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全日本ユース大会申込締切
Ａ１グランプリ大会申込締切
特別練習
フラッシュ暗算体験（ＡＴＣ）
授業料引き落とし予備日
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予定
能力検定 段位試験

授業料引き落とし

特別練習
能力検定発表
そろばん大阪一決定戦（オンライン）
段位発表

※変更可能性あり

特別練習
全日本ユース大会（オンライン）

練習時間の変更があります（別項参照）
勤労感謝の日（通常授業なし）

授業料引き落とし 特別練習
能力検定証書交付

特別練習の予定と対象者
10月31日（土） 午後５時～７時
○そろばん大阪一決定戦出場者のみ
11月７日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○全日本ユース出場者
11月14日（土） 午後５時～７時
○全日本ユース出場者のみ
11月28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
○Ａ１グランプリ大会出場者
11月３日（火）大阪一決定戦について
会場 星の郷教室（オンライン）
時間 午前９時30分開始 正午終了予定
（当日は午前９時に教室を開けます。参加者多数の
ため、今回は観覧席が設置できません。どうかご了
承のほど、お願いいたします）
11月８日（日）フラッシュ暗算
大阪南港ＡＴＣにおいて咲洲こどもEXPOという催
しが開催されます。会場の一角に午前11時から午後
４時まで、フラッシュ暗算体験コーナーが設置され
て、そろばん未経験者には簡単な手ほどき、経験者
はフラッシュ暗算にチャレンジできます。
11月11日（水）授業について
日本珠算連盟の理事会日になっておりますが、オ
ンラインでの開催が濃厚なため、通常授業を予定し
ています。急遽変更になる場合は一斉メールにてご
案内致します。
11月21日（土）の練習時間
多くの学校で通常授業が行われるため、練習は次
のようになります。
○学校の授業がない生徒
通常通り、午前８時３０分と９時３０分に出席
してください。
○学校の授業がある生徒
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。
☆11月15日全日本ユース大会☆
出場をおすすめする生徒の皆さんに申込書を配布し
ております。４月開催予定だった大会ですが、今年
度中に会場で実施できる目処が立たないため、急遽
11月15日にオンラインで開催することが決定しまし
た。オンラインならではの競技方法で行います。
（15日の都合が付かない皆さんは、別の日に通信制

で行うこともできます）大会は午前９時開始、正
午終了予定で、会場は星の郷教室、朝８時30分に
教室を開けます。
参加料 ２０００円
☆Ａ１大会のおすすめ☆
現在、２桁以上のかけ算・わり算を習得した生
徒全員にＡ１大会の案内を配っています。
大会日時 １２月２０日 午前10時～午後５時の
間で部門別に３時間程度
会場 枚方市立地域活性化支援センター（｢輝きプ
ラザきらら｣内）
参加料 ２０００円
コロナの状況と参加者数によりまして、オンラ
イン形式、または通信制に切り替わる可能性があ
ります。申込時から通信制を選択することもでき
ます。
出席時間20時間以上の生徒
（10月20日までの１ヶ月）
住野心春50 西畑隆智49 伊丹琉太43 住野剛悠41
山川翔太郎40 脇野奈緒39 辻奏音38 久本和奏38
稲垣綜一郎37 立川拓弥37 前澤咲希37 山川侑
那36 奥田秀哉36 立川紗彩36 加納颯真35 前澤
咲来35 西井陽34 茅島陸斗33 髙橋瞭斗32 和
泉絢音31 西畑美伶31 深江萌黄30 藤江里奈30
佐野幹太29 清水知愛29 梶晴真28 佐野心春28
三島ゆり子28 早野蓮27 佐野吟次朗27 木下俊
大26 髙津乃愛26 久原逞26 足立喜大25 荒平
隆翔25 松井悠真25 竹内麻結25 久原遥真25 松
浦大士25 森川颯仁25 山本大貴24 大野希偉24
松井一真24 武藤希実24 興田佳歩23 早野碧23
福原真央23 川邊ころも22 稲垣由紀子22 武藤
慎治22 山本悠真21 林真央20 森本一生20
（あと１時間だった皆さん）岡山弘輝 金井里琥
斗 酒向柚希 日髙虹心 森川凛香
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）
大野希偉91 黒田隆陽64 森川寧々52 上井夢乃49
平岡竜二46 岡山弘輝40 森川凛香39 厚主珠里37
日髙虹輝32 須佐真乃和31 臼井心琴28 林心28
渋谷彩心27 牧心乃夏27 四方海翔26 清水陽大26
そろばん学習で身に付く力
10月25日施行の１～３級珠算能力検定試験に星
の郷教室から60名、段位認定試験には42名が受験
しました。過去の記録を調べたわけではありませ
んが、おそらく教室開設以来、最多人数です。
102名がそれぞれ目標を持って受験の申込をした
のが１ヶ月半ほど前のこと。受験申込前の練習か
ら試験日まで、102名それぞれにドラマがありまし
た。
サスペンス、コメディ、ホラー、SF、 恋愛、ア
ニメ、ドキュメンタリー、時代劇、 ミュージカ
ル。ドラマにもいろいろありますが、皆さんはど
れが最も近かったでしょうか。
そろばん学習では暗算力が身に付きます。暗算
力はそろばん学習で身につく力としてもっともハ
ッキリとしたわかりやすい力です。一時期、テレ
ビでよく取り上げられたフラッシュ暗算は、珠算
式暗算をご存知でない方々にとっては衝撃ですら
あったでしょう。
そろばんの練習を続けることで、そろばんの映
像が頭の中に浮かぶようになり、その映像を使っ

てあたかも本物のそろばんを操作するようにして
計算するのが珠算式暗算です。習い始めの頃は、
頭の中の映像はおぼろげで一珠と五珠の区別もな
く、２と３の違いも曖昧です。しかし、練習を重
ねる間に、頭の中の像は、よりハッキリと、より
幅広くなっていき、実際のそろばんを使って行う
計算の数倍の速さでできるようになります。もっ
とも、常に自分の実力を伸ばすために、実力の少
し上のラインで練習をしていますから、いつまで
たっても暗算が苦手だ！ という思い込みを持っ
たままの生徒がいるのは確かです。そんなときは
通ってきた道を少し振り返ると、暗算力の伸びを
確実に知ることができますが、振り返るわずかな
時間ももったいないほど前向きな生徒の皆さんに
は、これは通用しないアドバイスです。
さて、「振り返るわずかな時間ももったいない
ほど前向き」と書きましたが、上達するために必
要なものはこの「前向きに進もうとする力」で、
一 般 的 に 「 向 上心 」 と 呼 ば れ る も の で す。 さ ら
に、向上心に「探究心」が合わさると、練習に工
夫が生まれたり、新たな目標が出てきたりもしま
す。言われるがまま、指導されるがまま時間を過
ごす練習とは異なり、意欲を持った練習は次なる
課題の存在を教えてくれ、その克服のためにまた
工夫するという望ましい精神状態の形成に役立ち
ます。
そろばん学習では、級や点数、速度、桁数など
で表される暗算力という目に見えやすい力と、暗
算力を養うために必要な、数値化が難しいものの
とても大切な「向上心」を育てるための検定や大
会をはじめとするしかけがたくさん準備されてい
ます。是非、多くの皆さんにチャンスをつかんで
ほしいと願っています。
ところで、検定には合格、段位には総合昇段と
種目別昇段という結果がついてきます。本番とい
うたった１回の結果で判定されるのが試験です。
今までのデータから推定すると、本番で失敗をす
る受験生が６割、練習通りが３割、練習以上の成
績を残す受験生が１割程度でしょうか。
失敗しても基準点を超えれば合格になりますか
ら、合格率としてはそこまで下がりませんが、気
持ちよく全てを出し切ることができるのは実は少
数です。本番という緊張感とプレッシャーで多く
の人はがんじがらめになって挑んでいきます。
日常の練習の様子を間近に見ている私には、た
とえ合格には結びつかなかったとしても、あるい
はたとえ昇段には届かなかったとしても､生徒の皆
さんの確実な伸びを実感しています。生徒自身も
もちろん実感していることでしょう。単に時間を
計って練習するだけの生徒は少なくて、毎回、新
たな作戦や課題を意識して練習している生徒がほ
とんどです。
言わずもがなのことですが、合格という結果で
過去の全てを肯定することも、あるいは不合格と
いう結果で過去を否定することも、とても危険な
判断です。結果はあくまでも試験当日の一時的な
ものとして受け止めていただいて、それまでの過
程を是非とも大切になさって下さい。
※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。

