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塾内報 Star EXPRESS

№
平成29年５月25日発行
電話072-895-6230
月 日 曜日
予定
5 25 木
26 金
27 土 i-test一斉実施
28 日
29 月 授業料引き落とし
30 火
31 水
6 1
木
2
金
暗算検定・通常授業あり・特練５時
3
土
グランプリジャパン申込締め切り
4
日 グランプリ大阪大会
5
月
6
火
7
水
8
木 授業料引き落とし予備日
9
金 暗算検定発表
10 土 特練５時～７時
11 日
12 月
13 火
14 水
15 木
16 金
17 土 特練２時～５時
18 日
19 月
20 火 暗算検定証書交付
21 水
22 木
23 金
特練３時～７時
24 土
Ａ１大会申込締め切り
25 日 能力検定・段位検定
26 月
27 火
28 水 授業料引き落とし
29 木
30 金

特別練習の予定と対象者
６月３日（土）

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリ大阪府予選出場者
○段位・能力検定受験者
６月10日（土）

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○段位・能力検定受験者
６月17日（土）

午後２時～５時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○段位・能力検定受験者
６月24日（土）

午後３時～７時

○段位・能力検定受験者のみ

５月i-testについて
５月i-testは５月27日の午前10時30分
から実施 します。27日に受験を希望す
る皆さん は26日までに申込を済ませて
おいてく ださい。27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。

グランプリ大阪府大会
大会 は守口門 真商工会館 （京阪電車 門
真市駅よ り徒歩15分）において、６月
４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。

グランプリジャパン
２０１ ７年そろば んグランプ リジャ

きま す。３日 の通常授業 はあります 。

６月２５日検定について

パン は７月23日に神戸市において開催

段位・１級～３級…星の郷教室 ８時

さ れます 。６月４日 の予選大会 で代表

☆当 日は午前 ７時に教室 を開けます 。

に 選ばれ なかった皆 さんや、予 選会に

自由 に練習し てください 。前日受検 申

出 場しな かった皆さ んも自由参 加選手

請済 みの皆さ んは試験時 間を尋ねて 下

と して出 場すること が可能です 。申込

さい。

期 日が６ 月４日の予 選会当日に なって

アバカスフェスタ２０１７

お ります ので、決勝 大会への出 場を希

【かけ算】

望 する皆 さんは、６ 月３日まで に申込

バンビ部門

書 と参加 料を提出し て下さい。 申込書

４位 西畑美伶

は 教室に あります。 予選の成績 で決勝

ジュニア部門

に 出場す るかどうか を決める場 合でも

２位 藤江茉奈

い ったん 参加料を添 えて申込書 を提出

６位 奥田花

し て下さ い。出場を 取りやめる 場合は

スクール部門

６月４日に会場にてお返しします。

１位 由比彩菜

Ａ１グランプリ大会
７ 月16日に行われるＡ１大会の申込

６位 茅島陸斗
３位 井上楽耀

２位 西能凌哉

９位 永津敦之
ジュニアハイスクール部門

書 を出場 可能なレベ ルに達して いる生

１位 金本愛夢

２位 和泉初音

徒 の皆さ んに配布し ていきます 。多数

３位 岩成桃

７位 兼松咲菜

の 参加を お待ちして おります。 会場は

８位 奥田南海

10位 盛井結子

枚方市立地域活性化支援センター

【わり算】

（｢輝きプラザきらら｣内）、午前11時

バンビ部門

30分開始、午後５時終了予定です。

４位 西畑美伶

中学生クラス
６ 月12日（月）から期末テスト終了

10位 茅島陸斗

ジュニア部門
３位 藤江茉奈

６位 井上楽耀

日 まで、 そろばんの 授業時間中 、教室

スクール部門

２階を学習スペースとして開放しま

４位 西能凌哉

す 。また 、従来通り の中学生ク ラスを

ジュニアハイスクール部門

６月20・27日（火）午後７時20分～９

１位 金本愛夢

２位 岩成桃

時 まで設 置します。 そろばんの 練習、

５位 和泉初音

７位 盛井結子

テ スト勉 強、日常の 勉強の何に 使って

【みとり算】

も構いません。

バンビ部門

６月３日暗算検定について
６月３日実施の暗算検定は、午前10

４位 茅島陸斗

５位 由比彩菜

４位 西畑美伶

ジュニア部門

時30分か ら行います。都合が悪い皆さ

３位 藤江茉奈

６位 奥田花

ん は６月 １日・２日 の授業中に 受検で

６位 茅島悠斗

10位 井上楽耀

スクール部門

３位 永津敦之

６位 山内美空

ジュニアハイスクール部門

９位 和泉琴音

10位 西能凌哉

１位 金本愛夢

３位 和泉初音

ジュニアハイスクール部門

【総合成績】

１位 金本愛夢

４位 和泉初音

○小学２年生以下の部

５位 岩成桃

10位 盛井結子

６位 西畑美伶

【かけ暗算】

７位 茅島陸斗

バンビ部門
７位 茅島陸斗

○小学３年生の部 ３位 西松美咲
７位 西畑美伶

ジュニア部門
４位 茅島悠斗

８位 高山優
○小学４年生の部 ３位 藤江茉奈

６位 奥田花

９位 奥田花

６位 津隈瑛翔

10位 茅島悠斗

スクール部門
６位 永津敦之

○小学５年生の部 ２位 永津敦之
７位 由比彩菜

６位 山内美空

８位 西能凌哉

７位 和泉琴音

ジュニアハイスクール部門

９位 大上航正

２位 金本愛夢

４位 和泉初音

○小学６年生の部 １位 西能凌哉

７位 兼松咲菜

８位 盛井結子

７位 由比彩菜

【わり暗算】

○中学生の部

１位 金本愛夢

バンビ部門
７位 茅島陸斗

３位 和泉初音
７位 西畑美伶

５位 岩成桃

ジュニア部門
４位 藤江茉奈

７位 兼松咲菜
７位 奥田花

７位 茅島悠斗

10位 盛井結子

出席時間20時間以上の生徒

スクール部門
４位 山内美空

（５月20日までの１ヶ月）

５位 西能凌哉

藤江茉奈50

久本和奏47

澤田一心47

７位 永津敦之

林和花45

井上心結38

和泉琴音37

ジュニアハイスクール部門

奥田花37

西畑美伶37

茅島陸斗36

２位 金本愛夢

３位 岩成桃

永津敦之36

山内美空36

４位 和泉初音

５位 兼松咲菜

井上寛大33

林寿百30

６位 奥田南海

８位 盛井結子

松井一真29

村田拡己29

兼松咲菜29

和泉初音28

福原健太28

梶原進太27

松岡亮大27

森本爽月27

金本愛夢26

土橋茉白26

井上楽耀25

外間彩乃25

小林千尋24

茅島悠斗24

津隈瑛翔24

大内崚聖23

５位 茅島悠斗

深江萌黄23

早野蓮23

スクール部門

石川ひなた22

【みとり暗算】
バンビ部門
４位 茅島陸斗

６位 西畑美伶

ジュニア部門
２位 藤江茉奈

３位 山内美空

４位 奥田花

９位 永津敦之

21

西松美咲35

由比彩菜30
大上航正29
西井萌28

一宮敬智22

森本一生22

吉村健太郎21

西松優大

大土井穂賀21

大

土井慧賀21
20

藤原梨乃21

興田佳歩20

良20

野々村誉良

◎星 田小学校 ４年生、井 上楽耀くん の

髙津侑

お母 さんに、 ４月に行わ れました全 日

金子直毅20

髙津乃愛20

本ユ ース珠算 選手権大会 についての 感

（ あ と１ 時 間だ っ た皆 さん ）田 代和花

大 土井 楓

想文 をお願い しましたと ころ、快く 寄

櫻木 あずさ

谷 風拓 海

稿し て頂きま したので紹 介させて頂 き

賀

泉脇 勇 汰

高山優

久 堀力 翔

中村颯希

福井太一

ます。

松岡晃大

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）
會川能子96
71
那55

こ のたび、 全日本ユー ス大会を初 観

櫻木あずさ73

津﨑潤人70

戦さ せていた だきました 。本大会の 感

山川侑

想や 、日ごろ 星の郷総合 教室で学ば せ

稲垣綜一郎49

田麻友47

辻奏音46

村快生42

石川晴貴41

堀田征希34

森田恭生

前澤咲希55

前澤咲来52

沼田陽南乃39

全日本ユース大会を観戦
させていただいて

辻心絆46

黒
野々

藤原純平40

てい ただいて いる中での 率直な思い を
書かせていただきます。
張り詰めた緊張感が漂う会場に、

杉野咲36

堀田晃希35

「は じめ」の 号令が響き 渡ると、一 斉

柿木彰乃28

八幡泰嘉26

に用紙を裏返す子どもたち。

上之園実桜26

辻悠翔24

佃紫苑21

引波花莉音21

そろばんをはじく子、暗算をする
子、 また体を 波のように 揺らして目 だ

フラッシュ暗算合格者

けで 計算する 子など、皆 それぞれが 磨

（５月20日までの１ヶ月間）

いて きた技で 、会場には すごいスピ ー

七段

藤江茉奈

五段

和泉琴音

四段

兼松咲菜

張り 詰めた緊 張感が観客 席にも伝わ っ

三段

早野蓮

てく る中、一 つひとつの 競技が進ん で

二段

井上寛大

いきます。

初段

深 江萌黄

１級

野々村誉良

２級

久堀力翔

３級

佐野吟次朗

４級

仲井蒼純

５級

興田佳歩

６級

米山すみれ

ドで 数字を記 入するペン のカリカリ と
佐野幹太

茅島陸斗

いう 音だけが 響き渡って います。そ の

中村結菜

中村結菜

決 勝競技で は、先生の 順位の読上 げ
がま るで魚市 場の競りの ようで、な ん

佐野吟次朗

とまぁ迫力満点なこと！
素 人にはと ても考えら れない桁、 口

満田智也

数、 題数の問 題を数秒で 解く子供の 姿
にも くぎ付け になりまし た。こうな る

二反田陽翔

興田佳歩

とも う、何か マジックを 見ているよ う
です。

７級

江藤陸

村田雄真

私 が想像し ていたそろ ばんの世界 と

８級

室宏樹

村田雄真

は次 元が異な り、見るも のすべてが 驚

９級

田中菜摘

10級

梶原進太

梶原進太

室宏樹

－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－

きで 、これほ ど１秒、２ 秒に全力を 尽
くす 競技は他 に類を見な いのではな い
でし ょうか。 何より、学 校や家では 見

た ことの ない子供た ちの姿に、 ただた

ので す。名前 を聞けば、 全国でもす ご

だ驚かされるばかりでした。

い成 績を残し ている子ば かり。心・ 技

そして 、半日が過 ぎ、結果発 表の時
間を迎えました。
当日撮 影された動 画を織り交 ぜた映

・体 、すべて が伴ってい るからこそ 、
リー ダーとし て、そうい う風に振る 舞
えるのではないでしょうか。

像 には、 自然と感動 で胸が熱く なりま

さ て、話を 転じて、日 ごろ思って い

し た。こ の大会には 「卒業」と いう概

ることを最後に書かせていただきま

念 があり 、最終出場 となった高 校一年

す。

生 が映像 で紹介され ます。そし て、彼

も ちろん、 どの子もが そろばんに 没

ら は、来 年運営スタ ッフとして 大会へ

頭し 、大会を 目指すよう になるわけ で

恩返しをしていくとのこと。

はあ りません 。我が家も 上の子は「 あ

正直、 これはすご いシステム だなぁ

る程 度暗算は できるよう になったか な

と 思いま す。単に全 国順位を決 める大

…」 というレ ベルで卒業 しましたし 、

会 という 枠組みを超 え、そろば んを通

他に 時間をか けている習 い事も人そ れ

し た一つ の世界が形 成されてい て、強

ぞれ あるでし ょうし、目 標や取り組 み

い 絆で結 ばれている のです。き っとそ

度合も一様だと思います。

れ が伝統 というもの なのでしょ うか。

し かし、ど ういうスタ ンスであっ て

スポー ツ等どんな ジャンルに おいて

も、 そろばん をさせてよ かったとい う

も 、選手 としてある 程度上を目 指すよ

思いに違いはありません。

う になる と、当然な がら競争も 激しく

理由は二つ。

な ります 。ポジショ ンを取りた い、ト

ま ず一つは 、計算力は もちろんで す

ッ プでい たい、その 思いや焦り が、時

が、 集中力、 忍耐力が間 違いなくつ く

に チーム メイトや後 輩に嫌な思 いをさ

ということ。

せ たり、 真っ向勝負 ではない方 法で追

そ して二つ めが、幼少 期から、厳 格

い 落とし ていくこと も多々ある と思う

な（ 怖い？） 先生に接し て指導を受 け

のです。

ると いう強烈 なインパク トを与えら れ

我が子 がそろばん の大会に出 るよう

ることです。

に なって 、１年以上 経ちますが 、そう

今 、小学校 では昔のよ うにいわゆ る

い う事は 一切なく、 丸一日お弁 当持参

怖い 先生はま ず見かけま せん。優し い

で 参加す る大会でも 、一人で寂 しい思

女性 の先生と 多く接して きた子供た ち

い をする ことがない よう、年上 の子た

にと って、金 本先生との 出会いは、 も

ち が声を かけ、一緒 に食事をし 、当た

のす ごく強烈 です。我が 子二人とも 、

り前のように輪に招き入れてくれま

最初 は怖いと 言いました 。でも、意 外

す。

に先 生は面白 い、優しい 、教え方が す

金本先 生の長年の 指導による ものが

ごい …そして 何年かして 、尊敬の念 を

多 いにあ るでしょう が、「チー ム星の

抱く ようにな ります。で すから、上 の

郷 」とし て、新しく 参加するメ ンバー

子も 中学にあ がって多少 怖い先生や 部

を 温かく 迎え入れる 素地ができ ている

活の 顧問と出 会っても、 免疫ができ て

い るので しょうか… 「金本先生 よりは

－－－ －－－ －－－－－ －－－－－－

怖 くない 、まぁいい 勝負かな？ 」とい

◎ か ん さ い 情 報 ネ ッ ト ten（ よ み う り

う風に話したりします。

テレビ ）で５ 月３日にユ ース大会の模

敬語を 正しく話す こと、姿勢 や身だ

様が10分以上に わたって放送されまし

し なみ、 自転車の止 め方等々、 習い事

た 。 10回 目 を 迎 え た ユ ー ス 大 会 です

で ここま できめ細や かに指導し てくだ

が 、 10年 連 続 放 送 し て 下 さ っ て いま

さ る先生 が今時いら っしゃるで しょう

す。一 昨年か らは、系列 局である中京

か 。まる で我が子の ようにマナ ーやル

テレビ ・日本 テレビでも ほぼ同じ内容

ー ルまで 厳しく指導 し、接して くださ

の放送 が後日 されていま す。今年は、

る 先生に 、親として 何より感謝 してい

中京テレビで５月18日にオンエアさ

ます。

れ、日 本テレ ビからは近 日放送という

ちょうど合宿の募集も始まりまし

連絡が きてい ます。単に 計算だけにと

た 。去年 初参加だっ た息子は、 申し込

どまら ない、 子どもたち が一生懸命に

ん でから しばらく、 後悔の念や 不安で

取り組 む姿が テレビスタ ッフに共感を

数 日寝れ ない日々が 続きました 。それ

生んでいるものと思います。

が うって 変わって、 今年は募集 開始と

ユー ス大会 には、他の どの競技会と

同 時に、 先着順だか らとにかく 早く申

もちが う空気 感がありま す。何がそう

し 込んで ほしいと珍 しく自分か ら言っ

させて いるの かを正確に 言い表すこと

て きたの です。１年 でこんなに 変わる

は非常 に困難 なのですが 、第一回大会

ん だなと びっくりし ましたが、 それだ

からそ んな雰 囲気が満ち ていました。

け 充 実 し た 3日 間 を 過 ご し た の だ と 感

選手 、観覧 の皆様、ス タッフ。それ
ぞれが 場の空 気、場の目 的を感じ取っ

じています。
恩師・ 教え子とい う関係が長 く続く

て自分 の役割 や立ち位置 を決めていま

世 界は、 今の時代そ う多くはあ りませ

す。今 大会が 初参加とい う選手が全体

ん 。ユー ス大会を見 て率直に感 じたの

の約４ 割で１ ７４名。詳 しい説明を意

は 、昔な がらのそう いう伝統、 絆、結

識的に 省き、 できるだけ 少ない指示が

び つきが 、そろばん を通して今 でも生

与えら れるこ とで、その 指示がどうい

き 続けて いるという ことです。 長年、

う目的 でなさ れ、どんな 行動が求めら

あ れだけ の会の運営 をされてこ られた

れてい るのか を選手が考 える大会はあ

先 生方、 スタッフの 方々には本 当に感

まりあ りませ んから、こ の１７４名に

謝の気持ちでいっぱいです。

とっては最初は戸惑うこともありま

そして 、初めて参 加した息子 も、来

す。し かしな がら、子ど もたちの順応

年 、再来 年とまずは 大会出場を 、そし

力は我 々大人 が考えるレ ベルよりも数

て 更なる レベルアッ プを目標に 、最終

段上で すし、 またそう仕 向けていくこ

的 にこの 素晴らしい 大会に恩返 しがで

とで自 然にそ のレベルに 達する子ども

きればと感じています。

たちが 増えて いくのも事 実です。もち

本当にありがとうございました。

ろん、 能力は 様々ですか ら流れに乗る
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ことが 困難な 子どももい ますが、集団

井上美和子

が 生み出 すパワーが そんな子ど もたち

のよう に配置 変更が繰り 返されていま

をも成長の流れに乗せていきます。

す。昨 日まで ここにあっ たはずの問題

我々は 、ただひた すらその様 子を手

がなく なって いて別のも のに変わり、

を 差し延 べすぎずに 見ます。我 慢して

以前の 問題は 引き出しの 中にある、な

待 つこと もあります 。待つこと は、時

んてい うこと が常です。 その日の練習

に 教える ことよりも 難しいので すが、

内容は 教室前 方のモニタ ーにテロップ

待 つこと で得られる 果実と教え ること

のよう に流し ており、生 徒たちはまず

で 得られ る果実とを 天秤にかけ 、どち

それを 読んで 何をするか 判断して行動

ら がより 多くの成果 をもたらす かを考

します が、行 った先にあ るはずの問題

え ます。 また、成果 は、目先の それだ

が、移 動され ていて無い 、さて、どう

け ではな く将来得ら れるものも ありま

しよう、ということになるのです。

す 。これ ら、果実の 量と得られ る時期

教室 内で起 きる様々な 変化に対応す

と いう２ つの材料を 判断して指 導した

るため に生徒 たちはちょ っとした逆風

り 指示を 与えるのが 、実は指導 の醍醐

にさら される わけですが 、いつまでも

味 であり 、難しさで あり、楽し さでも

同じ次 元で戸 惑う生徒は 一人としてい

あります。

ません 。昨日 までの経験 が今日の知恵

実はこ れは教室で の日常でも ありま

になり 、今日 の経験が明 日の飛躍に向

す 。教材 や指導法は 常にベスト を目指

けての エネル ギーの一部 になっていき

し ていま すが、それ はいつも今 現在の

ます。

ベ ストで あって明日 もそれがベ ストで

今年 のユー ス大会では 、競技を進め

あ るとは 限らないと いう、謙虚 さとお

ていく 中で選 手達が先を 読んで自主的

それと希望とのセットです。

に行動 してい く様子を見 ることができ

大会や 検定の模擬 問題以外の 当教室
で 使用し ている練習 問題はすべ て私の
仮 説に基 づいて作成 してきてい ます。
指 導方法 も指導内容 も自分自身 が経験

ました 。大き な果実が一 つ実を結んだ
ような気持ちになりました。
さて 、井上 様の文章の 後段部分につ
いてコメントします。

し てきた 方法を吟味 して決定し てきま

星の 郷教室 では、「当 たり前のこと

し たが生 徒たちの様 子や伸びを 見てい

を当た り前に しよう」と いうことがベ

て 思いつ いたらすぐ に変更した り作り

ースに なって います。そ のためにいく

足 したり してきて今 に至ってい ます。

つかの決まりがあります。

「今ま でのことを すべて忘れ て、今

「当 たり前 」は、実は 地域や時期に

日 から全 く新しい方 法でかけ算 をしま

よって 大きく 隔たりがあ ります。家庭

す 」と宣 言したこと も過去に２ 回あり

によっ ても違 います。違 っていて当然

ま す。混 乱すること は承知の上 でした

なので 、私た ちはそのと きどきに応じ

が 、混乱 してでもし た方が絶対 に良い

て思考 や行動 を調整して いきます。こ

と決心して取りかかったものです。

の調整 力は、 「社会性」 （＝集団の中

問題の 保管場所や 保管方法に しても

で自己 を統制 し適応させ る能力）の成

そ うで、 生徒の動線 を考えると 、毎日

熟度と いうこ ともできま すが、調整力

が 年齢相 応に育つこ とが望まし いのは

ている わけで すから、地 域社会の一員

言うまでもありません。

という 顔もあ ります。地 域社会で決め

そろば ん教室はそ ろばんを正 しく速
く 弾く訓 練をするこ とで集中力 を伸ば
し 、同時 に暗算力を つける習い 事です
が 、それ だけでなく 成長期にあ る子ど
もたちが過ごす場であることから、
「 子育て 」にも関わ っている責 任を意
識せずにはいられません。
ですか ら、そろば ん教室の「 当たり
前 」は、 知育・徳育 ・体育のす べての
面 で子ど もたちを望 ましい方向 に進む

たルー ルや、 地域社会で 暮らすために
自主的にルールを決めています。
自転 車は教 室周辺では 乗らずに押し
て歩くこと。
送迎 車は停 車して生徒 の帰りを待た
ないこと。
送迎 車はテ ラス住宅内 道路でＵター
ンせずに突き当たりまで進むこと。
現教 室と旧 教室との間 の道路を横断
しないこと。

ように仕向けることが前提となりま

教室前では静かに待つこと。

す。

多く は、生 徒とご家族 、地域住民の

静かに 集中して練 習している 中で一
人大きな足音を立てて歩くこと。
返事の声が小さいこと。

皆さん の安全 と安心のた めに決められ
たものです。
そろ ばん学 習は、決め られた規則に

手をきちんと挙げられないこと。

従って 正しく 速く物事を 処理する訓練

挨拶ができないこと。

です。 そろば んの計算で は「規則に従

鉛筆を削っていないこと。

う」ことからすべてが始まります。

持ち物に名前を書かないこと。

－－－ －－－ －－－－－ －－－－－－

忘れ物をすること。
トイレ を済ませず に教室に来 て、い
きなりトイレに駆け込むこと。

先日 、教室 のポストに メモ書きが入
っていました。
「塾の 方へ

○○色の△ △、ナンバー

順番を守らないこと。

は□□ －□□ （実際には 車の形と番号

困って いる人を助 けられない こと。

が書かれています）子どもの送迎時

いくつ か書いてみ ましたが、 なんて

に、い つもテ ラスの住宅 の中に入って

細かいことと思われるかもしれませ

きて、 車をタ ーンさせて います。とて

ん 。ただ 、小さなこ とをおろそ かにし

もスピ ードを 出して危な いのでやめさ

て 大きな ことはでき ません。上 に書い

せてく ださい 。宜しくお 願いします。

た 小さな ことが改善 されるだけ で、大

テラス住民」

き な飛躍 につながっ ていく可能 性があ

こう して伝 えて頂ける のはとても有

る のです 。誰にでも あることと 開き直

り難い ことで す。幸い、 すぐに該当す

っ ていて は何も始ま りませんか ら、意

る車が 見つか り直接お伝 えすることが

識 に入っ ていくよう にいろいろ な言葉

できま した。 「雨降って 地固まる」と

や 方法で 子どもたち に改善へ向 けてア

いうよ うにし たいと思い ます。信頼を

プ ローチ するのが私 たちの仕事 です。

得るに は長時 間かかりま すが、信頼を

また、 教室は地域 社会の中で 存在し

失うのは一瞬です。

