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塾内報 Star EXPRESS

№
令和元年12月25日発行
電話072-895-6230
月 日 曜日
予定
12 25 水
26 木 冬休み クリスマスカップ
27 金
ドリームカード事前提出締切日
28 土
特別練習
29 日
30 月 冬休み 授業料引き落とし日
31 火 冬休み
1 1
水 元日 冬休み
2
木 冬休み
3
金 冬休み はじき初め（大阪天満宮）
4
土 冬休み
5
日
授業始め 能力検定申込締切
6
月
ドリームカード賞品引換
7
火 暗算申込配布
8
水 授業料引き落とし予備日
9
木
10 金
11 土 特別練習
12 日
Ａ１グランプリ
13 月
成人の日 通常授業なし
14 火
15 水
16 木 計算大会申込締切
17 金
18 土 特別練習
19 日
20 月
21 火
22 水 西日本大会申込締切
23 木
24 金
25 土 特別練習 暗算検定申込締切
26 日 近畿大会選考会
27 月
28 火 授業料引き落とし日
29 水
30 水
31 木

そろばんの冬休みは次の通りです
12月26日（木）と
12月30日（月）～１月５日（日）

☆特別練習の予定と対象者☆
12月28日 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○Ａ１大会出場者
○近畿大会大阪府予選出場者
１月11日 午後３時～５時
○Ａ１大会出場者のみ
１月11日 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○Ａ１大会出場者
○近畿大会大阪府予選出場者
○能力検定・段位受験者
１月18日 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○近畿大会大阪府予選出場者
○能力検定・段位受験者
１月25日 午前10時30分～正午
○近畿大会大阪府予選出場者のみ

☆Ａ１グランプリ2019年度大会☆
日時…１月13日

午前11時30分開始
午後４時30分終了予定
場所…枚方市立地域活性化支援センター
（｢輝きプラザきらら｣）
◎現地集合・現地解散となります。
◎観覧席は若干数あります。

☆西日本大会について☆
大会は３月１日（日）午前10時より大阪商業大
学において開催されます。参加希望者は１月22
日までに参加料2500円を添えて申込書を提出し
て下さい。参加基準に達している生徒の皆さん
に申込書を配布していきます。

☆全国計算競技大会☆
◎日時

２月23日（日）
午前10時～午後５時

◎場所

大阪府教育会館「たかつガーデ
ン」（上本町６丁目）
◎ 申 込締 切 は１ 月 16日 、参加 料3000円 で
す。参加基準に達した皆さんに案内を配布
します。

☆そろばんはじき初め☆
主催
日時

大阪府珠算教育連合会
１月３日 ９時～11時
（受付は10時45分まで）
場所 大阪天満宮
◎参加費は無料で誰でも参加できます。雨
天中止。

☆近畿大会大阪府選考会☆
大会は大阪商工会議所において１月26日
午前９時開始、正午終了予定で開催されま
す。現地集合・現地解散が原則ですが、引
率も可能です。引率を希望する皆さんは申
し出て下さい。大会は小学４年生以下の部
・小学５～６年生の部・中学生の部の各部
門から大阪府代表選手をそれぞれ８名ずつ
選出します。代表になった選手は大会終了
後、同会場にて合同練習会があります。
決勝大会は令和２年３月20日（金・
祝）、京都市で開催されます。

☆暗算検定合格者☆
～12月７日施行～
☆１級合格
沼田陽南乃 貝谷憲吾
☆準１級合格
五味美優香 髙津乃愛 広部有梨 津﨑潤人
久原遥真 判田悠輔 山川侑那
☆２級合格
梶晴真 立川拓弥 川﨑大樹 野々村快生
中谷鍾唯
☆準２級合格
山川翔太郎 藤江里奈 久原遥真 日髙希愛
松田和真
☆３級合格
乾心春 大塚道梧 鈴木博久 武藤慎治
早野碧 林真央 山本大貴 山下湊大
☆４級合格
藤本宗佑（満点） 平岡大知 川下真依
酒向柚希 青田知晃 北野玲衣

☆ドリームカード賞品交換（再掲）☆

令和元年度のドリームカード当選賞品の
引き換えは１月６日の13時～14時です。当
選カードを抜き出して、カードの表に賞品
番号を書いておいて下さい。はずれカード
に も 、 10枚 に 付 き １ つ 賞 品 が あ り ま す の
で、はずれたカードの枚数を数えて持って
きておいて下さい。

なお、以下の条件に当てはまる生徒の皆
さんは、12月28日までに当選したドリーム
カードとはずれカードを提出することで、
１月７日以降に賞品を受け取ることもでき
ます。交換時間に来られない皆さんや、外
れくじばかりを10枚以上持っている人たち
は活用してください。
28日までにカードを提出できる生徒
①１月６日13時～14時の都合が悪い生徒。
②１枚も当選しなかった生徒で、はずれカ
ードが10枚以上ある生徒。
③当選賞品数が３個以下の生徒。
※②③の生徒の皆さんでも１月６日に引き
換えできます。
※１月６日に事前提出者の賞品準備をしま
すので６日に引き換えできない皆さんは必
ず12月28日までに提出してください。
※提出期日を過ぎると交換できません。
※交換時間は必ず守って下さい。教室全体
に賞品をならべて交換し、交換時間終了と
ともに片付けをして授業の準備をしますの
で、理由の如何を問わず、時間外の引き換
えはできません。
※小学５年生以上で、当日手伝えるボラン
ティアを募集します。作業は正午～午後２
時30分頃までです。協力してもらえる生徒
の 皆 さ ん は 12月 28日 ま で に 申 し 出 て 下さ
い。

☆通信大会全国順位☆
◎小学４年生以下の部
26位 下川原空良 79位 西畑美伶
団体競技 45位 私市小学校
（稲垣綜一郎・木下俊大・髙橋瞭斗）
◎小学校の部
53位 佐野幹太 66位 森本一生
85位 下川原沙希 93位 早野蓮
団体競技 ９位 星田小学校
（早野蓮・藤江茉奈・奥田花）
◎中学校の部

日本一 金本愛夢

４位 大内崚聖
60位 和泉初音 山内美空 62位 西能凌哉
団体競技 ５位 交野市立第四中学校
（大内崚聖 和泉初音 井上心結）
◎高等学校の部
16位 岩成海 27位 岩成桃
団体競技 ９位 大阪府立春日丘高等学校
（岩成桃選手を含む３名団体）
17位 大阪府立四條畷高等学校
（岩成海選手を含む３名団体）
◎一般の部
12位 金本三夢

出席時間20時間以上の生徒
（12月20日までの１ヶ月）
脇野悠介66 久本和奏60 下川原空良55 西畑
美伶55 久原遥真53 森本一生51 西畑隆智49
木下俊大48 茅島陸斗47 久原逞47 下川原沙
希46 稲垣綜一郎45 福原真央45 髙橋瞭斗41
土橋茉白40 奥田花39 藤江茉奈39 森本爽月
38 山川侑那38 西井陽37 山川翔太郎37 梶
晴真36 三島ゆり子35 山本大貴35 加納颯真
34 立川拓弥33 荒平隆翔32 澤田一心32 深
江萌黄32 井上楽耀31 早野蓮31 藤江里奈31
山内美空30 貝沼ゆめか30 土橋柊空30 山本
悠真29 茅島悠斗29 川﨑大樹29 引波花莉音
29 早野碧29 髙津侑良28 髙津乃愛28 外間
彩乃28 佐野心春27 髙谷楓乃27 奥田秀哉27
鈴木博久27 松浦大士26 足立喜大26 武藤慎
治25 井上心結24 兼松祐介24 金井里琥斗24
川島龍蔵24 伊丹滉稀23 江戸さくら23 安藤
美遥23 市村有希菜23 和泉絢音23 竹内麻結
23 酒向柚希22 瀧川航平21 高山優21 火置
甫21 相馬拓音21 興田佳歩20 小林千尋20
（あと１時間だった皆さん）小島天羽 板橋葵彩
北野玲衣 佐野幹太

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）
土橋柊空99 梶尾希74 梶尾匠64 高橋真央59
三井一華42 福山彩美41 寺園光希33 岩見汰
一24 藤原瑛豊23
（あと１ページだった皆さん） 土岐花作 中山
翔太

フラッシュ暗算合格者
十段
九段
三段
二段
初段
１級
２級
３級
４級
５級
６級
７級
８級

（12月20日までの１ヶ月間）
稲垣由紀子
下川原空良
三島ゆり子 伊丹琉太
川﨑大樹 澤田一心
福原真央 不破舜介
二反田海翔 火置甫 広部有梨
野々村快生
奥田秀哉 酒向柚希 江戸さくら
広部有梨
山本悠真 八幡泰嘉 清水知愛
中谷鍾誓
岡本実夕 久原逞 貝沼ゆめか
川邊ころも 山本悠真
相馬拓音 宮根にこ 北野玲衣
野木大雅 松浦大士 久原逞 山本悠真
藤原純平
中山心花 三木磨展 藤原純平
小島天羽 伊藤碧音 中山心花

９級
10級

立花梓 田中希海
中山翔太 黒木康平 清水悠冴
川島龍蔵 荒平隆翔 足立喜大 李美絵

競技会は目標が多様です
１月13日はＡ１グランプリ大会が開催さ
れます。Ａ１グランプリは、とてもユニー
クな競技方法で行われる大会で、毎年多く
の観覧者が訪れます。
Ａ１大会ではすべての選手が細かな目標
を設定して臨みます。１回戦から５回戦ま
で、満点を取り続けた選手のみが競技を続
けられる緊張感の中で、種目毎・回戦毎に
何秒で何題計算するか、計算方法はどうす
るか計画を立て、練習で何度もシミュレー
ションを重ねる中で技術も精神力も高まっ
ていきます。
検定試験は、合格点よりも上か下かとい
う基準が大きなウエイトを占めます。生徒
にとっては合否がすべてといっても良いで
しょう。指導者の立場としては、合否とい
う結果に加えて点数や間違い方、検定まで
の取り組みなども加味して価値を決定した
いところですが、受験者や保護者の皆さん
に合否に勝る関心を持って下さいというの
は無理な相談です。試験は合否を判定する
以外の目的を持っていないのですから当然
です。
一方、競技会は多様な基準を持っていま
す。入賞するかどうか、ライバルとの関係
性はどうか、昨年の得点との違い、練習点
との違いなど、一般的な競技会では相対的
な基準と絶対的な基準とが存在します。Ａ
１大会では、これらの基準に加えて、自分
の力を超えた領域へのチャレンジという性
質が加わります。満点を取り続ければ検定
では出題されない桁数の問題に取り組むこ
ともありますし、そろばんの世界では見過
ごされてきたあまりの算出を要求されたり
もします。ただでさえ感じる緊張感は観覧
席と正対する競技席の配置でさらに高ま
り、勝ち残れば観覧者との距離が１㍍もな
い状態で計算します。こんな競技会は、日
本のどこを探してもありません。
順位を決定するための決勝方法はその場
で指示されます。選手は、指示を冷静に聞
き取って自分の実力と相手の力、決勝方法
を勘案して作戦を立てて臨むのです。
検定試験には検定試験ならではの意義や
目的があります。そして競技会には競技会
の意義と目的があります。星の郷教室はど
ちらも子どもたちの成長の制度的保証とし

て積極的に取り組んでいきますので、ご家
庭のご事情に合わせてどうかご活用下さ
い。
さて、今回のＡ１大会が大会初出場とい
う皆さんが20名ほどいます。学年によって
はわり算を習い始めたばかりの生徒もいま
す。泣かずに最後までできるか、大会中に
寝てしまうことはないかと心配しなければ
ならない生徒もいます。どんな問題でどの
ようなしくみで大会が進むのか何もわから
ない中で、大会の案内を受け取ったという
きっかけだけをよすがにして参加申込をし
てくれた生徒たちです。当日の都合がつか
ず、参加を見送った方々がいらっしゃるこ
とも聞き及んでいます。
多くは入賞枠にはとても届かない人たち
です。それでも今、必死になって練習に取
り組んでいます。叩いても叩いても壊れそ
うもない壁に立ち向かっているのです。
14回目を迎えるＡ１大会に向けて、２種
類の新しい練習問題を作成しました。今回
は初出場者が多く、加えて実力がまだまだ
発展途上の生徒が多いこともあって作成し
たものです。生徒たちには、練習問題の選
択や練習方法の模索を自分自身で行うよう
に指示しています。途中経過の報告を受け
る私は、練習の方向性についてアドバイス
を行ったり、生徒の希望を聞いたりしなが
ら、生徒の伸びを実感しています。伸び
は、実力だけでなく、精神面にも及び、指
導者としての喜びを毎時間感じています。
生徒もいろいろで、好きな種目だけに集
中してウットリしている生徒や、苦手種目
ばかり相手にしてずっとしかめっ面をして
いる生徒もいます。どちらもある程度自主
性に任せたあと、指示するか示唆をするか
考えを聞くか、生徒の年齢と今までの成長
歴に思いをはせながらアプローチするのも
指導者冥利に尽きる瞬間です。
こう書いてくると、大会に出る生徒だけ
を相手に授業が展開されている印象を受け
るかもしれませんが、決してそうではあり
ませんのでご安心下さい。どの生徒も、伸
びたいという意欲に満ちあふれています。
一人ひとりのその思いにこたえるべく、今
考えられるベストの練習内容と教材で授業
を行っています。座席、かける言葉、教
材、教える密度、生徒への関わり具合、寄
り添う程度など、一人の生徒に対する観点
だけでも多岐にわたり、しかもその観点は
動的なものです。

十人十色という言葉がありますが、星の
郷教室では「十人百色」の感があります。
一人の生徒がひとときでもその場にとどま
っていることはなく、同じ指導がいつまで
もその生徒に通用しないという戒めの意味
を含む言葉です。
２０１９年はお世話になりありがとうご
ざいました。２０２０年もまた、星の郷教
室は「永遠に未完成」な教室のまま授業を
展開していくことになると思います。生徒
とともに常に進化を目指します。
暗算チャンピオン大会の感想
私は初めて大会に出て、とてもきん張しま
した。知っている人は５人くらいしかいなかっ
たので、もっときん張しました。
最初にかけ暗算をやったけど、最初なので
手あせがすごかったです。でもかけ暗算は最
高点がでたので「ヤッター」と心の中で思い
ました。でも決勝にいけるのは97点までだっ
たのでおしかったです。私は96点でした。
わり暗算では、いつも通り100番の所までい
けました。私はわり暗算がとくいだったので自
信がありました。そして（交換採点で返ってき
た答案では）点数が100点でした。でも（自己
再審で）よく見たら17番がまちがっていたの
で99点でした。「あーあ」と心で思いました。
でも決勝へいけました。決勝は最初よりも、手
あせがすごかったです。なのでシャーペンが
あせでぬれてました。そして決勝では……う
まくいけたかなと思います。でも（15位までの
入賞にあと一歩の）16位だったのでざんねん
でした。
みとり暗算は私は自信がありませんでし
た。なので「ヤバい」と思っていました。丸つ
けされたらなんと最悪点の45点が出ました。
私はもう最悪だと思いました。大会でこんな
点がでてしまったのがショックでした。
でも初めての大会で16位がでたのがうれ
しかったです。16位になるとは思ってなかった
のでちょっとびっくりしました。おもしろかった
です。
暗算チャンピオンによばれたかんそう
ぼくは先生にかけざんがレベル２になったか
ら暗算チャンピオンによばれました。はじめて
だからびっくりしました。それからはあんしん
してそろばんをれんしゅうしました。でもいつ
もかえったらそろばんのことを話すからめち
ゃくちゃきんちょうしました。ねるときあんざ
んチャンピオン大会のゆめを見るかもしれな
かったです。

☆すべての人に珠算式暗算力を！

