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予定
中学生クラス
授業料引き落とし
特別練習
全関西学生珠算競技大会
能力検定発表・暗算検定申込書配布

段位検定発表
全大阪オープン・チャレンジャーズ
申込締め切り
授業料引き落とし予備日

塾生ブロック大会申込締め切り
特別練習
Ａ1グランプリ大会
グランプリジャパン特別練習

特別練習の予定と対象者
６月30日（土） 午後３時～５時
○全関西出場者のみ
午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリジャパン出場者
○Ａ１グランプリ出場者
○全日本大会出場者
７月14日（土） 午後３時～５時
○Ａ１グランプリ出場者のみ
午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○Ａ１グランプリ出場者
○グランプリジャパン出場者
○全大阪・チャレンジャーズ出場者
○i-test受験者
○全日本大会出場者
７月21日（土） 午後３時～５時
○グランプリジャパン出場者のみ
午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリジャパン出場者
○全大阪・チャレンジャーズ出場者
○i-test受験者
○全日本大会出場者

夏休みのお知らせ
暗算検定申込締め切り・特別練習
そろばんグランプリジャパン
能力検定証書交付

今年の夏休みは全日本大会開催日の８月８日（水）
と15日（水）～18日（土）です。夏休み期間の分
は他の練習日に振り替えてください。

７月i-test
i-test７月一斉実施
授業料引き落とし

７月i-testは７月28日の午前10時30分から実施しま
す。28日に受験を希望する皆さんは27日までに申込
を済ませておいてください。28日に受けられない場
合でも、７月中ならばいつでも申込・受験できま
す。申込はなるべく早めにしましょう。受験種目に

特化した練習時間を長く確保できます。
◎７月１日の全関西学生珠算競技大会は大阪市
住之江区のＡＴＣ（ニュートラム「トレードセ
ンター前駅」下車２分）において午前10時30分
開会、午後４時30分閉会予定で開催されます。
昼食を準備しておいてください。参加者は現地
集合が基本ですが、引率を希望する場合は申し
出てください。
◎７月15日のＡ１グランプリ大会は、枚方市立
地域活性化支援センター（｢輝きプラザきらら｣
内）において午前11時30分開会、午後４時30分
閉会予定です。参加者は現地集合ですので開会
の15分前までに会場にきてください。駐車場に
は限りがありますのでご了承ください。枚方市
からのバスも有ります。大会は観戦できます。
緊張感あふれる雰囲気を是非ご覧下さい。
◎９月23日（日・祝）午前９時30分開始、正午
終了予定の塾生珠算競技ブロック大会の申込締
切は７月14日（土）です。出場資格のある生徒
の皆さんには申込書を配布します。
◎本年度の全大阪オープン大会と全大阪チャレ
ンジャーズ大会は８月26日、大阪商工会議所で
開催されます。全大阪大会は珠算・暗算段位と
もに６段以上取得者、チャレンジャーズ大会は
珠算能力検定試験２級取得以上、i-test全種目
レベル３以上の練習生に出場資格があります。
本年度の合宿参加者は可能な限り申し込みをし
てください。合宿でのメイン練習になります。
参加料は全大阪大会3000円、チャレンジャーズ
大会2000円。申込締切は７月７日（土）です。
◎合宿の説明会は８月４日午前10時30分から30
分程度を予定しております。
◎７月16日のグランプリジャパン大会合同練習
会はＡＴＣ（前掲）において午前10時から午後
４時まで行われます。本大会に出場しない皆さ
んでも参加できます。参加を希望する皆さんは
申し出て下さい。

グランプリ大阪府大会
◎ジュニア部門（小学生部門）
優勝（代表選手）江口尊琉
２等（推薦選手）山内美空 井上楽耀
和泉琴音
３等（強化選手）佐野幹太 井上心結
藤江茉奈
優良（強化選手）大上航正 奥田花
◎スクール部門（中高生部門）
優勝（代表選手）金本三夢
準優勝（代表選手）金本大夢

２等（推薦選手）金本愛夢 岩成海
３等（強化選手）岩成桃 大内崚聖
優良（強化選手）井上寛大

和泉初音

６月２日実施暗算検定合格者
◎１級合格
松岡亮大 沼田輝 松田拓也 中村颯希
中村結菜
◎準１級合格
外間彩乃 久堀力翔 中島百萌 澤田一心
◎２級合格
橋本栞里 川﨑柊花 満田智也
◎準２級合格
中野佑美 柿木彰乃 瀧川航平
◎３級合格
下岡和生 八阪悠真 浅野稜太 山口太雅
◎４級合格
沼田陽南乃 青田裕哉 広部有梨 松山桃子
山城秀斗 板橋葵彩 梶原進太 中川咲月
仲井蒼純 山田千尋 日髙希愛
◎５級合格
山田青空 加地美空 中谷鍾唯

５月i-test昇級・昇段者
◎珠算総合
８段
江口尊琉
準１級 松井一真
２級
二反田陽翔
３級
木下俊大
準３級 髙森大賀 沼田陽南乃
４級
板橋葵彩 浅野稜太
５級
今門克将
６級
徳田みやび
◎暗算総合
11段
江口尊琉
準初段 松井一真 沼田輝
２級
貝谷憲吾
準２級 二反田陽翔
３級
木下俊大
６級
髙森大賀
８級
櫻木あずさ
◎かけ算
９段
江口尊琉
初段
松井一真
１級
二反田陽翔
２級
沼田陽南乃
準２級 板橋葵彩 浅野稜太
３級
青田知晃 根岸豊 櫻木あずさ
準３級 今門克将 林蓮
５級
川下真依
中僚 不破舜介

８級
上之園実桜 浜崎馴也
◎わり算
７段
江口尊琉
準初段 松井一真 沼田輝
２級
二反田陽翔
準３級 木下俊大 髙森大賀
６級
杉野咲 沼田陽南乃
７級
板橋葵彩
８級
浅野稜太
◎みとり算
10段
江口尊琉
準２級 二反田陽翔 江連舞 沼田陽南乃
準３級 林蓮 辻心絆
４級
乾心春 中尾仁一
５級
立川拓弥 不破舜介
６級
佃紫苑 髙橋瞭斗
７級
岡本実夕 森川颯仁
８級
川﨑大樹 十河幸嶺 林真帆
◎かけ暗算
準初段 松井一真
２級
辻翔太 貝谷憲吾
準２級 二反田陽翔 川﨑柊花
５級
杉野咲
７級
辻心絆 辻奏音
８級
青田知晃 堀田晃希
◎わり暗算
16段
江口尊琉
準２段 松井一真
準初段 二反田陽翔
２級
松山桃子
６級
櫻木あずさ
◎みとり暗算
９段
江口尊琉
１級
沼田輝
３級
木下俊大 髙森大賀
準３級 二反田陽翔
４級
杉野咲
６級
村田雄真
８級
川下真依 青田知晃
中僚
清水知愛 辻心絆 土橋茉白
10級
浜崎馴也

出席時間20時間以上の生徒
（６月20日までの１ヶ月）
西畑美伶78 久本和奏70 山内美空55 西畑隆
智54 奥田花53 川﨑柊花53 永津敦之53 和
泉琴音51 井上心結48 立川拓弥48 沼田陽南乃
45 脇野悠介44 森本爽月44 沼田輝41 髙橋
瞭斗41 木下俊大40 松井一真40 澤田一心38

藤江里奈38 山本大貴38 福原健太37 松山桃
子36 佐野幹太35 引波花莉音35 和泉初音34
和泉絢音34 佐野吟次朗34 高山優34 早野蓮34
茅島陸斗33 梶原進太32 早野碧32 森川颯仁32
山本悠真32 髙津乃愛29 佐野心春28 深江萌
黄28 朝日優月27 瀧川航平27 髙谷楓乃27
森井麗音27 山川侑那27 渡邉紘生27 稲垣綜
一郎26 山城秀斗26 藤江茉奈26 松岡亮大26
森本一生26 髙津侑良25 大土井慧賀25 西井萌
25 林寿百25 山川翔太郎25 兼松咲菜24 泉
脇勇汰24 川﨑大樹24 林和花24 金本愛夢23
清水知愛23 田中菜摘23 中村颯希23 野々村
誉良23 興田佳歩22 絹本奈緒22 鈴木博久22
土橋茉白22 津隈瑛翔22 松田拓也22 山城真
里奈22 藤原梨乃21 橋本栞里21 福井太一21
伊丹滉稀20 板橋葵彩20 茅島悠斗20 外間彩
乃20 津﨑潤人20 火置甫20
（あと１時間だった皆さん）大上航正 二反田
陽翔 井上楽耀 福山芽依

猛スピードばく進中
（初歩教材PERFECTを１ヶ月で20ページ以上進ん
だ生徒）
山本大貴101 西尾晃79 鈴木博久72 伊丹滉稀
71 山川翔太郎71 山本悠真70 宮島悠輔55
梶晴真46 三木磨展46 加納百々華42 岡本茉
莉香38 安部灯里38 長田航祈36 土岐和太朗33
岸暖花32 瀧川侑輝31 山下湊大30 青木誠志郎
28 伊藤碧音27 白濱咲希26 髙橋瞭斗25 安
藤健24 加納颯真24 山下湊大23 小羽根主宙20

フラッシュ暗算合格者
（６月20日までの１ヶ月間）
西畑美伶
佐野吟次朗
沼田輝
橋本栞里
福山芽依 板橋葵彩
不破舜介 中谷鍾唯
西畑隆智 不破舜介
辻心絆 八幡泰嘉 西畑隆智
藤本宗佑 辻奏音 川下真依 立川拓弥
清水知愛 前澤咲希 西畑隆智
７級 乾心春 八阪悠真 脇野悠介 藤本宗佑
立川拓弥
８級 脇野悠介 立川拓弥
９級 森川颯仁 朝日優月 髙橋瞭斗
中谷鍾誓 森井麗音 脇野悠介
10級 角﨑彩音 森川颯仁 朝日優月
髙橋瞭斗
七段
六段
初段
１級
２級
３級
４級
５級
６級

☆６月24日の能力検定は、５月の受験申込時に
練習で合格点が出ていれば、多くの生徒が一つ
上の級の申込をしました。ですから、申込段階
で合格点に達している生徒はほとんどいない状
態 で 、 試 験 に 向 け て の 取 り 組み が 始 ま り ま し
た。
級が１つ上がるというのは、たとえばかけ算
で言えば、主に４桁×３桁の問題が出題される
３級が、２級では５桁×４桁になり、１級では
６桁×５桁になるというように、桁数が増える
ことを意味します。桁数が増えると計算量も増
えますから上級になるほど速度が要求されるよ
うになります。速度を上げつつ正確性も維持す
る・・・そろばん学習が集中力をはぐくむのに
とても有効な手段だということがおわかりいた
だけるものと思います。
さて、練習レベルが４桁×３桁の問題から５
桁×４桁に、さらにそこから６桁×５桁という
ように上がっていくと、最初のうちは非常に厚
い壁の存在をイヤでも意識します。答えを得る
までに必要な九九の個数は１２→２０→３０へ
と増え、指を動かす回数も増えますから、答え
に な か な か た ど り 着 け ま せ ん。 計 算 量 が 多 い
と、それだけ間違える可能性も高まります。心
が折れても不思議ではないのですが、ここに来
るまでに習い始めてから幾度も小さな成功と少
しの挫折を経験してきている生徒たちの精神力
はたくましくなっていますから心配はいりませ
ん。通り抜けなければならないトンネルの長さ
や乗り越え突き破るべき壁の高さと厚さは人そ
れぞれ違いますが、それぞれが自覚をもって、
前 を 向 い て い ま す 。 ト ン ネ ルを 通 り 抜 け る 方
法、壁のよじ登り方、壁の突き破り方は、練習
法や教材を指導者が細かく指示していきます。
段を受験する頃になると、生徒たちも成長し
ていますから自分自身で練習課題を見つけてい
くようになります。問題を豊富に準備しておけ
ば、力のあった仲間や目標とする生徒を見つけ
て一緒に練習をする風景も見られます。行き詰
まると相談に来ますが、指導者はいくつかの選
択肢を提示して練習方法を生徒たちが自分で見
つけられるようにしていきます。
さて、１～３級の珠算能力検定に向けてのこ
の１ヶ月。合格を目指して少しずつ少しずつ、
課題を克服しつつ進んできました。１問題ずつ
目標タイムを設定し、クリアすれば複数問題で
の設定タイムに挑み、間違えればまた一からや
り直しという過酷な練習メニューは技術と精神

力の両面を鍛えるためのものでした。
試験の模擬練習では合格点が出るまでは焦る
気持ちと戦い、そしていざ合格点が出るように
なると今度は欲やおそれという気持ちとの戦い
を経験してきました。
「試験や大会は成長のための優れた教材であ
る」というのは、作戦を練り、作戦を実行し、
結果を次への糧にするという一連の営みを期日
を決めた中で行うことに大きな意義があること
を指しています。
残念なのは、受験の申込をしただけで満足し
たり、申し込みをしたこと自体を忘れてしまっ
て、優れた教材の意義を経験することなく当日
を迎える生徒が少数ながらいることです。試験
に無連絡で欠席し、翌日何食わぬ顔で練習に来
る生徒もいます。欠席理由を尋ねると、「忘れ
ていました」・・・。
指導力不足と、ご家庭のご関心不足を痛感す
る瞬間です。
☆高槻市を震源とする大阪では観測史上最大震
度の揺れを起こした地震発生から１週間が経ち
ました。ようやく少し落ち着いて生活ができる
ようになりましたでしょうか。被害の程度はい
かがだったでしょうか。教室は幸いにして被害
といえるほどのものはほとんどなく発生当日か
らまったく普段通りの練習ができましたが、高
槻、茨木、豊中、池田、枚方など、揺れのより
激しかった地域に住む生徒のご家庭ではテレビ
や食器の損壊がかなりあったようです。
モニターとして使っている液晶テレビやパソ
コンの設置状況など、教室内部のことを知る保
護者の皆様や他の教室の先生方からご心配のお
声をたくさんいただきました。片付けが必要な
らご連絡くださいというお申し出までいただき
ました。ありがたいことです。
☆能力検定・段位試験が終わったばかりです
が、７月から10月まで大きな大会が目白押し。
暗算検定やitestも控えていて、教室としては息
つく暇もない日々が続きます。生徒の皆さんも
いろいろな申込書を受け取って混乱している人
もいるのではないかと思います。
大会や検定は上達するための有効な動機付け
の一つで、出場や受験を決めて取り組む練習
は、そうでない練習よりも高い効果を生んでい
きます。星の郷教室では明確な目標の設定を手
助けする手段としてこれらの諸行事を重要視し
ています。情報伝達の手段として案内や申込書
の配布をしておりますことをご理解ください。

