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５月28日

塾 報受取 日

月

日

星の郷教室 ５月の予定
４月28日 ５月度授業料引落日
（５月９日 引き落とし予備日）
５月１日（日）アバカスフェスタ
５月21日（土）

５月i-test実施
珠算検定申込締め切り
（実施は６月２６日）

５月22日（日）

そろばんグランプリ
大阪府大会

ゴールデンウィークはカレンダー通りの
授業です。祝祭日はお休みです。

特別練習の予定と対象者
４月30日

午後５時～７時

○アバカスフェスタ出場者のみ
５月14日

○グランプリ大阪大会出場者
○i-test受験者
○暗算検定受験者
５月21日

○アドバンスト・チーム（A-team）
○１～３級・段位受験者
○暗算検定受験者

七夕そろばんワールド
日時…７月３日（日）
場所 …三重高 等学校（三 重県松阪市 ）
参加料…３５００円（昼食付き）
交通費…往復、車での行程となりま
す。 電車賃以 内での徴収 となります 。
申込締切…５月14日
参加資格…i-testの６種目とも、3rd
stage以 上 の 練 習 生 で 、 練 習 点 が 基 準
点を超えた生徒。
◎参 加希望者 は申し出て 下さい。数 回
の練 習を経て 、出場の可 否が決まり ま
す。

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）

午後３時～５時

○グランプリ大阪大会出場者のみ
午後５時～７時

午後５時～７時

中学生クラス
５月１ ０日、午後７時20分～９時ま
で中 学生以上 の生徒のみ を対象とす る
時間 です。そ ろばんの練 習、テスト 勉
強、 日常の勉 強の何に使 っても構い ま
せん。

夏期強化合宿

○アドバンスト・チーム（A-team）

日程…８月16日（火）～18日（木）

○グランプリ大阪大会出場者

場所 …京丹後 市夕日が浦 温泉「海幸 」

○１～３級・段位受験者

費用…２８６２０円

○暗算検定受験者

定員…３０名

大 会は守 口門真商工 会館（京阪 電車門

準二段
初段
１級
準１級
２級
準２級
３級
準３級
４級
５級
６級

真市 駅より徒歩 15分）において、５月

◎暗算総合

資 格 … i-test６ 種 目 す べ て 3rd stage
以 上練習 生で、日頃 の練習態度 が良好
な生徒。
申 込…参 加料を添え て申し込ん で下さ
い 。定員 になり次第 、締め切り となり
ます。
※ 費用に は、宿泊費 ・往復バス 代・食
事７食・保険料が含まれます。

グランプリ大阪府大会

２ ２日午 前９時開始 、正午終了 予定で
開 催され ます。現地 集合・現地 解散を
基 本とし ますが、引 率を希望す る皆さ
んは申し出て下さい。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
☆７ 月18日に今年度のＡ１グランプリ
大会が開催されます。i-testの練習レ
ベル 合計が12以上の皆さんなら誰でも

１６段
準三段
初段
準初段
準１級
準２級
準３級
４級

出 場でき ます。申込 書の配布は もう少
し 先のこ とになりま すが出場可 能なレ
ベ ルに達 している生 徒の皆さん は是非
予 定して おいて下さ い。会場は 枚方市
立 地 域 活 性 化 支 援 セ ン タ ー （ ｢輝 き プ
ラ ザ き ら ら ｣内 ） 、 午 後 ０ 時 開 会 、 午
後４時閉会予定です。

５月i-testについて
５月i-testは５月21日の午前10時30分
から 実施します 。21日に受験を希望す
る皆 さんは20日までに申込を済ませて
おい てください 。21日に受けられない
場 合でも 、５月中な らばいつで も申込
・受験できます。

３月i-test昇級・昇段者
◎珠算総合
１４段
準三段

金本大夢
由比彩菜

５級
６級

出口来実
奥田花
上井芽衣 村田拡己 大上航正
渡邉悠
久保心暖 加納温真
加地世菜 平尾拓士 森本一生
津隈瑛翔 田中広美 松岡晃大
林和花
伊丹琉太 中西夏生
辻翔太 髙津侑良
向井杏珠
金本大夢
由比彩菜
井上楽耀 西村優里菜
白川香乃
奥田花
久保心暖
加地世菜
津隈瑛翔
中村結菜 有田こころ 林和花
松岡晃大 加納温真
石川ひなた
中西夏生 田中瞳夏 一宮敬智

◎かけ算
三段
準三段
初段
準初段
１級
準１級
２級
準２級
３級
準３級
４級
５級
６級
７級
８級

出口来実
大上航正 白川香乃
小倉璃空 加納温真
上井芽衣 藤本直也
久保心暖 金子直毅 田中広美
平尾拓士
西畑美伶 緒方あいこ
津隈瑛翔 松岡晃大
木中心大郎 中西夏生
伊丹琉太 辻翔太 髙津侑良
向井杏珠 福原健太
高山優 三木翔雲
松井一真 青田裕哉
外間彩乃
判田悠輔
薄井正寿 江連舞

◎わり算
１８段
準三段
準二段
初段
１級
準２級
３級
準３級
５級
６級
７級
９級

金本大夢
由比彩菜
出口来実
奥田花
上井芽衣
平尾拓士
加地世菜
林和花
中村結 菜
伊丹琉太
中西夏生
向井杏珠

久本和奏
松岡晃大
津隈瑛翔 一宮敬智

４級
５級
６級
７級

辻翔太

渡邉悠 奥田花
村田拡己 小倉璃空
上井芽衣
加地世菜 久保心暖
中村結菜 森本一生
平尾拓士 中西夏生 高山優
松井一真 木中心大郎
由比幹 太 西畑美伶 外間彩乃
松岡晃大
三木翔雲
安田和 平 宮城葵 松田藍花
久髙涼生 榎本結
中僚
山口太雅
下岡和生 内藤圭吾

◎かけ暗算
準二段
初段
準２級
３級
準３級
５級
６級
７級
８級

井上楽耀
渡邉悠 白川香乃 奥田花
久保心暖 加納温真
加地世 菜 中村結菜 津隈瑛翔
木中心大郎 石川ひなた
中西夏生 松岡晃大
緒方あいこ
髙津侑良 福原健太
向井杏珠 辻翔太
神山兼槻 西畑美伶 倉持杏

◎わり暗算
準三段

西村優里菜

久保心暖 井上楽耀
判田翔汰朗
奥田花
有田こころ
加地世菜 久本和奏
林和花
松岡晃大
中村結菜 津隈瑛翔 田中瞳夏
一宮敬智
中西夏生
伊丹琉太

７級
９級

◎みとり暗算

◎みとり算
初段
準初段
１級
準１級
２級
３級
準３級

準二段
準初段
初段
準１級
２級
準３級
５級
６級

由比彩菜

１８段
準初段
２級
準２級
３級
準３級

金本大夢
白川香乃
久保心暖 津隈瑛翔
加地世菜
不破健太朗
中村結菜 木中心大郎
石川ひなた 松岡晃大
有田こころ 高山優 辻翔太
髙津侑良 福原健太
松井一真 由比幹太 神山兼槻
外間彩乃
倉持杏
判田悠輔
藤本敦也

５級
６級
７級
８級
９級
10級

出席時間20時間以上の生徒
（４月20日までの１ヶ月）

奥田花48

金本愛夢47

藤江茉奈41

大内崚聖37

奥田南海37

永津敦之35

平生絵理35

由比彩菜35

山内美空35

梶本悠生34

井上心結33

西松美咲32

松岡晃大31

金本大夢31

古川愛佳31

湊結子31

盛井結子31

大土井穂賀30
28

岩瀬菜々香30

和泉初音29

古川治親

見山紀子28

和泉琴音27

大上航

正27

西井萌26

深江萌黄26

村田拡

己26

大土井慧賀26

本爽月25

西松優大25

髙谷楓乃24

久堀力翔26

森

堀さやか25

福原健太24

田代和花24

石川ひなた23
由比幹太23
22

小林千尋23
眞井夏希22

田中章太郎22

亮大21

岩成桃23
奥田あさひ

久本和奏22

茅島悠斗21

松岡

上林剛士21

木

中心大郎21

越野貴也21

四宮彩花21

大野虹20

渡邉悠20

井

井上寛大20

近藤楓20

藤

上楽耀20

熊谷圭祐21

原茉央20
（ あ と１ 時 間だ っ た皆 さん ）野 々村誉 良

分林 椿

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）
松 岡 亮 大 122
れ55
39

田中夏希50
瀧川航平38

早野蓮40

仲井蒼純32

知晃27

宮下結芽26

池田帆奈美24

平尾

中西幹32

青田

吉村健太郎25

増美アリナ23

但馬明紗21

乃愛20

江藤陸

木地由香里36

悠真35

咲22

米山すみ

深 江 萌 黄 97

八阪美
髙津

兼松祐介20

中村友亮20

八阪悠真20

フラッシュ暗算合格者
（４月20日までの１ヶ月間）
二段

古川治親

初段

井上心結

１級

西松美咲

２級

高 山優

３級

由比幹太

４級

西山大翔 神山兼槻 野々村誉良

５級

山口太雅
江連舞

６級

熊本地震
（星の郷教室ＯＢによる緊急寄稿）
生 まれてか ら高校生ま で大阪府交 野
市 で 育 ち 2014年 4月 か ら 熊 本 大 学 へ 進
学しました。熊本では学生寮で生活
し、 日々の生 活はバイト 代と奨学金 で
まかなっています。
４月14日は そのバイト帰りでもう少
しで 寮に着く というとき に一回目の 地
震が 起こりま した。地面 からドンッ と
大き な音がな り、そのあ と電柱が大 き
く揺 れ始めま した。自転 車をこいで い
た私 は自転車 をおり、周 りの車も止 ま
り始 めました 。その時は 何が起こっ た
かの 認識はで きず、揺れ がおさまっ た
とき に寮に帰 りました。 帰ってみる と
寮 生 (約 150人 )が 外 の 広 場 に 集 ま っ て
おり 、それが 大きな地震 であったこ と
を感じ取りました。
各 階での人 数確認、そ の場にいな い
人 の 安 否 確 認 、 LINEや SNSを 使 っ て み
んな と連絡を 取り合いま した。地震 か
ら一 時間後に 全員の安否 を確認する 事

大野虹

がで きました 。しかし余 震が続き、 解
散し た後も怖 くて眠れず 殆どの人が 一

田中瞳夏

木中心大郎

野々村誉良
外間彩乃

なが らも各自 部屋の片付 けや、非常 食
の買 出しにい き、帰省す る人もいま し
た。 その日は 一日中震度 １～４の余 震

足立登大

が頻 繁におこ り、頻度が 多すぎて揺 れ

吉岡春菜

三木翔雲

日髙希愛

中嶋夏海

７級

橋 本栞里

澤田一心

８級

宮城葵

勢登翼

睡も できてい ません。次 の日は寝不 足

てい るのか揺 れていない のかが分か ら
なく なりまし た。普通に 歩いていて も
吉岡春菜

青田裕哉

澤田一心

吉岡春菜

９級

山 田青空

山城秀斗

10級

安田和平

増美アリナ

広部有梨

久堀力翔

久堀力翔
榎本結

体全 体がふら ふらしてい て、体調を 崩
す人も少なくありませんでした。
14日の夜、 私は怖いからと友達の家
に泊 めてもら うことにし ました。余 震
の回 数も時間 が経つごと に減り、「 明

日 から日 常生活に戻 れるね」と 安心し

た。街頭募金、母校での募金箱の設

な がら寝 ようとして いました。 そのと

置、そして長年お世話になっている

き 、二回 目の地震が 起こりまし た。た

「星 の郷そろ ばん教室」 にも募金を お

っ た数秒 だったかも しれません 、でも

願い しました 。熊本で被 災し、まだ 日

私 たちは とっさに布 団を頭から かぶり

常生 活に戻れ ていない方 々のために も

ゆれがおさまるまで待ちました。M7.3

支援 金の御協 力をお願い いたします 。

の その地 震は前日の 比較になら ないよ

－－ －－－－ －－－－－ －－－－－ －

う な、大 きくそして 長い時間揺 れたよ

現 在、熊本 大学３年生 になる永井 ル

う に感じ ました。幸 い上からは 空っぽ

アさ ん（藤が 尾小・交野 ４中卒）に 地

のリュックが落ちてきただけでした

震か ら５日目 に手記を書 いてもらい ま

が 、半分 パニックに 陥った私た ちは停

した 。手記に もあります が、地震発 生

電 した真 っ暗な部屋 から必要な ものだ

５日 目によう やく実家に 戻ってくる こ

けをもちだし、すぐに近くの避難所

とが できた永 井さんは、 その足で教 室

(熊本大学グラ ウンド)へ向かいまし

にや ってきま した。本人 も被災者で あ

た 。外に 出ても真っ 暗な道、た まに起

る彼 女は、大 阪に帰って くることが で

こ る余震 におびえる 人々などそ のとき

きた ことを幸 運に思うこ とができず 、

の グラウ ンドの風景 が鮮明に思 い出せ

むし ろ後ろめ たささえ感 じている口 調

ます。

でし た。そし て、無事に 実家に帰る こ

その日 は一日ブル ーシートを 敷いた

とができた仲間たちと連絡を取り合

だ けのグ ラウンドで 過ごし、食 料は各

い、 それぞれ の地元でで きる活動を す

自 持参し たものをみ んなでわけ て食べ

ぐに 始めたい という意向 を持って星 の

ました。それからは非日常生活とな

郷教 室に相談 にやってき たのでした 。

り 、言葉 では表せな い日々にな りまし

地 震発生直 後と、発生 から数日を 経

た 。そん な中でも熊 本の学生は 周辺の

た現 在、そし て数週間か ら数ヶ月を 経

安 全確認 や年寄りや 子ども達へ の配慮

た頃 では、被 災された方 々のニーズ は

を 忘れず 、自分たち もつらいの に身体

変わ っていき ます。しか し、どの時 期

を はって いろんな活 動の手伝い をして

であ っても変 わらないの は、安全に 過

い ます。 私は寮のガ スが止めら れ断水

ごせ る建物で の日常生活 を取り戻す こ

し 、住め る状態では なくなった ため実

とだと思います。

家 の大阪 に帰ってき ました。最 初は残

そ のために 必要なもの で最も役立 つ

し てきた みんなに申 し訳ない気 持ちで

もの は支援金 だというこ とになり、 星

い っぱい でしたが、 他にも実家 に帰省

の郷 教室でも 募金箱を設 置すること に

し た友達 が物資の収 集をして熊 本に届

しました。

け ている ことを知り 、私も九州 から離

５ 年前の東 日本大震災 の折りにも 募

れ ている この大阪で 何かできな いかと

金箱 を設置し ました。生 徒のみなさ ん

考えました。

が募 金してい ただいた金 額と同額を 教

大阪か らでは配送 に時間がか かるた

室 か ら も 募 金 し て 、 大 縄 を 100本 、 宮

め 募金と いう形で支 えようと思 いまし

城県 のそろば んの先生に 送りました 。

そ して教 材が流出し た小学校や 、運動

地 震列島であ る日本。南海トラフを

不 足にな りがちな避 難所に配布 して頂

震源と する地 震が将来か ならず発生す

きました。

るとい われて いるここ関 西でも、今回

今回も 、同様の態 勢で臨みた いと思
います。

の熊本 地震は まったく他 の地域のこと
だと言 い切れ るものでは ありません。

生徒の みなさんか ら出して頂 いた募

日常 の備え を万全にす ると同時に、

金 は、熊 本県か熊本 市、または 家屋損

互助の 精神で 今回の困難 に臨みたいと

壊 の被害 が最も大き い益城町の 教育委

思います。

員 会に送 り、地域の 子どもたち の、無

－－－ －－－ －－－－－ －－－－－－

く してし まった教材 などの購入 費用に
充 てて頂 こうと思い ます。また 、みな
さ んから 頂いた募金 額と同額を 、大阪
駅 前ビル にあります 熊本県事務 所、ま
た は大分 県事務所に 星の郷教室 として
募金しようと思います。
募金を することも 募金する額 もまっ
た くの自 由です。強 制ではあり ません
の で、ど うか誤解の ありません ようお
願いいたします。
なお、 募金箱の設 置は、とり あえず
５月末日までといたします。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
21年前の1995年１月17日早朝。阪神
淡 路大震 災が発生し ました。阪 神高速
の 高架が 横倒しにな るという衝 撃的な
映 像が今 でも目に焼 き付いてい ます。
その後 、震度６級 の揺れの地 震が各
地 で散発 し、５年前 には東日本 大震災
が発生しました。
大きな 地震の後に は余震活動 がつき
も のです が、わずか １週間の間 に震度
５ や６、 そして７の 地震が立て 続けに
起 こるの は過去にほ とんど例が ありま
せ ん。人 が一生の間 に１回経験 するか
ど うかと いうクラス の地震を１ 週間の
間 に複数 回経験して いる皆様は 、想像
を 絶する 恐怖感の中 で過ごして いらっ
しゃることでしょう。

私語禁止？
ある 保護者 との雑談の 中で、「授業
中は私 語禁止 だと伺って おります」と
いう話が出ました。
私語 が禁止 かどうかと いえば、禁止
してい るわけ ではありま せん。ただ、
友達と 今その 話をする必 要があるのか
どうか という 判断を常に 生徒には求め
ています。
たと えば時 間を計って 問題に取り組
んでい るとき に隣に座っ ている人と話
す必要 はほと んどありま せん。まれに
あると すれば 、隣の生徒 が種目を間違
えてい ること を指摘した りするくらい
で、ふ つうは 自分の課題 の克服に向け
て自分 自身と 戦っていま すから、話す
必要も時間もないのです。
こん な雰囲 気ですから 、話し声がす
るとと ても目 立ちます。 話の内容まで
わかり ます。 そこで、今 話す必要があ
るもの ならば 黙認します し、そうでな
いなら ば会話 の緊急性に ついて問われ
ることとなります。
姿勢についても同じことがいえま
す。真 剣に課 題に取り組 んでいない生
徒の体 勢は、 他の生徒の 体勢とは全く
異質な ものと なります。 やけに目立ち
ますか ら、自 然に指導の 対象となりま

す。
そろば ん学習の効 果の一つと して、
「 集中力 がつくこと 」が昔から いわれ
てきました。

に表 れる行事 が合宿とい うことにな り
ます。
毎 年お世話 になってい る、京都府 京
丹後 市、夕日 ヶ浦温泉「 海幸」。た ま

数字を 見て脳が瞬 時に判断し 、処理

たま 新聞広告 で旅館の存 在を知り、 ま

命 令に従 って間違い なく指先を 動かす

った くの個人 旅行で宿泊 したのが始 ま

に は高度 な集中力が 必要ですか ら、今

りで した。夕 食の折、女 将さんがご 挨

ま でいわ れてきた効 用はまった くその

拶に 来られ、 その時に合 宿で利用す る

通 りなの ですが、そ の効用をよ り高次

こと が可能か どうか尋ね たところ快 諾

元 で、し かも短期で 養うには、 「集中

を得たのです。

し て練習 できる環境 」が必要で あると
考えています。
さらに は、「集中 している状 態」を
「 集中を 解いている 状態」との 対比で

し かし、合 宿を実現す るにはどう し
ても 越えなけ ればならな い壁が一つ あ
りま した。当 時、私はそ ろばん教室 を
まだ開いていなかったのでした。

と らえる ならば、両 者のメリハ リも大

嘘 のような 話なのです が、今にな る

切 な要素 になってき ます。タイ ム計測

と、 合宿を行 うために星 の郷教室を 開

中 の集中 と、計り終 わったとき の弛緩

設し たような ものだと思 えなくもあ り

と の差が 大きいほど メリハリが あるわ

ません。

けです。

1999年９月。縁あって交野市藤が尾

教室に ある備品や 掲示物は言 うに及

６丁目の 教室兼自宅 に新入生13名を迎

ば ず、指 導者の声の トーンや大 きさ、

えて 星の郷教 室がスター ト。以降、 ２

言 葉遣い 、教材の量 と質、課題 出しや

度の 教室移転 を行って、 現在の地に 落

指 示のタ イミング、 生徒の動き 、言葉

ち着いています。合宿は2002年に１回

遣 い、態 度・・・数 え上げれば きりが

目を 約束通り 「海幸」を 貸し切って 実

な いほど の小さなこ とが集まっ て集中

施し 、途中１ 年だけ実施 できなかっ た

力 を高め る雰囲気が 作られてい きます

年を除い て今年で14回目を迎えます。

が 、それ ぞれを小さ なこととし て済ま

練 習会場と して使う大 きな和室が ち

す にはあ まりにも一 つずつの存 在の意

ょうど30名程 度座れることから、合宿

味は大きいものです。

の定員は 30名 ですから、延べ参加者は

これら のパーツを 一つずつ吟 味・精

昨年 までで３ ９０名ほど になります 。

選 し、磨 いていく作 業を生徒と ともに

うち 、ホーム シックにか かったと自 他

毎日毎日意識し続けていくことが、

共に 認めた参 加者が３名 。発熱が続 い

「 私語禁 止」と改め て言わなく てもい

てな くなく途 中リタイヤ した参加者 が

い 空気を 作っていく 唯一の方法 だと考

２名 でした。 この人数は 参加者の多 く

えています。

が小 中学生だ ということ を考慮する と

合宿をおすすめしま す
という わけで、メ リハリが最 も顕著

わり と少ない 方だと思い ます。最年 少
参加者は小学１年生でした。
合宿一日目。午前８時に観光バス

で 、一路 丹後半島へ 。今でこそ 、第二

をした り塾の 課題をした りしながら、

京 阪から 京都縦貫道 を通るルー トがで

思い思 いに時 間を過ごせ る「特権」が

き て片道 ３時間で行 けるように なりま

ありま す。小 学生の参加 者の中には、

し たが、 最初の頃は 、一般道を 走って

早く中 学生に なって、「 特権」を満喫

近 畿自動 車道の摂津 南インター まで行

したい という 感想文を書 く人もいるく

っ ていま した。道路 状況によっ ては摂

らい、あこがれの場所のようです。

津 南まで １時間、さ らに吹田ジ ャンク

ただ し、中 学生には自 由が認められ

シ ョンで 渋滞につか まり、２時 間ほど

る分、 班をま とめたり、 海岸での花火

か かって もまだ西宮 というよう な年も

の後始 末があ ったり、班 対抗ゲームの

あ りまし た。「吹田 （すいた） 」とは

下準備 があっ たりします 。遅くまで起

な んと現 実離れした 名前だと悔 やんで

きてい てもい い代わりに あくびは一日

み ても仕 方がありま せん。それ ならば

３回ま でとい うルールを 課した年もあ

と 、ある 年からはサ ロン付きの バスを

りました。

借 りるよ うにして、 班単位でサ ロン席

まだ 参加し たことのな い皆さんに向

を 利用す る時間を作 って行きの バスの

けて合 宿の内 容をざっと 紹介してみま

中 から班 の結束を高 めるように 仕掛け

した。

ていきました。

練習 時間の 長さに驚い た人がいるか

旅館到 着後、昼食 を済ませて から練

と思い ますが 、長時間練 習を経たこと

習 が始ま ります。ま ずは、午後 １時～

で見え てくる 世界が必ず あります。そ

５ 時まで の４時間。 入浴と夕食 を済ま

れは技 術面だ けではなく 、精神面にで

せ てから 夜の練習が ２時間。間 違い直

もあります。

し と問題 の整理とで １時間ほど を費や
し、１日目が終了。

お うちの人と 離れてはじめて宿泊す
るのが 合宿と いう参加者 も毎年数多く

２日目 は午前中３ 時間、午後 ４時間

います 。友達 が全くいな くても参加す

の 練習。 夕食後、天 気が良けれ ば海岸

る人も 毎年い ます。食べ 物の好き嫌い

で１時間ほど運動や花火をして、入

を少し でも無 くそうとし て参加する人

浴 。その 後、班対抗 のゲームな どをし

もいま す。自 分の殻を破 りたくて参加

て就寝。

する人 もいま す。日頃、 忙しくてあま

３日目 は午前中３ 時間の練習 。昼食
後 、旅館 出発という 日程がここ 数年続
いています。

り練習 できな い分を合宿 で取り戻そう
とする人もいます。
色々 な目的 を持って参 加するみなさ

長時間 練習の合間 をぬって、 参加者

んです が、多 くの参加者 が合宿終了後

は 班単位 でトランプ をしたり、 誰かの

には目 的を達 成しただけ でなく、新た

噂 話で盛 り上がった りしながら 、わず

な成果 を身に つけてたく ましくなって

かな休憩時間を楽しんでいるようで

帰ってきます。

す 。中学 生以上の参 加者は、同 じ班の

今年 もそん な合宿にす るべく、準備

小 学生を 無事に就寝 させること ができ

万端整 えて生 徒のみなさ んの参加申込

た ら、中 学生専用ル ームで学校 の宿題

をお待ちしております。

