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６月の予定
５月28日 ６月度授業料引落日
（６月８日 引き落とし予備日）
５月26日 グランプリ特別練習
（午後４時～６時）
５ 月 27 日 そ ろ ば ん グ ラ ン プ リ ジ ャ
パン大阪府大会
６月２日
暗算検定試験
（通常授業なし）
６月23日 Ａ１大会申込締め切り
（実施日７月１５日）
６月２４日 珠算検定・段位検定
（珠算検定・段位検定の特別練習）
６月９日･16日・23日
午後５時～午後７時
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
☆６月２日暗算検定について☆
１ ・準１ ・２・準２ …８時３０ 分開始
３級～６級
…９時開始
所要時 間は約２５分です。お迎えの
お車 は、９時５ 分・９時35分頃にお願
い します 。受験生を 送ってくる 車が完
全 に終了 した後にお 迎えにきて いただ
きますようご協力ください。
なお、 試験日の都合が悪い場合は、
５ 月３１ 日・６月１ 日の授業中 に実施
しますので申し出てください。
試験日 の通常授業 は休講とな ります
のでご注意下さい。
☆６月２４日検定について☆
２・３級…星の郷教室 午前８時

１級…北大阪会議所 午前11時20分
段位…枚方市民会館 午前10時
当 日は午前 ７時に教室 を開けます 。
自由 に練習し てください 。１級と段 位
は会 場に直接 行ってくだ さい。時間 に
余裕 を持って 行動してく ださい。会 議
所ま での行き 方について の案内は教 室
にあ りますの で必要な方 は申し出て く
ださ い。１級 受験の中学 生以上は生 徒
手帳 を持って いってくだ さい。段位 の
会場 と時間が 従来とは異 なっていま す
ので注意して下さい。
－－ －－－－ －－－－－ －－－－－ －

中学生以上の皆さんへ
現 在、星の 郷教室には 中高生が４ ０
名在 籍してい ます。限ら れた時間の 中
で、 クラブ活 動・学習塾 ・日常の勉 強
にそ ろばんの 練習と、そ れこそ息つ く
暇もないほどの忙しさでしょう。
そろばんの練習時間に関していえ
ば、 小学校時 代に比べる と、良くて 半
減、 多くは３ 分の１程度 に減少して い
ます。
で も不思議 なことに、 総じて力は そ
れほ ど落ちて はいません 。むしろ、 検
定の 合格率は 中学生以降 、格段に上 が
ります。
時間が思うようにとれないことか
ら、 時間を大 切に扱う意 識が生まれ 、
それ が高度な 集中力を生 み出してい る
のか もしれま せん。時間 には「濃淡 」
があ ることを 生まれて初 めて実感す る
のも 中高校生 期ではない でしょうか 。

集中力 を高めたり 緩めたりす るコツ
は 、小学 生時代の豊 富な練習に よって
体 得して います。こ こぞという 時に集
中 力を一 気に高めて 効率の良い 練習を
し ている のが中学生 以降の生徒 たちで
す。
技術は 「集中力」 ×「時間」 、すな
わ ち集中 力と時間の 積に比例し ます。
ダ ラダラ と長い時間 をかけてい てはダ
メ です。 長時間机に 座っている 割に成
績 が伸び ないと嘆い ているのが このタ
イプです。
また、 いくら集中 しても時間 が短す
ぎ るのも これまたダ メです。一 端頭に
入 れたも のを熟成さ せるだけの 時間が
な いと、 技能も技術 もなかなか 自分の
ものにはなりません。
時間を かけなけれ ば伸びない 、でも
ま とまっ た時間をと れない、と いう人
た ちにう ってつけの 方法があり ます。
そ れは、 万歩計を着 けて歩くよ うに、
小刻みに時間を稼ぐ方法です。
ダイエ ットや健康 維持のため に一日
一 万歩を 目指して歩 こうにも、 まとめ
て 一万歩 を歩く時間 をとれるよ うな人
に はたぶ ん万歩計は あまり必要 なく、
ま とめて 時間をとれ ない人が身 に着け
て 、コツ コツと歩数 を貯めてい くため
に役立つのが万歩計。
そろば んの練習も 同じで、ま とめて
30分や１ 時間を練習にさけない場合に
は 、小刻 みに練習時 間を稼ぐの です。
稼 ぐコツ は「入浴す る前の１分 」とか
「 食事前 の５分」と いうように 、「○
○ する前 の時間」を 使うように するこ
と です。 「※※した あとの時間 」だと
やらない場合が多くなります。
大人に なると「※ ※したあと 」に何
か しよう と決めてい ても「※※ したあ
と 」には 何をしよう としていた か忘れ
て しまう ことが多く なりますが 、これ
はまた別問題で、2040年頃になると生
徒 の皆さ んの多くが 実感するよ うにな
るでしょう。
今年７ 月に、日本 珠算連盟主 催の全
国大会が開催されます。2000年を最後
に 途絶え ていた全国 大会ですが 、問題
内 容を変 更して全く 新しい大会 として

生まれ変わります。
そ の大会に 向けて７月 に３回、大 規
模な 合同練習 会の開催を 予定してい ま
すが 、その際 に使用する 練習問題を 今
年の３月中旬から作り始めました。
プ リント枚 数にして１ ０００枚ほ ど
の分 量ですが 、規則に従 って数字を す
べて 手でパソ コンに入力 していくの は
気の 遠くなる ような時間 と手間がか か
ります。
そ こで取っ たのが前述 の「万歩計 作
戦」 でした。 朝起きて、 顔を洗う前 に
まず １題。顔 を洗って、 朝食の前に １
題。 一口食べ て、次の一 口を食べる 前
に１題・・・・・・。
こ んな具合 に続けてい くと、「休 憩
する 前にまず １題」とい うような切 れ
目の ない状態 に陥ること もしばしば あ
りま したが、 とにかくわ ずかな時間 を
惜し んで作り 続けてきて 、ようやく ト
ンネ ルの出口 が見えつつ あるところ ま
でこぎつけました。
「 作成時間 に２００時 間必要」と 概
算す ると嫌に なっていた でしょうが 、
１分 ２分の積 み重ねが知 らず知らず の
間に ふくれあ がって形と なっていっ た
ので す。是非 皆さんにも 経験しても ら
いたいと思います。
中 学生には 月曜日と水 曜日の最終 授
業時 間（午後 ７時２０分 ～）、教室 ２
階に 自由に勉 強できる場 を設けてい ま
す。 質問にも できるだけ 答えていき ま
すの で活用し て下さい。 また、現在 授
業が 設定され ていない火 曜日・木曜 日
の遅 い時間帯 にも希望が 多ければ練 習
時間 を設けて いきますの で、希望が あ
れば申し出て下さい。
能学の大成者、世阿弥は芸の道を
「守 破離」、 すなわち、 まずは教え を
しっ かりと守 る「守」、 教えに応用 を
加え る「破」 、独自の道 を見つけ創 造
につ なげてい く「離」の 、３つの期 間
に分けたそうです。
そ ろばん学 習における 中高校生期 は
個人差もありますが、「守」から、
「破 」「離」 へと昇華し ていく段階 で
しょ うか。目 的とするも のや目標レ ベ
ルに はそれぞ れ違いがあ りますが、 あ

き らめず 、ねたまず 、気を抜か ずに、
そ れぞれ の思いを結 実させてい って下
さい。

教室移転について
ここ半 年ほど、授業中に半ば冗談・
半 ば本気 のように生 徒たちに話 してき
ま したが 、教室の移 転が今年の 秋に実
現します。
場 所は現教室 から直線距離で20㍍ほ
ど 東で、 現在は更地 になってい ます。
５月中 旬に土地を 契約しまし た。建
物 の設計 ・建築確認 を経て、６ 月中に
は 建築着 工し、９月 頃に移転し たいと
思っています。
平 成11年９月に交野市藤が尾６丁目
に 星の郷 教室は誕生 しました。 教室定
員30名で したが、ほどなくして生徒の
時 間変更 に応じるこ とができな いよう
にな り平成17年６月に現教室に移転し
ました。
１ 階定員は倍 以上の68名となり、し
ば らくの 間は時間変 更も自由に できて
い ました が、数年後 にはそれも ままな
く なり、 それどころ か当初は想 定して
い なかっ た２階を使 用する頻度 が増え
てきました。
週３回 以上出席で きる「無制 限クラ
ス 」を選 択する生徒 の割合が７ 割を超
え るよう になって、 教室は常に 定員前
後の生徒が練習している状態です。
練習時 間と練習環 境を確保す るため
には移転が必要になってきたのです
が 、なか なか移転候 補地が見つ からず
に 時間が 経過。昨年 末になって 絶好の
場 所に候 補地が急浮 上してきて このた
び契約となりました。
新教室は、中央部に吹き抜けを作
り 、通常 の２階部分 を「２階席 」のよ
う に配置 する予定で す。ふだん は１階
部 分のみ で対応し、 検定試験や 大会な
ど の行事 では２階席 も使用する ことに
なるでしょう。
新教室 が完成致し ましたら、 ご家庭
の 皆様方 にも自由に ご見学頂く 時間を
設けようと思います。
☆ 現教室 でも授業の 見学はいつ でも可
能 です。 事前の連絡 やお申し込 みは不
要 です。 お子様達が 練習に取り 組む様

子を是非ご覧下さい。

出席時間20時間以上の生徒
（５月20日までの１ヶ月）
山口愛未40 金本大夢39 金本三夢39 桑原
彩衣39 桑原唯衣36 金本愛夢36 山内星徳
34 中村如月32 奥田あさひ31 盛井元仁30
山内優歩29 山根建太朗29 山内美空29
奥田南海28 楓まい28 西村早貴28 今井翔
太26 神山周24 辻尾陸人24 永田綾稀24
桑原麻衣24 塚本旬24 古川愛佳23 湊結子
23 文沢駿介22 齋藤小春22 松下菜々22
北森遥弥21 北森彩月21 西井颯一朗21 窪
田一誠21 木寺輝21 楓陸21 塚本裕策21
森岡優海21 大内悠聖20 大内崚聖20 神山
百合20 文沢一花20 東阪太陽20 井上寛大
20

猛スピードばく進中（PERFECT）
（ 初 歩 教 材 PERFECTを １ ヶ 月 で 20ペ
ージ以上進んだ生徒）
松下明日香85 峯忠暉76 塚本旬64 岩瀬菜
々香62 久保田絢香47 松田航45 田邊大翔
42 森田航平40 井上寛大39 新町陽介39
高倉英己38 高山翔太33 高山琴音33 出合
祐喜30 藤本直也29 出合拓翔29 辻尾陸人
28 宇佐美碧海26 出野侑季26 仲井心琴26
藤原蓮26 深江菜月24 西井颯一朗23 小
田一葉23 安見栞21 北森彩月20 入口寛都
20

猛スピードばく進中（瞬達）
（初 歩教材「 瞬達」を１ ヶ月で５ペ ー
ジ以上進んだ生徒）
中村如月20 永田綾稀19 神山百合14 東阪
怜奈13 今井翔太12 山本莉奈11 明浦日香
10 村 垣 夏南 9 谷侑 樹 9 前田小 春9 齋 藤
小春8 東阪太陽8 古川愛佳7 吉見優里7
吉永灯7 小西真雪6 田丸彩月6 野口拓海6
松 下 菜々 6 森 遥 香 6 石 橋 広太 郎 5 三 田
村航季5 村上小夏5

フラッシュ暗算合格者

（５月20日までの１ヶ月間）
八段
七段
六段
五段
四段
三段
二段

岩成海
黒田幸花
盛井元仁
山名翔大郞
山名翔大郞 黒田佳花
山名翔大郞 奥田あさひ
岡田遥 吉永灯

１級
４級
５級

井手勇希 金子千紘 楠田知己
中川優花 前田謙吾 眞井夏希
松下周子
植田成海 伊賀敬弘 木寺匠
今井翔太 谷侑樹 前田小春

６級

今井翔太
中村如月

７級

田丸彩月 中村如月 永田綾稀
石橋広太郎 井上寛大 本間響

８級

田丸 彩 月 永 田 綾稀 本間 響 上山 敬大
金井叶斗 神山百合 中野明
永田綾稀 金井叶斗 神山百合
小西美琴 吉見駿冴

９級
10級

金井叶斗
吉見駿冴

前田小春
山本莉奈

楓陸

神山百合
実生碧

田丸彩月

小西美琴

－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
☆ 昨年の 震災直後か ら教室に募 金箱を
設 置し、 集まった募 金で大縄を １００
本 購入し て、被災地 の学校や避 難所、
仮 設住宅 に贈ったこ とを以前塾 報でご
紹 介した ことがあり ます。その 後、大
縄 寄贈に 対するお礼 の言葉を宮 城県東
松 島市立 大曲小学校 の校長先生 からい
た だきま したので、 その文面も 校長先
生 のご了 解を得て塾 報に転載さ せて頂
きました。
５ 月13日、全国珠算教育連盟宮城県
支部主催の講習会にお招き頂きまし
た 。この 機会を利用 して、震災 から１
年 あまり 経った大曲 小学校や東 松島市
の 様子を 見学し、生 徒の皆さん にお知
ら せでき ればと思い 、わずかな 時間で
したが訪問してきました。
仙台市 内から車で １時間弱。 道中、
震災の跡はほとんど見受けられませ
ん 。東松 島市に入っ てもしばら くはど
こにも変わった様子はなく、小学校
着 。日曜 日の校庭で は、少年サ ッカー
チ ームが 練習をして いました。 校舎の
外観にも変化がないように見えまし
た 。昨年 いただいた お写真では 、校庭
に ひっく り返った車 があったの ですが
そ んな惨 状がまった く想像でき ないほ
どの落ち着いたたたずまいでした。

と ころが校 舎の１階部 分を窓越し に
のぞ いてみる と、床は泥 だらけで壁 は
はが れ落ちた まま。大工 さんが使う 道
具が そこかし こにありま したから、 ま
さに 復興途中 。校庭のフ ェンスも車 が
何台 も激突し たような曲 がり方をし た
ものが手つかずで残っていました。
海 側に足を 向けると、 海岸からず い
ぶん 離れた田 んぼの真ん 中に漁船が 打
ち上 げられて いたり、１ 階部分が骨 組
みだ けになっ た家が数百 ㍍に１軒ず つ
残っ ていたり 、がれきが うずたかく 積
まれ ていたり していまし た。学校が 最
終の 防波堤の ような役割 をしていた の
かもしれません。
日 曜日でし たから皆さ んが贈った 大
縄を 実際に使 っていると ころは見学 で
きま せんでし たが、きっ と休み時間 に
は校 庭のそこ かしこでみ んなが力を 合
わせ て跳んで いるのだろ うなと想像 し
ながら東松島市を後にしました。
行 きの飛行 機は日本列 島を北上し 、
福島 上空を横 切って太平 洋に出、大 き
く左 旋回をし ながら仙台 空港に到着 し
まし た。窓か らは海岸沿 いに大きな 人
工物 がいくつ も見えまし たが、遠く に
福島 原発も視 野に入って いたかもし れ
ませ ん。機内 のモニター には福島県 南
相馬 市の南部 を東に向か って飛行機 が
飛ん でいる地 図が出てい ましたから 、
あま り正確で はないにせ よ、原発の 近
くを飛んでいきました。
こ こ数日、 『福島原発 の真実 最 高
幹部 の独白』 （今西憲之 ・週刊朝日 取
材班 著、朝日 新聞出版） という本を 読
んで います。 地震直後か ら福島原発 内
にい た東京電 力の幹部が 書き残した メ
モを 中心に事 故の概要と 作業員達の 対
応が 書かれた 本ですが、 政府の発表 や
東電 の記者会 見、マスコ ミの報道だ け
では 私たちが 知らされて いない現実 が
あま りにも多 いことに慄 然とします 。

