
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加の小学校５・６年生は、②の審査を一年間免除する
受審申込書にＧＡＰ受講日を記入して申込下さい。

（これらの対応は当面のもので、状況により今後変更もあります）
　なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているところであり、関連情報ホームページ等に
より最新の情報を確認の上、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いします。

  ４．審査課目 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）

　実施方法に変更があります。ホームページトップのCONTENTS「一級審査
会について」をご確認ください。
　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

　５．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）を参照して

〒657-0838　神戸市灘区王子町1-2-8
虹ヶ池ハイツ201号

公益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

１０月の行事等のお知らせ

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

審　査　会

　令和２年４月より、一級審査における「木刀による剣道基本技稽古法」の実施
方法が変わっております。立ち会いの指示により基本１～４の後、掛かり手と元
立ちがその場で交代して基本５～９を実施しています。
＊また、令和２年度からのｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで「木刀にによる剣道基本技稽
古法」の指導を受けた小学５・６年生は、受講から１年間この審査を免除するこ
とになります。

新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を

　 兵剣連の審査会・講習会等は、全剣連のガイドラインに沿って実施しますので、参加者は①自宅で検温し、37.5
度以上の方や濃厚接触の可能性のある方は参加しない②マスクやシールド着用・手指消毒などガイドラインの内
容をホームページで確認し、会場では係員の指示に従って行動するようよろしくお願いします。
　 受審者・受講者は「確認票」を記入し、受付時に各自提出をしてください。用紙はホームページの申請書フォーム
からダウンロードしてください。見学者・付き添いは全剣連ガイドラインにより入館できません。

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 令和　３年１０月　２日（土）　１２：３０～受付
　２．会　　場 加古川市立武道館

兵庫県加古川市加古川町大野1651-1　電話：079-425-7600
　３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

少年団体と一般団体とを併設されている団体は、どちらから申し込みをする
のかを明確にしてください。
（一般団体からの申し込みには年会費が必要になります。）

　８．申込期日 令和　３年　９月２１日（火）必着

ください。
　６．入会金 少年団体・学校団体から受審した合格者は、入会金（1000円）を納入する

必要があります。

なお、特別な事情のある方は申込時にお知らせください。

　 審査会における 登録料は、合格者に振込用紙をお渡ししますので、各自で振り込みをしていただくことになりま
す。審査会当日の支払いはありません。

　７．申込方法 受審申込書（新）に審査料（消費税記載）を添えて申し込みください。



ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加の小学校５・６年生は、②の審査を一年間免除する
受審申込書にＧＡＰ受講日を記入して申込下さい。

③　初段は満１３歳以上の方が受審できます。

◆　剣道級位審査会　◆

令和　３年１０月２３日（土）　１２：３０～受付
青垣住民センター
〒669-3892　丹波市青垣町佐治114　　Tel：0795-87-0363

令和　３年１０月１１日（月）必着

　　初段から三段まで一人２回の立会を実施します。

下記４問のうち２問出題します。
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

少年団体・学校団体から受審した合格者は、入会金（1000円）を納入する

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

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。
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）

ください。

必要があります。
受審申込書（新）に審査料（消費税記載）を添えて申し込みください。
なお、特別な事情のある方は申込時にお知らせください。
少年団体と一般団体とを併設されている団体は、どちらから申し込みをする

　１．日　　時

　実施方法に変更があります。ホームページトップのCONTENTS「一級審査

  ４．審査課目

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）
会について」をご確認ください。

①　当連盟の会員であること。

　２．会　　場

　３．受審資格

　　年齢基準は審査日当日（１０月２４日）

令和　３年１０月２４日（日）　９：００～受付

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

　５．登録料

　６．入会金

　７．申込方法

①　当連盟の会員であること。
②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

のかを明確にしてください。
（一般団体からの申し込みには年会費が必要になります。）

　８．申込期日

青垣住民センター

　４．審査課目

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

④剣道稽古上の注意すべき点について５つ書きなさい。

　２．会　　場
　１．日　　時

①気・剣・体の一致について書きなさい。

　　　　　　　　　（初・二段） ①竹刀、木刀 各部の名称を書きなさい。
②竹刀の握り方について書きなさい。

①　実技

令和　３年１０月１１日（月）必着

　５．学科問題

〒669-3892　丹波市青垣町佐治114　　Tel：0795-87-0363

③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

　３．受審資格

（三　　段）

　８．申込方法

級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1 一部改正　版）を

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
（2,000円）を納入する必要があります。

　７．会　　費

③胴技を４つ書きなさい。

受審申込書に審査料（消費税記載）を添えて申し込みください。

参照してください。

④剣道修錬の心構えを４つ書きなさい。

　６．登録料

②体当たりの方法と効果について書きなさい。
③不動心について簡単に説明しなさい。

　９．申込期日



（７）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年に２回実施予定、４月に受講できなかった方は必ず受講して下さい）
（４）講　　師 　佐藤　桂生　範士　・　浦　　和人　教士
（５）講習内容 ①　木刀による剣道基本技稽古法１～９の指導法
（６）受講料 １人につき　１,０００円。
（７）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。
（８）申込期日 令和　３年　９月２７日（月）必着
（９）安全対策 本講習会中の負傷事故について、主催者は応急処置以外の責任は負わないものと

講　習　会

　全剣連中央講習会を受講された先生を中心にお願いしています。
（５）講習内容 ①　全剣連居合の解説及び段別に分かれて実習を行う。

②　段位審査会出題提示学科問題の解説。
（６）受講料 １人につき　２，０００円。

　　剣道公認審判員認定審査会受審者・更新者が受講すべき講習会

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会（西播地区主管）　◆

　３　受講資格 当連盟の会員であること。（令和３年度会員登録者）

　１　日　　時 令和　３年１０月　２日（土）　午前９時受付
　２　会　　場 兵庫県立武道館　第２道場

姫路市西延末５０４番地

　　剣道称号（教士・錬士）受審者が受講すべき講習会

　４　講　　師 兵剣連派遣講師　　剣道範士　池田公律　　剣道教士　秋山　雅彦

　７　携行品 剣道具、竹刀、木刀、審判旗、剣道着、袴、筆記用具

（公認審判員は「剣道手帳」を持参ください。）

　５　講習内容 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

地元講師　  　　

◆　木刀による剣道基本技稽古法の指導法講習会　◆

します。負傷事故の出ないように受審者は充分な用具管理と健康管理をお願いし

（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場
神戸市灘区青谷町１－１－１　　

（３）受講資格 ①　当連盟の会員であること。
②　剣道１級審査員・少年剣道委員は必修講習と位置付けられている。

します。負傷事故の出ないように受審者は充分な用具管理と健康管理をお願いし
ます。

　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。

令和　３年　９月２１日（火）必着

　本年度より、新たに実施する講習会です。１級受審者に対する正しい指導法を学んで
頂くことは勿論、剣道指導上の大事な要素を学んでいただけます。子ども達への指導と
自身の剣道修業に大いに役立つ講習会になると考えています。是非ご参加ください。

（１）日　　時 令和　３年１０月　９日（土）　　１２時３０分受付

ます。

◆　居合道一般講習会　◆

（１）日　　時 令和　３年１０月　３日（日）　　午前９時受付
（２）会　　場 兵庫県立武道館　第２道場

姫路市西延末５０４　　電話079-292-8210
（３）受講資格 ①　当連盟の会員であること。

（８）申込期日 令和　３年　９月２１日（火）必着
（９）安全対策 本講習会中の負傷事故について、主催者は応急処置以外の責任は負わないものと

②　級・段位に制限を設けない。
（４）講　　師



　

【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 17 17 　　― 17 100.0 3
初　段 6 6 0 6 100.0
二　段 8 8 0 8 100.0
三　段 14 11 0 11 78.6
四　段 9 3 0 3 33.3
五　段 4 1 0 1 25.0

以上

［８月２２（日）　兵庫県立武道館

（11）その他

（５）講習内容

審　査　会　報　告

（８）申込方法

「日本剣道形解説書」による説明、実習及び講師による指導。
１人につき　２，０００円。
剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受審予定者は小太刀も）及び筆記用具。
「日本剣道形解説書」（当日販売もあります２００円）
講習会申込書に受講料を添えて申込みください。

（９）申込期日 令和　３年１０月１８日（月）必着
（10）安全対策 本講習会中の負傷事故について、主催者は応急処置以外の責任は負わ

ないものとします。負傷事故の出ないように受講者は充分な用具管理

（６）受講料
（７）携行品

（公認審判員は「剣道手帳」を持参ください。）

　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。

令和　３年１０月１１日（月）必着

③　教・錬士称号受審予定者受講必須講習会の一つです。
（４）講　　師 兵剣連派遣講師　　剣道範士　池田公律　　剣道教士　秋山　雅彦

地元講師　

＊　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
    場合がありますのでご了承ください。

◆　日本剣道形講習会　（阪神地区主管）◆
（１）日　　時 令和　３年１０月３１日（日）　　午前９時受付
（２）会　　場 ベイコム総合体育館

〒660-0805　尼崎市西長洲町1-4-1　TEL：06-6489-2027
（３）受講資格 ①　当連盟の会員であること。

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る。

と健康管理をお願いします。
＊　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。段位審査会申込書に「認定書所有」と備考欄に記入し、審
査当日「認定書」を持参すれば、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１年間です。

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会（但馬地区主管）　◆
　１　日　　時 令和　３年１０月２３日（土）　午前９時受付
　２　会　　場 八鹿総合体育館

姫養父市八鹿小山２９１-１　TEL079-662-3803

　３　受講資格 当連盟の会員であること。（令和３年度会員登録者）

　　剣道称号（教士・錬士）受審者が受講すべき講習会

　　剣道公認審判員認定審査会受審者・更新者が受講すべき講習会

　４　講　　師 兵剣連派遣講師　　剣道範士　池田公律　　剣道教士　秋山　雅彦

地元講師　  　　

　５　講習内容 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 剣道具、竹刀、木刀、審判旗、剣道着、袴、筆記用具


