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塾内報 Star EXPRESS

№
平成31年４月25日発行
電話072-895-6230
月 日 曜日
予定
4 25 木 全関西競技大会申込配布
能力検定・段位試験申込書配布
26 金
授業料引き落とし
27 土 特別練習
28 日 全日本ユース珠算選手権大会
29 月 昭和の日
授業休み
30 火 退位の日
授業休み
5 1
水 即位の日
授業休み
2
木 国民の休日 授業休み
3
金 憲法記念日 授業休み
4
土 みどりの日 授業休み
5
日 こどもの日 授業休み
6
月 振替休日
授業休み
7
火 中学生クラス
8
水 引き落とし予備日
9
木
10 金
全日本大会申込締切
11 土
段位申込締切
12 日
13 月
14 火 中学生クラス
15 水
16 木
17 金
能力検定申込締切 特別練習
18 土
全関西競技大会申込締切
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木
24 金
25 土 i-test一斉実施 特別練習
26 日 そろばんグランプリ大阪府大会
27 月
28 火 授業料引き落とし
29 水
30 木
31 金

授業料引き落とし日変更のお知らせ
授業料は毎月28日に口座自動引き落としとな
っていますが、今月に限り4月26日引き落とし
（再引き落とし日は5月8日）となります。ご協
力のほどお願いいたします。

特別練習の予定と対象者

４月27日（土） 午後５時～７時
○ユース大会出場者のみ
５月18日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリ大会出場者
○itest受験者
○暗算検定受験者
５月25日（土） 午前10時30分～正午
○グランプリ大会出場者のみ

全日本ユース珠算選手権大会（再掲）

2019年度全日本ユース珠算選手権大会は４月
28日に京都パルスプラザ（京都市伏見区竹田鳥
羽殿町５、近鉄竹田駅から徒歩15分、第二京阪
道路巨椋池ICから約10分）で開催されます。見
学自由で毎年数多くのご観戦の皆様が集まりま
す。
大会は午前10時開始、午後５時終了予定で
す。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下さい。昼食休憩があり
ますので昼食の準備をしておいて下さい。
当日はよみうりテレビ『かんさい情報ネット
ten』の取材が入ります。毎年、20分ほどの特
集を組んで大会の模様を放送しています。

５月i-testについて

５月i-testは５月25日の午前10時30分から実施
します。受験を希望する皆さんは早めに申込を
済ませておいてください。25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

○日時 ５月26日（日） 午前９時～正午
○場所 守口門真商工会館（京阪電車門真市駅
より徒歩15分）
○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。

中学生クラス

５月７日（火）と14日（火）午後７時20
分～９時まで、中学生以上の生徒のみを対
象とする時間を設けます。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

日程…８月１５日（木）～１７日（土）
場所…京丹後市夕日が浦温泉「海幸」
費用…２８６２０円
定員…３０名
資格…i-test６種目すべて3rd stage以上練
習生徒か能力検定３級以上受験済み生徒。
申込…参加費用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。
☆合宿では、長時間練習をこなしていく中
で技術・精神力・人間力が鍛えられ、仲間
を増やし、連帯感が育っていきます。迷っ
ている人、どうぞ思い切って申し込んでみ
て下さい。行きのバスの車中で、迷ってい
たことを後悔するくらい一気に雰囲気に馴
染みます。
昨年までの参加経験者の皆さんも大歓迎
です。今回はさらに自分から進んで物事に
取り組んでいく態度で臨むと、また違った
経験を積むことができます。
中高生の皆さんには中高生ならではの役
割があります。初参加者や班員への気配
り、指導などをこなしていきながら色々な
ことを学びます。

３月i-test昇級・昇段者
◎珠算総合
４段
奥田花
１級
貝谷憲吾
準１級 興田佳歩
準２級 山川侑那 中谷鍾唯
３級
柿木彰乃 林蓮 髙橋瞭斗
４級
勢登翔一 岡本茉莉香
５級
澤井も奈 不破舜介
◎暗算総合
準初段 興田佳歩
１級
久堀力翔
２級
柿木彰乃
３級
髙橋瞭斗
準３級 山川侑那 林蓮
４級
乾心春
５級
澤井も奈 立川拓弥
６級
岡本茉莉香
◎かけ算
６段
奥田花
準２段 興田佳歩

初段
１級
２級

貝谷憲吾
柿木彰乃 青田裕哉
勢登翔一 中谷鍾唯
川邊ころも 長小田花步
市原瑞季 乾心春
鈴木博久 山本大貴 不破舜介
山川翔太郎
白濱咲希
青木誠志郎 岡本実夕 平岡大知
中西凛

３級
準３級
５級
６級
７級
９級
◎わり算
２級
山川侑那
３級
中谷鍾唯
５級
勢登翔一
６級
岡本茉莉香
７級
澤井も奈
８級
乾心春 不破舜介
９級
藤本宗佑
◎みとり算
２級
林蓮
３級
岸宝輝
準３級 不破舜介
４級
山本悠真
５級
白濱咲希 青木誠志郎 辻悠翔
加納颯真
６級
加納百々華 中西凛 荻野桜佳
武藤慎治 松浦大士
７級
安藤健 北野玲衣 岸暖花
大塚詠三
８級
植田勘介
◎かけ暗算
４段
奥田花
初段
興田佳歩
準初段 柿木彰乃
１級
貝谷憲吾 久堀力翔
準３級 山川侑那
５級
市原瑞季 川邊ころも
６級
鈴木博久 岸宝輝 乾心春
７級
薄井徳寿
◎わり暗算
初段
久堀力翔
準初段 興田佳歩
１級
柿木彰乃
準１級 山川侑那
準３級 岡本茉莉香
５級
勢登翔一 澤井も奈 立川拓弥
◎みとり暗算
準２級 林蓮 髙橋瞭斗
準３級 立川拓弥
４級
三島ゆり子
５級
市原瑞季 川邊ころも 岸宝輝
山川翔太郎
６級
中谷鍾誓 山本大貴 乾心春
薄井徳寿
７級
山本悠真 林真帆

８級
９級

鈴木博久
岡本実夕

林真央

平岡大知

出席時間20時間以上の生徒

（４月20日までの１ヶ月）
脇野悠介70 下川原沙希61 下川原空良55 西
畑美伶54 西畑隆智53 奥田花52 森本一生48
茅島陸斗46 深江萌黄46 久本和奏45 髙橋瞭
斗41 藤江茉奈40 山内美空40 稲垣綜一郎38
外間彩乃38 井上楽耀36 福原健太36 和泉琴
音35 荒平隆翔35 井上心結34 岡本莉茉34
佐野幹太34 相馬拓音34 福原真央34 足立喜
大33 木下俊大33 佐野心春33 土橋茉白33
久原遥真33 板橋葵彩32 三門楓太32 和泉絢
音31 森本爽月31 山本大貴31 澤田一心30
藤江里奈30 川﨑柊花29 山本悠真29 山城秀
斗29 朝日優月28 茅島悠斗28 川﨑大樹28
林真央28 久原逞28 山川翔太郎28 金本愛夢
27 竹内麻結27 早野蓮27 早野碧27 和泉初
音26 梶晴真26 立川拓弥26 野々村誉良26
大土井慧賀25 佐野吟次朗25 林蓮25 市村有
希菜24 田中菜摘24 髙谷楓乃24 沼田輝24
沼田陽南乃24 小林千尋23 高山優23 引波花
莉音23 三島ゆり子23 柿木彰乃22 北野陸斗
22 津﨑潤人22 林真帆22 松井一真22 松浦
大士22 山川侑那22 市原瑞季21 梶本悠生21
加納百々華21 酒向柚希21 長小田花歩21 西
井陽21 山内星徳21 興田佳歩20
（あと１時間だった皆さん）植田勘介 伊丹琉太
伊丹滉稀 北野玲衣 西井萌 永津敦之 橋本栞里 山下湊大

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）
市村有希菜136 久原逞110 荒平隆翔106 江
戸孝輔103 久原遥真98 江戸さくら97 酒向
柚希95 鶴岡陽希92 足立喜大84 鶴岡さゆり
74 小島天羽51 野木大雅50 北野陸斗48 奥
田秀哉41 田中希海41 大谷真穂38 安藤美遥
35 秋穂香35 清水悠冴35 尾谷勇亮27 市原
朱莉26 竹本翼沙26 西井陽26 李美絵25 牧
心菜23 宮島啓彰21 黒田蒼心20

フラッシュ暗算合格者

七段
五段
二段
１級
２級
４級
５級
６級
７級

（４月20日までの１ヶ月間）
茅島悠斗
稲垣綜一郎
兼松祐介
柿木彰乃
田中菜摘
大塚来遙 角﨑彩音 山川翔太郎
杉野咲
青田知晃 長小田花歩 平岡大知
瀧川侑輝 鈴木博久 岡本実夕
早野碧 山川翔太郎
根岸薫 宮根にこ
久原遥真 根岸薫

８級

植田勘介 岸暖花 三木磨展
加納颯真 松浦大士 久原遥真
市原瑞季
９級 北野玲衣 宮島悠輔 土岐和太朗
村松龍星 加納百々華 植田勘介
三木磨展 加納颯真 久原遥真
10級 武藤慎治 植田勘介 加納颯真
久原遥真
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
☆昨年の合宿参加者の感想文を数名分ご紹
介します。
◎合宿に、今まで２回参加させてもらいま
したが、今回３回目は、今までとは違う合
宿になりました。
合宿に行く前、私は３つの目標を立てま
した。１つ目、毎回８００点以上取る。２
つ目、わり算の最高点を取る。３つ目、見
暗の最高点を取る、でした。私はこの３つ
の目標を達成できました。合計の点数の最
高点も、合宿に行く前は、８２０点前後だ
ったのが、合宿に行った後では８６０点と
４０点近く上がりました。合宿での練習の
成果がでたんだと思いうれしかったです。
私は、去年、おととしは、点数もほとん
ど上がらなかったし、新しい友達もあまり
できないし、ご飯も全然食べられませんで
した。でも、今年は、最高点もいっぱい出
て、新しい友達もできて、ご飯も食べれる
ようになりました。
私の班は、よく話す人３人と一度も話し
た事がない人１人の５人班でした。私は、
話した事がない人と仲良くなるために、バ
スの中では積極的に話すようにしました。
話した事によって１日目のお昼ご飯の時に
は、仲良く話せていました。
自分の班だけではなく、他の班とも班同
士で仲良くできたので良かったです。
私は、４年生から６年生でどう変わった
かを考えました。
４年生の時、合宿初参加で不安だらけ
で、ご飯は、きらいな物が多くて、全然食
べられませんでした。自分以外の人は、好
ききらいなく、食べていたので、私も好き
きらいなく食べようと思いました。
合宿に行った後、きらいな物を少し克服
しました。５年生の時に行った合宿では４
年生の時より食べられるようになりまし
た。
友達の面では、４・５年生の時には、今
いる友達だけで十分だと思っていました。
でも６年生の時には、もっと友達を増やそ
うと思いました。 来年も参加できたら合
宿に参加したいです。
チャレンジャーズ・ステージ本番では、
８１５点と合宿での練習での成果が出せな

くて、悔しかったので、毎日、出る大会の
本番の点数を意識しながら練習していきた
いです。（合宿参加時、小６・女子）
◎ぼくは合宿初参加だったのですが、一番
合宿で心に残ったことは友達と部屋ですご
したことです。
いろんな人と話したり、トランプで遊ん
だりできて楽しかったです。特に同じ班の
岩成海さんによく話しかけてもらえてうれ
しかったです。
２日目の花火で手持ち花火がなくなって
しまったらたくさんの人からもちきれない
ほどもらいました。とてもキレイでした。
合宿の練習では森本一生さんとペアを組
んで、まだなれていなかった暗算で見取算
をやる種目練習をやりました。見取算では
そろばんで計算して出せなかった７０点を
暗算でできたので、大会でも見取算を暗算
でやってみたいと思いました。
合宿では楽しいことがたくさんあって、
練習でもいい点数を出すことができたので
また来年も参加したいと思いました。（小
６男子）
◎私は初めてそろばん合宿に参加しまし
た。
説明会で、１日に７時間ぐらい練習する
と聞いたので、初めは不安でした。でも練
習はあまり大変ではありませんでした。
練習では、リレー形式の練習もあった
し、楽しかったです。
なかなか話さない、上のレベルの子とも
話して仲良くなれたので嬉しかったです。
練習でも、２日目の夜のゲームの時に
も、沢山ドリームカードももらえたし、花
火の時も、打ち上げ花火もあったし手持ち
花火もあってめちゃくちゃ楽しめました。
ごはんは、刺身やすいか、メロン、とん
かつにハンバーグと結構ボリューム満点で
とても美味しかったし豪華でした。量は多
かったからおなかは、いっぱいになりまし
たが、それより、美味しいが勝ちました。
そろばんも出来て、たくさんの子とも話
せて平成最後の夏の思い出になったし夏休
みの中で一番の思い出になりました。
また来年も行きたいです。（小５女子）
◎「合宿２回目の変化」
僕は合宿に参加してそろばんの技術の向
上だけでなくたくさんのことを学ぶことが
できました。
前回の参加ではまだ小学生で初めてだっ
たのでただそろばんがうまくなりたいと思
い参加しました。ですが、今回は２回目で
少し落ち着くことができて、そろばんのこ
とだけではなく自分より小さい子を見てお
くということや、班員と親しくなることな

どにも目を向けることができて合宿をより
充実させることができました。小学生のと
きは先輩にたよっているだけだったけど中
学生になると、年下の子たちの面倒を見る
こともしなければなりませんでした。すこ
し大変なときもあったけれど楽しさもあり
ました。
目標では左手をうまく使えるようになる
こと、そして年下には年上らしく年上には
年下らしく行動することでした。左手をう
まく使えるようになることはできなかった
けど年上、年下らしく行動することはでき
たと思うのでよかったです。
そしてチャレンジャーズでは最高を何度
も更新でき本番ではその点数を上回ること
ができてすごくうれしかったです。
練習するときにはすごく集中でき、「だ
れだれには勝ちたい」というライバルを目
指して練習できたから最高点を何度も更新
できたんじゃないかなと思います。
いろいろ大変なこともあったけどそれ以
上にすごく楽しかったので、もう一度行け
ればいいなと思います。（中１男子）
◎「初めての合宿」
ぼくは、８月１６日に初めてのそろばん
合宿に参加しました。
合宿に行く前は、どんな合宿なのかなと
楽しみにしていました。３日間の合宿は、
とても楽しかったです。その理由は、金本
先生に言葉遣いの悪さやまくらなげをし
て、おこられたけれど、チャレンジャーズ
ステージの見取算で最高点がでたり、みん
なで花火をしたり、お楽しみ会をしたりし
たからです。
その中でも僕が一番楽しかったのは、花
火でした。花火の場所では、班でリレーを
したり、海を見たりしました。海の波の勢
いで岩に当たって水しぶきがあがっていま
した。はじめの打ち上げ花火は、風があっ
てそんなに高い場所には行かなかったけれ
ど、最後の打ちあげ花火は、風がこなくて
きれいでした。
２日目の二人ペアの見取算の練習の時
に、金本先生とペアになってピコピコハン
マーでたたかれないかどきどきしていまし
た。
ほかにも楽しかったことは、ねるまえ
に、みんなでやったトランプやうのです。
たくさんの友達と遊べたことがとても思い
でになりました。
合宿から帰ってきて、一番思ったこと
は、来年も絶対行きたいです。友達もたく
さんできました。これからも目標をもって
がんばっていきたいです。
（小４男子）

