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そろばん夏休みのお知らせ
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全大阪オープン・チャレンジャーズ

特別練習

授業料引き落とし

特別練習
段位検定（午前９時～）

特別練習

能力検定・段位申込配布

特別練習

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振り替えてく
ださい。

特別練習の予定と対象者
７月25日・８月１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
８月８日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○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
８月22日（土） 午後５時～７時
○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
８月29日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○暗算検定受験者
○塾生ブロック大会出場者

９月９日（水）臨時休講について

先月号でもお知らせ致しましたが、奇数
月の第２水曜日に日本珠算連盟の理事会が
開催されるため、９月９日は臨時休講とな
ります。
７月の理事会は直前になってオンライン
開催と決定したため、通常授業を行うこと
ができました。９月も現下の感染状況から
変更があるかもわかりません。決定次第、
すみやかにお知らせ致します。
臨時休講になりました場合、他の曜日に
振り替えをお願い致します。

８月２日段位試験について
授業料引き落とし
特別練習

◎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
新型コロナ感染症の広がりにより、全大
阪オープン大会と、チャレンジャーズステ
ージの開催につきまして、現在、検討が行
われております。詳細が決定しましたら、
すみやかにお知らせ致します。

出席時間20時間以上の生徒

（７月20日までの１ヶ月）
西畑隆智56 佐野幹太47 稲垣綜一郎43 佐野
吟次朗43 西畑美伶40 住野心春39 住野剛悠
39 清水知愛38 立川紗彩38 西井陽38 奥田
秀哉37 佐野心春36 立川拓弥36 久原遥真36
三島ゆり子35 深江萌黄34 武藤希実34 髙
津乃愛32 髙橋瞭斗32 久本和奏31 早野蓮31
藤江里奈31 和泉絢音30 茅島陸斗30 早野碧
30 山川翔太郎30 梶晴真29 土橋茉白29 前
澤咲来29 加納颯真28 下川原沙希28 前澤咲
希28 山本大貴28 福原真央25 江戸さくら25
松井一真25 脇野奈緒25 下川原空良24 辻
奏音24 山川侑那24 川﨑大樹23 土橋柊空23
松井悠真23 森本一生23 稲垣由紀子22 伊
丹琉太22 木下俊大22 酒向柚希22 久原逞22
興田佳歩21 武藤慎治21 江戸孝輔20
（あと１時間だった皆さん）和泉琴音 松浦大士
牧心菜

猛スピードばく進中

（初歩教材PERFECTを１ヶ月で20ページ以上
進んだ生徒）
住野心春117 住野剛悠116 松井悠真108 脇
野奈緒76 伊﨑快晴56 日髙虹心56 黒田隆陽
54 森川凛香47 岡山弘輝43 植田将太35 日
髙虹輝35 四方海翔33 東下優結香26 水金凜
太郎24 玉置さくら22
（以下はコロナ対策期間を含む６月20日ま
でに20ページ以上進んだ皆さんです）
垣見勇我155 伊﨑快晴129 住野剛悠114 住
野心春113 池田勇輝94 小西椛乃86 四方海
翔74 玉置さくら73 松井悠真59 岩見汰一56
水金凜太郎56 福山彩美40 濵本莉希37 尾
谷勇亮32 日髙瑠哉32 三井一華24 立川紗彩
23

到達度練習について
初歩教材で加減の方法を学んだあと、か
け算、わり算、暗算の練習が本格的に始ま
ります。
開塾以来、色々な教材を開発してきまし
た。一枚ものの補助教材もあれば、何百枚
にもなるプリント集まで様々です。「そう
だ！」と思いついて、喜び勇んで作り、保
存フォルダを除くと、以前に似たものを作

っていたことに唖然ということもしばしば
です。家にあることを忘れて、同じものを
買ってきたときの、あの「しまった！」と
いうのと、同じ感覚でしょうか？
中にはi-testのように検定試験として全
国で実施されているヒット作？もあります
が、多くは「今、目の前にいる、ある１人
の生徒に必要なものを作る」教材ですか
ら、過去のものを探すよりもそのときのテ
ンションで作ることのほうが多くなってい
ます。
現在多くの皆さんが練習している「到達
度」という教材は、過去の各種検定試験やi
-testの利点を取り入れて作ったもので、練
習を始めてから１年ほどになります。効果
にはかなりの手応えを感じていますが、今
でも、この教材を最大限活用する練習方法
をいろいろと試しているところです。
つい１週間ほど前に、到達度プリントを
使ってスピードと正確性をより高めるため
に専用の答案用紙を作成し、「Power Up」
と銘打った練習を開始しました。同じ問題
を繰り返して練習する成果を、生徒自身が
実感できるように目に見える形で提示して
います。
まだ始まったばかりの練習ですが、すで
に全員に効果が現れています。しばらく同
じ場所で立ち止まっていた生徒たちが、俄
然進み出しもしています。
開塾して20年を超えましたが、指導方法
には終着点がないということを、生徒の皆
さんに今でも思い知らされます。教室は、
やはり、永遠に未完成です。
※感染防止対策として、教室は常に窓を開
けております。クーラーをつけていますの
で、風が当たって涼しいところや寒いとこ
ろもあれば、クーラーの効きが良くないと
ころもあります。服装の着脱をお願いした
り座席の移動でしのいでいますが、要望を
うまく伝えることができない生徒がいると
思います。ご家庭で何かお気づきの点があ
りましたら教室までお知らせください。
※ご家族のどなたかが感染したり、濃厚接
触者に認定された場合は教室までお知らせ
ください。協会のガイドラインに沿って、
教室での対応を決定します。
※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。

