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星の郷教室 ４月の予定
３月28日 ４月度授業料引落日
（４月８日 引き落とし予備日）
４月12日 グランプリ大阪大会
申し込み締め切り
４月19日 暗算検定申込締めきり
（試験日は５月31日）
４月20日 全日本ユース大会

３月26日～４月１日
そろばん春休み

３月25日（火）の授業
３月25日（火）のみ、午後の授業を
午前 授業に振り 替えます。４時20分・
５時20分・６時20分のクラスに関係な
く、 午前９時か らのクラスと午前10時
か らのク ラスのどち らかに出席 して下
さ い。（ 無制限クラ スの生徒の 皆さん
は 両方と も練習でき ます）午後 の授業
は ありま せんのでご 注意下さい 。午前
の 授業で 都合がつか ない皆さん は春休
み 前後の 好きな日程 に振り替え て下さ
い。

特別練習の予定と対象者
４月５日・12日 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○ユース大会出場者
○グランプリ大阪大会出場者
４月19日 午後３時～５時
○ユース大会出場者のみ

午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリ大阪大会出場者
４月26日 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリ大阪大会出場者

全日本ユース珠算選手権大会
2014年度の表記大会は４月20日に京
都パ ルスプラ ザ（京都市 伏見区竹田 鳥
羽殿町５ 、近鉄竹田駅から徒歩15分、
第二京阪道路巨椋池ICから約10分）で
開催されます。
大 会の見学 は誰でもで きます。全 国
から 集まった 高校１年生 以下の精鋭 た
ちが 繰り広げ る競技は圧 巻です。大 会
は午前11時開始、午後４～５時頃終了
予定 です。参 加者は現地 集合となり ま
すが 、引率を 希望する場 合は申し出 て
下さ い。参加 者は昼食を 準備してお い
て下さい。
星 の 郷 教 室 か ら は 24名 が 出 場 し ま
す。 この大会 がデビュー 戦という生 徒
もい ます。初 めて出る大 会としては 刺
激が 強すぎる かもしれま せんが、大 会
を通 じていろ いろなこと を学んで欲 し
いと思っています。
チ ャレンジ する気持ち がある限り 、
人間はいつまでも成長します。

☆そろばんグランプリジャパン
2014大阪府大会について☆
５月25日 、守口門真商工会館において
表記大会が開催されます。小学生部

門 、中高 校生部門、 大学一般部 門のそ
れ ぞれの 部門で大阪 府代表選手 に選出
さ れた２ 名の選手と 、推薦選手 ５名は
は７ 月20日に兵庫県で開催される全国
大 会に出 場します。 小学生の部 は１級
以上（または、i-testの珠算種目すべて
が ３rd stage以上練 習中）の生 徒、中
高生の部は初段以上（または、i-testの
珠算種目すべてがSpecial stage以上）
練習中の皆さんに出場資格がありま
す 。参加 料は２００ ０円、出場 を希望
する 皆さんは４ 月12日までに申し出て
下 さい。 予選通過が 望ましいの はもち
ろ んです が、通過を 目指して練 習する
こ とで技 術や精神力 が更に向上 するこ
とが出場の主たる目的です。
な お予選 に通過でき なかった選 手でも
全 国大会 に個人参加 できますの で出場
を 希望す る皆さんは 申し出て下 さい。

☆３月９日西日本大会結果☆
第１部 小学４年生以下の部
個人総合競技
優 勝
大内崚聖
準優勝
金本愛夢
金 賞
山内美空
銀 賞
岩瀬菜々香 佃花音
奥田南海 湊結子
読上算優勝
金本愛夢
読上暗算優勝
大内崚聖
フラッシュ優勝 金本愛夢
第２部 小学５・６年生の部
準優勝
金本大夢
６ 位
大内悠聖
７ 位
岩成海
金 賞
奥田あさひ
銀 賞
山内優歩 木村理仁
楓まい
銅 賞
西本朱里 森岡優海
読上暗算優勝
金本大夢
フラッシュ優勝 金本大夢
英語読上算優勝 金本大夢
第３部 中学生の部
準優勝
金本三夢

銀 賞
第４部
銅 賞

山内星徳 田伐志帆
高校一般の部
倉澤悠維

近畿大会（３月２１日）結果
京 都・兵庫 ・大阪・奈 良・和歌山 ・
滋賀 の６府県 の代表が集 まって競わ れ
る近 畿珠算競 技大会が３ 月２１日、 尼
崎商工会議所において開催されまし
た。 団体総合 競技は小学 ５・６年生 の
部・ 中学生の 部の２部門 で大阪府チ ー
ムが 優勝、小 学４年生以 下は準優勝 で
した 。個人総 合競技でも 立派な成績 を
収め てくれま した。当教 室の代表選 手
の個人成績は以下の通りです。
☆小学４年生以下の部
個人総合競技 優 勝 金本愛夢
準優勝 大内崚聖
読上算競技
２ 等 大内崚聖
金本愛夢
読上暗算競技 ２ 等 金本愛夢
３ 等 大内崚聖
☆小学５・６年生の部
個人総合競技 優 勝 金本大夢
準優勝 大内悠聖
２ 等 岩成 海
読上算競技
優 勝 金本大夢
２ 等 大内悠聖
読上暗算競技 ２ 等 金本大夢
３ 等 大内悠聖
☆中学生の部
個人総合競技 優 勝 金本三夢
３ 等 山口愛未
優 良 酒井結衣
安原章太
読上算競技
優 勝 金本三夢
読上暗算競技 ２ 等 金本三夢

３月１日実施暗算検定
【１級合格】
齊藤小春 村上小晴
【準１級合格】
岩瀬菜々香
【２級合格】
松下菜々 松野未佳

吉永灯

【準２級合格】
岩宗楓斗 北森遥弥 森遥香
【３級合格】
石橋広太郎 池田優花 甚野ひな
若林日和

２月実施段位認定試験昇段 者
【珠算総合段位昇段者】
九段
準三段
二段
準二段
初段
準初段

金本愛夢 大内崚聖
山内優歩
神山周 田伐志帆 辻尾菜々
楓まい
森岡優海
酒井克巳

【暗算総合段位昇段者】
九段
八段
五段
四段

大内崚聖
岩成海
神山周
窪田 茜 山内星徳 田村麻菜
辻尾菜々
三段
倉澤悠維 楓まい 山内優歩
準二段
森岡優海
初段
木村理仁 越野貴也
準初段
酒井克巳 明浦日香
【かけ算昇段者】
十段
大内崚聖
九段
金本愛夢
三段
田伐志帆
準三段
楓まい 木村理仁
二段
神山周 辻尾菜々
準二段
窪田茜
初段
森岡優海
準初段
酒井克巳 明浦日香
松井咲帆
【わり算昇段者】
満点十段 大内悠聖
十段
大内崚聖
四段
辻尾菜々
三段
田伐志帆 山内優歩
木村理仁
準三段
森岡優海
準二段
楓まい
準初段
酒井克巳
【みとり算昇段者】

満点十段 安原章太
九段
岩成海 大内悠聖
四段
神山周
三段
辻尾菜々 山内優歩
二段
田伐志帆
初段
明浦日香
準初段
酒井克巳
【かけ暗算昇段者】
九段
酒井結衣
七段
福田陸人
六段
神山周
五段
木村理仁
四段
田村麻菜 辻尾菜々
山内優歩
三段
楓まい 酒井克巳
準三段
山内美空
初段
越野貴也
準初段
小野澤怜花 明浦日香
松井咲帆
【わり暗算昇段者】
十段
福田陸人
九段
木村理仁
八段
神山周
六段
窪田茜 山内優歩
五段
辻尾菜々 酒井克巳
四段
楓まい
二段
小野澤怜花 越野貴也
準二段
明浦日香 山内美空
【みとり暗算昇段者】
九段
大内崚聖
八段
岩成海
四段
窪田茜 山内星徳
三段
倉澤悠維 楓まい 山内優歩
準二段
森岡優海
初段
木村理仁 越野貴也
準初段
酒井克巳 明浦日香
松井咲帆

出席時間20時間以上の生徒
（３月20日までの１ヶ月）
和泉初音53 岩瀬菜々香48 山内優歩
48 山内美空47 大土井穂賀44 金本
愛夢43 大土井楓賀42 河野美紅41
岩成海40 岡田亜瑠40 奥田あさひ37

水越友香37 金本大夢36 藤野柚季
33 吉田彩良31 金本三夢30 神山周
30 山内星徳30 盛井結子29 文沢駿
介29 大内崚聖28 住吉海飛28 西井
萌26 文沢一花26 西井颯一朗25 松
下菜々25 佃花音25 小倉璃空24 木
村理仁24 奥田南海23 甚野ひな23
森萌歌23 北尾明日希23 熊田星麗23
湊結子23 大内悠聖22 小野澤怜花
22 福田陸人22 小野澤遼22 井上寛
大22 絹本奈緒22 北尾陽太郎22 楓
まい22 西本朱里21 古橋晴香21 大
上航正21 出合祐喜21 竹下綾音21
高山琴音20 今泉優衣20 国永紘資20
越野貴也20 兼松咲菜20 住吉美咲
20 辻尾菜々20 前田謙吾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）
森 萌 歌 230 青 田 裕 哉 75 上 井 茅 衣 59
森矢涼太55 高山翔太52 奥田花51
中條航希50 北尾陽太郎44 坂奈菜
帆43 辻翔太31 熊谷優里30 徳永頼
樹30 不破健太朗29 倉持杏24 田中
良奈23 藤本敦也20
※ トップ の森萌歌さ ん（私市小 ４年）
は 、 練 習 日 数 14日 間 で 230ペ ー ジ と い
う超ハイスピードでした。

フラッシュ暗算合格者
（３月20日までの１ヶ月間）
六段 木村理仁
五段 奥田南海
四段 奥田南海
三段 岩瀬菜々香 関明日香
二段 岡田亜瑠 古橋晴香
初段 楠田知己
１級 住吉海飛
２級 今井麻友香 畑さくら 由比彩菜
３級 河野優揮 北尾明日希
田中穂夏 竹下綾音
４級 大上航正 西島彰吾
５級 大上航正
６級 有本仁栄 楠田泰己 判田翔汰朗

７級
９級
10級

楠田泰 己 足立登大 福井太一
吉田彩良
吉田彩良 三門楓太 森萌歌
星野花音

特別寄稿

～岡田秀樹さん～

み なさん、 こんにちは 。岡田秀樹 と
申し ます。昨 年１月より 星の郷総合 教
室で お世話に なっており ます。今回 初
めて 塾報に文 章をのせて いただきま し
た。 まずは、 簡単な自己 紹介をさせ て
いただきます。
私 は現在５ ２歳ですが 、四国の徳 島
にあ った実家 の珠算塾で そろばんを 始
め、 それから ４７年間珠 算の選手を 続
けて います。 取得段位は 、日本珠算 連
盟珠 算７段・ 暗算９段で す。昨年の ８
月ま で、パナ ソニック株 式会社に在 籍
し、同社珠算部の監督をしていまし
た。 現在は、 大阪市内に あるアイエ ス
ケー 株式会社 というとこ ろで、経理 の
仕事 をしてい ます。小学 校二年生の 娘
の 亜 瑠 (あ あ る )も 一 昨 年 の ６ 月 か ら 本
教室でお世話になっております。
今 回は、み なさんに珠 算学習では 地
道な 毎日の練 習が何より も大切だと い
うお 話をさせ ていただき たいと思い ま
す。 今月の９ 日（日）に 大阪商業大 学
で第 ９回西日 本珠算競技 大会が開催 さ
れ、 私も参加 しましたが 、総合競技 で
９９ ０点（満 点１０００ 点）という 過
去の 大会の中 で最高点タ イとなる高 得
点を とること ができまし た。また、 １
月に 開催され た平成２５ 年度全国計 算
競技大会でも個人総合競技８０５点
（満 点１０５ ０点）で全 国レベルの 選
手の 到達点と される８０ ０点を久し ぶ
りに こえるこ とができま した。私の 場
合は 、今から ３１年前の 昭和５８年 度
全日 本珠算選 手権大会の 読上暗算競 技
で日 本一とな ってから、 読上暗算で は
全国 大会で入 賞できるレ ベルを保っ て
おり ますが、 あまり得意 でない個人 総
合競 技では、 ここ数年、 成績の低迷 が

続 いてお りました。 しかし、今 年に入
っ てから 上記のよう に、個人総 合競技
の 成績が アップして きています 。これ
は どうい うことだろ うかと考え てみま
す と、昨 年１月から の本教室で の練習
が 実を結 んできたの ではないか と考え
て います 。とくに、 会社をかわ った昨
年 の９月 からは、月 ・水・金の ７時２
０ 分から の１時間と 土曜日の朝 ２時間
・ 夕方２ 時間の合計 ７時間の練 習をほ
ぼ 毎週続 けており、 この練習量 を増や
し た効果 がじわじわ とでてきた ように
思 われま す。もう一 つは、金本 先生か
ら いただ くアドバイ スのおかげ と考え
て います 。最近は、 数か月前の 本教室
の塾報にものっていたことですが、
「 必要最 小限のムダ のない指の 動きで
も ってそ ろばんをや さしくはじ くよう
に！」をとくに意識して練習してお
り 、これ でもって苦 手のかけ算 を克服
し 、日本 珠算連盟珠 算８段に合 格する
ことをめざしています。
これは 、珠算学習 だけに限っ たこと
で はあり ませんが、 何かを上達 しよう
と すれば 、日々の地 道な努力・ 鍛錬が
何 よりも 大切だと最 近つくづく 思いま
す 。今月 の１６日（ 日）に奈良 県珠算
協 会の優 良模範生徒 表彰式典で 模範演
技 を披露 した際に、 父兄からの 質問に
答 えて、 「珠算・暗 算の上達の ために
は 、①大 きな夢・目 標をもつこ と②身
近 な実行 計画をはっ きりさせる こと③
地道な努力を続けること、が大事で
す 」とい うお話をさ せていただ いたの
で すが、 やはり「地 道な努力」 につき
ると思います。
私にと っては、本 教室で若い 優秀な
生 徒さん たちといっ しょに練習 するこ
と はとて も良い刺激 になってお りあり
が たいこ とでもあり ます。今後 ともみ
な さんと いっしょに 練習にはげ み、珠
算 選手と して更なる 高みをめざ してが
んばっていきたいと思っていますの
で、よろしくお願いいたします。

◎妙 見坂にお 住まいの岡 田秀樹さん 。
昨 年 1月 に 突 然 連 絡 が あ り 、 当 教 室 に
入会 。以降、 熱心にコツ コツと練習 に
励ん でいらっ しゃいます 。文章中に あ
ります昭 和58年の全日本大会では、私
はこ の目で“ 岡田先輩” の読み上げ 暗
算日 本一の瞬 間を見てい ます。５桁 ～
13桁の問題を 会場でただ一人正解して
の日本一でした。
以来、 30年 。目も耳もおそらくかな
りき つい時も あるはずな のに、いや 、
きつ くあって 欲しいと願 う老眼の私 に
は信 じられな いのですが 、この１年 、
確実 に実力を 伸ばしてい るのはすば ら
しいの一言です。
昔 、教室に あるパソコ ンのスクリ ー
ンセ ーバーに 、「新入生 募集中。２ 歳
～ 200歳 ま で 。 た だ し 、 ハ 虫 類 は の ぞ
く」 とふざけ て流してい た時期があ っ
たの ですが、 今や星の郷 教室は「ゆ り
かご から○○ まで」とい う壮大な光 景
が繰り広げられています。
実 は交野市 藤が尾地域 で教室を開 校
しま したのは 、岡田さん が十年以上 前
に私 にふと漏 らした一言 、「うちの 近
くで そろばん 塾をやって くれない？ 」
がきっかけだったのを思い出しまし
た。 私にとっ て交野（私 市）は小学 校
時代 に遠足で しか訪れた ことのなか っ
た地 域です。 本文に「上 達のために は
①大 きな夢・ 目標を持つ こと」とあ り
ます が、岡田 先輩の夢が 実現してい ま
すね。

新学期新入生募集中
2014年度新入生を募集中です。お友
達、 ご兄弟、 ご近所の方 にそろばん 学
習の輪を広げていきましょう。
そ ろばん学 習のねらい を、星の郷 教
室の入会案内からご紹介します。

☆人間 が自分 の能力 だけ で操作する
最も優 れた計 算道具 であ るそろばん
は日本 人の手 によっ てさ まざまな改
良が加 えられ 、現在 のよ うな形がで

きあがりました。
「少し でも速 く、そ して正 確に」
計 算でき る道具 として 現在ま で長い
伝 統を持 ってい るそろ ばんは 、「読
み ・書き ・そろ ばん」 という 言葉に
代 表され るよう に昔は 誰もが 一度は
勉強する習い事でした。
しかし 、その 優れた 機能面 ばかり
が 強調さ れたた めに、 より安 易で簡
単 な計算 機の出 現によ って、 実務面
で はほと んどそ ろばん を使う 場面が
な くなり ました 。コン ピュー タや電
卓 なしで は実社 会が成 り立た なくな
っています。
ところ が、こ れらの 機械を 操作す
る のは人 間であ って、 優れた 数感覚
や ミスを しない ことが 新たに 求めら
れ るよう になり ました 。便利 な機械
を 正確に 使うに は、機 械を使 う人間
にセンスが要求されるのです。
そろば んを習 得する と自然 に得ら
れ る計算 力は、 これら 実社会 の要求
に 応えら れるだ けの充 分な能 力にな
り ます。 これが 、現代 におい てもそ
ろ ばんを 勉強す る価値 の一つ です。
☆ そろば んを習 うと同 時に訓 練を行
う のは、 珠算式 暗算力 の養成 です。
学校の 算数や 数学で 習う計 算は、
珠 算式暗 算を利 用する と大変 速く正
確にできます。
また、 日常生 活で必 要な計 算のほ
と んどを 暗算で できる ように なりま
す。
自分の 頭の中 にそろ ばんの 珠を思
い 浮かべ て行う 珠算式 暗算は 、そろ
ば んを習 うこと によっ て初め て身に
付 く、一 生役立 つ優れ た計算 機なの
で す。珠 算式暗 算能力 の養成 を目指
す ことも そろば んを勉 強する 価値の
一つです。
☆検定試験での１種目の制限時間
は、珠算種目で10分前後、暗算種目
で ４分前 後が平 均です 。この 間、真
剣 に集中 して計 算を行 わない と正確

な答は得られません。
また 珠算１ 級の乗 算では 、１問題
平均で、九九を30回、指をその２～
３倍の 回数動 かして 答えを 記入しま
す 。 時 間 は 何 と 30秒 ！ 少 し で も は
じき間違えるとバツになります。
物事 を成し 遂げる のに絶 対に必要
な集中 力や根 気は、 習い始 めてから
コツコ ツと努 力する 間に自 然に身に
付きます。
☆そろ ばんは 、その 計算方 法を意欲
的に学 び始め た瞬間 に、単 なる計算
道具で はなく なりま す。自 分自身を
ドンド ン高め ていく 、まる で魔法の
道具の ような 役割を 持つよ うになる
のです 。小さ なステ ップで 設定され
ている 検定試 験や、 さまざ まな競技
会に参 加する ことで 、人間 が成長し
ていく ための 良い肥 料が与 えられま
す。目 標達成 時の成 就感や 満足感は
次への新たな動機付けになります
し、不 合格時 に味わ う何と も言えな
い挫折 感は、 過去へ の反省 と他人へ
の思い やりの 気持ち をはぐ くむ良い
教材で す。数 感覚や 暗算力 を強化す
ると同 時に、 人間力 をも高 めるそろ
ばん、 これも そろば んを勉 強する価
値の一つなのです。
家庭 のみな さまに は、珠 算学習で
お子様 たちが 遭遇す る様々 な困難に
寄り添 ってい ただき たく思 います。
助言は 必要最 小限に とどめ ていただ
き、お 子様た ちが自 力で問 題を解決
する様 子をワ クワク しなが ら見つめ
る楽し さを存 分に味 わって いただき
たいの です。 時には イライ ラするこ
ともあ るでし ょうが 、そこ はグッと
こらえ て、ど うか後 からそ っと見守
ってあ げて下 さい。 計算能 力に限ら
ず、お 子様の あらゆ る能力 の基礎作
りとし て、珠 算学習 をご活 用いただ
きましたら幸いです。
「珠 算学習 で生き る力を 育む」。
これが私たちの願いです。

