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星の郷教室 ９月の予定
９月29日
10月度授業料引落日
（10月８日 引き落とし予備日）
10月19日（日） 通信珠算競技大会
10月26日（日） １～３級・段位検定
11月２日（日） 段検（私小６年）
11月３日（月） 近畿小中大会

特別練習の予定と対象者
９月27日 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○通信大会出場者
○珠算１～３級・段位受験者
10月11日 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○通信大会出場者
○珠算１～３級・段位受験者
○近畿小中大会出場者
10月18日 午後３時～５時
○通信大会出場者のみ
午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○通信大会出場者
○珠算１～３級・段位受験者
○近畿小中大会出場者
10月25日 午後３時～５時
○珠算１～３級・段位受験者のみ
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

○近畿小中大会出場者
－－ －－－－ －－－－－ －－－－－ －

☆10月２６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…星の郷教室
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
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
が必要です。
（私市小６年生への連絡）
段位試験 は11月２日、午後１時より、
天満 橋の大阪 府立労働セ ンター（あ ん
ざんチャンピオン大会と同じ会場で
す） 、２・３ 級は修学旅 行の集合時 間
が決まった時点で決定します。

☆10月19日通信大会について☆
会場は 守口門真商工会館。京阪電車
「門真市 」駅下車15分です。現地集合
・現 地解散で すが、引率 を希望する 皆
さんは申し出て下さい。午前９時開
始、午後１時終了予定です。

12月14日実施
あんざん種目別チャンピオン大会
暗算検定受験者ならびにi-testの暗算
を３ 種目とも 練習してい る皆さんは 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。
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26年12月14日
部門によって開始時間が異なります
◎ 場所 大阪府立労 働センター （京阪
電車天満橋 駅から徒歩 ５分）

中学生クラス
９月30日、10月７日の午後７時20分か
ら ９時ま で中学生の みの勉強と そろば
ん 練習用 に教室を解 放します。 活用し
て下さい。

全 大阪オ ープン 珠算選 手権大 会結果
◎団体総合競技 ２位
（金本 三夢 金本 大夢 大内 悠聖）
◎個人総合競技
３等 金本三夢 金本大夢
◎小学生優秀賞
大内悠聖 金本愛夢 大内崚聖
◎種目別競技
読上算・乗暗算 １位
見取算 ２位
金本三夢
読 上算・乗暗 算・伝票暗算 ２位
金本大夢
全 大阪チ ャレンジャ ーズステー ジ結果
◎小学生以下の部
８位 木村理仁
銀賞 河 野 美 紅 湊 結 子 和 泉初 音
奥田南海 四宮彩花
銅賞 山内美空 岩瀬菜々香
◎中学生以上の部
３位 山内星徳
金賞 神山 周 奥 田あ さ ひ 山内 優歩
銀賞 田伐志帆
銅賞 森岡優海
◎種目別競技
みとり暗算 ２位 木村理仁

９ 月 13日 塾 生 ブ ロ ッ ク 大 会 結 果

◎個人総合競技 小学生２部
優勝
金本 愛夢
５００
準優勝 大内 崚聖
５００
３位
岩瀬 菜々香
５００
10位
山内 美空
４９０
金賞
和泉 初音
４８５
金賞
大土井 穂賀
４８０
金賞
齊藤 小春
４７０
銀賞
佃 花音
４６０
◎個人総合競技 小学生１部
優勝
大内 悠聖
５００
準優勝 木村 理仁
５００
３位
湊 結子
５００
５位
河野 美紅
５００
９位
明浦 日香
４９０
金賞
四宮 彩花
４８５
金賞
奥田 南海
４７５
銀賞
大土井 楓賀
４４０
銅賞
久保田 莉央
４０５
◎個人総合競技 学生の部
優勝
金本 大夢
５００
準優勝 山口 愛未
５００
３位
岩成
海
４９５
４位
山内 優歩
４８５
６位
奥田 あさひ
４８０
金賞
田伐 志帆
４６０
◎団体総合競技…３部門優勝
星の郷教室 小学生２部 １５００
（金 本愛夢・ 大内崚聖・ 岩瀬菜々香 ）
小学生１部 １５００
（大内悠聖・木村理仁・湊結子）
学生の部
１４９５
（金本大夢・岩成海・山口愛未）
◎読上暗算競技 小学生２部
優勝 大内崚聖
２等 金本愛夢 齊藤小春
３等 山内美空
◎読上暗算競技 小学生１部
優勝 大内悠聖
２等 木村理仁 奥田南海
３等 湊 結子 河野美紅
◎読上暗算競技 学生の部

優勝
２等

金本大夢
山口愛未 岩成海
奥田あさひ
◎読上算競技 小学生２部
優勝 大内崚聖
２等 金本愛夢
３等 和泉初音
◎読上算競技 小学生１部
優勝 大内悠聖
２等 木村理仁
３等 奥田南海
◎読上算競技 学生の部
優勝 金本大夢
２等 岩成海 田伐志帆
３等 山内優歩 山口愛未
奥田あさひ

暗算検定結果

☆１級合格
河野美紅 中島萌唯 大土井楓賀
松下明日香
☆準１級合格
松下菜々 水越友香 窪田大誠
西本匠吾 松野未佳
☆２級合格
井上寛大 大土井穂賀 森本倫才
山本莉奈 若林日和
☆準２級合格
佐伯理仁 甚野ひな 田邊美空
池田優花 西井颯一朗 畑さくら
岡田亜瑠
☆３級合格
出口来実 平生義智 西島彰吾

ぐっさんの子育てライブラリー
先月号 の塾報でお 知らせいた しまし
た 「夏休 み特別企画 ・ここにヒ ントあ
り ！ぐっ さんの子育 てライブラ リー」
が８月30日に８chで放送されました。
授業風 景や保護者 の皆様への インタ
ビュ ー、私のコ メントなどを10分程度
にまとめたものでした。
撮影は ２日間にわ たって行わ れまし
た 。テー マは「教え すぎない」 という

もの で、生徒 が質問にや ってきては 私
に追 い返され る場面や、 ちょっとし た
段差 を乗り越 えてはニコ ッとほほえ む
表情を映し出していました。
「 なぜ教え ないのか？ 」「今指示 を
受けた生徒さんに与えた指示の意味
は？ 」などの 質問が撮影 中にディレ ク
ター さんから 出てきては 私が答える と
いう 形で撮影 が進みまし たが、なに よ
りも うれしか ったのはデ ィレクター さ
んが 発した次 の言葉でし た。「こん な
にカメラを無視されたのは初めてで
す。」
生 徒たちの 、意識を集 中するとき と
緩め るときの メリハリが とても新鮮 だ
った ようです が、これこ そ、珠算学 習
の長 所の一つ ですから、 私にはこの 上
ない 誉め言葉 のように聞 こえました 。
さ て、「な ぜ教えない のか？」と い
う問 いに対し て私は「教 えるのがも っ
たいないから」と答えました。
授 業では、 生徒から質 問があった り
生徒 が新出事 項の学習場 面に到達し た
場合 、個々の 能力や性格 、それまで の
意欲 などを総 合的に判断 して、教え な
けれ ばいけな いか、教え てはいけな い
か、 教えた方 が良いのか 教えない方 が
良いのか、を判断しています。さら
に、 それぞれ の選択につ いて、言葉 が
けや ヒントな どを硬軟お りまぜて提 示
します。
直 接的に教 えた方が早 くて、生徒 も
私も 一時的に は楽なので すが、それ で
はどこか味気ないのです。
「 教えても らう満足感 」よりも「 教
えて もらえな い不足感・ 不満感」の ほ
うが 精神作用 としては強 いと思いま す
が、 それより も上位に来 るのが「自 分
でで きた達成 感」だと思 います。達 成
感に たどり着 くための道 は、生徒の 目
には 見えもせ ず、意識す ることもな い
と思 いますが 、多少失敗 しても大丈 夫

な幅の広い道が私の頭の中にありま
す 。道は 生徒の数だ け存在して いて、
常 に変化 し続けてい ますが、そ れは生
徒の成長に伴っています。
以上の ようなこと が番組で訴 えたか
っ たこと でしたが、 皆さんの目 にはど
のように映ったことでしょうか。

合宿ビデオ完成
夏期強 化合宿の記 録ビデオが 完成い
た しまし た。参加者 には全員配 布いた
し ました が、２時間 を超えるも のにな
っ てしま って、昨年 に引き続き ブルー
レ イに収 録しました 。ご興味の ある方
に は貸し 出しを致し ますので、 どうか
お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、 テレビ局か ら上述の番 組ＤＶ
Ｄ を頂き ましたので 、こちらも 貸し出
すことが可能です。

出席時間20時間以上の生徒
（９月20日までの１ヶ月・下線は中学生）

和泉初音84 河野美紅71 岩瀬菜々香
70 岡田亜瑠55 平生絵理55 金本愛
夢53 山内美空49 山内星徳44 見山
紀子43 奥田南海42 西井萌42 盛井
結子42 和泉琴音41 大土井楓賀38
藤江茉奈38 湊結子38 見山真菜38
大土井穂賀36 大内悠聖36 井上寛大
35 金本大夢35 平生義智35 大内崚
聖34 竹下綾音34 神山周33 山内優
歩33 齊藤小春30 住吉美咲30 西井
颯一朗30 藤江健太29 松下菜々29
奥田あさひ28 金本三夢28 上井茅衣
27 住吉海飛27 田伐志帆27 西村優
里菜27 木村理仁26 越野貴也26 佃
花音26 堀さやか26 水越友香26 井
手亮太25 池田優花25 楓まい25 四
宮彩花25 出口来実25 分林椿25 古
川愛佳25 福井夏歩25 森亮友25 吉
永灯25 竹下椋香24 出合祐喜24 文
沢駿介24 広川朔彌24 眞井夏希24
森本一生24 福原健太23 森田航平23
大上航正22 古川治親22 岩成海21

茅島悠斗21 出合拓翔21 福井太一21
松田拓也21 森本爽月21 森萌歌21
山根未来21 若林日和21 小倉璃空20
北尾明日希20 熊田杏凛20 熊田星麗
20 高山琴音20 林和花20 福田陸人
20 平井望彩20 村田拡己20 若林秀
星20
（あと１時間だった皆さん）
一宮敬智19

楓陸19

三門楓太19

高山翔太19

藤本直也19

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）
川上俊基116 村田拡己106 森本一生
78 茅島悠斗71 山城真里奈66 津隈
瑛翔63 黒田義晴48 福原健太43 柳
田春花39 薄井正寿37 江連雄大35
河合胡春35 山城秀斗31 岩宗凉椛30
江連舞29 中嶋夏海29 明浦光里26
分林央華26 大塚遥平24 坂本青鹿23
山田青空22 林寿百20

フラッシュ暗算合格者
（９月20日までの１ヶ月間）
四段 河野美紅 山内優歩
三段 岡田亜瑠 和泉初音
二段 足立歩 大 平生道照 盛井結子
初段 盛井結 子 古川和佳 文沢駿介
１級 竹下綾音 西村優里菜
３級 松田拓也
４級 久保心暖 高山琴音 西井萌
西村優星 見山真菜 松田航
山本夕有花
５級 見山真菜 佐藤僚祐 藤岡栞
藤 江健太 緒方あいこ 森亮友
６級 佐藤僚祐 藤江健太 森亮友
酒井菜摘 星野花音
７級 森亮友 星野花音
８級 髙津侑良 林和花 向井杏珠
９級 髙津侑良 林和花 奥田花
熊田杏 凛 坂奈菜 帆 横山士 竜
10級 林和花 奥田花 坂奈菜帆
有田こころ 分林央華

