2）試合までの期間に合理的な稽古の計画を立てて充分な準備をさせる。 

（3）試合当日に使用する竹刀や道具は前もって整えて置く。 

2 試合当日の稽古法 

（1）切り返し 

  1）大きくゆっくり正しく体をほぐすように行う。 

  2）大きく自分の持っている一番早い最高の速度で切り返しを行う。 

（2）仕掛けていく技、応じていく技を打つ稽古をする。 

1）大きく且つ正しい打突とコンパクトで速い打突の基本打ちを行う。 

  2）自分の得意技と不得意技を打突する。 

（3）打ち込み稽古、掛かり稽古を行う。 

（4）互角稽古を行って試合に臨む。 

   1）遠間で稽古すること。 

   2）積極的に技を出して稽古をすること。 

   3）三本勝負のつもりで区切りをつけて稽古をすること。 

 （注）疲れ過ぎにならないように注意して稽古をすること。 

（注）心をゆったりとさせ、心身ともにリラックスさせて本番に臨むこと。 

 （注）試合会場の広さによって間合いにちょっとしたズレが生じることがあるので試合場を 

歩いたりして、試合会場の広さを把握することによってズレが修正できる。 

 

 

思い悩むより行動してみよ、 

      行動の中から道は開ける 
 

 

 

参考資料 財団法人全日本剣道連盟 幼少年剣道指導要領 
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格言集 
● 挨拶を交わすことが、心を交わすことの始まりである。 

 

● 人を大切に思う心の現れが礼儀となり社会秩序の基となる。 

 

● 伸びる人は終始努力し、いき詰まる人は気付かぬ所で怠けている。 

                     

● 自分の評価は他人が決める、自慢しても値打ちは上がらぬ。 

 

● 額に汗して得たものでなければ真の財産にならない。 

  

● いつでも出来ると思う気持ちは怠ける心から生じる。 

   

● 耐え忍ぶことの尊さはそれを乗り越えた者しか味わえない。 

 

● 希望は強い勇気でもあり、新たな意志である 

 

● 感謝の生活は当たり前のことが有り難く思えることから始まる。 

                     

● 過保護は親の自己満足であって育てる子供を我が儘
まま

にする。 

   

● 安逸だけを望んでいると何でもないことが苦になってくる。 

   

● 人の意見をまず聞くことが強調への第一歩である。   

 

● 言い訳がうまくなるほど向上への道が閉ざされていく。 

 

● 自分の才能を疑うな、意欲と努力こそが才能である。 

 

● 他人の批判はしやすいが自分の批判は受け容れ難い 

 

● 不満に思える身近な人から自分は鍛えられ磨かれていく。 

 

● 思い悩むより言ってみよ、行動の中から道が開ける。 

 


