
＊　稽古終了後、会議室にて懇親会を開催する予定です。会費は必要ありません。

　メールアドレス   　　　　　　info@hyogo-kendo.org

 ＴＥＬ 078（861）5145　 　　ＦＡＸ 078（802）5240

〒657-0838　神戸市灘区王子町1-2-8
　　　　　虹ヶ池ハイツ　２０１号

一般財団法人　兵庫県剣道連盟

　　　　ホームページアドレス   http://www.hyogo-kendo.org

★　稽古始め　★

１．日　　時 令和　２年　１月　５日（日）　
【剣道】
【居合道・杖道】

２．場　　所 神戸市立王子スポーツセンター　剣道場・身障者体育館

　　同　　上
午前１０時から１２時まで

11:00　新年のご挨拶

皆さんのご参加をお願いします。

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　　

１月・２月の行事等のお知らせ

 なお、参加される方は公共の交通機関をご利用をお願いします。

 
剣道の指導に「スポ・コン」はありますか？ 
 今、求められているのは、スポ根（スポーツ根性、猛特訓、しごき）ではありません。「血の汗流せ涙をふくな～🎵」の

『巨人の星』などスポ根漫画の世界は過去のものです。今は、スポーツ・コンプライアンス（SPOCOM）です。ルールや

きまり（法律や社会規範）に従うことです。フェアプレイ精神を守り、正々堂々と競い合い、勝っても負けてもお互いに敬

意を払い、明るく、公平・公正な姿勢と行動を守ることです。（一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構 武

藤芳照氏 講演より） 

 

近年、スポーツ界における反倫理的行為（暴力・パワハラ・セクハラ・差別・薬物乱用など）が問題になっています。全

日本剣道連盟・兵庫県剣道連盟としても、こうした行為の根絶を願って、通達やホームページでの呼びかけなどの取り組み

をしています。 

こうした行為は「剣道理念」の精神に著しく反するものであり、指導者は他人事と考えず各人それぞれが原点に立って、

起こしてはならないという自覚を持っていただきたいと思います。そこで、文部科学省の有識者会議による「運動部活動の

在り方に関する調査研究報告」の関係部分を記載しますので参考にして下さい。 

 

 体罰等の許されない指導と考えられるものの例  

指導者による下記の①から⑥のような発言や行為は体罰等として許されないものと考えられます。また、これらの発言や

行為について、指導者と生徒の間で信頼関係があれば許されるとの認識は誤りです。 

指導者は、具体的な「許されない発言や行為」について共通認識を持つことが必要です。 

① 殴る、蹴る等。 

② 社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認めがたい又は限度を超えたような肉体的、精神的負荷を

課す。 

例・長時間にわたっての無意味な正座や特定の姿勢の保持や反復行為をさせる。 

・熱中症が予見される状況下で水を飲ませず、長時間ランニング等をさせる。 

・防具で守られていない身体の特定の部分を打突することを繰り返す。 

③ パワハラと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、嫌がらせ等。 

④ セクハラと判断される発言や行為。 

⑤ 身体や容姿に係ること、人格否定的な発言を行う。 

⑥ 特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える。 

上記には該当しなくとも、指導に当たって身体接触を行う場合、必要性・適切さに留意することが必要です。また、

生徒間でも同様の行為が行われないように注意を払うことが必要です。 

   要項・お知らせの中に全剣連「倫理ガイドライン」を掲載しています。 



 四　段
 五　段

令和　２年　２月　２日（日）　　午前９時受付

（９）申込期日

（８）申込期日 令和　２年　１月２７日（月）必着

参照してください。

神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

午前１１時３０分から１２時まで（時間厳守）

（2,000円）を納入する必要がありますので用意しておいてください。

◆　剣道段位（四・五段）審査会　◆

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

（８）申込方法 受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

①　当連盟の会員であること。

午前８時４５分から９時１５分まで（時間厳守）
令和　２年　２月１６日（日）　　

（２）会　　場

してください。
級・段位審査料等並びに登録料一覧表（H29.4.1 一部改正　版）を参照

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

令和　２年　１月２０日（月）必着

神戸市灘区青谷町１－１－１　　
（３）受審資格

③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

① 剣道の５つの構えを書きなさい。

①　実技

ないよう、十分指導されるようお願いします。

（６）登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（H29.4.1 一部改正　版）を

③ 日本剣道形修得の大切な理由を４つ書きなさい。
④ 剣道修業の目的と効果を４つ書きなさい。

（４）受審課目 ①「一級審査実施要領」
②「木刀による剣道基本技稽古法 基本１～９」（一級審査実施要領合格者のみ）

審　査　会

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

姫路市西延末５０４

　年齢基準　審査日の当日（２月２日）

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。
＊初段は満13歳以上の方が受審できます。

（６）入 会 金 少年団体・学校団体から受審した合格者は、登録料に加えて入会金

（５）学科問題 下記４問のうち２問を出題します。

（初・二段）

（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

② 目付けについて書きなさい。
③ 稽古の種類を４つ書きなさい。

（５）登 録 料

（１）日　　時

① 鍔ぜり合いの心得を４つ書きなさい。

　　 受付時間

（三　　段）

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

◆　剣道級位審査会　◆

（１）日　　時 令和　２年　２月　９日（日）　午前９時受付

＊公共交通機関利用して受付時間に遅れないようにしてください。

ウインク武道館
姫路市西延末５０４　　　　

受審申込書に審査料を添えて申し込みください。（７）申込方法

（１）日　　時

（２）会　　場 ウインク武道館

（1000円）を納入する必要がありますので用意しておいて下さい。

④ 剣道修業の目的について３つ書きなさい。

予 選 会

（７）会　　費

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

指導者の方は、間合・打つべき機会等を考慮して、掛り稽古の様になら

剣道学科試験問題・解答集（平成9年4月1日改定）より出題

◆　第６８回全日本都道府県対抗剣道優勝大会　　  予選会　◆

（２）会　　場

（３）受審資格

（４）審査科目

　　１月１８日(土）神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）において標記大会予選会を開催します。
　実施要項をご参照のうえ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→事業計画表→１月）奮ってご参加ください。　

　　予選会開会式において、全日本剣道連盟の剣道有功賞・少年剣道教育奨励賞伝達表彰式並びに一般財団法人
　兵庫県剣道連盟令和元年度表彰式を行います。

◆　第１２回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　予選会　◆

①　当連盟の会員であること。

少年団体・学校団体から受審した合格者は、登録料に加えて会費

　　予選会申込締め切りは、１２月　９日(月）必着です。

② 三つの先をあげ、それぞれについて説明しなさい。



　持って五段審査の学科合格に替えるものとする。
　平成24年3月13日全剣連評議員会・理事会了承事項。
　（申込書に証明するものを添付する事。）

　

剣道教士

剣道教士

    場合がありますのでご了承ください。

　　　地元講師

（４）派遣講師

令和　２年　１月２６日（日）　午前９時受付

（２）会　　場

②　剣道初～五段受審予定者。六・七段受審予定の方も受講できます。
（10）受講資格 ①　当連盟の会員であること。

③　教・錬士称号受審予定者受講必須講習会の一つです。

岡村　康広

１年間です。
＊　会場の事情により、申込多数の場合は申込期日前に締切る

地区講師

すれば、日本剣道形の審査が免除されます。
「認定書」の有効期間は講習会開催日（認定書日付）から

（９）申込期日 令和　２年　１月１４日（火）必着

◆　日本剣道形講習会　◆

（３）講　　師

（６）受 講 料 １人につき　２，０００円
（７）携 行 品 剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受審者は小太刀も）、筆記用具

（８）申込方法 講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。

剣道具、剣道着、袴、木刀（太刀）、筆記用具

＊　称号受審予定者は必ず受講ください。

（４）講習内容 日本剣道形の解説及び実習
（５）資　　料 「日本剣道形解説書」をご持参ください。当日販売（200円）もあります。

＊　講習会の最後に認定審査があります。合格者には
「認定書」を交付します。段位審査会申込時に「認定書」
所有を申込書備考欄に明記し、審査当日「認定書」を持参

（11）そ の 他

（２）会　　場 加古川市立日岡山体育館
加古川市神野町日岡苑25 TEL079-426-8911　

（９）申込期日 令和　２年　１月　６日（月）必着

③ 日本剣道形の必要性を説明し、効果を４つ書きなさい。

派遣講師　剣道教士　黒田尚宏　　
地元講師　剣道教士　　　　

（５）講習科目 剣道指導法・審判法の説明及び実習

（６）受講料 １人につき　２，０００円

（７）携行品

＊　講師については、都合により変更することがあります。

西宮市河原町1-16　TEL：0798-74-0720　

（３）受講資格 当連盟の会員であること。

令和　２年　２月　３日（月）必着

講　習　会

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会　◆

（８）申込方法 講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。

（１）日　　時

（９）申込期日

（７）会　　費

＊　公認審判員認定審査受審予定者及び更新希望者は受講ください。

　場合がありますので、ご了承ください。

（１）日　　時

（８）申込方法 受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

② 一眼二足三胆四力について説明しなさい。

西宮中央体育館

④ 剣道の懸待一致について説明しなさい。

級・段位審査料等並びに登録料一覧表（H29.4.1 一部改正　版）を

令和　２年　１月１９日（日）　午前９時受付

＊会場の事情により申込多数の場合は申込期日前に締め切る

② 剣道上達の要点を書きなさい。
③ 剣道指導者として留意すべき事項を３つ書きなさい。

剣道学科試験問題・解答集〔改定版〕（平成9年4月1日改定）より出題

①　実　技

納入する必要がありますので用意しておいてください。

＊五段受審者で社会体育指導員資格初級の認定を受けた者は、該当認定を

学校団体から受審した合格者は、登録料に加えて会費（2,000円）を

（６）登録料

（五 　  段） ① 守・破・離について説明しなさい。

（４）審査科目

下記４問のうち２問を出題します。

参照してください。

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）
③　学　科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

④ 剣道の審判員の心構えを書きなさい。

（四　   段） ① 剣道の三殺法について説明しなさい。

（５）学科問題



剣道教士

剣道教士

称号候補者選考会

審判実技審査及び学科審査

１回戦 網代 メメ ― 浦川 （神奈川）
菅野 ― メ 竹ﾉ内 （東京）

２回戦 網代 ― メ 國友 （福岡）

○　第６７回全日本剣道選手権大会　○

◆　称号（範士・教士・錬士）候補者選考会並びに剣道公認審判員認定審査会　◆

（１）期　　日
（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

令和　２年　１月２０日（月）　必着

（４）資格等 別紙要項を参照ください。
（選考会申込みがあった団体に、受審説明・受審申請書を郵送致します。申込みは早めにお願いします。）

令和　２年　２月２３日（日）　午前９時受付

大　　会　　報　　告

（３）受講資格 当連盟の会員であること。

＊　称号受審予定者は必ず受講ください。

選　考　会

令和　２年　２月１１日（火祝）　　午後１２時１５分受付

（２）会　　場 修武館

＊　公認審判員認定審査受審予定者及び更新希望者は受講ください。

（４）派遣講師 岡村　康広

　　　地元講師

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会　◆

（１）日　　時

伊丹市西台３丁目２−１１　TEL　072-773-1431

選手６４名による激しい戦いが繰り広げられました。
　当県選手の試合結果は下記のとおりです。

＊　講師については、都合により変更することがあります。

（５）講習科目 剣道指導法・審判法の説明及び実習

１人につき　２，０００円

（７）携行品

　１１月３日（日）丸善インテックアリーナ大阪において標記の大会が開催され、各都道府県の代表

剣道具、剣道着、袴、木刀（太刀）、筆記用具

（８）申込方法 講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。

（９）申込期日 令和　２年　２月１０日（月）必着

（６）受講料

        

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→要項・お知らせ→称号選考会要項）

  ＊範士候補者推薦書が必要な団体は、早めに事務局までご連絡ください。

神戸市灘区青谷町１－１－１
（３）申込期日

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→申請書フォーム→称号審査申請書）

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

　会を受講済みであること。(平成２９年２月以降の受講に限る）
③　剣道四段以上であること。

剣道公認審判員認定審査会
（１）日　　時 令和　２年　２月１１日（火祝）　午後１時３０分　受付

称号候補者選考会終了後引き続き認定審査会を行います。
（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

合格者は登録料　４，０００円を納入してください。合格者には
後日「剣道手帳」と「公認審判員章」を交付します。

（７）申込方法

（４）認定審査

（５）学科問題 下記４問のうち２問出題します。
①　審判員の心得について説明しなさい。

（８）申込期日 令和　２年　１月２０日（月）　必着

②　当連盟の主催する「剣道指導法並びに審判法講習会」または各地区・部門主催の講習

④　試合場の基準について説明しなさい。

兵剣連ホームページより「申込書」をダウンロードしてご利用ください。

受審者で試合をしてもらいますので稽古用具一式と筆記用具を持参ください。

②　有効打突について説明しなさい。
③　禁止行為事項について説明しなさい。

（６）登録料



優　勝 國友 三　位 前田
準優勝 松﨑 三　位 竹下

　

　進出できませんでした。
１試合目 兵　庫 ２ ― １ 岡山市
２試合目 兵　庫 ２ ― １ 三重県

【剣　道】

級　位 受審者 実技合格者 木刀基本技 合格者 合格率 認定者
（名） （名） 不合格者(名） （名） （％） （名）

一　級 63 63 0 63 100 1

段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合格 合格者 合格率
（名） （名） （名） （名） （名） （％）

初　段 58 55 0 0 55 94.8
二　段 58 54 6 0 48 82.8
三　段 29 27 1 1 25 86.2

級　位 受審者 実技合格者 木刀基本技 合格者 合格率 認定者
（名） （名） 不合格者(名） （名） （％） （名）

一　級 46 46 0 46 100 1

段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合格 合格者 合格率
（名） （名） （名） （名） （名） （％）

初　段 55 42 0 0 42 76.4
二　段 28 20 1 0 19 67.9
三　段 19 17 1 0 16 84.2

【居合道】

区　分 受審者 実技合格 学科不合格 合格者 合格率 認定者
（名） （名） （名） （名） （％） （名）

一　級 9 9 　　― 9 100 3
初　段 11 10 0 10 90.9
二　段 7 6 0 6 85.7
三　段 8 5 0 5 62.5
四　段 16 4 0 4 25 　　　　　　　　　　
五　段 6 2 0 2 33.3

区　分 受審者 実技合格 学科不合格 合格者 合格率 認定者
（名） （名） （名） （名） （％） （名）

一　級 1 1 ― 1 100.0 1

初　段 3 3 0 3 100.0

二　段 3 3 0 3 100.0

三　段 2 2 0 2 100.0

四　段 5 5 0 5 100.0

五　段 1 1 0 1 100.0

年　末
年　始

以　上

［１１月１７日（日）　　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

（ ５チーム中　２位　）１位は熊本市

◇　第３２回　全国健康福祉祭わかやま大会　◇
（ねんりんピック和歌山２０１９）剣道交流大会

　　11月１０日（日）～１１日（月）和歌山県白浜町立総合体育館で開催された標記の大会は、
　経験豊かな方々により、熱い戦いが繰り広げられました。
　　本県代表チームは、２勝しながらも対戦のなかった熊本市に本数で及ばず決勝トーナメントに

予選リーグ

［１１月１０日（日）　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

【杖　道】

［１１月　２日（土）淡路市津名体育センター]　　（淡路地区協議会主管）

される予定の案内・要項・日程・申込書を確認の上、参加希望者は事務局まで申込下さい。

＊　全剣連　第７回女子剣道指導法講習会（全剣連）について
　「正しい剣道の普及・発展を考え、初心者・初級者を対象に指導する女子指導者の講習会を
開催し、より高い剣道の技術ならびに指導力の向上を目的とする。」標記講習会は、令和２年
２月２２（土）・２３日（日）にウインク武道館で開催されます。兵剣連ホームページに掲載

［１０月２６日（土）青垣住民センター]　　（丹波地区協議会主管）

［ １０月２７日（日）青垣住民センター]

　１月　４日（土）まで （ 1/ 5（日）は連盟稽古始）

＊　年末・年始休業について

１２月２５日（水）から （12/22（日）は連盟稽古納）

［ １１月　３日（日）淡路市津名体育センター]

審　査　会　報　告

（茨城） （大　分）
（大阪）（福岡）

事務局の年末・年始の休業は下記のとおりです。（通常休業日は、水・土・祝）

事務局からのお知らせ


