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そろばん夏休みのお知らせ

今年の夏休みは８月11日（火）～８月15日
（土）です。この期間の練習時数は他に振
り替えることができます。
授業料引き落とし
中学生クラス
中学生クラス
暗算検定申込書配布 特別練習

授業料引き落とし予備日

全大阪オープン・チャレンジャーズ
申込締め切り 特別練習

特別練習の予定と対象者
７月４・11日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○アバカスフェスタ出場者
○段位受験者
○全大阪オープン申込予定者
○チャレンジャーズステージ申込予定者
７月18日（土） 午後５時～７時
○アバカスフェスタ出場者のみ
７月25日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○段位受験者
○全大阪オープン出場者
○チャレンジャーズステージ出場者

７月８日（水）臨時休講について

練習時間の変更があります（別項参照）
暗算検定申込締め切り 特別練習

アバカスフェスタ
塾生ブロック大会申込締め切り
特別練習

授業料引き落とし

当教室は、日本商工会議所の傘下団体で
ある一般社団法人日本珠算連盟（通称：日
珠連）に加盟しております。日珠連の６月
総会で、私は大阪の理事として選出されま
した関係で理事会に出席しなければならな
くなったのですが、その理事会が奇数月の
第二水曜日に開催されることが慣例になっ
ているとの連絡を受けました。何年もそう
だといいます。「授業を休んでまで行う理
事会とは？」との疑問を本部に伝え、今後
の日程変更を交渉しているところですが、
いかんせん、まだ私は一度も理事会に出席
したことがありませんので、私の提案が正
式の議案になっていません。
しかしながら、新型コロナウイルスの新
規感染者がいまだ全国で２桁台で推移して
いることから、もしかすると７月８日の理
事会が延期、もしくはリモートでの開催に

なる可能性もあります。その場合は通常授
業を行いますので、一斉メールにてお知ら
せ致します。
水曜日出席の皆さんは、他の曜日に振り
替えをお願いします。

７月18日（土）の練習時間

交野市の公立小学校・中学校が７月18日
（土）に授業が実施されるため、練習は次
のようになります。
○交野市の公立小中学校以外の生徒
通常通り、午前８時３０分と９時３０
分に出席してください。
○交野市の公立小中学校の生徒
午前８時30分クラスを午後３時から、
午前９時30分クラスを午後４時から行
います。終了時間は、それぞれ３時50
分と４時50分です。

７月23日アバカスフェスタについて

◎開始時間⋯９時30分・12時・14時30分
◎場所⋯エルおおさか
※３密を避けるため、会場定員が減ってい
ます。申込状況を見て、どの部門がどの時
間帯に始まるかは６月29日以降に決定され
ます。決定次第、一斉メールにてお知らせ
致します。

中学生クラス

定期テスト前の火曜日に設定しておりま
した中学生クラスは、この時期に限り木曜
日にも設置します。６月30日、７月２日、
７月７日、７月９日の午後７時20分～９時
まで、中学生以上の練習、勉強に自由に使
ってください。練習時間には含めません。

８月２日段位試験について

◎時間⋯９時（８時に教室を開けます）
◎場所⋯星の郷教室
※都合の合わない皆さんは前日受験が可能
です。

全大阪・チャレンジャーズ

両大会とも、８月23日に大阪商工会議所
で開催されます。チャレンジャーズは９時
開会（昼食休憩無しで午後１時終了予
定）、全大阪は10時開会（午後５時終了予
定）で、原則、現地集合・現地解散です。
制服のある生徒は制服着用となります。チ
ャレンジャーズは正午前後、全大阪は午後
２時頃から７階国際会議ホールにおいて決
勝戦があります。チャレンジャーズは午前
から、全大阪は午後から観覧できますの
で、是非ご覧下さい。参加資格に達してい
る皆さんに申込書を配布していきます。参

加料は、全大阪オープン4000円、チャレン
ジ ャー ズ 2500円 、申 込締 切は ７月11日で
す。

塾生ブロック大会

今年は、新型コロナウイルスの影響で会
場実施と教室実施の２つの参加パターンが
あります。どちらに参加するかは申込時に
自由に選んで頂けます。大会問題はどちら
もコロナ特別練習期間に行っていた「ラン
ク戦」と同様のものが使用され、時間はそ
ろばん種目７分、暗算種目２分30秒です。
有資格者に申込書を配布します。
【会場実施】
◎日時⋯９月13日（日） 時間は未定
◎会場⋯北大阪商工会議所「きらら」
◎部門⋯小学４年生以下の部
小学５・６年生の部
中高生の部
◎表彰⋯各部門ごとに１～10位と、金賞・
銀賞・銅賞を表彰
※会場定員の関係で、申込者数により部門
別に時間を設定して実施する可能性があり
ます。予定では、①小学４年生以下 ９時30
分開始 ②小学５・６年生 12時開始 ③中
高生 14時30分開始となっておりますが、申
し込みを締め切ってからの決定となります
ので、その点お含みおきください。
【教室実施】
◎日時⋯９月14日～19日の授業時間内
◎会場⋯星の郷教室
◎部門⋯小学４年生以下の部
小学５・６年生の部
中高生の部
◎表彰⋯点数により、満点賞・金賞・銀賞
・銅賞を表彰

合宿中止

今年度の合宿は残念ながら中止となりま
す。①学校の夏休み期間中にいつもの宿舎
の確保が困難になったこと。②宿舎を変更
したとしても、３密を防ぐために参加者数
を絞らなければならないこと。③参加者を
絞ることで参加料が割高になる可能性があ
ること。
何よりも、合宿を通じて心身ともに一段
と成長を目指すために「濃厚接触」を避け
られないことが、中止判断の最大の理由で
す。事情が変われば、時期にこだわらず、
合宿を実施する予定です。

すきま時間の有効活用

緊急事態宣言が発令されてから行ってき

ておりますZoomやLINEを利用した指導は
現在も継続しております。
オンラインでの練習も授業回数にカウン
トされますので、週１回・週２回の練習体
制の皆さんにはオンラインは物足りなく感
じる生徒もいるかもしれませんが、無制限
クラスを選択していると、練習のバリエー
ションが広がります。
「到達度」という問題を練習している場
合を例に説明します。
通常、プリントでの練習は、①時間を計
る②間違い直しをする③速度をつけたり、
弱点問題の克服のためにそのプリントを利
用した個人練習を行う、という３つの工程
になります。
②と③で力をつけて、次のプリントの①
で成果を見る、というほうが練習目的に沿
った順序になりますが、時間を区切っての
練習体制になっているため、計時する内容
によっては①でタイムアップとなり、次の
練習で②③に取り組むことがあります。今
すぐに課題を克服できればと思うのです
が、次の予定が詰まっている生徒も多いの
で、少し残って練習するというわけにもい
きません。
こんな場合、プリントを提出せずに自宅
に持ち帰ってもらい、すきま時間を利用し
て間違い直しをし、そのプリントをLINEで
送ってもらったり、Zoomで指導ができる
と、次の練習では①からスタートできま
す。お家ではまとまった練習時間がとれな
くとも練習効果は大きなものとなります。
緊急事態宣言発令中の自宅練習期間で大
きく伸びた生徒がたくさんいます。いろい
ろな要因が考えられますが、①②③をその
日のうちに消化できたことがその最大のも
のではなかったかと考えています。
事情が許すようでしたら、より一層の短
期上達が見込める無制限クラスを選択され
てはいかがでしょうか。また現在無制限ク
ラスを選択している皆さんは、お家でのす
きま時間の利用をお勧めします。「今日練
習したプリント、持って帰っても良いです
か？」という言葉、待ってます！
新しい項目を導入中の生徒や、初歩教材
を練習している生徒、Ｊ１練習をしている
皆さんや大会練習の皆さんが家庭での練習
を組み込む場合は、教室での練習内容を変
更したり、家庭練習用の問題を渡しますの
で申し出てください。

マスク着用のお願い

毎日数十名の新型コロナウイルス感染者
が報告されています。感染は食事を伴う時
に多いと報道されており、やはりマスク着
用はしばらくの間不可欠のようです。
マスク忘れの生徒には、教室からマスク
を渡しますので、次の出席時に、新しいマ
スクを提出してください。アベノマスクや
その他のマスクを提供して頂いた皆様、ど
うもありがとうございました。
右は保護者様
から頂いた手作
りマスクです。
白い部分はキッ
チンペーパーで
ひもはストッキ
ング、大きさも
３つあり、なん
と、教室のマー
クまで入ってい
ます。お気持ち
がうれしくて紹
介させて頂きま
した。
首相がつけて
いるのを拝見すると小さなアベノマスクで
すが、小学１・２年生がつけるとなるとマ
スクの用をなさないほど大きくて存在感あ
りすぎです。顔の大きさを測るものさしと
しての価値もありそうです。

進学おめでとう

小学１年生、中学１年生の、高校１年
生、大学１年生、社会人１年生の皆さん、
進学おめでとうございます。その他の皆さ
ん、進級おめでとうございます。
いつもなら、桜の花が咲く頃に全国各地
でこの言葉が聞かれたはずなのに、今年は
ウイルスの影響で、とんでもない幕開けと
なってしまいました。
日本では、第一波が落ち着きを見せてい
ますが、世界ではまだまだ感染が拡大して
います。経済活動と感染防止という二つの
問題を両方解決するのはかなりの難題で、
日本でも少々の感染を覚悟しながら社会生
活を正常に戻す手探りの状態がしばらくは
続きそうです。ワクチンと治療薬の両方が
開発されて、今の「新しい生活様式」から
解放されるには、まだしばらく時間がかか
りそうですが、生徒の皆さんの成長を止め
ることなく、安心して学習に取り組めるよ

うに、教室では今後も色々な対策を講じて
いきます。
さて、進学に伴って生活が激変するのは
誰もが経験します。特に新中１生と新高１
生が遭遇する変化は大きく、新たな学習環
境や入ったクラブによっては、対応するだ
けで心身ともにヘトヘトになっている人も
いるでしょう。
まずは３日我慢することです。１日目に
苦しかったことが３日目には苦しさはあり
ますが、１日目に感じたものとは少し変化
しています。それは環境に慣れたことと、
体と気持ちに先を見通す余裕が出てくるこ
とによるものです。
３日我慢できれば、今度は３週間我慢し
ます。３週間の間に、力のさじ加減が身に
つきます。
３週間我慢できれば、３か月我慢できま
す。３か月の間に、最初は「環境の激変」
だった様々なことが、ふつうの日常のこと
として自分のものになってきています。
これを「成長」と呼びます。
動物でも植物でも、必要な時期に必要な
ものを体に取り込めば身体の成長がありま
す。しかしここでいう「成長」は、人が人
として生きていく上で不可欠な、精神の成
長や社会性の伸張のことを指しています。
人が成長するためには、人為的な働きか
けを受けたり、自身から刺激を求めていく
行為が必要です。そして、その行為に「前
向きな気持ち」が伴えば、成長はより間違
いのないものとして約束されます。
今回のコロナによる様々な自粛は、人と
しての成長を保証する「他者との関わり」
を制限することがもっとも大きな問題でし
た。感染リスクを抑えるために、もう一つ
の大切なことを犠牲にしたのです。
さて、言葉は生き物だと言われます。本
来は違う意味のはずなのに、今ではそちら
の方が正しいように扱われるものもあっ
て、うかつに使えない言葉があります。
たとえば「潮時」。ちょうど良い時機を
表す言葉が、今では、終わりを表す言葉と
しての意味として使われることが多くなっ
ています。潮の満ち引きから、「引き際」
のイメージが強くなって長い年月をかけて
変化してきたものなのでしょうか。
コロナでは「距離を置く」という言葉に
新しい意味が付け加わりました。今までは
「疎遠になる」ことを指していましたが、

今では、感染してしまって一時的にしろ疎
遠になることを防ぐために、「積極的に他
者との物理的な距離をあけよう」という意
味を持っています。これほど短時間で別の
意味を獲得した言葉は他にありましたでし
ょうか。
そろばん学習に話を戻します。
そろばん学習では、嫌々ながら練習して
も全く技術の進歩は見られません。むし
ろ、技術は後退してしまいます。適当にご
まかして指を動かしたり、無為に時間を過
ごして終了時間を待つだけだと、間違いな
く技術後退のスパイラルに入り込みます。
また同時に、人間は嫌々ながら取り組ん
だとしてもたまたま高得点が出れば喜んで
しまうややこしい生き物でもあって、私た
ち指導する側は、このややこしくも愛らし
い生き物に対して世間一般にいう「望まし
い姿勢」を身につけてもらうことが指導の
目的となります。
具体的には、努力がきちんと結果に反映
される経験を積ませるために、練習環境を
整え、教材を準備し、計算方法を教え、検
定試験や大会といった装置を準備します。
望ましい姿勢とは、「前向きな気持ちで
物事に取り組む」こと、すなわち先に書い
た「成長」を目指す姿勢に他なりません。
これが、そろばん教室がちょっとした目先
の目標を乗り越えながら成長する経験を積
む場であると確信するゆえんです。
進学で時間的な余裕がなくなり、今まで
のように豊富な練習時間がとれなくなりま
す。誰にでも１日は24時間で、公平に与え
られています。しかし、この24時間の密度
は人によってバラバラで、それまでの成長
の仕方によって密度は決定されるといって
も良いかもしれません。
中高生は、今までのそろばん学習で「時
間」とシビアに向き合ってきました。時に
は秒単位で時間と競争をしてきました。こ
の経験を生かして、これからは今まで以上
に時間を意識して集中力を極限にまで高め
て練習に取り組んでみてください。きっと
良い結果が待っています。
活用できる皆さんはZoomやLINEもどう
ぞ利用してください。
※新入生の受け付け、授業の見学は随時行っています。
暗算力と集中力を両輪にして人間力を高めていくそろば
ん学習を多くの人に知って頂きたいと思っております。
どうぞ、お知り合いの方をご紹介ください。

