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予

定

通常授業・授業料引落日
通常授業
通常授業
通常授業
通常授業・暗算検定
振替授業
通常授業
通常授業
通常授業・授業料引落予備日
通常授業
通常授業
通常授業
西日本大会
通常授業
通常授業
通常授業
通常授業
通常授業
通常授業
全日本ユース申込締切
アバカスフェスタ申込締切
振替授業
近畿大会
（通常授業はありません）
通常授業
通常授業
通常授業
通常授業
通常授業・i-test一斉実施
通常授業はありません
通常授業はありません
午前授業
（夕方の授業はありません）
春休み
春休み
春休み
春休み
春休み
通常授業

３月 最終週
授業変更のお知らせ（重要）
３月27日と28日は、東京で講習会が
ある ため授業 ができませ ん。両日の 振
り替えを ３月５日の午前８時30分、午
前 ９ 時 30分 、 ３ 月 19日 の 午前 ８ 時 30
分、午前 ９時30分に行います。週２回
また は週１回 で練習して いる生徒の 皆
さんは27日と28日の授業分を５日と19
日で 消化して 下さい。振 り替えが困 難
な場 合は３月 ・４月の他 の練習日に 自
由に振り 替えて下さい。また３月29日
（水 ）の練習 は、午前中 に行います 。
４時20分クラス→午前８時30分開始
５時20分クラス→午前９時30分開始
６時20分クラスと７時20分クラス
→午前10時30分開始
29日の午後の練習はありません。29
日の 午前への 振り替えが 困難な生徒 の
皆さ んも３月 ・４月の他 の練習日に 自
由に振り替えて下さい。
３月27日・28日・29日の午後～４月
４日 は、教室 が閉まって いますので ご
注意下さい。

３月４日暗算検定について
すべての級を午前10時30分から行い
ます。所 要時間は約20分です。４日の
受験 が無理な 受験生は、 ２・３・４ 日

の 授業中 に受験でき ますので申 し出て

せま す。見学 はできます が、座席に は

下 さい。 暗算検定日 は原則とし て通常

限り がありま す。現地集 合・現地解 散

授 業があ りませんが 、今回は午 前８時

も可能です。

30分と９時30分の通常授業を行います
ので注意して下さい。

特別練習の予定と対象者
３月４日（土）

午後５時～７時

３月i-test
３月i-testは３月25日の午前10時30
分から実 施します。 25日に受験を希望
する皆さ んは24日までに申込を済ませ

○アドバンスト・チーム（A-team）

ておいて ください。 25日に受験できな

○西日本大会出場者

い場合は 、25日までの授業時間中に受

○近畿大会出場者

験できま す。（26日以降は受験できま

○ユース大会出場予定者

せん）

３月11日（土）

午後３時～５時

○西日本大会出場者のみ
午後５時～７時

全日本ユース珠算選手権大会
2017年度の表記大会が４月23日に京
都市 ・京都パ ルスプラザ （京都府総 合

○アドバンスト・チーム（A-team）

見本 市会館） で開催され ます。西日 本

○西日本大会出場者

大会 出場者や 現在ユース 大会の練習 を

○近畿大会出場者

行っている生徒の皆さん、i-testの全

○i-test受験申込（予定）者

種 目 3rd stage以 上 を 練 習 し て い る 皆

○ユース大会出場予定者

さん で、参加 基準点を越 えた皆さん は

３月18日

午前10時30分～正午

○近畿大会出場者
○ユース大会出場者
３月25日（土）

午後５時～７時

出場でき ます。申込 締切は３月18日、
参加料は3000円です。
今年４ 月１日現在 の満年齢が10歳以
下の 皆さんの 部門（アン ダー１０） 、

○アドバンスト・チーム（A-team）

12歳以下の部門（アンダー１２）、15

○ユース大会出場者

歳以 下の部門 （アンダー １５）とに 分

３月12日西日本大会

かれ て総合競 技が行われ 、全国順位 が

集合…星田駅８時２５分

つき ます。問 題の難易度 はかなり高 度

帰り…星田駅１８時頃

です が、今か ら練習を重 ねることで 大

会 場…大 阪商業大学 （近鉄河内 小阪）

幅な 実力の向 上が見込め ます。大会 を

昼 食の準 備をしてお いてくださ い。電

活用して、上手くなりましょう。

現地集合･現地解散もできます。

３月20日近畿大会

アバカスフェスタ2017
Ａ １グラン

プ

車賃は中学生で往復1000円以内です。

リ大会の 大阪府版と し

て昨年始まったアバカスフェスタ2017

集合時 間などの詳 細は追って 連絡し

年大会は ４月29日（土・祝）にエル大

ま す。会 場は奈良県 大和高田市 の奈良

阪（ 京阪天満 橋駅下車） で開催され ま

県 産業会 館です。昼 食を持って きて下

す。i-testを６種目練習している生徒

さ い。会 場に早めに 着いて昼食 を済ま

の皆 さんなら 誰でも参加 できますの で

参 加を希 望する生徒 の皆さんは 参加料

１級

津隈瑛翔

2000円を添えて申し出て下さい。

準１級

判田翔汰朗

部門（新年度からの学年です）

２級

木中心大郎

◎小学２年生以下の部

３級

入口寛都

◎小学３・４年生の部

準３級

藤原茉央

◎小学５・６年生の部

６級

貝谷憲吾

◎中学生の部

７級

神山兼槻

２月12日実施１～３級検定

◎かけ算

【１級合格】（第196代～第199代）

６段

由比彩菜

河田青大 平生道照 奥田花 井上心結

初段

藤原茉央

【２級合格】

準初段

木中心大郎

西井萌 古川治親 藤江健太 藤原茉央

１級

林和花

有田こころ

準１級

判田悠輔

準２級

橋本栞里

３級

久堀力翔 山田知弥 澤田一心

西松美咲

【３級合格】
髙橋恵太

山城真里奈
西畑美伶

久本和奏

伊丹琉太

林和花

石川ひなた

中村結菜

吉岡春菜
中村颯希

１月i-test昇級・昇段者
２か月ごとに受験できるi-test。サ
だ

イ クルが 他の試験に 比べて短い

けに

点 数が上 がったり下 がったりを 繰り返
し ますが 、中長期的 に点数を追 ってい
く と緩や かな上りの 傾向を示し ていき
ま す。受 験種目を決 めた後、２ 週間ほ
ど 種目を 絞って意識 的に練習を 繰り返
すと昇級・昇段が近づきます。

◎珠算総合
由比彩菜

２級

藤原茉央

準２級

木中心大郎

３級

高山優

準３級

安達菜々美

４級

藤原梨 乃 貝谷憲吾 茅島陸斗

７級

安原良真

４段

由比彩菜

準３級

中嶋夏海

４級

髙森大賀

５級

広部有梨

八阪悠真

７級

下岡和生

谷風拓海

８級

橋本琉矢

中倖

９級

江連雄大

薄井正寿

◎わり算
２級

林和花

準３級

藤原梨乃

６級

安達菜々美 神山兼槻 早野蓮

７級

貝谷憲吾

８級

判田悠輔 安原良真 茅島陸斗

◎みとり算

準４段

◎暗算総合

茅島陸斗

林寿百

分林央華

小野澤遼

津隈瑛翔

林和花
判田悠輔

１級

判田翔汰朗

準２級

橋本栞里

３級

藤原梨乃 山田知弥 澤田一心
青田裕哉

高山優

早野蓮

準３級

江連舞

４級

中川咲月 仲井蒼純 八阪悠真

５級

中僚 徳田みやび 土橋茉白

熊谷優里

茅島陸斗

林寿百
６級

村田雄真 安部慈人 谷風拓海

７級

中谷鍾唯

９級

室宏樹

池田心菜

菜32

大土井穂賀30

和泉琴音30

石

川ひなた30

兼松咲菜30

松岡亮大30

◎かけ暗算

井上寛大29

村田拡己29

松岡晃大29

６段

由比彩菜

大土井慧賀28

１級

判田翔汰朗

３級

林和花

奈子26

準３級

入口寛都

隈瑛翔24

５級

横山士竜

土橋茉白24

６級

早野蓮

23

７級

茅島陸斗

太郎23

８級

中嶋夏海

藤原梨乃22

田中章太郎22

９級

山田青空

吉岡春菜22

一宮敬智21

木中心大郎

◎わり暗算

28

茅島悠斗26

木中心大郎

２級

入口寛都

５級

津隈瑛翔

松井一真

平生義智26

小林知世25

津

小林千尋24

木中心大郎23

田中瞳夏23

中井加

久堀力翔24

藤原茉央24

谷風拓海

田中夏希23

山城真里奈23

分林椿21

準初段

金子直毅28

藤井琥

分林央華22

井上楽耀21

早野蓮22
興田佳歩21

青田知晃21

上林剛士21

高山優21

々村誉良21

大上航正20

伊丹琉太20

安達菜々美

平尾拓士20

福井太一20

吉村健太郎

６級

神山兼槻

20

９級

貝谷憲吾

（あと１時間だった皆さん）北尾陽太郎 有田ここ

辻翔太

◎みとり暗算

ろ

沼田輝21

野

渡邉紘生20
小 野 澤凛 久

熊 谷圭 祐

藤江 健太

森本 倫才

初段

高山優

３級

藤原茉央

（ 初 歩 教 材 PERFECTを １ ヶ 月 で 20ペ ー

準３級

入口寛都

ジ以上進んだ生徒）

４級

貝谷憲吾

石川晴貴79

二反田陽翔77

５級

横山士竜

梶原進太45

柿木彰乃38

６級

中嶋夏海

７級

中倖

８級

谷風拓海

９級

橋本琉矢

猛スピードばく進中（PERFECT）

広部有梨

林寿百

髙森大賀
江連舞

（２月20日までの１ヶ月）

山内美空52

福山弘大34

小野澤凛久

引波花莉音34

眞嘉33

岡野倖士29

秋裕人29

馴也29

植村稜香28

松下航大27

田佳歩26

出席時間20時間以上の生徒
林和花63

37

佃紫苑51

薄井徳寿22

清水愛斗25

八幡
浜崎
興

不破舜介23

徳田湊介21

（あと１ページだった生徒）中川敦貴

久本和奏48

フラッシュ暗算合格者

西松美咲48

藤江茉奈47

永津敦之45

西松優大44

和泉初音44

井上心結43

六段

大土井楓賀

澤田一心43

西畑美伶43

岩瀬菜々香

二段

松岡晃大

早野蓮

（２月20日までの１ヶ月間）

42

大内崚聖40

深江萌黄39

奥田花

１級

松岡亮 大

森本一生

38

金本愛夢38

茅島陸斗38

田代和

２級

神山兼槻

辻翔太

花38

林寿百38

福原健太35

森本一

３級

河合胡 春

山口太雅

生34

西井萌33

森本爽月33

由比彩

髙津侑良
中島百萌

宮城葵

澤田一心

八

段

１名

２名

岩宗凉椛

広部有梨

七

段

４名

６名

谷風拓海 仲 井蒼純 藤井琥太郎

六

段

５名

６名

澤田一心

五

段

７名

７名

火置甫

四

段

９名

１９名

瀧川航平

三

段

２２名

１４名

準三段

９名

１０名

金井里琥斗 中川咲月 池田心菜

二段

７名

９名

安部慈人

準二段

１０名

１５名

米山すみれ

初段

１５名

６名

徳田みやび 二反田陽翔 林寿百

準初段

１５名

８名

４級

西村悠冶

５級

火置甫

６級

山田千尋

兼松祐介

７級

山城秀斗

林寿百

米山すみれ
８級

９級

岸宝輝
榎本結

髙 津乃愛

興 田佳歩
10級

林寿百

福 山芽依

◎フラッシュ暗算段位合格記録

吉村健太 郎 中川咲月 安部慈人

（2017年 １月 ま での 最終 取得 段位 。

服部愛瑠

現役生は更新中です。）

中谷鍾唯

徳田みやび

村田雄真

二反田陽翔

十段

８名

九段

６名

福山芽依

八段 １２名

七段 １０名

塾報200号

六段 １７名

五段

四段

９名

三段 ４６名

二段 ４１名

初段 ３４名

興田佳歩

毎月25日発行のSTAR EXPRESSが、今
月号で200号を迎えました。
200号 を 迎 え る に あ た っ て 、 過 去 の
と

記 録をい ろいろ

調 べてみまし た。今

７名

☆大阪珠算協会主催 そろばん大阪一
決定戦

月号の１級合格者に第196代～第199代

１０ 年連続部 門優勝（２ ０１６年度 大

と 記 し ま し た が 、 開 塾 以 来 195名 が 日

会まで）

本 商工会 議所主催の 珠算能力検 定１級

☆日 本珠算連 盟・日本商 工会議所主 催

に 合格し ています。 また、段位 を受験

そろばんグランプリジャパン

し た こ と の あ る 生 徒 が 150名 い る こ と

ジュ ニア部門 ・スクール 部門そろば ん

も わかり ました。１ 級合格のさ らにそ

日本一（２０１３年）

の 上を目 指してがん ばってきた 生徒が

☆全 大阪オー プン大会・ クリスマス カ

た くさん いたことに うれしさを 感じて

ップ ・全日本 ユース大会 ・全国通信 大

い ます。 １級を通過 点ととらえ ると、

会などの全国大会で部門日本一

１ 級合格 への精神的 なハードル の高さ

今 まで多く の子どもた ちが日々が ん

は下がります。

ばってきた結果の一部です。暗算検

◎ 日本珠 算連盟段位 認定試験合 格記録

定、i-test、地域の大会などの結果を

（ 2017年 １ 月ま で の最 終取 得段 位。

紹介 する

現役生は更新中です。）

もたちが登場します。

暗算

と

珠算

な ると、もっ と多くの子 ど

段 位は、特 別な人間が 特別な環境 の

段

位

十

段

５名

７名

もと でたどり 着く特別な 世界ではな い

九

段

３名

１名

こと が、この 人数からお わかり頂け る

うか。

のお知 らせに 加えて、そ のときどきの

段位試験とi-testは、種目ごとに合

出来事 や考え などを書い てきました。

格 級・段 が認定され ます。さら に、段

200号 を 作 成 す る に あ た っ て 、 第 １

位 試験は 、種目の中 で最も低い 段位が

号と第100号を読み返してみました

総合段位、i-testは種目ごとの級・段

が、当 時書い ていたこと と、今考えて

をポ

ン トに換算し て合計ポイ ントで

いるこ とにほ とんど違い がないことに

総合級・段が認定されるシステムで

我なが ら驚い ています。 ぶれていない

す 。また 、段位認定 試験の総合 段に関

といえ ば聞こ えが良いの ですが、一方

し ては、 ２年間の成 績をトータ ルで見

で進歩 がない ような気も してなかなか

て段位を決定し、i-testに関しては過

複雑な心境です。

ょ

のではないでし

イ

去 の全種 目別成績を 見て判定す る方法

第１ 号に書 きましたコ メントをご紹

が とられ ています。 暗算検定や 珠算能

介しま す。第 ２号から今 まで書いてき

力 検定の ように、結 果が「合否 」のい

たこと は、す べて第１号 の補足説明で

ず れかだ けではない のが、段位 試験と

はなか ったか と自問して います。タイ

i-testの特長です。そのため、得意種

トルは「珠算学習とは」です。

目 をとこ とん進めて いくことも できま
す し、不 得意種目に 的を絞って の受験
も可能となっています。

この 度は当 教室にお申 し込みいただ
きまし て、ど うもありが とうございま

昨 年11月頃のことです。２年前に卒

す。９ 月１日 に開塾し、 ２日に１回目

業 した中 学３年生か ら、星の郷 教室で

の授業 を行い ました。そ ろばんを生ま

練 習して いた証明書 を発行して 欲しい

れて初 めて見 た生徒もい れば、昔そろ

と いう連 絡がきまし た。高校入 試にあ

ばんを 上級ま でやってい て、「子供と

た って在 籍証明が加 点対象にな るとい

一緒に もう一 度習います 」とおっしゃ

う のです 。ほぼ同じ 頃、当教室 が所属

るお母 さんま で、様々な 地域からいろ

し ており ます大阪珠 算協会が私 立中学

いろな生徒さんが通われています。

・ 高校の いくつかに アンケート を実施

塾 内 報 『 Star EXPRESS』 は 、 教

した結果が出ました。アンケートで

室内で の出来 事やお知ら せ、その他思

は 、珠算 段位や珠算 能力検定の 資格が

い付く ことな どを書いて 、不定期で発

入 試にお いて優遇さ れる学校が 相当数

行して いきま す。ご家庭 のみなさまか

あ ること と、今後も 前向きに検 討して

らいた だくご 意見なども 掲載していく

い く学校 があること がわかりま した。

予定です。

（ 優遇校 の一覧は教 室の窓に掲 示して

さて 珠算教 育が生み出 す利点や、計

お ります ）日々のコ ツコツとし た努力

算機が これほ どまでに普 及している現

は、必ずどこかで報われるのです。

代社会 におい て珠算が改 めて見直され

塾報のことに話を戻しましょう。

ている 点につ きましては ８月下旬の折

1999年９月に開塾。その９月に第１

り込み チラシ で種々ふれ ました。授業

号 を発行 し、その後 ほぼ毎月発 行し続

開始から１ヶ月近くが経過しました

け て は や 200号 で す 。 予 定 や 成 績 な ど

が、早 くもそ の効果がす でに現れてき

て いると ころを散見 するように なって

「口」 という 単位で数え ます）に及ぶ

きました。

ものも ありま す。珠算塾 向けに市販さ
てとて

れてい る教材 では、おそ らくこんなに

も と て も … 。 60 分 で も 危 う い 。 学 校

難度の 高いも のはないで しょう。しか

の 授業時 間でさえ、 じっとして いられ

も、初 歩の段 階から珠算 式暗算の基本

な いのに 」とご心配 の保護者の 方もい

を導入 する問 題も多く含 んでいます。

ら っしゃ いましたが 、生徒全員 、苦も

これ は、計 算力をつけ るのは無論の

なく？ もくもくとこなしていってい

こと、 「こん なに大きな 数を計算でき

ま す 。 今 の と こ ろ は 平 均 60分 授 業 と

る」という自信をもってもらうこと

な ってい ますが、自 分の席から 一歩も

と、一 つでも 気を抜けば 正解を得られ

離 れず、 あたりをキ ョロキョロ と見回

ないと いう、 非常に高い レベルでの集

すこともなく60分間集中しています。

中力を 持続す る訓練を最 初から要求す

ん

ま ず 「 90 分 の 授 業 時 間 な

珠算学 習の利点に ついて、計 算力や

るものなのです。

暗 算力ば かりについ つい目が行 きがち

さら にもう 一つ付け加 えると、子供

に なりま す。なるほ ど、数値で 実力の

たちに 教室か ら帰って自 慢して欲しい

伸 びがは っきりとあ らわれるの ですか

のです 。びっ くりするよ うな大きな桁

ら 、これ は致し方な いのかもし れませ

の問題 を正解 したときの 生徒たちの満

ん 。これ ほどわかり やすい尺度 は他に

足あふ れる表 情には次の ステップに意

はないのですから。

欲的に 進もう とする気力 があふれてい

しかし 、計算力を 付けるため に練習

ます。 「ほら 、こんなに 難しい問題が

し ていく 過程におい て身に付く 諸々の

できた 」「す ごいねー。 よかったね。

能 力も無 視するわけ にはいきま せん。

よくがんばったね」

今 号では その一つ、 「集中力」 につい
て考えてみましょう。

たっ たこれ だけの会話 で子供たちは
十分に満たされます。

問題を見て、瞬時に一時的に記憶

ほめ られる ためだけに 行動を起こす

し 、そし てその記憶 を指先に伝 えてそ

ことは あまり 良いとは思 いませんが、

ろ ばんに 触れたり、 記憶を頭の 中のバ

困難を 克服し たとい

ー チャル ソロバン、 すなわち珠 算式暗

り、そ してそ の成果を結 果的にほめら

算 に活用 していく高 度な処理な どは、

れるの は何も 子供だけに 限ったもので

そ の操作 過程におい てわずかな 注意力

はなく 、大人 にとっても うれしいもの

の散漫があっても正解は得られませ

です。 そして 、ほめるこ とは相手を認

ん 。たと えば、今生 徒が使って いる初

めるこ とです から、両者 に非常に良好

歩 教材、 これは当教 室で作成し ている

な信頼 関係を 作ることに もなります。

も のです が、１０の 合成・分解 や５の

……話を「集中力」に戻します。

合 成・分 解に入る前 、すなわち 基本的

まだ まだ生 徒の皆さん には遠い先の

な運指練習の時点から、４桁～２１

ことに なるで しょうが、 たとえば１級

桁 、しか も長いもの では１５口 （足し

の乗算 。桁数 は６桁×５ 桁です。１題

算や引き算では、縦に並ぶ数字を

を解くのに必要なかけ算の九九は30、

実 感が自分にあ

う

運 指回数 は、その約 ３～４倍に なりま

さなけ ればな らないとい う縛りはあり

す か ら お よ そ 100回 。 答 え の 11桁 を

ませんから、『待つ』ことができま

書 く 時 間 ま で 入 れ て 、 30秒 で で き な

す。も ちろん 、無計画に 待つのではな

い と 合 格 し ま せ ん 。 し か も 、 99％ の

く、教 育的に 、実現可能 な達成感をそ

確 率では ダメなので す。さらに もっと

う遠く ない時 期に手に入 れられるよう

も っ と 上 手 に な っ て 10段 を 目 指 す よ

な見通 しを持 って、適度 に子どもたち

う になれ ば、先の問 題を解くの に許さ

に働き かけて いきながら 待つのです。
『ワ クワク 』しながら 子育てできる

れる時間は10秒です。
普段の 生活におい て、６桁× ５桁を

期間は実はかなり短くて、『ハラハ

計 算する 必要など全 くないでし ょう。

ラ』『 ドキド キ』『イラ イラ』する時

し かしな がら、６桁 ×５桁を計 算する

間の方 がずい ぶん長いの が一般的でし

と きに発 揮される集 中力は、今 後の生

ょうか 。この 思いは発達 途上の子ども

徒 の皆さ んの人生に おいて必ず 生かさ

たちに 対する 親の期待の 表れそのもの

れるものです。

ですか ら、決 して消し去 ることのでき

数値で は計測しづ らい、この 「集中

ない感 情です が、どこか でふと子ども

力 」。意 欲的に珠算 学習を続け る中で

を『信 頼して 待つ意識』 を少し持つこ

知らず知らずのうちに磨かれます。

とがで きれば ずいぶん気 持ちが楽にな
ります。

８ 年 以 上 前 に 発 行 し た 100号 で は 、

『待 つ』こ とについて 、大阪珠算協

原稿 用紙にして 20枚を超える文字数の

会の研 究誌に 文章を書い たことがあり

長 文を書 いています が、そのタ イトル

ます。 当時そ の文章を塾 報にも掲載し

は 『珠算 学習の本質 』とあ

ま した。

ました が、も う６年も前 のことになり

指 導の具 体的な場面 について、 指導の

ました 。現在 のほとんど の保護者の皆

目 的と方 法を事細か にご紹介す る内容

さんの 目には 触れていな いものです。

となっています。教えたほうが良い

長文 ついで に今月号に もあらためて

か 、教え ない方が良 いか、教え なけれ

掲載さ せてい ただきます 。星の郷教室

ば ならな いか、教え てはいけな いか。

の今後 の決意 を示すもの として受け取

こ の４つ のアプロー チを、子ど もの成

っていただけましたら幸いです。

り

長 に寄り 添う立場か ら考察する もので
した。
「教え てもらう満 足感」より も「教

～最強の習い事そろばん～
脳移植に匹敵する珠算学習

え てもら えない不満 感」の方が 、気持

欧米 に比べ ればずいぶ んと立ち後れ

ち の強さ としては大 きいもので す。し

ている 日本の 移植医療。 それでも昨今

か し、そ れよりも大 きいものが ありま

は、移 植推進 派には遅々 とする歩みか

す 。それ は、『自分 の力で困難 を乗り

もしれ ないが 、少しずつ 進んできてい

越えたときの達成感』です。

る。法 整備の 進捗ととも に、移植技術

幸いに してそろば ん教室では 、いつ

の革新 的な進 歩によって 、やがては多

ま でにど れだけのカ リキュラム をこな

くの臓 器が移 植、あるい は再生される

ようになるかも知れない。

少しでも不安のある生徒のグループ

しかし 、いくら技 術が進歩し ても移

は 、 １ 回 の 授 業 で 多 い と き に 10名 を

植 しよう のないもの が脳である 。もの

超える 。初め のうちは、 グループ全員

を 考える 脳は、存在 そのものが 自分自

で一斉 に開始 し、最高得 点者を優勝、

身 である から、移植 するとそれ はもは

同点の 場合は 計算時間の 短い生徒を勝

や 自分で はなくなる 。技術的に もし移

者にし て競わ せていた。 集中して必死

植 が可能 になっても 、倫理的に 永久に

に取り 組む雰 囲気は、と ても初歩の生

実現しないものが脳移植だろう。

徒たち が生み 出すものと は思えないほ

ところ が、私たち は、子ども 達が脳

ど緊迫 し、そ れなりの成 果を生み出し

移 植でも 受けたかの ような劇的 な変化

ていた が、や がてむやみ に速く計算し

を 目の当 たりにする ことがある 。まれ

て誤算 を増や す生徒や、 逆に長時間を

に 、では なく、日常 的に、であ る。あ

かけて 慎重す ぎるほど慎 重に計算する

る 日突然 視界がパッ と開け、ト ンネル

生徒が 出てき て、他者と の勝負にのみ

か ら抜け 出る瞬間に 私たちは出 会う。

執着す る雰囲 気が少し顕 在化してくる

偶 然では なく、必然 的に出会う 。「珠

ようになった。

算 学習が 脳のふたを 開く」ので ある。

そこで、次に「過去の自分との競

以前は 、加減の基 本が終了す ると自

争」を 主眼に すべく方式 を変えること

動 的にか け算の導入 を行ってい た。か

にした 。やり かたは単純 で、一人ひと

け 算九九 の不安な生 徒には九九 表を見

り の 最 高 タ イ ム に 40秒 を 加 え た 「 足

さ せて計 算させ、そ のうちに自 然に覚

きりタ イム」 を設定し、 足きりタイム

え るのを 待っていた 。ほとんど の生徒

を超え てしま うと、最高 点を記録して

は それで 大丈夫なの たが、そろ ばん・

も認定 せず、 勝負への参 加資格を失う

問 題・九 九表の間を 視線が行き 来する

ことと した。 自分の設定 時間が唯一の

こ とで乗 加位置（注 ：かけたし ていく

競争相 手であ る。足きり タイム内に終

場 所）の 間違いを防 げない生徒 が散見

了しな ければ ならないた め、みんな必

されるのが悩みの種であった。

死に取 り組む 。この必死 さが高度の集

結局、 九九を完全 に暗記する のを待

中力を 生み、 誤算を減ら すことにつな

っ てから かけ算の指 導に入るよ うに指

がる。最高タイムが出ればうれしい

導 体制を 変更したの だが、暗記 するま

が、同時に足きりタイムも縮むわけ

で の間、 ただひたす ら２桁３口 、２桁

で、生 徒にと っては、や っかいな練習

５ 口 、 ２ 桁 ７ 口 を そ れ ぞ れ 10題 ず つ

である が、し ばらく続け ているうちに

収 めたみ とり算の練 習をさせた 。別段

ある変化が現れてきた。

深 い狙い があったわ けでもなく 、どち

ある 生徒。 入塾当初か ら、とてもお

ら かと言 えば“仕方 なく”させ た練習

となし く、か なり引っ込 み思案気味。

で あった が、これが 思いもしな い果実

自己主 張をす ることがな く、採点待ち

を 生み出 すことにつ ながるとは 導入直

の列に 加わる ことにも遠 慮がちであっ

後は想像すらしていなかった。

た。「 すべて において、 ゆっくりして

加減の 基本は終了 したものの 九九に

いる子 どもで す。せめて 計算だけでも

速 くでき れば…」入 会時にお母 さんか

了 す る 中 、 20 分 ほ ど か か っ て や り 遂

ら伺っていた言葉である。

げた。 採点す ると誤算続 出で、授業時

確かに お母さんが 仰ったとお りで、

間内に 間違い 直しが終わ らない。悔し

テ ンポが 上がってこ ない。見守 ってい

いのか 、悔し くないのか 、何とか表情

る とゆっ くりではあ るものの何 とかで

を読み 取ろ

き るが、 自分でやる となるとな かなか

ど変化 はない 。ただ、周 囲が次々と計

自 信が持 てず、指が 進まない。 怖々と

算終了 の返事 をするたび に、返事の主

動 かして いるうちに 思考が混乱 してき

を捜し てはキ ョロキョロ していた態度

て いるの が端から見 ていてもわ かる。

だけが 、それ まで何があ っても自分の

私が発する指導上の質問だけでな

目の前 の課題 をじっと見 続けるだけの

う

く 、たわ いのない会 話でも質問 を投げ

とするが、 表情にほとん

この生徒の唯一の変化だった。

か けられ ると体が硬 直し、口が 開かな

連日 、練習 回数をこな していく。少

い 。授業 中は誰とも 話さず誰と も視線

し計算 時間を 短縮できた かと思えば、

を 合わせ ずにいるの で、答案の 交換相

また元 に戻っ たりする日 々が続く。か

手 を見つ けられない 。指導する と、緊

け算の 九九は 暗記してい るが、みとり

張 のため か手が痛々 しいほど震 える。

算が正 確にで きないとか け算の進みが

や っとの 思いで口に する言葉は 小さす

遅くな ること をお母さん にも説明し、

ぎ て聞き 取れない。 私の精一杯 の優し

みとり算の強化練習を続ける。

さ を込め た「もう一 度言ってご らん」

練習 を始め て１か月ほ ど経った頃。

と いう言 葉にすら、 叱られてい ると思

計算時 間にあ まり変化は なかったもの

う のか今 にも泣き出 しそうな表 情にな

の、誤算が極端に減ってきて、「優

る 。動作 も話し方も ゆっくりで 、教室

勝」す ること ができた。 自分専用の制

で はいつ も何かにお びえたよう な感じ

限時間 内でで き、グルー プ内で最少失

で過ごしていた。

点だったのである。

自信を 持たせるた めに、何度 か初歩

その 瞬間、 この生徒に 変化が起こっ

教 材をや り直した。 自分ででき る、と

た。自 力で成 し遂げた結 果が正当に評

い うこと を腹の底か ら実感させ るため

価され 、最高 の結果が得 られたのは、

で ある。 外見や日常 の行動から は想像

おそら く人 生で 、― と いって もまだ

し がたか ったのだが 、この頃か ら何度

数年で はあ るが ― 、初 めての ことだ

戻 されて も決してめ げない強い 心と、

ったの かも知 れない。そ の時初めて、

毎 日のよ うに教室に やってくる 豊富な

「目が笑った」のである。

練 習量が この生徒の 最大の長所 であっ

その 日を境 に、「よー い、はじめ」

た と私は 気づかされ ることにな ってい

の声に 反応し てプリント を表にする動

く。

作、鉛 筆をつ かみそろば んを持って１

数回や り直した後 、ようやく 先述の

番に取 りかか るまでの速 さ、計算がで

グ ループ に入れるよ うになった この生

きてから答えを書き始めるまでの速

徒 にとっ ての初日。 他の幼稚園 児や１

さ、答 えを書 いてから次 の問題に移る

年 生達の 多くが５～ ６分台で計 算を終

までの 速さ、 などなどが すべてスピー

デ ィーに 淀みなく動 きだした。 「見る

「待 てない 」症候群に かかった大人

・ 覚える ・考える・ 動かす」と いう一

達に育てられた子どもはかわいそう

連 の動作 がほぼ同時 に連動しは じめ、

で、なぜなら、「できそうでできな

計 算タイ ムがどんど ん短縮され てもい

い」「 できな さそうでで きた」という

っ た。自 分自身の可 能性の広が りに気

ワクワ クする 体験は、「 待つ」行為と

づ き、ま るで孵化す るかのよう に殻を

一体で あるか らである。 成功体験と失

破 ってい って、生ま れ変わった のであ

敗体験 の多寡 が心を豊か にすると確信

る。何かが芽生えたのだ。

している。

結局こ の生徒は２ か月ほどの 練習で

とこ ろで、 先に、今ご 紹介した練習

７ 分台前 半まで時間 を縮め、現 在は乗

を続け ている と、「思い もしない果実

除 の習得 にいそしん でいる。私 が準備

を生み 出す」 と書いたが 、その果実と

し たもの は教材と環 境、そして 生徒と

は暗算力であった。

私の双方に不可欠だったのは「ガマ

最高 タイム の更新を目 指して取り組

ン 」であ った。そこ に保護者の 子ども

んでい ると、 やがては頭 打ち状態にな

を 見守る 温かいまな ざしと、い つまで

ってく る。技 術の上昇グ ラフの傾きが

も どこま でも子ども を信じて待 つこと

緩やか になり 、水平にな るときがあっ

の できる 辛抱強さと いう強力な バック

たりし て、そ の打破には 技術革新が必

ア ップが あってこそ の成果であ った。

要にな るのだ が、それが 暗算導入のき

「今」 は今を乗り 切るためだ けにあ

っかけとなる。

るのではなく、将来の準備としての

指が 止まら ずに動き続 けるほどうま

「 今」な のである。 そう腹を決 めてか

くなっ てくる と、自然に 暗算でできる

か らない と、変化の ない最初の １か月

ように なる瞬 間があるよ うである。グ

で 見切り をつけてい たかも知れ ない。

ラ

イダ ーが滑 走を続け、 ある速度を超

「 先に進 ませてあげ ないと生徒 が飽き

えると やがて は飛び上が れるようにな

て しまう のではない だろうか。 保護者

るのと 同じで 、生徒によ って多少の差

か ら疑念 を持たれな いだろうか 。授業

異はあ るが、 先の問題を ５分台ではじ

料 をもら っているの だからもっ と教え

けるよ うにな ってくると 、無理なく暗

込 んだ方 が良いので はないだろ うか」

算でで きるよ うなのだ。 少し暗算でや

と 、とか く目先の困 難だけを取 り払う

ってみ て、ま だ難しそう だと生徒自身

こ とに執 着すると、 このような 劇的な

が判断 すれば そろばんに 持ち替えたり

変 化は起 こらなかっ たかも知れ ない。

して、 自分か ら進んでチ ャレンジして

今 更なが ら、我々指 導者にもガ マンが

いる。赤ん坊が寝返り、ハイハイを

必要だと思い知ることになった。

し、立ち上がり、一歩目に挑む様子

「待つ 」ことがで きるのが珠 算学習

と、ま さに同 じ光景が繰 り広げられて

の 利点の 一つだと思 う。基本的 にカリ

いく。 中には ３分台でで きる生徒もい

キ ュラム はあるが、 いつまでに どこま

て、周 囲に良 い刺激をま き散らしてく

で できて いなければ ならない、 という

れる。

時間を限った縛りはない。

こん な生徒 達は、フラ ッシュ暗算で

も 難なく 合格してい くようにな った。

１８時２０分以降

キ ャリア をもっと積 んでいる上 級生の

１９時１５分以降

暗算力を凌駕してしまっている。
繰り返 しになるが 、この生徒 達は、

土

９時３０分以降
１０時３０分以降

私 が口頭 でランダム に出題する かけ算

なお 、練習 内容により ましては、終

九 九のテ ストにまだ 合格できて いない

了時間 が延び る場合があ ります。お迎

生徒達である。

えにい らした ときに生徒 が乗降場所に

今まで 暗算能力の 獲得を目指 して様

いない 場合は 、その場で お待ちになら

々 な教材 や技法を考 えてみたり 、実践

ず、通 り過ぎ て下さいま すようお願い

し たりし てきたが、 目下のとこ ろは、

いたし ます。 （向かいの 歩道にお子様

ただひたすらみとり算を弾き込むこ

の姿を 見つけ られても通 り過ぎてくだ

と 、この シンプルで “古典的な ”方法

さい。 ）ハザ ードをつけ て生徒の帰り

に回帰している。

を待つこともご遠慮ください。

入塾間 もない頃から簡単な暗算の練

２０１７年新入生募集中です

習 を行っ てはいるが 、私の教室 から、

そ ろばん学習 は、様々な可能性を秘

「 本格的 な暗算の導 入」という 概念は

めた子 供たち の、基礎・ 基本となる力

もはや無くなってしまった。

を高める習い事です。

そろば んと暗算と の間にあっ た“垣

集中 できる 雰囲気の中 、仲間やライ

根 ”は、 もしかする と「暗算の 導入」

バル、 目標に 出会って共 に伸びていく

と いう言 葉に代表さ れるような 、大上

中で人 間性も 養われてい きます。また

段 に身構 えた心の中 にこそあっ たのか

身につ けた暗 算力は一生 の宝物になり

も知れない。

ます。 ご家族 、お知り合 いに、ぜひそ
ろばん学習をおすすめください。

お車での送迎に関しまして

◎今月 の塾報 では、いく つかの文字を

先月号 でお願いい たしました 件です

逆さま にして います。逆 さまの文字を

が 、今月 号でも再度 掲載し、お 願いし

並び替 えて意 味の通る言 葉にし、メモ

た いと思 います。多 くの皆様に ご理解

用紙に書いて提出して下さい。

と ご協力 をいただい ているので すが、

正解 者先着 ３０名にド リームカード

ま だ数名 の方々にお 守りいただ けてい

を２枚進呈します。

な いよう です。どう か下に書き ました

◎授業 の見学 はいつでも できます。連

の お時間 を守ってい ただけます ようお

絡はい りませ ん。生徒た ちが熱心に取

願いいたします。

り組む 様子を ぜひご覧く ださい。ご家
庭や学 校とは また違う表 情をご覧いた

お迎え時間
月・水・金

１７時２０分以降

だけると思います。

１８時２０分以降

３月最終週は練習時間が
変則的になります。間違え
がないようにして下さい。

１９時２０分以降
２０時１５分以降
火・木

１７時２０分以降

