塾内報 Star EXPRESS

http://hoshinosato.info/

№
平成26年11月25日発行
電話072-895-6230

名前
塾 報受取 日

変更 です。ご 協力をお願 い致します 。
月

日

星の郷教室 12月の予定
11月28日（金） 12月度授業料引落日
（12月８日 引き落とし予備日）
11月30日（日） 珠算名人位決定戦
12月６日（土） 暗算検定
（通常授業あります）
12月13日（土） 近畿珠算競技大会
代表選手選考会申込締切
全国計算競技大会申込締切
12月14日（日） あんざん種目別チャン
ピオン大会
12月20日（土） １～３級・段位申込締
切（試験は２月８日）
ドリームカード当選番号発表
12月26日（金） 授業時間変更
（下段参照して下さい）
12月27日（土） クリスマスカップ
１月６日（火） 新年授業はじめ
ドリームカード賞品引き替え

そろばん冬休み
12月27日（土）～１月５日（月）
＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊

○12月26日（金）の授業時間について
12月26日は土曜日の時間帯での授業と
な ります 。金曜日が 練習日に当 たって
い る 皆 さ ん や ､無 制 限 ク ラ ス の 皆 さ ん
で26日に出席する皆さんは午前８時30
分か ９時30分のクラスに出席して下さ
い。 夕刻の練習 はありません。27日に
さ いたま 市で行われ る全国珠算 競技大
会 クリス マスカップ に出場する ための

特別練習の予定と対象者
11月29日（土） 午前10時30分～正午
○アドバンスト・チーム（A-team）
○暗算検定受検者
○ あんざん チャンピオ ン大会出場 者
○名人戦出場者
○クリスマスカップ出場者
12月６日（土） 午後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
○クリスマスカップ出場者
12月13日（土） 午後３時～５時
○ あんざん チャンピオ ン大会出場 者
のみ
午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○クリスマスカップ出場者
12月20日（土） 午前10時30分～正午
○アドバンスト・チーム（A-team）
○クリスマスカップ出場者
○計算大会出場者
○近畿大会大阪府予選出場者
○１～３級・段位受験者

☆１２月６日

暗算検定☆

午前10時30分開始です。通常授業があ
りま す。都合 の悪い生徒 の皆さんは ４
日・５日に受験できます。

あんざん種目別チャンピオン大会
・大 阪府立労 働センター （京阪電車 天
満橋 駅徒歩５ 分）観覧席 があります 。
第４・５部
午前９時４５分開始
午後１時終了予定

第１・２・３部 午後１時４５分開始
午後５時終了予定
２ 部制に なるため、 当日の引率 ができ
ま せん。 現地集合・ 現地解散と なりま
す のでど うかご協力 のほどお願 いいた
します。

近畿珠算競技大会代表選手選考会
i-test６種目の練習レベル合計が20以上
の 生徒の 皆さんが出 場できます 。３月
21日に行 われる近畿大会の大阪府代表
選 手 を 選 考 す る 大 会 で す が ､代 表 に な
れ るかど うかはとも かく、この 大会に
向 けて練 習を積むこ とで上達が 見込め
ます。
大会日時 １月25日午前９時30分開始
午後０時30分終了予定
場所
大阪商工会議所
参加料
１０００円
申込締切 12月13日（土）

全国計算競技大会
◎大会日時 １月18日（日）
午前10時開会午後５時終了予定
◎場所
大阪府社会福祉会館
◎参加資格 i-test全種目レベル４以上
◎参加料
３０００円
◎申込締切 12月13日（土）

☆ドリームカード賞品引換☆
平 成26年度のドリームカード当選番
号一覧表は12月20日から配布します。
当 選賞品 引き換えは １月６日正 午～午
後 ２時ま 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 たカードの 枚数を
数えて持ってきておいて下さい。
なお、 以下の条件 に当てはま る生徒
の皆さんは、12月26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 、１月７日 以降に賞品 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。
26日までにカードを提出できる生徒
①１月６日の都合が悪い生徒。

②１ 枚も当選 しなかった 生徒で、は ず
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１月６日 に
引き替えできます。
※１ 月６日に 事前提出者 の賞品準備 を
しま すので６ 日に引き替 えできない 皆
さんは必ず12月26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。
※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
11時～午後２時30分頃までです。

家庭での練習について
家 庭で練習 するために 問題を持ち 帰
る生 徒が増え ています。 練習後答案 に
ご家 庭の皆様 の確認印や コメント等 が
ありますと生徒たちの励みになりま
す。ご協力をお願いいたします。

練習時間について
伸 び悩んだ り覚えるの に時間がか か
りす ぎている ときの手っ 取り早い解 決
策 は ､練 習 時 間 を 増 や す こ と で す 。 必
ず壁 を突き抜 ける瞬間に 出会うこと が
でき ます。誰 かと比較し ても意味は あ
りま せん。過 去の自分自 身と向き合 う
ことに意味があります。
成 長期の一 時期、何か に没頭して 全
身全 霊をかけ る経験をし ておくのは と
ても 良いこと です。そろ ばん学習に は
その 役割を担 うに十分な 資格がある と
思います。
教 室での練 習時間を増 やすことが 困
難 な 場 合 は ､先 に 書 き ま し た よ う に 自
宅練 習用のプ リントを持 ち帰ること が
できます。

大内悠聖（小６）・金本大夢
（中１）そろばん日本一に
10月に行われ ました公益社団法人全国
珠算 教育連盟 主催全日本 通信珠算競 技
大会 の結果が 集計され、 小学生部門 で
大内 悠聖くん 、中学生部 門で金本大 夢
くん がそれぞ れ日本一に なりました 。
他の 入賞者は 正式な成績 表が発表さ れ

次第、塾報に掲載します。

☆１～３級能力検定合格者☆
～10月26日施行～
山内美空

仙田

☆２級合格
河 田青大 木村征爾 佃花音 中上慶
祐 足立歩大 兼松咲菜 若林日和

☆３級合格
今 井麻奈 未 出合祐 喜 甚野ひ な 守
本 光希 三田村航季 出口来実 岡田
亜瑠

段位認定試験昇段者
☆珠算総合段位
十段
三段
準三
準二
初段
準初

大内崚聖
四段 福田陸人
楓まい 木村理仁
湊結子
堀さやか 和泉初音
四宮彩花 明浦日香
河野美紅 越野貴也

☆暗算総合段位
九段
四段
三段
準三
二段
準二
初段
準初

岩成海
六段 神山周
山内優歩
福井優 和泉初音 齊藤小春
森岡優海 河野美紅
明浦日香
眞井夏希 岩瀬菜々香 山内美空
熊田星麗
堀さやか 津﨑菜々子 住吉海飛

かけ算昇段
四段
三段
準三
準二
初段
準初

福田陸人
楓まい 木村理仁
古橋晴香 河野美紅 湊結子
堀さやか 和泉初音
四宮彩花 明浦日香
越野貴也 岩瀬菜々香

わり算昇段

満点十段 大内崚聖
十段 岩成海 金本愛夢
五段 木村理仁
四段 和泉初音
三段 楓まい
準三 湊結子
二段 四宮彩花
準二 堀さやか
初段 津﨑菜々子 岩瀬菜々香
準初 河野美紅 越野貴也

みとり算昇段
十段
四段

岩成海 大内崚聖
河野美紅 湊結子

四宮彩花
堀さやか 和泉初音
津﨑菜々子
準初

八段
四段
三段
準三
二段
準二
初段
準初

山内星徳
六段 木村理仁
古橋晴香 和泉初音 山内美空
福井優 河野美紅 齊藤小春
森岡優海 熊田星麗 四宮彩花
明浦日香 住吉海飛
堀さやか 眞井夏希 岩瀬菜々香
仙田さくら 楓陸
湯浅彩乃 津﨑菜々子 森岡賢一

かけ暗算昇段

☆１級合格
眞 井夏希 湯浅彩乃
さくら 文沢駿介

準三
二段
初段

越野貴也

わり暗算昇段
十段
六段
五段
四段
三段
準三
準二
準初

岡田秀樹
九段 神山周
楓まい 森岡優海 山内美空
堀さや か 河野美紅 和泉初音
湊結子 四宮彩花
福井優 津﨑菜々子 明浦日香
岩瀬菜々香 齊藤小春
仙 田さくら 熊田星麗 眞井夏希
住吉海飛
今泉優衣
二段 湯浅彩乃
楓陸

みとり暗算昇段
九段
四段
三段
準三
準二
初段
準初

岩成海
六段 神山周
山内優歩
福井優 津﨑菜々子 和泉初音
齊藤小春
河野美紅 岩瀬菜々香
眞井夏希 山内美空
熊田星麗
堀さやか 住吉海飛 森岡賢一

近畿小中学生珠算競技大会
～11月３日・守口門真商工会館～

◎団体総合競技
小学生部門優勝（５年連続５回目）
中学生部門優勝（２年連続３回目）

◎個人総合競技
優勝
準優勝
２等

◎個人総合競技
優勝
準優勝
２等
３等

小学生の部

大内悠聖
金本愛夢（最優秀選手）
大内崚聖

中学生の部

金本大夢（最優秀選手）
金本三夢
岩成海 奥田あさひ
山内星徳

◎種目別競技
乗算・読上暗算

小学生の部
１位

大内崚聖

見取算・見取暗算
除算 １位

◎種目別競技

１位

中学生の部

乗算・除算 １位
乗暗算・見取暗算 １位
見取算・除暗算 １位

◎特別競技伝票算
優勝
３等

大内崚聖
大内悠聖
金本大夢
金本三夢
山内星徳

優勝
３等

大内悠聖
大内崚聖

中学生の部

小学生の部

金本愛夢

◎フラッシュ暗算
優勝
３等

金本愛夢

岩成海

◎フラッシュ暗算

中学生の部

金本三夢
２等
岩成海 神山周

金本大夢

出席時間20時間以上の生徒
（11月20日までの１ヶ月）

岩瀬菜々香60 西井萌55 平生絵理55
和泉初音52 河野美紅52 金本愛夢51
藤江茉奈42 山内美空42 見山紀子41
盛井結子39 渡邉安菜39 渡邉一貴38
奥田南海37 見山真菜36 岡田亜瑠34
村田拡己34 和泉琴音33 大土井穂賀
32 堀さやか31 湊結子31 金本三夢
30 大内悠聖29 山根未来29 大土井
楓賀28 大内崚聖28 神山周28 齊藤
小春28 平生義智28 井上寛大27 田
中穂夏27 森本倫才27 森田航平27
西井颯一朗26 森亮友26 金本大夢25
茅島悠斗25 越野貴也25 古川愛佳25
端野志25 森萌歌25 吉永灯25 大野
虹24 出口来実24 竹下椋香24 竹下
綾音24 文沢駿介24 山内星徳24 木
村理仁23 四宮彩花23 住吉海飛23
甚野ひな23 高山琴音23 分林椿23
山口実央23 上井茅衣22 近藤楓22
高山翔太22 福田陸人22 森本爽月22
水越友香22 森本一生22 山本莉奈22
一宮敬智21 井手亮太21 熊田星麗21
楓まい21 古川治親21 藤江健太21
福原健太21 福井夏歩21 大上航正20
有本仁栄20 熊田杏凛20 兼松咲菜20
眞井夏希20 山内優歩20
（ あと １時間 だっ た皆 さん ）奥 田あ さひ19

海19

出 合拓翔19

吉田彩良19

若林日和19

若

林秀星19

猛スピードばく進中（PERFECT）

金本大夢
金本三夢
岩成海

小学生の部

２等

◎特別競技伝票算
優勝
２等
３等

金本愛夢
大内悠聖

岩成

（ 初 歩 教 材 PERFECTを １ ヶ 月 で 20ペ
ージ以上進んだ生徒）
近藤楓167 渡邉一貴130 若林和花75
明浦光里48 薄井正寿48 柳田涼音
47 広田里久47 山田千尋46 岩宗凉
椛40 柳田春花32 橋本琉矢32 熊田
杏凛31 奥根由菜30 中嶋夏海30 山
田青空30 江連舞28 河合胡春26 黒
田義晴23 津隈瑛翔22 江連雄大22
坂本青鹿20

フラッシュ暗算合格者
（11月20日までの１ヶ月間）
五段 河野美紅
四段 楓まい
三段 大土井穂賀 兼松咲菜
二段 森岡賢一
初段 小野澤遼 竹下綾音 西井颯一朗
西 村優里菜 平生絵理 堀さやか
松下菜々
１級 河野優 揮 平生義智 古川治親
２級 石田里穂 小西美琴 久保田絢香
深江菜 月 藤江茉 奈 見山真 菜
山根未来
３級 井上楽 耀 井手蒼人 西島彰吾
西井萌 森田航平 森本爽月
４級 井上楽 耀 上井茅衣 佐藤実紗
佐藤僚祐 中西夏生 端野志
森萌歌 森亮友
５級 田中広 美 星野花音 山口佳澄
渡邉安菜
６級 渡邉安 菜 熊田杏凛 坂奈菜帆
髙津侑良 林和花 藤原茉央
村田拡己
７級 渡邉安 菜 藤原茉央 村田拡己
茅島悠 斗 森本一 生 横山士 竜
山田知弥
８級 渡邉安 菜 村田拡己 茅島悠斗
有 田こころ 田中良奈 山口実央
９級 渡邉安 菜 茅島悠斗 田中良奈
山口実 央 中川瑞 希 西村美 希
10級 渡邉安菜 茅島悠斗 田中良奈
西 村美希 一宮敬智 石川ひなた
不破健太朗 安原良真

※練習のご見学はいつでも可能
です。お気軽にお越し下さい。

