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10月の予定
９月28日

ださ い。２・ ３級の２つ の試験を受 け

10月度授業料引落日

（10月９日 引き落とし予備日）

10月21日

通信珠算競技大会

10月28日

１～３級・段位検定

11月３日

近畿小中珠算競技大会
特別練習

る人 は、午前 ７時から３ 級、８時か ら
２級の試験を行います。
☆10月21日通信大会について☆
会 場 は 守 口 門 真 商 工 会 館 （ 国 道 163
号線 沿い。中 央環状線を 越えてすぐ 左

通信大会・10月28日珠算検定・近畿小

手に あります 。京阪電車 「門真市」 駅

中 大会の 特別練習は 以下の通り です。

下車 １５分） です。基本 は、現地集 合

時 間中、 いつ来てい つ帰っても ＯＫで

・現 地解散で すが、引率 を希望する 皆

す。

さんは申し出て下さい。午前９時開

10月６・13・20日…午後５時～７時
10月27日

…

午後３時～７時

－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
☆10月28日検定について☆
２・３級…星の郷教室
１級…北大阪会議所

午前８時
午前11時20分

段 位…枚 方市民会館 ２階

第６ 集会室

午前10時
当日は 午前７時に 教室を開け ます。
（ 送 迎 車 用 停 車 場 【 Aコ ー プ 隣 】 も 開
け ておき 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

始、午後１時終了予定です。
☆11月23日大阪一決定戦について☆
９月16日の塾生ブロック大会と同程
度の 問題で行 われる表記 大会の参加 希
望者は10月６日までに申し出てくださ
い。 申込者多 数の場合は 教室内で予 選
を行います。
☆１月14日あんざん種目別
チャンピオン大会のご案内☆
暗 算検定受 験者は全員 出場できる 大
会で す。実力 別に部門と 問題を分け 、
暗算 能力を競 います。該 当者には別 途
案内と申込書を渡していきます。例
年、大会は12月に 行われていました
が、今年は１月開催となりました。
暗算検定の合格級、またはi-testの認
定済 み級によ って、出場 する部門が 決

まります。
◎大会日時
平成２５年１月１４日
午後 １時開始
◎ 場所

午後４時30分終了予定

大阪府立労 働センター （京阪
電車天満橋 駅から徒歩 ５分）

☆段位試験昇段者（６月試験）☆
【珠算総合段位昇段者】
三段
藤田純菜
準三段 福島梨沙子 山内星徳
二段
西村早貴
準二段 小北智也 奥田あさひ
初段
下西嶺輝 越野直希
田伐志帆 岩成海 福田陸人
準初段 辻尾菜々 加藤大騎
【暗算総合段位昇段者】
満点十段 金本大夢
八段
金本愛夢
七段
桑原麻衣 山口愛未
五段
盛井元仁
四段
小北智也
三段
藤田純菜 山内星徳
準三段 窪田一誠 田村麻菜
二段
四宮悠汰
準二段 下西嶺輝
初段
辻尾菜々
準初段 中越菜々子 神山周
【種目別 かけ算段位昇段者】
三段
藤田純菜
準三段 福島梨沙子 山内星徳
二段
田村麻菜 西村早貴
田伐志帆
準二段 奥田あさひ
初段
辻尾菜々 岩成海
【種目別 わり算段位昇段者】
八段
安原章太 山口愛未
三段
小北智也 奥田あさひ
二段
西村早貴
準三段 四宮悠汰
二段
下西嶺輝
初段
神山周 田伐志帆 藤野柚季
鍵野佑登
【種目別 みとり算段位昇段者】
九段
山口愛未
七段
濱野恵太
六段
藤田純菜
五段
田村麻菜
三段
福島梨沙子 越野直希

二段
西村早貴
準二段 下西嶺輝
初段
福田陸人
準初段 神山周 辻尾菜々 加藤大騎
【種目別 かけ暗算段位昇段者】
八段
山口愛未
七段
酒井結衣
六段
福田陸人
五段
小北智也 盛井元仁
四段
藤田純菜
三段
下西嶺輝
準三段 田村麻菜 辻尾菜々
二段
四宮悠汰 西村早貴
準二段 中越菜々子 井手勇希
準初段 神山周 田伐志帆
【種目別 わり暗算段位昇段者】
九段
岩成海
八段
酒井結衣
六段
小北智也 四宮悠汰
五段
井手勇希 田村麻菜
奥田あさひ
三段
越野直希 田伐志帆
鍵野佑登
準三段 下西嶺輝 西村早貴
準二段 木寺愛
初段
神山周 辻尾菜々
準初段 中越菜々子
【種目別 みとり暗算段位昇段者】
満点十段 金本大夢
八段
金本愛夢
七段
桑原麻衣 山口愛未
四段
小北智也
三段
四宮悠汰 山内星徳
田村麻菜 奥田あさひ
準三段 窪田一誠
二段
山下業 神山周
準二段 金子千紘 下西嶺輝
初段
中越菜々子
☆暗算検定合格者（９月８日）☆
【１級合格】
楓ま い 木寺 輝 山内優 歩 奥田南 海
森岡優海 西本朱里 西島朝香
岡留彩花 松野円紀
【準１級合格】
桑原彩衣 岡田遥 奥田南海
【２級合格】
石上綾音 （満点） 小川優介 木村征爾
岡崎稜平 吉永灯 西川哲太 辻未佑
四宮彩花 青柳佳孝 津﨑菜々子
松井咲帆 守本光希 今泉優衣

【準２級合格】
野口拓海 中島萌唯 越野貴也
古川和佳 齋藤小春 森岡賢一
今井麻奈未 住吉美咲 向井大輝
川崎龍一 久保田莉央 沼田怜旺
吉永颯 小石恭馬 古橋晴香
楠田知己 黒木康平 足立歩大
笠﨑悠佑 東阪怜奈
【３級合格】
河 田青大 （満点） 眞井夏希（ 満点）
明浦日香 松下紀子 川瀬雄登
三田村航季 梶原太智 中野楽
伊賀敬弘 中川優花 藤岡碧海
橋本潤司 大和蒼波
【４級合格】
村垣 夏南（満点 ） 住吉海飛 兼松咲菜
松野未佳 岡崎真歩 田丸香月
渡部愛弓 古川愛佳 辻尾陸人
井上葵実 前田小春 文沢一花
文沢駿介 山口匠史 加地優真
松下菜々 山内美空
【５級合格】
永田綾稀（満点） 山本莉奈 中野明
西村渉利 出口来実 森本倫才
髙橋恵太 高鍬碧 平井望彩
【６級合格】
神山百合 松本心晴 岩宗楓斗
石橋広太郎 小川千尋 池崎佑磨

もや り直した 奥田さん。 強靱な精神 力

１級合格者の紹介

松野 円紀くん …いつもマ イペースな 松

楓 まいさ ん…今夏の 合宿に初め て参加
し た楓さ ん。普段か ら練習量が 豊富な
の で合宿 の長時間練 習も涼しい 顔でこ
な してい ました。技 術面と精神 力のバ
ランスがよく取れています。
木 寺輝く ん…習い始 めた頃は戸 惑うこ
と も多く て苦労した こともあっ たでし
ょ う。し かし、初歩 が終了する 頃から
メ キメキ と暗算力が 伸び始め、 そろば
ん が特技 といえるま でになりま した。
山 内優歩 さん…遠く からバスや 自転車
で ほぼ毎 日通ってく る頑張り屋 さん。
覚 えるま で苦労しま したが、覚 えてか
らは快進撃です。
奥 田南海 さん…かけ 算が難しく て何回

でこ こまで這 い上がって きました。 準
１級 とのダブ ル受験、見 事に両方合 格
です。
森岡 優海さん …ふだんは 、たぶん、 見
たま まの、ア レだと思い ますが、そ ろ
ばん の練習と なると、ふ だんの、た ぶ
ん、 見たまま の、アレと は別人です 。
西本 朱里さん …「素直さ とあこがれ 」
とい う伸びる ための要素 を十分に持 ち
合わ せていま す。いつも 整理整頓さ れ
たカ バンに性 格が良く表 れています 。
西島朝香さん…なぜか「本番だけ悪
い」 という西 島さん。練 習は、「い か
にプ レッシャ ーと戦うか 」という永 遠
のテ ーマの答 えを探すた めに行って い
ます 。今回は プレッシャ ーを見事跳 ね
返しました。
岡留 彩花さん …練習量が 増えてから 伸
びるペースが一段と上がってきまし
た。 間違い直 しを最後ま で徹底的に 行
う姿 勢が今回 の合格につ ながってい ま
す。
野く ん。ムー ドメーカー ならぬ「ム ー
ドブ レーカー 」なのです が、「松野 く
んな ら仕方が ないか」と 周囲が納得 し
てし まうとこ ろが素晴ら しい。何年 間
も練 習ペース をきっちり と守り続け て
いる中学生です。
☆９月16日実施 塾生大会ブロック大会
星の郷教室の成績☆
◎団体総合競技
学生の部
準優勝
小学生１部 優勝
小学生２部 優勝
◎個人総合競技
学生の部
３位
桑原 麻衣
４位
安原 章太

８位
金賞

山内
藤田

星徳
純菜
小学生１部
優勝
金本 大夢
準優勝 金本 三夢
３位
山口 愛未
４位
岩成
海
６位
奥田あさひ
８位
桑原 唯衣
金賞
西村 早貴
金賞
江良 尚泰
金賞
山下
業
金賞
田村 麻菜
金賞
田伐 志帆
金賞
山内 優歩
銀賞
森岡 優海
小学生２部
優勝
大内 悠聖
準優勝 金本 愛夢
３位
大内 崚聖
４位
福田 陸人
６位
加藤 大騎
７位
木村 理仁
金賞
奥田 南海
銅賞
熊田 星麗
◎読上算競技
学生の部 ３等 山内 星徳
３等 桑原 麻衣
小学１部 優勝 金本 大夢
２等 金本 三夢
小学２部 優勝 大内 悠聖
２等 金本 愛夢
２等 大内 崚聖
３等 加藤 大騎
３等 福田 陸人
◎読上暗算競技
学生の部 優勝 安原 章太
２等 山内 星徳
３等 桑原 麻衣
小学１部 優勝 金本 大夢
２等 桑原 唯衣
３等 岩成
海
３等 山口 愛未
小学２部 優勝 大内 悠聖
２等 大内 崚聖
２等 金本 愛夢
３等 加藤 大騎

３等

福田

陸人

－－ －－－－ －－－－－ －－－－－ －

８月26日実施
全大阪オープン珠算選手権大会
団体 総合競技 ２位 星 の郷総合教 室
個人総合競技
小学生優秀賞 金本三夢 金本大夢
大内悠聖

全大阪オープン珠算選手権大会
チャレンジャーズステージ
◎小学生以下の部
１位 大内 崚聖 885
３位 金本 愛夢 875
金賞 桑原 唯衣 765
金賞 田村 麻菜 720
銀賞 岩成
海 715
銀賞 越野 直希 670
銀賞 奥田あさひ 610
銀賞 池田菜乃子 600
銅賞 加藤 大騎 580
銅賞 西村 早貴 550
銅賞 田伐 志帆 535
銅賞 山内 優歩 490
銅賞 辻尾 菜々 480
銅賞 木村 理仁 430
◎中学生以上の部
７位 濱野 恵太 850
金賞 酒井 結衣 800
金賞 盛井 元仁 800
銀賞 山内 星徳 760
銀賞 今村 妃菜 740
銀賞 藤田 純菜 725
銀賞 花岡 棋平 715
銅賞 窪田 一誠 670
銅賞 末
拓海 620
◎種目別競技
かけ算
２位 桑原 唯衣
わり算
１位 金本 愛夢
みとり算 １位 濱野 恵太
かけ暗算 １位 金本 愛夢
２位 大内 崚聖
わり暗算 １位 金本 愛夢
見暗算
１位 濱野 恵太
☆種目別最優秀 金本愛夢

新教室完成
星 の郷総合 教室三代目 の教室が９ 月

25日から稼働です。
当教室は1999年９月１日、交野市藤
が尾 ６丁目に教 室を構え、13名の新入
生 を迎え て珠算教育 をスタート しまし
た。座席数は30。
徐々に 生徒数が増 加していき ました
が 、授業 日や授業時 間を増加さ せるこ
と で座席 数を確保し ていました 。当時
は 生徒全 員が週２時 間の練習だ ったこ
と もあっ て、いわば 「完全予約 制」状
態でした。
開塾し て２年目頃 、一人の女 子生徒
が「週３時間」クラスに変更しまし
た 。間を 空けずして 、この生徒 が２時
間 続けて 練習する様 子を見てい た複数
名も変更。そして週３時間ではなく
「 毎日来 たい」とい う声が出て きて、
生 返事を しているう ちに雪崩を 打った
よ うに毎 日出席する 生徒が一気 に増加
し ました 。こうして 、めでたく 入会案
内 には「 週３回」と いう項目の かわり
に 「週３ 回以上（無 制限）」が 入り、
一 つの椅 子におしり を半分ずつ 載せる
ア クロバ ティックな 練習風景が 見られ
るようになりました。
練習量 と技術の伸 びがほぼ比 例する
そ ろばん 学習。伸び を表すグラ フの傾
き には個 人差があり ますが、練 習すれ
ば するほ ど全員右肩 上がりで上 達しま
す 。それ がわかって いるだけに 、週３
回 以上を 希望する生 徒たちの要 求に応
え るべく 練習場所の 確保が急務 になっ
てきました。
私の問 題もありま す。満員状 態の教
室 での授 業中、すり ガラスを通 して教
室 のカバ ンが見える のがストレ スにな
っ ていま した。生徒 が練習に来 るうれ
し さより も、どこに も座る場所 がない
な かでそ れでも座席 を確保しな ければ
な らない という気持 ちで毎日過 ごすこ
と に耐え られなくな っていたの です。
そんな 折、「教室 の空き時間 を書道
教 室とし て借りたい 」という申 し出が
あ りまし た。書道教 室の加藤先 生との

出会いです。
空 き時間と いえば、夜 中か生徒た ち
が学 校に行っ ている時間 くらいしか あ
りま せんでし たから実質 皆無なので す
が、 元来「断 る」という ことが苦手 な
私は 、この申 し出を契機 に移転する こ
とを決断 しました。 それが９月24日ま
で運用していた二代目教室です。2005
年７月に誕生しました。
当初の 座席数は１ 階部分だけで60。
初代教室の２倍です。
時 間変更や 無制限練習 にも十分耐 え
られ る座席数 は、何より も私自身に 精
神的 な余裕を 与えてくれ るようにな り
まし た。また 、実力や練 習内容で生 徒
をグ ループ分 けでき、効 率の良い練 習
環境を作ることもできました。
と ころが移 転して３年 ほど経った 頃
から 土曜日は 恒常的に２ 階に生徒を 上
げる必要が出てきました。
８時30分からの１時間目に90名ほど
が練習。 ２時間目に はそのうち70名ほ
どが残り 、新たに30名ほどが出席する
とい うような 状態が続く ようになり 、
やが ては土曜 日以外にも こういった 嬉
しい悲鳴を上げる曜日が出てきまし
た。 そこでま たもや新た な移転先を 探
す必要が出てきたのです。
現 在まで、 ２階教室を 整備するこ と
で、 誰一人と して座れな い生徒を出 す
ことなく奇跡的にしのいできました
が、 ワンフロ アで全員を 座らせたい と
いう 欲求は年 を追うごと に高まる一 方
だったのです。
昨 年秋、新 教室が建つ 土地が売り に
出さ れ、縁あ って三代目 の教室に巡 り
会うことができました。
一代目 は１階の座 席数が30、二代目
は１ 階 68名 、 ２階 が40名ほど でし た
が、 三代目は 机の間隔を 狭めると１ 階
だ け で 120名 ほ ど 座 れ ま す 。 現 状 で は
１階部分に96席、２階部分に40席ほど
準備して いますが、 ２階には80名ほど
入り ます。中 央に吹き抜 けを配して 、

独 立した ２階ではな く「２階席 」扱い
と するこ とで１階と 同時進行で きるよ
うにしました。
今まで の二代目教 室は２階を 書道教
室 、１階 を教材庫と して使用し ます。
自転車 置き場は、 教室前の「 第１駐
輪 場」、 ウグイスや さん側の「 第２駐
輪 場」、 前教室の「 第３駐輪場 」の３
箇 所です 。当分の間 、どこに駐 輪して
も 構いま せんが、安 全のため、 ルール
を 以下の ように定め ますので、 ご家庭
で も徹底 しておいて くださいま すよう
お 願いい たします。 今までも自 転車と
車 、自転 車と歩行者 との軽度な 接触事
故 はあり ましたが、 今後は駐輪 場が３
箇 所に分 散するため 、危険も増 加しま
す 。事故 があってか ら後悔した くはあ
り ません ので、どう かよろしく お願い
いたします。
○ 第３駐 輪場から道 路を横断し て新教
室 と行き 来してはい けません。 必ず信
号を渡ってください。
○ 下の地 図の赤い部 分は自転車 から降
り て押し てください 。（教室隣 接道路
と 歩道・ 車道との交 差部分、及 び歩行
者の多い地域です）

○お車の送迎場所はＡコープ駐車場とふ
しがお幼稚園とに挟まれた市有地内で
す。（農協の農産物販売所）入り口を入る
と右手にテントがあります。そのテントの

隣 を乗 降場 所 とし て 市 から 借 用 し て い ま
す。当教室の生徒やふじがお幼稚園の生
徒がい ますので、十分気をつけて運転し
て く ださ い 。生 徒 の 送 迎 を な さる ご家 族
の皆様やお知り合いの方にも以上の内容
を確実にお伝えください。（特に、祖父母
の皆様にはくれぐれもよろしくお願い致し
ます）未だに、クリーニング屋さんの駐車
場や、その周辺で乗降している生徒を見
かけることがあります。心ない一部の方
の 行 為 で 安 全 確 保 や 町 内 会 と の信 頼 関
係を損ねることになります。どうかご理解
ください。
○９ 月２９日 （土）、Ａ コープ横駐 車
場が 藤が尾幼 稚園の運動 会のため、 幼
稚園 の臨時駐 車場となり ます。その た
め、 できるだ けお車のご 利用はお控 え
下さい。
○新 教室の見 学は自由に できます。 連
絡も 不要です 。お時間が ございまし た
らぜひお越し下さい。

出席時間20時間以上の生徒
（９月20日までの１ヶ月）
金本愛夢55 金本大夢54 金本三夢48
桑原唯衣45 桑原彩衣45 山口愛未
42 山内星徳42 神山周37 山内優歩
37 桑原麻衣36 盛井元仁36 奥田あ
さひ35 神山百合35 山内美空35 塚
本裕策34 木村理仁34 酒井結衣34
井上寛大33 齋藤小春33 湊結子33
西村早貴32 奥田南海31 今村妃菜31
山根建太朗31 楓まい30 古川和佳
29 大内崚聖29 塚本旬28 古川愛佳
28 岩瀬菜々香28 大内悠聖28 酒井
克巳28 田伐志帆28 西島朝香28 東
阪太陽28 森岡賢一28 端野志27 窪
田一誠27 小野澤怜花26 阪口隼都26
西井颯一朗26 若林秀星26 森岡優
海26 今泉優衣25 北村樹25 永田綾
稀25 西本朱里25 文沢一花25 文沢
駿介25 松下周子24 池田優花24 梶
原太智24 佃花音24 福田陸人24 東

阪怜奈24 森田航平24 竹下椋香23
松下紀子23 眞井夏希23 住吉美咲22
楓陸22 木寺匠22 越野貴也21 黒
木康平21 石上綾音21 越野直希21
北森遥弥21 久保田莉央21 中野楽21
中野明21 平井望彩21 明浦日香21
岡田亜瑠20 池田菜乃子20 北森彩
月20 中川優花20 今井翔太20 熊田
星麗20 村垣夏南20

新テストの練習が始まりました

猛スピードばく進中（PERFECT）

こと は、練習 密度が一層 高まったこ と

（ 初 歩 教 材 PERFECTを １ ヶ 月 で 20ペ
ージ以上進んだ生徒）
池口怜佑86 端野志65 窪田大誠61
河野美紅53 岡田亜瑠50 加地世菜48
高石康大朗43 佐藤実紗42 原田小
雪42 高山琴音40 大土井楓賀39 黒
田朋花38 矢野尊36 小田珠実34 吉
田翔瑛34 河野優揮33 久保田絢香33
引波未來乃33 楠戸遥葵32 松田航
32 小倉璃空31 小石聡奈30 大土井
穂賀28 石田里穂27 新町陽介25 藤
本直也25 出合拓翔22 田邊大翔22
高倉英己21

フラッシュ暗算合格者

（９月20日までの１ヶ月間）
八段 桑原麻衣
七段 桑原麻衣
初段 木村征爾
２級 明浦日香
３級 佃花音 文沢駿介
５級 小西美琴
６級 小西美琴 岩瀬菜々香
池田優花 本間響
７級
８級

岩瀬菜々香 池田優花 久保心暖
岩瀬菜々香 池田優花
広川朔彌 深江菜月 峯忠暉

９級

岩瀬菜々香 池田優花
広川朔彌 深江菜月 峯忠暉
熊谷圭祐

10級

仲井心琴

池田優花 広川朔彌 深江菜月
熊谷圭祐 出合祐喜 田邊大翔
岩瀬菜々香 宇佐美碧海
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－

先 月号の塾 報でお知ら せいたしま し
た新テスト「i-test」の練習が本格化し
てい ます。生 徒も私も不 慣れなこと も
あっ て少々混 乱した期間 もありまし た
が、 新教室で は問題置き 場を増やし て
混雑を緩和します。
１ か月ほど 練習を続け てきて感じ た
です 。従来か ら指導スタ ッフの質・ 数
を増 やすこと で採点待ち の列を減ら す
手立 てを講じ てきてはい ましたが、 i-t
estの導入で初歩の指導体系が変わり、
生徒 たちは採 点の列に並 ぶことがな く
なりました。
ま た９月初 旬に行いま した暗算検 定
の合格率の高さから、i-testの練習が技
術の 向上に多 大な貢献を することも 判
明しました。
練 習の流れ は「時間を 計って練習 →
交換 審査→全 問題提出→ 全問題点検 →
結果 報告→間 違い直しと 分析」とな り
ます 。「全問 題点検」は １日の授業 終
了後、1000枚ほどになる答案を私がす
べて チェック し、間違い 方によって 間
違い 直しを義 務づける問 題に印をつ け
ます 。生徒は 次の出席授 業で生徒カ ー
ドを バーコー ドリーダー にかざすと 、
間違 い直しが 必要か必要 でないかが わ
かるようになっています。
毎 夜、私は 答案と「会 話」してい ま
す。 指導した 内容がどう いう風に伝 わ
って 間違って しまってい るのか。同 じ
間違 いを繰り 返す生徒へ の指導方法 や
言葉 掛け。前 回の間違い 直しが生き て
課題 が克服さ れた答案な どなどを見 て
は、 生徒の心 理状態を読 み取ろうと し
ます 。チェッ ク中、思わ ず生徒に電 話

を かけて 直接アドバ イスをした くなる

つきましては、当教室では今後早期上

瞬 間もあ ります。時 計を見てさ すがに

達を目指したこの養成テストを基軸に授

自重しますが・・・。

業を 展開 していき ますが、従来 の検定 も

乗除の 初歩教材「 瞬達」は今 後授業
で は使わ ない方針で す。またフ ラッシ
ュ 暗算に 割く時間も なかなか取 れなか
っ たので すが、今後 はうまくや りくり
し て練習 メニューに 入れていき ます。
星の郷 教室が所属 する大阪珠 算協会

並行受験できるようにしていく予定です。
実力がグングン付くこの養成テストの練
習を重ね る ことで 従来 の 検定試験 の 合
格にもいち早くつながっていくものとなりま
す。

から、i-testに関して所属教室名でご家

それぞれの試験の長所を採り入れた柔

庭 の皆様 に配布する 文書が出て います

軟な練習へと変化させていき、同時に生

ので以下に転載します。

徒一人ひとりに合った練習内容・受験

当 教 室 で は 、 i-t est を 中 心 に 据 え つ

体制を構築して参りますので、どうかご理

つ 、従来 の検定受験 を希望する 皆さん

解と ご 協 力を 賜 り ま す よ う、よ ろし く お願い

に も十分 配慮しなが ら授業展開 してい

致します。

きます。

試験…年６回

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
珠算・暗算能力テスト「i-test」
一般社団法人

大阪珠算協会

します。受験日は生徒の都合に合わせ
て柔軟に設定できます。
受験料…１種目受験

星の郷総合教室
拝啓

奇数月に教室で実施

８００円

２種目受験 １５００円

時下ますますご健勝のこととお喜

３種目受験 ２０００円

び申し上げます。

４種目受験 ２４００円

平素は珠算教育にひとかたならないご理

５種目受験 ２７００円

解とご支援を賜りまして、厚く御礼申し上

６種目受験 ３０００円

げます。さて、珠算・暗算能力テスト「ｉ－

申込…所定の申込用紙に必要事項

ｔ ｅ ｓｔ 」の 実 施 につ き まし てご 案内 申し 上

を記入して、受験料を添えて提出してく

げます。

ださい。申込用紙には受験級を記入す

このテストは、珠算式暗算能力を効率よ

る必要はありません。試験の得点によっ

く短期間で育成するために、考案されたも

て、級・ 段が 認定 されます。どのレベルを

の です。１ ０級 から１ ０段以上 の高段位ま

受験するか、どの種目を受験すべきかな

で、かけ算・わり算・みとり算・かけ暗算・

ど 、各 種 ご 相 談 は 教室 まで お問 い 合わ

わり暗算 ・ みとり暗算 の６種目の中から １

せください。

種目ごとに教室で受験できます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新しい発想で設定された問題ですから、

○今年度は 11月 ・１月・３月の３回受

養成テストの級・段と従来の試験の級・

験機会 があり ます。対象 者には申込書

段とは一致しない場合もあります。

を配布 します ので是非ご 活用下さい。

