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予定
i-test１月一斉実施 特別練習
西日本大会申込締切
近畿大会大阪代表選手選考会
授業料引き落とし

特別練習

☆特別練習の予定と対象者☆
１月26日（土）午前10時30分～正午
○近畿大会大阪府予選出場者のみ
２月２日（土）午前10時30分～正午
○能力検定・段位試験受験者のみ
２月９日（土）午後３時～７時
○能力検定・段位試験受験者のみ
２月23日（土）午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○暗算検定受験者
○西日本大会出場者
○近畿大会出場者

☆２月１０日検定について☆
授業料引き落とし予備日
特別練習
１～３級能力検定・段位試験
建国記念の日 休日
中学生クラス

１・２・３級・段位…午前８時開始
いずれの試験も星の郷教室で実施します。当
日は午前７時に教室を開けます。自由に練習し
てください。前日受験の皆さんには個別に時間
をお知らせします。

☆中学生クラス☆
２月12日と２月19日、午後７時20分～９時ま
で中学生クラスを設けます。学校の勉強やそろ
ばんの練習に活用して下さい。

能力検定発表
中学生クラス

段位試験発表
特別練習

授業料引き落とし
暗算検定 特別練習
西日本大会

☆そろばん大阪一決定戦☆
～12月23日・大阪商工会議所～
◎団体総合競技（全部門優勝）
・小学生２部（４年生以下） 優勝
（佐野幹太 早野蓮 下川原空良）
・小学生１部（５・６年生） 優勝
（永津敦之 山内美空 江口尊琉）
・学生の部（中高生）
優勝
（金本三夢 大内崚聖 金本愛夢）
◎個人総合競技 小学生２部
準優勝 佐野幹太
２等
早野蓮 茅島陸斗 西畑美伶
下川原空良

◎個人総合競技 小学生１部
優勝
江口尊琉
２等
永津敦之 山内美空 井上心結
茅島悠斗
３等
森本一生 井上楽耀 大上航正
◎個人総合競技 学生の部
優勝
金本愛夢
準優勝 大内崚聖
２等
金本三夢 岩成海
３等
岩成桃 和泉初音
◎団体特別競技（全部門優勝）
・小学生２部メンバー
佐野幹太 早野蓮 下川原沙希
・小学生１部と学生の部メンバーは団体総
合競技メンバーと同一
◎種目別競技
・小学生１部 優勝 永津敦之
・学生の部
優勝 大内崚聖

☆そろばんクリスマスカップ☆
～12月24日さいたま浦和パインズホテル～
小学５・６年生の部
個人総合競技
２位 江口尊琉
26位 山内美空
フラッシュ暗算 26位 山内美空
英語読上算
11位 山内美空
中学生の部（種目別競技は掲載省略）
個人総合競技
４位 金本愛夢
高校生の部（種目別競技は掲載省略）
個人総合競技 ８位 金本三夢 金本大夢
団体総合競技 ２位
（金本三夢 金本大夢 岩成海）

☆全国計算競技大会☆
１月６日・たかつガーデン
団体総合競技 日本一 星の郷総合教室
（金本大夢 金本愛夢 大内崚聖）
個人総合競技高校生以下の部
１位 金本大夢
２位 金本愛夢
６位 大内崚聖
８位 金本三夢
24位 岩成海
読上暗算
６位 大内崚聖
読上算
８位 金本愛夢
種目別競技
乗算 ６位 金本大夢 ９位 金本三夢
除算 ３位 金本大夢 ９位 金本三夢
見暗 １位 金本三夢 ２位 金本愛夢
９位 金本大夢

乗暗
除暗
見取
伝票

１位
８位
６位
10位
５位
５位

金本三夢
金本愛夢
大内崚聖
金本愛夢
金本愛夢
金本大夢

３位 大内崚聖
９位 金本大夢
６位 金本大夢
10位 金本愛夢

☆あんざんチャンピオン大会☆
～１月13日・大阪府労働会館・15位まで～
◎１部（５段以上）
乗暗算
１位 金本三夢 100
５位 金本愛夢 100
８位 大内崚聖 100
除暗算
１位 金本三夢 100
２位 金本愛夢 100
３位 大内崚聖 100
７位 佐野幹太 100
10位 岩成海
100
見取暗算
１位 金本三夢 50
２位 大内崚聖 50
12位 和泉初音 50
15位 金本愛夢 49
◎２部（４段以下の中学生）
乗暗算
７位 岡本莉茉 95
15位 判田翔汰朗 83
除暗算
８位 判田翔汰朗 99
15位 岡本莉茉 93
◎３部（４段以下の小５・６年生）
乗暗算
１位 藤江茉奈 100
３位 奥田花
100
５位 久本和奏 98
10位 和泉琴音 96
11位 森本爽月 96
15位 森本一生 94
除暗算
１位 藤江茉奈 100
４位 森本一生 100
５位 和泉琴音 100
７位 久本和奏 100
10位 奥田花
99
見取暗算
２位 奥田花
50
４位 藤江茉奈 49
５位 和泉琴音 49
10位 久本和奏 48
13位 森本一生 47
◎４部（４段以下の小４以下）
乗暗算
３位 早野蓮
99
４位 高山優
98
５位 下川原空良98
７位 茅島陸斗 97
10位 下川原沙希96
12位 西畑美伶 94
除暗算
３位 下川原沙希100
６位 下川原空良99
７位 早野蓮
99
11位 松岡亮大 99
見取暗算

１位 早野蓮
50
５位 下川原沙希49
７位 下川原空良48
９位 高山優
47
10位 西畑美伶 47
◎５部（２級未合格者）
乗暗算
１位 脇野悠介 100
除暗算
１位 脇野悠介 100
見取暗算 14位 脇野悠介 49
☆３部乗暗算・除暗算１位の藤江茉奈さん
（星小５年）と、４部見取暗算１位の早野
蓮くん（星小４年）は、来年、段位にかか
わらず１部での出場になります。

☆出席時間20時間以上の生徒☆
（１月20日までの１ヶ月）
脇野悠介53 久本和奏49 和泉初音47 森本一
生46 西畑美伶44 奥田花43 茅島陸斗39 西
畑隆智37 佐野吟次朗35 沼田輝35 佐野幹太
34 山内美空34 髙橋瞭斗33 和泉琴音32 立
川拓弥32 沼田陽南乃32 川﨑柊花31 木下俊
大31 永津敦之30 早野蓮30 森本爽月29 深
江萌黄29 井上心結28 下川原空良28 高山優
26 松岡亮大26 金本愛夢26 下川原沙希26
稲垣綜一郎25 井上楽耀24 澤田一心24 土橋
茉白24 長小田花歩24 橋本栞里24 藤江里奈
24 佐野心春24 渡邉紘生23 川﨑大樹22 山
本大貴22 藤江茉奈22 山城秀斗22 田中菜摘
21 引波花莉音21 早野碧21 福原真央21 山
川翔太郎21 和泉絢音21 大内崚聖21 外間彩
乃21 福原健太20 森川颯仁20 山川侑那20
林蓮20

☆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）
魚川美月118 林真央49 利川麗40 市原瑞季
37 秋穂香34 利川遙28 黒田蒼心23 松浦大
士22 貝谷大騎21 市原朱莉20 大塚詠三20
藤﨑天夢20
（あと１ページだった皆さん） 北野玲衣 牧心
菜

☆フラッシュ暗算合格者☆
七段
六段
二段
１級
２級
３級

（１月20日までの１ヶ月間）
森本爽月
久本和奏
不破健太朗
判田悠輔
川﨑大樹 三島ゆり子
立川拓弥 村田雄真

４級
５級
６級
７級
８級
10級

土橋茉白
二反田海翔
青田知晃 大塚道梧 中尾仁一
平岡大知 二反田海翔
長小田花歩 大塚道梧 中尾仁一
平岡大知
根岸薫
相馬拓音 土岐和太朗 三木磨展
宮根にこ

☆ちょっといい話☆
１月13日、エルおおさか（天満橋駅下車
徒歩５分）において行われたあんざん種目
別チャンピオン大会に関わる話しです。
会場の収容人数の関係で、大会は午前９
時45分開始の部門と、午後１時45分開始の
部門とに分かれて行われました。星の郷教
室の指導スタッフは大会の運営委員にもな
っているため出場選手の引率ができず、現
地集合をお願いしています。
午前の部に申込をしていた生徒のご両親
が大会当日どうしてもご都合がつかず、や
むなく欠席になるというご連絡を頂いたの
が大会１週間ほど前のことでした。
他の出場選手とともに一緒に行動できな
いものかと検討したものの適当な対処法が
見つからないまま迎えた大会２日前の授業
中。中学１年生と小学６年生の２人の生徒
が、「○○さん、一緒に行きますよ」と突
然申し出てくれました。
２人は午後の部に出場します。午前の部
から行くとなると長時間の待ち時間が発生
します。そのことを懸念していると、「大
会の雰囲気に慣れるため見学しておきま
す」というこたえが返ってきました。
私は舌を巻きました。これほど見事な受
け答えが他にあるでしょうか。
○○さん本人、○○さんの保護者、我々
スタッフなど、関係者が抱くさまざまな思
いを一気に吸収し、かつ安心感をも生みだ
すこの言葉は、長年のご家庭での子育ての
たまものです。
私たちはこんな生徒の皆さんを誇りに思
います。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
◎みんなで一斉にスタートを切る学校の入
学とは違い、そろばん教室のスタートはた

った一人。不安な気持ちで教室に入ってく
ることでしょう。出席カードをバーコード
リーダーにかざし、出席印を押してもら
い、自席を見つけ、必要でないものはロッ
カーに入れるという、慣れてしまえば呼吸
をするのと同じ程度の無意識な作業でさ
え、重荷であると思います。
そんなとき、私はその場にたまたま居合
わせた「先輩」に案内役を頼むことがあり
ます。誰でも良いというわけではなく、体
験時と入会初日教室に入ってくる新入生の
様子から読み取れる意欲や精神状態などか
ら、どこまで手助けすれば良いかを類推し
て、世話好きそうな生徒、世話が苦手そう
な生徒、恥ずかしくてぶっきらぼうなんだ
けれども実は内に優しさを秘めている生徒
などを案内役に指名します。
ときには、新入生の方が事前に情報を仕
入れていて案内役よりもしっかりしている
という変な場面もあったりしますが、そこ
は子ども同士の世界で、不思議にも落ち着
くところに落ち着いているようです。
不安な初日を他者の援助を得ながら乗り
越えた新入生は、次の日には早速案内役の
候補者となり、立派に役目を果たすように
なっていくのです。
◎子どもたちはそろばん学習を通じて教室
内外で実にいろいろな経験を積んで学習し
ていきます。
そろばんの練習は、常に自分の限界を超
えることを目標にしています。集中力、暗
算力、計算力、がまん強い精神は、限界の
一歩先を目指す練習を心がけることで磨か
れていきます。
また、教室には、目標を同じくする仲間
がたくさんいます。一人では乗り越えられ
ない壁でも、仲間の励ましやライバルの存
在が乗り越えるエネルギーを与えてくれる
ことがあります。逆に自分の存在が仲間へ
の励ましになることもあります。
教室には、一定時間、同じ空間を過ごす
ことで小さいながらも社会ができあがりま
す。社会にはルールがあります。ルールを
守ることで円滑な人間関係ができあがりま
す。そろばん教室は、年齢も住所も実力も
バラバラな人たちが集まっている社会で

す。そういう意味で子どもたちが多くの時
間を過ごす学校とは少々異なる性質を持つ
社会ですが、ときとところによって適する
ルールがあることを子どもたちは学びま
す。そして、やがては、その行動が、その
言動が、その意識が、ルールを守らなけれ
ばならないという義務感を超えて、ルール
の存在を意識することなく心身に備わるよ
うになります。これを我々は「成長」とよ
びます。
◎安全と周辺環境に気を配るために決めら
れた行き帰りの規則がいくつかあります。
その中で、お車での送迎時における規則を
多くの保護者の皆様にきっちりと守ってい
ただいています。そのお姿が子どもに与え
る好影響は、我々が百万言を費やして子ど
もたちに物事の善悪を説いたところで及ぶ
ものではありません。
◎加減を習得する初歩教材PERFECTを終了し
て、暗算力が一定レベルに達し、かけ算の
九九を完璧に暗記すると、かけ算の練習が
始まります。そして、かけ算の実力がある
基準をクリアするとわり算の練習が始まり
ます。この時点になると、暗算検定試験の
受験ができるようになります。暗算検定は
年に４回あります。
また、かけ算における小数の計算や端数
処理が出題されるi-testかけ算3rd stageの
練習が始まると、日本商工会議所主催の珠
算能力検定試験３級の受験も勧めていま
す。受験申込時点での実力によっては、３
級や２級を受けずに、いきなり１級を受験
する生徒もいます。珠算能力検定と段位認
定試験は年に３回あります。
i-testは２か月に１回あります。奇数月
の月初めから半ばにかけて全員にi-testの
受験申込書を配布しています。申込書には
その時点での練習内容を詳細に記載してお
り、i-testだけでなく、暗算検定や能力検
定の受験の可否も判断できますので、参考
になさって下さい。申込書を受け取ってい
ても保護者の皆様に伝えていない生徒もい
るようです。
◎そろばん学習未経験の皆様に、そろばん
学習の良さを是非おすすめ下さい。授業見
学、体験授業は随時受け付けています。

