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明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します

２月８日

午後３時～７時
（当教室生のみ）

※対象者は２月１日と同じです。

名前
塾 報受取 日

月

日

星の郷教室 ２月の予定
１月28日 １月度授業料引落日
（２ 月10日 引き落とし予備日）
１月 26日 近 畿珠算競技 大会大阪府代
表選手選考会
２月９日

珠算１～３級・段位試験

☆２月９日検定について☆
２・３級…星の郷教室
１級…北大阪会議所
段位…星の郷教室

午前８時
午前11時20分

午前８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 は会場
に 直接行 ってくださ い。時間に 余裕を

２月15日

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○西日本大会出場者
○近畿大会出場者
２月22日

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○西日本大会出場者
○近畿大会出場者
○暗算検定受験者

全国計算競技大会結果
1月19日
団体 総合競技
（金本三夢

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
が必要です。
２月１日

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○珠算１～３級・段位受験者
○西日本大会出場者

３位

星 の郷総合教 室

金本大夢

金本愛夢）

個人総合競技高校生以下の部

持 って行 動してくだ さい。会議 所まで

特別練習の予定と対象者

大阪府社会福祉会館

読上算
種目別競技

３位

金本 三夢

６位

金本 大夢

16位
18位
22位
30位
４位

金本
大内
大内
岩成
金本

愛夢
崚聖
悠聖
海
大夢

除算

５位

金本 三夢

乗暗算
除暗算
見取暗算

２位
５位
５位

金本 大夢
金本 三夢
金本 三夢

出席時間20時間以上の生徒

テレビについて

（１月20日までの１ヶ月）

先 月の塾報 で、２本の テレビ番組 に
つい てお知ら せを致しま した。一つ は
大晦日の 番組で、も う一つは１月15日
か22日の放送 予定でしたが、延期にな
って１月 29日 放送との連絡が来ていま
す。10ch、夕方のかんさい情報ネット
ten.という番組です。
今月20日、 ある番組でデヴィ夫人が
出演 者の女性 を殴り、暴 行罪で訴え ら
れる という報 道が流れま した。まだ 一
報の 段階なの で詳細はあ まり報道さ れ
てい ませんが 、スタッフ にデヴィ夫 人
が怒 るような 状況に持っ ていくよう に
指示 をされた 出演者がそ のように振 る
舞い 、デヴィ 夫人が暴行 に及んだと い
うも のです。 暴行する件 まで台本通 り
かど うかは知 りませんが 、いかにも 、
という気持ちになりました。
実 は塾報で ご案内致し ました昨年 末
の番組でも同様のことがあったので
す。
番 組の前半 部分で星の 郷教室の生 徒
たち 数名が出 演し、後半 で私の家族 が
別のコーナーで出演しました。
そ れぞれの コーナーで 、いかにも テ
レビ 的な作り 方がなされ て、視聴者 に
誤解 を与える 内容になっ ていました 。
後 半部分の 詳細は、当 教室のホー ム
ペー ジ「アラ カルト」欄 に書きまし た
が、 前半部分 につきまし ては、生徒 た
ちの 人権に関 わることに 発展する可 能
性も あること から、今の 時点では触 れ
ることは控えておきます。
撮 影のため に旧教室を お貸ししま し
たが 、動かし た備品は元 通りになっ て
おら ず、撮影 に使ったお 菓子の食べ か
すは 机の上に 散乱し、エ アコンのス イ
ッ チ は ONの ま ま だ っ た と 言 え ば 、 ど
のよ うなスタ ンスで番組 作りがなさ れ
てい たかの一 端をお知り 頂けるので は
ないかと思います。
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ージ以上進んだ生徒）
田中章太郎79
樹40

徳永頼

髙津侑良31

中村結菜31

大上

西井萌29

三門楓太27

辻翔

航正30
太23

緒方あいこ66

有田こころ21

西村美希21

中

村恒太20

フラッシュ暗算合格者
（１月20日までの１ヶ月間）
三段

吉見優里

二段

久保田莉央

初段

河野美紅

古川愛佳

１級

文沢駿介

湯浅彩乃

２級

絹本奈緒

３級

加地世菜

甚野ひな

４級

国 永紘資

北尾明日希

竹下綾音

堀内俊孝

５級

兼松健介

６級

入口寛都

９級

判田翔汰朗

森亮大

10級

判田翔汰朗

藤原茉央

森田航平

田中歩

気持ち よく撮影に 協力してく れた生
徒 の皆さ んや保護者 の皆様には とても
嫌 な思い をさせてし まって本当 に申し
訳なく思っています。
今、テ レビ局・番 組製作会社 と善後
策の話し合いが続いております。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
つい先 日、東京の テレビ局か ら当教
室 の生徒 に出演依頼 がありまし た。ス
タジオ収録の日程が１月下旬の水曜
日 、午後 ３時からだ と言います 。学校
を 休んで まで協力は できません から即
座にお断りしました。
前述の 番組と今回 の依頼。マ スコミ
の姿勢に同じにおいがしています。
さて、 優先順位を 間違えてし まうと
果 たして どうなって いくでしょ うか。
学校よ りもテレビ 撮影を尊重 すると
子 どもた ちには学校 よりも大切 なもの
が あると いう意識が 芽生えます 。もち
ろ ん、時 と場合によ っては学校 よりも
大 切なも のはあって 、だから公 欠や出
席 猶予と いった制度 が準備され ていま
す 。つい 先日も集団 食中毒を発 症した
静 岡県浜 松市では学 校閉鎖が相 次ぎま
し た。影 響をより少 なくとどめ るため
にとった措置です。
しかし 、少なくと も我々のよ うな一
般 人にと って、テレ ビ撮影が学 校より
も優先することはあり得ません。
親の仕 事の都合に あわせて、 学校や
幼 稚園を 休ませて子 どもをテー マパー
ク に連れ て行ったら 将来どうな るか、
と いう話 を塾報に書 いたことが ありま
す 。「自 分で進んで 勉強しない 」「意
欲 がない 」「良い成 績を取りた いとい
う 希望を 持っている が、踏ん張 りがき
か ない」 などなど愚 痴をあげれ ばきり
が ないほ どの文言が ならびます が、こ
れ らの根 本は優先順 位の間違い から始
まっていることが多いものです。
理屈で はなく、感 覚的に感じ 取る年

少期 にこんな 経験をすれ ば影響が大 き
いの は当然で 、大きくな ってから刷 り
込ま れた情報 をただすに は周囲の大 人
に相当な覚悟が必要です。
「おなかが痛いから学校を休ませ
る」 のではな く「おなか の痛みが治 ま
った ら学校に 行かせる」 というスタ ン
スで 子どもに 接し続ける と（かなり の
無理 をしてで も学校に行 かせるとい う
意味 ではあり ません）、 困難な状況 に
接し たときで もあきらめ ずに、わず か
な光 を信じて 切り開いて いくという 基
本的 な姿勢を 生み出す経 験を子ども に
積ませることになります。
お 正月、イ オンの「０ 円のしちゃ い
ます キャンペ ーン」の列 に私は長男 と
並び ました。 年末年始、 全国のイオ ン
で買 い物をし た分をお返 ししますと い
うキ ャンペー ンです。何 十人かに一 人
当た るという ことで行き ますと、長 蛇
の列 。数十分 並んだ後、 ようやく係 の
方の前にたどり着きました。
カ ウンター では、５名 の店員さん が
レシ ートの確 認作業をし ています。 隣
から 大きな声 が聞こえる ので目をや る
と、 ベビーカ ーを押した 若い夫婦が 初
老の 確認係を 罵倒してい ます。事情 は
わか りません が、非は確 認係にある よ
うで す。長い 列に並んだ 直後という こ
とも あって、 かなり気が 立ってのこ と
でしょう。
最 初は、男 親が確認係 を難じてい ま
した 。かなり きつい口調 です。確認 係
は頭 を下げ続 けますが、 男親は頭越 し
に確 認係を別 の人間に代 えるよう、 要
求しています。
次 に横で見 ていた女親 が口を開き ま
した。旦那さんの主張を一切無視し
て、 「早くし てちょーだ い。長い間 待
たせ やがって ！！」とソ プラノ調で ま
くし立てました。
私 は、いよ いよ旦那さ んをなだめ 始

め るかと 期待を込め て動き始め た口許
を見ましたが、まったく逆でした。
悲しい のは、罵倒 している両 親の顔
を 全く無 表情で見つ めるベビー カーの
子どもの存在です。
この子 どもには、 何か不都合 なこと
が あれば 、相手の年 齢や立場、 周りの
状 況など を全く一顧 だにせず、
、 、、まくし
立 てて抗 議すること が、ふつう のこと
だ と深く 刷り込まれ たことでし ょう。
ことは 、命に関わ ることや危 害が加
え られる ようなこと ではありま せん。
運 が良け れば、すべ てタダにし てもら
え るとい うスーパー の抽選会で のこと
です。
私が幸 運だったの は、息子の 発案で
レ シート の綴りを２ つに分けた ことで
し た。騒 動場所の至 近距離にい る私と
は 少し離 れた場所で 、息子は確 認係が
押 す電卓 の数字と、 自分が並ん でいる
間 におそ らく数十回 は繰り返し たであ
ろ う計算 の答が一致 するかとい う一点
だ けに集 中していた ようで、騒 動には
まったく気づかなかったようです。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
雨が降 ると出席率 が下がりま す。自
転 車通塾 の人でも歩 かなければ なりま
せ んし、 そもそも気 分が乗らな いこと
もあるでしょう。
その一 方で、雨が 降っても、 遠くか
ら 何食わ ぬ顔で傘を 差しながら 歩いて
くる人がいます。
オギャ ーと生まれ た赤ん坊が 、雨が
降 る・降 らないでさ まざまに心 境が変
わ ること はありませ ん。という ことは
成 長する につれて「 雨」→「う っとう
し い」→ 「気分が乗 らない」→ 「休も
う 」とい う流れをど こかで学習 してい
るのです。
雨が降 れば、その中でどのように行
動 すれば 良いかを考 えて実行す る思考
に はその 後の可能性 が広がりま すが、

雨が 降ったこ とで欠席す ると、その 先
に可能性はありません。
教 育産業の 宣伝では、 よく「子ど も
たち の可能性 を見つける 」云々とい う
もの をみかけ ますが、可 能性はもと も
とど こかに隠 れていて発 見されるも の
では ありませ ん。可能性 は、何もな い
とこ ろに創り 出すもので す。だから 、
可能 性を創り 出すきっか けを失って は
いけないのです。
き っかけは 「やる気ス イッチ」と 言
い換 えること もできます 。巷にはス イ
ッチ を押して くれるとこ ろもあるよ う
です 。どこま で過保護に すれば気が 済
むのか是非尋ねてみたいと思います
が、それは余談。
赤 ちゃんは 「やる気ス イッチ」の か
たま りです。 最初は誰に もたくさん 準
備さ れていま す。それが 、成長する に
つれ てどんど ん失われて いくのです 。
自分 から捨て るものもあ れば、周囲 の
働き かけでな くなってし まったもの も
あります。
し かし、数 は減ってい っても実は 残
って いるスイ ッチの先に つながる線 の
数は増えています。これを成長と言
い 、 一 つ の ス イ ッ チ が O Nに な る こ と
で複数のことが好循環になります。
逆 に線の数 が減ってい くのを老化 と
言い ます。こ の老化は実 年齢に沿う も
ので はなく精 神的なこと を言います 。
精神 的老化は 、実年齢よ りも早く進 ん
でしまうものです。
生 徒たちが 当教室で過 ごす時間は 、
スイ ッチの先 につながる 線を増やし 、
強化していく時間です。
さ らにそろ ばんや暗算 の技術を磨 き
なが ら、計算 力にとどま らない可能 性
を創り出していく時間です。
そ して、さ らに可能性 が新たな可 能
性を創り出す時間です。
有 意義な時 間を共有し ましょう。

