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予定
暗算検定証書配布
i-test一斉実施

☆消費税の取り扱いについて☆
10月28日引き落とし分より、消費税10%に対
応した授業料となります。どうかご了承賜りま
すようお願いいたします。

特別練習の予定と対象者
授業料引き落とし
中学生クラス

授業料引き落とし予備日
中学生クラス 暗算検定申込書配布

特別練習15時～
全日本通信珠算競技大会
体育の日（通常授業はありません）

特別練習15時～

即位礼正殿の儀
（通常授業はありません）

10月12日（土）午後３時～５時
○通信大会出場者のみ
午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○通信大会出場者
○能力検定・段位試験受験者
10月19日（土）・26日（土）午後３時～５時
○能力検定・段位試験受験者のみ
10月19日（土）・26日（土）午後５時～７時
○能力検定・段位試験受験者
○あんざんチャンピオン出場者
☆特別練習は途中の出入りが自由です。

☆10月13日通信大会について☆
会場は守口門真商工会館（京阪門真市駅下
車）、午前９時開始、午後１時閉会予定です。
現地集合・現地解散です。中学生以上は制服着
用となります。

☆10月27日能力検定・段位試験☆
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。

中学生クラス
暗算検定申込締切 特別練習15時～
能力検定・段位試験
授業料引き落とし

10月１日・８日の午後７時20分から９時まで中
学生以上の勉強とそろばん練習用に教室を解放
します。読上練習は通常通りあります。

☆全大阪オープン珠算選手権大会結果☆
☆団体総合競技

２等

（金本三夢 金本愛夢 金本大夢）
☆個人総合競技
２等
金本三夢
３等
金本愛夢
☆中学生部門特別表彰
優秀 金本愛夢 大内崚聖
☆種目別競技（各種目ごとに10名が選抜さ
れ、優勝・２等・３等が各１～２名決定さ
れます）
読上算 ２等 金本愛夢
３等 金本三夢 金本大夢

チャレンジャーズステージ
☆小学生以下の部
２位 下川原空良 ８７５点
４位 森本 一生 ８７０点
５位 奥田
花 ８７０点
８位 茅島 悠斗 ８５０点
９位 井上 楽耀 ８４０点
10位 西畑 美伶 ８３５点
金賞 下川原沙希 藤江茉奈 茅島陸斗
高山優
銀賞 深江萌黄 森本爽月 伊丹琉太
稲垣綜一郎 脇野悠介 外間彩乃
髙谷楓乃
銅賞 興田佳歩 橋本栞里 引波花莉音
満田智也 髙橋瞭斗 五味美優香
澤田一心 沼田陽南乃
☆中学生以上の部
１位 和泉琴音 ９００点（満点）
３位 井上心結 ８６０点
10位 大上航正 ８２０点
金賞 稲垣由紀子
銀賞 久本和奏 判田翔汰朗
銅賞 西盛藍 沼田輝 松田拓也
☆種目別競技
わ り 算１位 下川原空良
みとり算２位 藤江茉奈
わり暗算２位 井上心結

暗算検定結果
☆１級合格
髙橋瞭斗 久堀力翔 柿木彰乃 大土井慧賀
☆２級合格
五味美優香（満点） 津﨑潤人 広部有梨
髙津乃愛 板橋葵彩 不破舜介
☆準２級合格
秋裕人 福山芽依 大塚来遙 田中菜摘

☆３級合格
西畑隆智 久原遥真 大橋碧 松田和真
清水知愛 澤井も奈 藤本敦也
☆４級合格
林真央 早野碧 大塚道梧

９月15日塾生ブロック大会結果
◎個人総合競技

小学生２部
（小学４年生以下）
優勝
茅島陸斗
500（満点）
準優勝 下川原空良
500（満点）
３位
西畑美伶
500（満点）
４位
稲垣綜一郎
500（満点）
金賞
髙橋瞭斗 五味美優香 和泉絢音
◎個人総合競技 小学生１部
（小学５・６年生）
優勝
藤江茉奈
500（満点）
準優勝 下川原沙希
500（満点）
３位
高山優
500（満点）
４位
森本爽月
500（満点）
７位
脇野悠介
500（満点）
９位
佐野幹太
490
金賞
森本一生 井上楽耀 佐野吟次朗
興田佳歩
銀賞
澤田一心
◎個人総合競技 学生の部
（中学生・高校生）
優勝
金本愛夢
500（満点）
準優勝 岩成桃
500（満点）
３位
山内美空
500（満点）
４位
和泉初音
500（満点）
５位
井上心結
500（満点）
７位
和泉琴音
495
９位
大上航正
485
金賞
岡本莉茉 判田翔汰朗
◎団体総合競技…３部門優勝
星の郷教室 小学生２部 １５００点満点
（茅島陸斗・下川原空良・西畑美伶）
小学生１部 １５００点満点
（藤江茉奈・下川原沙希・高山優）
学生の部
１５００点満点
（金本愛夢・岩成桃・山内美空）
◎読上算競技 小学生２部
優 勝 下川原空良
３ 等 西畑美伶 茅島陸斗
◎読上算競技 小学生１部
３ 等 井上楽耀 藤江茉奈 下川原沙希

◎読上算競技 学生の部
優 勝 山内 美空
２ 等 金本愛夢 岡本莉茉
３ 等 和泉琴音 岩成桃 和泉初音
大上航正
◎読上暗算競技 小学生２部
２ 等 西畑美伶
３ 等 下川原空良 稲垣綜一郎
茅島陸斗 髙橋瞭斗
◎読上暗算競技 小学生１部
２ 等 井上楽耀 佐野幹太 高山優
３ 等 下川原沙希 藤江茉奈
◎読上暗算競技 学生の部
優 勝 金本愛夢
２ 等 大上航正 和泉初音
３ 等 井上心結 和泉琴音 岩成桃
山内 美空

出席時間20時間以上の生徒
（９月20日までの１ヶ月）

脇野悠介59 久本和奏56 森本一生49 下川原
空良41 西畑美伶40 藤江茉奈39 稲垣綜一郎
38 西畑隆智38 奥田花37 木下俊大36 藤江
里奈34 下川原沙希34 福原真央33 髙橋瞭斗
33 井上心結32 森本爽月31 茅島陸斗30 引
波花莉音30 山川翔太郎30 梶晴真29 立川拓
弥29 橋本栞里29 外間彩乃28 髙谷楓乃28
三島ゆり子28 和泉絢音27 山川侑那27 高山
優26 加納颯真26 鈴木博久26 西井陽26 和
泉琴音25 和泉初音25 板橋葵彩25 澤田一心
25 早野蓮25 久原遥真25 山内美空23 安藤
美遥23 佐野吟次朗23 佐野心春23 早野碧23
松浦大士22 小島天羽22 髙津侑良22 山本大
貴22 深江萌黄21 竹内麻結21 稲垣由紀子20
（あと１時間だった皆さん）川﨑柊花 足立喜大 江戸孝
輔 酒向柚希 土橋茉白 武藤慎治

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）中山翔太58 寺園光希47 満田
祐也39 大谷真穂27 立花梓26 辻葵衣26 黒
木康平25 高橋真央24
（あと１ページだった皆さん）貝沼朝飛 尾谷勇亮

フラッシュ暗算合格者
八段
七段
六段

（９月20日までの１ヶ月間）
奥田花
深江萌黄
津隈瑛翔

二段
初段
１級
２級
３級
４級
５級
６級
７級
８級
９級
10級

瀧川航平 三島ゆり子
三島ゆり子 西畑隆智 福原健太
久原遥真
野々村快生
長小田花歩
江戸さくら 薄井徳寿 加納颯真
平岡大知 早野碧
植田勘介 江戸さくら 加納颯真
貝沼ゆめか 黒田麻友 野木大雅
中西凛
北野玲衣 松浦大士 武藤慎治
貝沼ゆめか 黒田麻友 野木大雅
安藤美遥 大塚詠三
白濱咲希
小島天羽 西井陽 中山心花

創立２０周年
１９９９年９月１日、星の郷教室は誕生
しました。現在の教室は３代目です。
初代教室は収容人数が３０名でした。授
業は、火・木・土の週３日。教室開始時の
生徒数は１３名で、全員週２時間コースを
選択していましたから、いつも教室はガラ
ガラです。生徒１人に先生が２人というよ
うな時もありました。生徒はさぞやりづら
かったことでしょう。ふつうならある程度
まとまった題数が終わってから採点するの
ですが、何しろこちらはすることがないも
のですから、一つ答えを書いたとたんに採
点。エスカレートしてくると、答えを書く
前からそろばんにある答えを見て、解答欄
に、マル。ついには、計算する前から10題
分ほど先にマルを付け、１００点と書いて
生徒に返す始末です。それを指導者２人で
取り合いしながらするのです。生徒もこち
らも気を抜く暇などなく、１時間終了する
と精神的に疲れたものでした。
開塾して１年経った頃でしょうか。一人
の生徒が週３時間コースに変更しました。
そしてその生徒がある時２時間連続練習を
申し出てきました。依然として教室には座
席に余裕がありましたから、もちろんＯＫ
です。これが「３時間コース」から「無制
限コース」に変わった瞬間です。
生徒の９割以上が週２回コースを選択し
ていた当時。教室が手狭になるなんて予想
もしていませんでしたから、軽い気持ちで

無制限コースを設置したのですが、それが
教室移転につながっていきます。
「この時間はここまでです」の呼びかけ
と同時に片付けを始める生徒たちの中で、
一人だけ入れ替えの時間も練習を続ける無
制限の生徒。その姿に興味を持った片付け
中の生徒たちが、雪崩を打ったように我も
我もと無制限コースに変更していったので
す。たちまち座る席がなくなり、授業日数
・授業時数を増やしたものの焼け石に水で
す。一つの椅子に、おしりの右半分と左半
分を座らせる、二人三脚ならぬ“二人一脚"
練習は、結構盛り上がって楽しいものの集
中力の養成にはほど遠く、一瞬でも気を抜
いたりよそ見をすると座る権利を失う“イ
ス取りゲーム練習”ではイスを失いたくな
いために必死になって練習することでうま
くなることを実感した生徒たちがますます
長時間の練習に取り組むようになって、と
うとう指導スタッフの机も練習席にして対
応しました。
開塾４年目頃、現在自動車の乗降場所に
なっている地に移転。６４名が座れるよう
になりました。座席数が倍以上になったこ
とで、実力の似通った生徒たちでグループ
化できる配置にしました。同時に、生徒の
進捗度や出席状況、練習成績などを確実に
把握するため、授業中に次々とパソコンに
記録するようにし、状況を逐一生徒たちも
確認できるようにしていきました。
座席数が増えたことで、それまで受け入
れが困難であった新入生の受け入れもでき
るようになりました。全生徒の７割の生徒
が無制限コースを選択するようになったの
もこの頃です。
自転車置き場の整備と教室周辺での自転
車マナー、送迎車のルール設定など、近隣
住民の皆様のご心配とご懸念を少しでも緩
和することはもちろんのこと、星の郷教室
に通うすべての場面が珠算技術のみならず
人として成長していく時間になるように意
識しました。
教育実践や教育技術に思いを巡らせ、工
夫を凝らすことなくして実績の向上はあり
得ません。指導者は学び続けることから一
歩も目をそらすことをしてはならないこと

を義務づけられた職業です。
しかし、いくら優れた指導実践や指導技
術があっても、指導理念が空疎であったり
ぐらついていては軸が定まらず、その場そ
の場での思いつきによる対応で茶を濁して
しまうことが少なくありません。
指導理念。
それは、①一人残らず、②人として好ま
しい人間像に向けて、③他者も自分も存在
する意義を大切にし、④成長する方法を会
得させる。
これに尽きます。
そろばんや暗算の練習を通じて生徒たち
は、知らなかったことを知り、できなかっ
たことができるようになり、知ったりでき
るようになることで、新たな目標ができ、
工夫し、ささやかな成就感とささやかな挫
折感を味わい、成長していきます。勝利や
合格からは周囲への感謝、敗戦や不合格か
らは周囲への思いやりを学ぶこともありま
す。練習を重ねて経験を積んでいくこと
で、これらの「心の栄養素」はその量と深
みを増していきます。ゆえに技術を一層伸
ばすことを最大の狙いとして毎日の授業を
展開していくのです。
これが２０年続いています。振り返れ
ば、日々の気ぜわしさに追われてのあっと
いう間の２０年でした。２０年教えてき
て、つい１か月ほど前にひらめいた教え方
があったり、３週間前のある生徒との出会
いが新しい教材の作成につながったりして
います。星の郷教室は「永遠に未完成」だ
と、以前書きました。２０年経ってまさに
この言葉を日々新たにしています。
現在の教室は、２代目教室で２階も利用
することが多くなってきたため、１フロア
でなるべく収容できるように考えて移転し
ました。３代目教室ではまれに２階を利用
することを想定して、吹き抜けにし、１階
と２階の隔たりを軽減しています。

☆新入会生を募集しておりま
す。スーパー暗算術と集中力を
身につけて、豊かな将来の土台
作りをしましょう。星の郷教室
は、頑張る皆さんを全力で応援
することを約束します。

