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行われます。
月

日

１月の予定
12月28日

1月度授業料引落日

（１月８日 引き落とし予備日）
12月26日

７時20分クラス休講

12月29日

Dream Card賞品引換

12月30日

冬休み開始

１月７日

授業再開

１ 月 14日

あんざんチャンピオン大会

１月19日

i-test

一斉実施

午前10時30分～11時30分
西日本大会申込締め切り
（大会は３月10日）
１月27日

近畿珠算競技大会大阪予選

冬期休暇のお知らせ
通常授業は12月29日（土）まで行い、
午 後１時 よりドリー ムカードの 景品引
き換えを行います。冬期休暇は12月31
日 （月） ～１月５日 （土）まで で１月
７日（月）から通常授業です。
なお、12月26日（水）の午後７時20分
か らのク ラスはあり ませんので 注意し
て下さい。

西日本大会のご案内
i-testの６種目すべて３rd stage以上
の 練習を している皆 さんが出場 できま
す。 参加希望者 は１月19日（厳守）ま
で に参 加 料2050円を 納入し てく ださ
い。 大会は３月 10日、大阪商業大学で

特別練習の予定
１月12日・19日・26日
☆☆☆

対

象

５時～７時
☆☆☆

○アドバンスト・チーム（A-team）
○あんざんチャンピオン大会出場者
○i-test受験者
○近畿予選会出場者
○１～３級・段位受験者
○西日本大会出場者
☆あんざんチャンピオン大会について☆
日時：１月１４日 午後１時～４時30
分（予定）
場所 ：大阪府 立労働セン ター（エル ・
お お さ か） 「 天 満 橋 駅 」 下 車 徒
歩５分
集合 ：現地集 合現地解散 を原則とし ま
す が 引 率を 希 望 す る 皆 さ ん は １
月 12日 ま でに 申 し出 て 下さ い 。
練習 ：冬休み 期間中に練 習する問題 を
渡 し ま す。 授 業 で の 練 習 は １ 月
７ 日 から の １週 間 と12日の 特 別
練習となります。
☆ドリームカード賞品引換☆
当選賞品引き換えは12月29日午後１
時～午後 ３時30分までです。当たって
いる カードを 抜き出して 、カードの 表
に賞 品番号と 賞品名を書 いておいて 下
さい。は ずれカードにも10枚に付き１
つ賞 品があり ますので、 はずれたカ ー

ドも持ってきておいて下さい。
混雑を 避けるため に賞品引換 は次の
時 間に行 って下さい 。時間帯の 変更を
希望する人は申し出て下さい。
なお、 以下の条件 に当てはま る生徒
の皆 さんは、28日までに当選したドリ
ー ムカー ドと外れカ ードを提出 するこ
と で、後 日賞品をも らうことも できま
す 。当日 都合の悪い 皆さんや、 外れく
じば かりを10枚以上持っている人たち
は活用してください。
28日までにカードを提出できる生徒
①29日の都合が悪い生徒。
② 当選し なかった生 徒で、外れ カード
が10枚以上ある生徒。
③当選賞品数が３個以下の生徒。
※② ③の生徒の 皆さんでも29日に引き
替えできます。
※29日に 事前提出者の賞品準備をしま
すの で29日に引き替えできない皆さん
は必 ず28日までに提出してください。
提出期日を過ぎますと交換できませ
ん 。賞 品 は今 年 も約 3000個 準備 しま
す 。教室 全体に賞品 を広げない と作業
が できな い分量です ので、必ず 期日を
守ってください。
賞品交換日１２月２９日
時間帯
生徒番号
１時～１時30分
１ ～ ９９
１時30分～２時
１０１～１９９
２時～２時30分
２０１～３９９
２時30分～３時
４０１～５９９
３時～３時30分
６０１～９９９
※ 小学５ 年生以上で 、当日手伝 えるボ
ラ ンティ アを募集し ます。作業 は午前
10時30分の授業終了後から午後４時頃
ま でです が、その間 、ずっと手 伝えな
くても構いません。

１月実施ｉ－ｔｅｓｔについて
１月のi-testは、１月19日午前10時30

分か ら６種目 一斉に行い ます。受験 希
望者は18日ま でに申込用紙と受験料を
提出して 下さい。な お、19日に都合が
悪い 場合は、 １月中なら いつでも実 施
できますので申し出て下さい。
※19日以外に 受験する場合は、申込書
と受 験料の提 出期限はあ りません。 提
出当日に受験することも可能です。

Advanced team（A-team）
結成
学年やi-testの成績、日常の練習量な
どで 一定のレ ベルを超え た生徒の皆 さ
んが 所属でき る教室内グ ループを編 成
しま した。今 後、特別練 習や大会出 場
に積 極的に関 わるように なっていき ま
す。 参加は強 制ではあり ませんが、 都
合の つく皆さ んはできる だけ参加す る
よう にしまし ょう。意識 を高く持つ こ
とで道が広がっていきます。
A-teamに参加できる生徒の皆さんに
は授 業中に個 別に案内を しています 。

出席時間20時間以上の生徒
（12月20日までの１ヶ月）
金本愛夢56 山口愛未53 桑原彩衣51
山内星徳51 金本三夢48 桑原唯衣
46 金本大夢43 神山周43 山内優歩
41 山内美空39 岩成海37 森岡賢一
36 奥田あさひ35 佃花音32 桑原麻
衣30 奥田南海30 福田陸人29 湊結
子29 中村如月28 西村早貴27 有本
華帆26 木寺輝26 木村理仁26 田伐
志帆26 山根建太朗26 楓まい25 小
野澤怜花24 井上寛大24 松下菜々24
西島朝香23 今泉優衣23 白川香乃
23 西井颯一朗23 古川愛佳23 池田
菜乃子22 梶原太智22 前田謙吾22
森田航平22 久保田莉央21 竹下柊希
21 濱野恵太21 岩瀬菜々香21 齋藤
小春21 中島萌唯21 文沢駿介21 木

寺匠20 岡田亜瑠20 大内悠聖20 大
内崚聖20 池田優花20 越野直希20
塚本旬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）
大土井楓賀80 加納温真77 森本爽月
77 佐伯理仁76 田中歩73 岡村和奈
65 黒田朋花52 大土井穂賀50 中川
ひより50 竹下綾音48 小野澤遼46
有本仁栄34 河野優揮34 小石聡奈32
小田珠実30 原田小雪30 由比彩菜
29 石田里穂24 安達菜々美23 引波
未來乃22 楠戸遥葵21

フラッシュ暗算合格者
（12月20日までの１ヶ月間）
９段
５段
１級
２級
４級
５級
６級
７級
８級
９級
10級

岩成海
山内星徳
東 阪怜奈 森岡賢一
梶原太智
阪口隼都
渡邉悠
渡邉悠 有田蒼空
窪田大誠 池崎佑磨
窪田大誠 出合祐喜
窪田大誠 加地世菜
加地世菜

白川香乃 前田謙吾 渡部愛弓
村垣夏南 植田成海
４級合格
永田綾稀 山本莉奈
５級合格
岩宗楓斗 石橋広太郎
谷侑樹
☆先 月号の塾 報で発表い たしました 段
位認 定試験の 種目別合格 者に、「み と
り 算 10段 ･わ り 暗 算 満 点 十 段 山 口 愛
未さん」の名前が掲載漏れでした。

検定試験について
現 在、星の 郷教室では 以下の検定 試
験を実施しています。
1.段 位 認 定 試 験 （ 日 本 珠 算 連 盟 主 催 ）
2.珠 算 能 力 検 定 試 験 （ 日 本 商 工 会 議 所
主催）
3.暗 算 検 定 試 験 （ 一 般 社 団 法 人 大 阪 珠
算協会主催）

吉富千夏

12月実施暗算検定合格者

4.珠算・暗算能力テスト「i-test」（一
般社団法人大阪珠算協会主催）
１は年 に３回、６ ・10・２月に実施
され るもので 、かけ算・ わり算・み と
り算 の珠算段 位と、かけ 暗算・わり 暗
算・ みとり暗 算の暗算段 位とに分か れ
ています。種目ごとに段位が認定さ
れ、 珠算・暗 算のそれぞ れの最低段 位
が総 合段位と なります。 たとえば、 か
け算 ５段、わ り算４段、 みとり算３ 段

１級合格

岡田遥

準１級合格
２級合格
東阪太陽
越野貴也
東阪怜奈
古橋晴香
準２級合格

中上慶祐 小野澤怜花
村上小晴 古川和佳
森岡賢一 久保田莉央
谷川愛奈 中島萌唯
山根建太朗 住吉美咲

りま す。種目 段位は２年 間有効です 。

田中友子

三田村航季

す。 ２・３級 は星の郷教 室で受験で き

吉田魁馬
河田青大
眞井夏希
３級合格
松野未佳

仲谷愛花
大和蒼波

明浦日香
髙橋情

ます が、１級 は北大阪商 工会議所で 受

松下真之介

だと すれば、 珠算総合段 位は３段と な
かけ 算とわり 算に小数を 含む問題が 出
題されます。
２ は１と同 日に行われ る珠算のみ の
検定 試験です 。１～３級 が認定され ま

験し ます。段 位と同様、 かけ算とわ り
算に 小数を含 む問題が出 題されます 。

松下周子
井上葵実

住吉海飛
松下菜々

なお 、１と２ は試験日が 固定されて い
ます。

３ は、３・６ ・９・12月の年に４回

～３ の試験を 受験したこ とのない生 徒

実 施され る暗算のみ の検定試験 で、１

の皆さんは、11月のi-testのみを受験し

～ ６級ま でが認定さ れます。小 数はあ

ました。

りません。星の郷教室で受験できま

i-testをメイン教材として取り組んだ

す 。試験 日は比較的 融通が利き ます。

３か 月。効果 のほどは驚 くべきもの と

４が2012年11月から始まった新テス

なって現れてきました。

ト で、奇 数月に実施 されます。 種目ご

10月の段位 認定試験で、多数の生徒

と に教室 で受験でき 、原則とし て受験

に大幅な得点の上昇が見られたので

日 も自由 設定できま す。かけ算 ・わり

す。いくつかの例を挙げてみます。

算 ・かけ 暗算・わり 暗算に小数 を含む

◎中 １女子、 みとり算、 ３段→６段 。

問 題、わ り暗算に余 りを求める 問題、

◎中 １男子、 わり暗算、 ５段→８段 。

か け暗算 とわり暗算 に概数的な 問題が

◎小 ５男子、 みとり算、 ３段→８段 。

出題されます。

◎小 ４男子、 わり暗算、 ６段→８段 。

４のテ ストのモデ ル実施校に 指定さ

◎中１男子、わり算、４段→７段。

れております星の郷教室では、2012年

◎中１男 子、わり暗 算、７段→10段。

９月からi-testの本格的な練習に入りま

◎中 １男子、 かけ暗算、 ４段→６段 。

し た。１ ～３の試験 に慣れ親し んだ生

◎小 ６男子、 かけ暗、準 初段→３段 。

徒も私も、当初はかなり混乱しまし

◎小６男子、わり暗、初段→４段。

た 。練習 種目は従来 と変わらな いので

◎中１男子、わり算、５段→７段。

す が、中 身は一変。 問題に合わ せて、

◎小４男 子、暗算総 合、７段→10段。

乗 除の計 算方法を変 更し、練習 スタイ

６月検 定から10月検定までの間の変

ル も変化 しました。 慣れるまで １か月

化で思いつくことといえば、i-testを練

ほどかかったでしょうか。

習に 採り入れ て、計算方 法の変更と 的

１日の 授業が終わ ると、全員 の答案

を絞 った間違 い直しにし たことと、 教

の チェッ クを行いま す。再指導 の必要

室移 転による 気分の刷新 ぐらいでし ょ

な 答案や 間違い直し の必要な答 案、最

うか 。しかし 気分を刷新 した程度で 、

高 点更新 の答案など に分類し、 次の練

これ ほど多く の生徒に変 化が表れる は

習に備えるわけです。

ずもないので、要因はi-testだと断定で

出席カ ードをバー コードリー ダーに

きるでしょう。

か ざすと 直ちに間違 い直しの有 無や練

12月の暗算 検定でも３級を受験した

習 問題の レベルアッ プ、指導の 有無を

22名の生徒の 答案の中から、従来まで

表 示する ようにして いますが、 そのた

なら 続出して いた特徴的 な誤算が完 全

め の準備 と確認が毎 日の仕事に 増えま

と言っていいほど無くなりました。

した。

この誤算は、i-testの答案チェックで

従来か ら１～３の 試験を受験 してい

すべて『要指導』に回されるもので

た生 徒たちの多 くは10月の１・２の試

す。i-testを導入する前からこの種の誤

験、 12月 の３の試験を受験し、数名が

算を チェック してはいま したが、他 の

11月のi-testも受験しました。また、１

間違 い直しに 紛れ込んで しまって生 徒

の 印象の 深いところ までは到達 しなか
ったのだろうと思います。
今は、 間違えた問 題の分析を 生徒自
身 の口か ら言わせる ようにして います
の で、「 あっそうか 」という体 験が完
全になされているのだと推察されま
す。
i-testをメイン教材として、他の検定
や 競技大 会をスパイ スに全員の さらな
るレベルアップを目指す2013年にした
いと思っています。

塾報150号
開塾直 後から月に １回発行し 続けて
い ます塾 内報「Star EXPRESS」が、
今月号で150号となりました。
そこで 今回はちょ っとだけ過 去を振
り 返 っ て 、 100号 で 書 き ま し た 文 章 を
再 掲して 、そろばん 学習が目指 すもの
を再確認したいと思います。
珠算学習の本質
☆入会動機あれこれ
保護者 の皆様方は 様々な思い や目的
を お持ち になって、 子どもたち を当教
室 に通わ せていただ いているも のと思
い ます。 もちろんそ のきっかけ は単に
「 近いか ら」という 理由だけの 方もい
ら っしゃ るでしょう が、なかに は多く
の 習い事 の中からわ ざわざそろ ばんを
選 択して くださり、 そして数多 くある
そ ろばん 教室の中か ら当教室を 選んで
く ださっ ている方も いらっしゃ るかも
しれません。
私から 当教室への ご入会の動 機を質
問 するこ とは稀です 。話の流れ でそう
な ったこ とは数回あ るかもしれ ません
が 、意識 して尋ねる ようなこと はあり
ません。
興味が 無くはない のですが、 本当に
「 近い」 という理由 だけで選択 しまし
た と宣告 されるのも 、今の首相 風に言

えば 「いかが なものか」 という気が し
ます し、かと いって「ど うしてもお た
くに …」と少 女漫画的瞳 キラキラ状 態
で迫 られまし てもプレッ シャーに押 し
つぶ されそう で結構ズシ ンと来るも の
があります。
ま あ、どう いう理由で 入会される に
しろ 、お子様 の成長期に そう短くは な
い時 間を私と 共に過ごす ことになる わ
けで すから、 ズシンと重 く受け止め る
のは当然のことですが、本心を言え
ば、 ご入会の 理由を聞か ないのは、 生
徒や その保護 者の皆様に 無用な先入 観
を持 ちたくな いという願 いや狙いが あ
って のことで す。入会動 機に“目的 ”
の違 いがある ことは当然 ですが、動 機
に“ 優劣”ま でもがある と一方的に 私
が決 めつけて しまうと、 今後の心境 に
少な からず影 響を与えて しまうと危 惧
して いるから なのです。 日頃、立場 上
子ど もたちに は偉そうな 口ぶりで接 す
るこ ともまま ありますが 、しかし私 と
て感 情に流さ れやすい弱 い部分を持 っ
てい ることを 重々自覚し ています。 だ
から こそ…、 先入観や一 時の感情に よ
って 支配され やすいとい う自覚を持 っ
てい るからこ そ、あえて 危険領域に 最
初から足を踏み入れないでいるので
す。
さ てさて、 先に入会動 機の“目的 ”
につ いて違い があると書 きました。 今
までお伺いした中での主なものは、
「計 算力（暗 算力）養成 」「能力（ 脳
力） 開発」「 集中力養成 」「学習習 慣
の確立」「しつけ」「人間性向上」
「社 会性向上 」などがあ りますが、 大
多数 を占めて いるのは、 やはり「計 算
力（暗算力）養成」です。
テ レビなど でよく取り 上げられる フ
ラッ シュ暗算 が好例です が、珠算式 暗
算の威力には凄まじいものがありま
す 。 た と え ば 「 262016÷ 712」 。 当 教

室 の卒業 生と現役生 だけで数え てみて
も 、この 問題を５秒 以内で正答 を記入
で きるの は数十人い ます。３秒 で正答
す ると１ ０段ですが 、除暗算１ ０段相
当 の実力 を持つ卒業 生・現役生 は１０
名 ほどい て、１～２ 秒、すなわ ち前の
問 題の答 えを書きな がら次の問 題の計
算 を終了 させていて 、見ている 人の目
に は答え を書き続け ているよう に見え
る ほどの 実力を持つ 生徒も５名 程度い
ま す。１ 題２秒とい うのは、筆 算式だ
と 、まだ 問題すら写 せていない ほどの
時間でしょうか。
これほ どまでの計 算力（暗算 力）が
養 成され る訓練は珠 算学習をお いて他
に はあり ませんから 、珠算学習 の第一
目 的とし て「計算力 （暗算力） 養成」
が 挙げら れるのは至 極当然のこ とでし
ょう。
し か し 、 こ の 地 で 開 塾 し て 10 年 目
に 突入し た現在の私 の胸に去来 するの
は 、もし かすると「 計算力（暗 算力）
養成」努力によって得られる計算力
は 、珠算 学習に熱心 に取り組ん だ結果
つ いてく る「おまけ 」や「ごほ うび」
の ような ものではな かろうかと いう、
確信にも似た思いです。
☆入会直後
では、 「おまけ」 や「ごほう び」を
生 み出す 本丸は何か といえば、 それは
とても抽象的な表現で恐縮なのです
が 、「珠 算学習その もの」に違 いない
のです。
入会１ 日目。ふつ うは保護者 の方が
横 につき ます。子ど もたちは私 の視線
と保護者の視線の二つを意識しなが
ら 、おそ るおそる、 かつワクワ クしな
が ら第一 歩を踏み出 します。未 知であ
る 私の視 線に対する 不安を、既 知であ
る 保護者 の方の視線 で和らげな がらゆ
っ くりと 進んでいく のです。し かし、
や はり少 し緊張感の 方が勝って いるよ

うで 、私から 「大丈夫か ？息、吸っ て
るか ？」と聞 かれる人も 多いもので す
が、 真新しい カバンや教 材に筆箱、 下
敷き に鉛筆、 いくつかの カード類、 そ
して 新たに購 入した人は 新品のそろ ば
ん… 、これら のグッズに 囲まれて、 不
安も どこかへ 飛んでいき 、期待に大 き
く胸 をふくら ませて元気 よく帰って い
きます。
と ころが、 運命の２日 目。頼りに な
る保 護者の姿 はありませ ん。ありと あ
らゆ ることを 自分でやら なければな り
ませ ん。教室 に入る前か ら、出てく る
まで 、おそら く緊張し通 しでしょう 。
学校 では、自 分一人だけ が知らずに 、
他の 人たちが 知っている という場面 は
まず はありま せん。新入 学にしろ進 級
にしろ、全員が同じ条件ですから、
「知 らない」 という不安 感をことさ ら
一人 だけで持 つことはあ りませんが 、
すで にまわり が「できあ がっている 」
珠算 塾では、 自分だけが 知らないこ と
ばか りです。 出席カード はどこに出 す
のか 、バーコ ードカード はどこで読 み
取らせるのか、どこに座ればよいの
か、 座ればま ず何をする のか、誰に 採
点を 依頼すれ ばいいのか 、どこで教 え
てもらうのか、などなど、数え上げ
れば 数多くの 「？」が次 々と襲って く
るのです。
こ れらの不 安な気持ち は、わずか １
週間 もすれば ほとんどが 記憶の彼方 に
消え 去るほど のものなの ですが、入 塾
直後 は矢継ぎ 早に与えら れる作業指 示
と行 動指示に 、さぞかし 面食らうこ と
でしょう。
し かし、実 はこれらは 、今後遭遇 す
る様 々な試練 のほんの序 の口にしか 過
ぎないのです。
☆「 教えてく れない・教 えない」の は
変？
「 わかりま せん。教え てください 」

と、生徒。「わかります。教えませ
ん」と私。
そう言 えば、現在 非常勤講師 として
午 前中に そろばんを 教えに行っ ている
立 命館小 学校宛に、 保護者から 送られ
て きた手 紙を思い出 しました。 曰く、
「 テキス トに『先生 に教えても らいま
し ょう』 という表示 があるのに 、金本
先 生に質 問に行って も教えても らえな
いのはおかしいのではないでしょう
か」と。
字面だ けを見れば 確かにおか しいに
決 まって います。テ キストを作 った私
が 言うの ですから間 違いありま せん。
しかし 、私の学校 側への返答 は次の
よ うなも のでした。 「『教えて もらい
ま しょう 』というの は、何もや り方だ
け を教え てもらうこ とを意味し ている
の ではあ りません。 既習事項に 少しの
知 恵と洞 察と根性を ミックスす ると、
何 も教え なくともで きる可能性 がある
と いうこ とを『教え る』場面も あるの
で す。そ してうまく 事が運んだ 場合、
教 えられ て得た知識 の何倍もの 知恵と
経 験が生 徒に宿るの です」。専 任の先
生 は、頭 を抱えてい ましたが、 その後
ど んな返 答をその保 護者にした のか私
は知りません。
教える ことが嫌だ ったり面倒 だった
り して教 えないので はなく、教 えない
方 が教え ることより もよほど教 育効果
が あると 判断したり 、自力で乗 り越え
ら れるほ どの課題を 目前にして 、その
課 題を乗 り越えられ るだけの実 力をそ
の 時点で 蓄えている と判断され る場合
は 「教え ない」とい うよりも「 待つ」
の です。 逆に必須指 導箇所以外 でも指
導 が必要 だと判断し た場合は、 即座に
「 そろば んを持って おいで」と なるわ
けです。
「わか りません」 と持ってく る生徒
の 大半は 、課題の困 難さを自己 の持つ

力だけで打ち破ることに自信が持て
ず、依 頼心が 表出した状 態になってい
ます。 ですか ら、こうい った場合には
「いや 、自分 でわかるぞ 」と励まして
あげるだけでたいてい大丈夫です。
「同 じ答え になる」と いう訴えを持
ってく る生徒 には、誤答 になる原因を
即座に 見つけ て、まずは 大きなヒント
を出し ます。 これは既習 事項を守れて
いない ことに 原因があり ますから、既
習事項 を思い 出させるわ けです。それ
でも同 じ過ち を繰り返す と、これは既
習事項 を間違 えたまま理 解しているこ
とにな ります から、改め て別の例題を
出して 指導し 直し、当該 問題に再度チ
ャレン ジさせ ます。質問 が発生してい
る問題 そのも ので教えな いのは、ここ
でもや はり最 終的には自 分自身で決着
をつけ てほし いからに他 なりません。
適切な 例題が 思いつかな い場合や、複
数人が 列をな して採点待 ちをしている
場合な どは当 該問題で直 接指導する場
合もあ ります が、その場 合でもそろば
んに正 答がで た瞬間に私 はわざと「地
震だ！ 」「台 風だ！」な どと叫びなが
らそろ ばん面 を崩して、 生徒自身にも
う一度自席で答えを出させます。
幾度も違う答えを出す生徒の場合
は、目前で計算させる場合がありま
す。こ れは何 も考えずに 次々と進みた
がる生 徒に多 いパターン ですが、生徒
が計算 をする 前に「先生 はあなたが間
違えた 瞬間に 大声で叫び ます。そうす
るとみ んなび っくりする ので、大迷惑
です。 すべて はあなたに かかっていま
す。慎重にやりなさい」と宣言しま
す。生徒は恐る恐る計算を始めてい
き、な ぜか他 の生徒が固 唾をのんで状
況を見 守ると いう変な空 気が教室に漂
います 。そう いう私も叫 ぶ本人に違い
ないは ずなの ですが叫ん でおきながら
自分自身でびっくりしそうなのが嫌

で 、生徒 が間違えそ うな雰囲気 を出し
た り、今 まさに違う 珠をさわろ うとす
る 瞬間に 「ンンン！ ！！」と低 い声で
う なって みたり拳を ワナワナと 音を立
て て震え させたりし て、生徒に それと
な く危険 領域に足を 踏み入れそ うなこ
と をにお わせながら 、何とか叫 ばずに
事 を収め るのですが 、しかし、 こんな
場 合でも 多くは「な んか、質問 するよ
う なとこ ろ、あった ？」と私も 生徒も
拍 子抜け するくらい スムーズに 正答を
出 します 。誤答原因 は緊張感の 欠如と
集中力切れなのでしょう。
「珠算学習の本質」を書こうとし
て 、どん どん本質か ら離れてし まって
い ますが 、脱線つい でにもう少 し…。
「質問 するのは良 いことだ」 という
言 葉を勘 違いしてい る人がたく さんい
ます。この言葉には前段階として、
「 質問す る前提とな る課題や指 示をち
ゃ んと見 聞きしてい たか」「内 容を熟
考 したか 」という点 があるので すが、
これらが欠落したままなのです。
大会や 教室で、私 はよく「一 度しか
言 いませ ん。そのか わり誰にで もわか
る ように 言います。 座席に座っ たまま
口 々に質 問しても受 け付けませ ん。ど
う しても 質問したい ことがあれ ば、私
の ところ に来て質問 してくださ い」と
宣言して指示を出します。これだと
「 わから なければ誰 かにがすぐ に教え
て くれる 」という安 易な気持ち で漫然
と 見聞き するわけに はいきませ ん。緊
張 感が生 まれます。 質問もほと んどあ
り ません 。さすがに 指示を理解 できな
い であろ う年齢の生 徒や、不慣 れな生
徒 にはさ りげなく救 いの手をさ しのべ
ま すが、 それとても それらの生 徒が少
し がんば れば手が届 きそうなと ころま
でに救いの手をとどめておきます。
白状し ますと、実 はこの緊張 感は私
に も生ま れるのです 。先の注意 を耳に

した生 徒の耳 目は一瞬に して私に集ま
るわけ です。 自然、発す る言葉に意味
を持た せる必 要が否応に も高まり、こ
れが無 駄な発 問や言葉が けの排除につ
ながっ て、授 業にテンポ とリズムが出
るとい う好循 環になるの ですが、逆に
過保護 が生み 出す悪い例 を一つ書いて
おきましょう。
親切 だと勘 違いして行 う指示の繰り
返しが 、実は 子どもの依 存心を増長さ
せるのです。
運動 会シー ズンが過ぎ ましたが、保
護者や 生徒の 皆さんはこ んな光景に遭
遇した ことは ないでしょ うか。（架空
のものです。）
朝礼 台（指 揮台）にマ イクを持つ先
生Ａが 一人。 マスゲーム のために整列
してい る生徒 の間を見回 る先生ＢＣＤ
の三人。Ａ先生が大声で指示をしま
す。「 今から 音楽を流し ます。音楽が
鳴り始 めてか ら、３秒後 に回れ右をし
て、５ 歩進ん で高く垂直 跳びをしなさ
い」。
よせ ばいい のにＢＣＤ の三先生は口
々に「 いいか ～。３秒後 に回れ右をし
て５歩 進んで ジャンプす るんだぞ～」
と言い ながら キョロキョ ロ生徒を見回
しつつ歩みを進めます。
目を 開けて 寝るのが得 意な生徒Ｔは
ＢＣＤ の三先 生が思い思 いの順序で言
う数字 が頭の 中でごちゃ 混ぜになって
「３秒間歌を歌って５回ジャンプす
る」と聞き取ります。
また 繰り返 しの質問に 食らいついて
即座に 確認す ることを特 技にする他の
生 徒 約 15 名 ほ ど は 、 こ の 時 と ば か り
に三先 生の指 示の繰り返 しをまたまた
繰り返します。
その 様子を 指揮台から 見ているＡ先
生は、 生徒が ざわつき出 したことから
さらに 大きな 声を出して 「音楽が鳴り
始めて から３ 秒後に後ろ 向きに５歩進

ん で跳ぶ のだ～～～ 」とやりま す。た
ま たま目 を開けて起 きていたＴ は、パ
ニ ッ ク で す 。 15 名 は 「 ど ち ら に 跳 ぶ
のですかー？」
これを修羅場といいます。
☆短所を自覚し、長所に変える
そろば んの練習は 「物事を正 確に早
く処理する訓練」です。
珠算１ 級の見取算 は１０桁の 数字を
１ ０個足 したり引い たりする課 題で、
平 均する と１分以内 に正答を得 ると合
格 となり ます。実際 の試験では 、かけ
算 ２０題 、わり算２ ０題、みと り算１
０ 題をま とめて３０ 分で計時し ますの
で 、各種 目を仮に１ ０分ずつに 等分す
る と、み とり算は平 均１題１分 となる
わけです。１題の総字数は１００字
で 、指が 動く回数は １題あたり ２００
～ ３００ 回くらいに なるでしょ うか。
途 中わず か１カ所間 違えてもバ ツとな
る わ け で 、 何 と 99.7％ 正 し い こ と を し
て いても ダメなもの はダメなの です。
こ うして 改めて文字 にしてみま すと、
と んでも なく困難な ことをして いるよ
うに思えてくるのは私だけでしょう
か。
さて、 信じられな いかもしれ ません
が、３級を受験する頃になっても「11
‐ ６」を 「７」とし てしまう間 違えに
陥る 生徒が少な からずいます。「14‐
６ 」は間 違えません 。これはこ こでは
詳 しくは 述べません が、そろば んとい
う 計算器 具の形状に 起因する現 象だと
言 えます 。「１００ ‐１」を「 ８９」
に してし まう間違い も同様です 。ゆっ
く り考え ながら珠を はじいたり 、間違
え やすい 問題ばかり で構成され ている
こ とを生 徒が自覚し て計算して いる時
に はあま り発生しな い間違えな のです
が 、試験 の模擬練習 や誤算原因 を防ぐ
と いう意 識をあまり 持たないま ま計算
す るよう な、いわば 、ある「流 れ」の

中だと ママ見 受けられる 間違えです。
前述 した「 同じ答えに なる」という
訴えで 生徒が 質問に来ま す。対面で計
算させ ると、 この間違え に陥っている
ことが ありま す。間違え たその瞬間に
ストッ プさせ 、今まさに 生徒がした計
算を私 が再現 したり、生 徒に再現させ
たりし ます。 ここで生徒 本人に気づか
せるわ けです 。自分が陥 りやすいパタ
ーンを 自覚さ せることで 、これらの危
険箇所 に出く わしたとき に失敗を繰り
返さな いよう に自分をコ ントロールす
る意識を根付かせるのです。
地雷 原のあ りかを知る ことで安全な
ルート を確保 するような ものでしょう
か。
短所を長所に変化させるのです。
☆ささ やかな 成就感とち ょっとした挫
折感の繰り返し
教室 では次 のようなち ょっとした挫
折感が次々にやってきます。
「完 璧！」 と思って提 出した課題に
無言でバツをつけて返される。
「会 心！」 と思った試 験が無惨な結
果に終わる。
一生 懸命練 習している のになかなか
点数が上がらない。
テキストを前の段階に戻された。
チャ レンジ して、やは り無謀だった
と思い知らされた。
当事者には「なにが『ちょっとし
た』だ ！苦し んでいるの に。」と叱ら
れそうなものもあるかもしれません
が、私 もすべ て経験して きたことばか
りです。終わってしまえば、やはり
「ちょ っとし た」程度の ことだと思え
ますし 、また 、成長とと もに図太くも
なって いって 、挫折感に 「慣れ」もし
ます。
また 、教室 では次のよ うなささやか
な成就感も時には経験します。
ページが進んだ。

小テストで合格した。
最高点がでた。
いっぱいできた。
最短タイムでできた。
試験に 合格した。 大会で入賞 した。
優勝した。
先生にほめられた。
自分でできた。
チャレンジして、成功した。
成就感 ばかりを経 験して大人 になる
こ とも、 挫折感ばか りに苛まれ て大人
に なるこ とも、どち らも良いこ とでは
ありません。大切なのはバランスで
す。
珠算塾 では、これ らの経験を 適度に
得 られる 場面が、シ ステムとし て備わ
っています。
そして、これらの経験の繰り返し
が 、人間 力を高めて いくものだ と確信
しています。
ずっと 「勝ち組」 で育ってき た者は
受 けに回 ると非常に もろいもの です。
向 かい風 が吹くと他 者への攻撃 でもっ
て 精神の 平衡を保と うとして自 他共に
破 滅に追 い込む例が 後を絶ちま せん。
逆にず っと「負け 組」で育っ てきた
者 は、自 信喪失と積 極性の欠如 が顕著
に 表れて きます。何 事にも興味 を持つ
は ずの低 年齢期にこ ういった状 況が続
く と、健 やかな心身 の発達は非 常に困
難になってくるでしょう。
ちょっ とした挫折 感の中から 闘志と
希 望を沸 き立たせた り、ささや かな成
就感を味わいながら慎み深さと謙虚
さ 、そし て挫折感に 耐えうる精 神のビ
タ ミンを 蓄積させる 珠算学習… ……、
私 は史上 最強の習い 事だと心の 底から
信じています。
昔から 日本各所に 連綿と掲げ られて
い る「そ ろばん塾」 の看板を汚 すこと
の ない よ う、 塾 報100 号発 行の 節目
に 、決意 表明させて いただきま した。

☆「勉強に生かせるポイント」（蛇
足）
四則 計算で 言えば、中 学生の数学や
理科で 、間違 いなく珠算 式暗算能力や
珠算の 練習で 磨かれた計 数感覚が生か
されま す。さ らに、正確 な処理能力は
高等数 学でい かんなく発 揮されること
でしょう。
たと えば３ 桁×２桁の 計算が暗算で
できる と、面 積・体積の 計算や発熱量
・オー ムの法 則などの電 気関係などな
どで直 接のメ リットを体 感できます。
因数分 解で、 因数を案出 するのも有利
です。４桁の加減算ができれば、「15
時38分の４時間46分前は何時何分？」
というような計算も一瞬でしょう。
かり に、暗 算力がそこ まで備わって
いなく とも、 珠算学習で 培われる様々
な無形 の能力 は、漢方薬 のような働き
をして 、体質 改善につな がっていきま
す。
上級 者は１ 級の見取算 を暗算で計算
してい きます が、あえて そろばんを使
って計 算する ように指示 を出すことが
ありま す。条 件はただ一 つ。「問題を
パッと 見て一 瞬で暗記せ よ」です。一
瞬で覚 えられ る桁数は個 人差がありま
すが、 間違い なく言える ことは、桁数
は珠算 や暗算 の技術に比 例していると
いうこ とです 。珠算技術 は伸びる速度
に個人 差はも ちろんある ものの、一人
ひとり それぞ れが練習量 に比例して伸
びてい くのは 確実ですか ら、前述のよ
うな‘ 一度に 処理できる 能力’が珠算
の練習 によっ て高まって いくのは明ら
かです。
せっ かく何 かの縁で飛 び込んだそろ
ばんの 世界で す。目標を 高く持って、
骨まで しゃぶ り尽くして みませんか。
－－－ －－－ －－－－－ －－－－－－
長々と 読んで 下さりどう もありがとう
ございました。皆様、よいお年を！

2012年 11月 実 施

珠 算 ・ 暗 算 能 力 テ ス ト 「 i-test」 結 果

（一般社団法人

山内優歩

大阪珠算協会

主催）
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北森遥弥
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山内星徳
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準四段

準四段

神山周

準三段
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木村理仁
小西真雪
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楓陸
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森宥友
井上寛大
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※i-testは１種目だけの受験ができます。空欄は、受験していないか、または、基準点に達せず段や級
が認定されていない種目です。

※12月25日の日本テレビ早朝の番組、ＺＩＰ年末総集編に今年５月に中継がありました当教室が少しだ
け映るという連絡が入りました。
※１月３日の関西テレビ「よーいドン」の人間国宝コーナーに、ウチの末娘が４歳頃に取材を受けたと
きの模様が一部再放送されるという連絡が入りました。

