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塾内報 Star EXPRESS

№
令和２年１月25日発行
電話072-895-6230
月 日 曜日
予定
1 25 土 特別練習10時30分～正午
26 日 近畿大会大阪代表選手選考会
27 月
28 火 授業料引き落とし
29 水
30 木
31 金
2 1
土 特別練習10時30分～正午
2
日
3
月
4
火
5
水
6
木
7
金
8
土 特別練習15時～19時
9
日 １～３級能力検定・段位試験
10 月 授業料引き落とし予備日
11 火 建国記念の日 教室休み
12 水
13 木 中学生クラス
14 金
15 土
16 日
17 月 能力検定発表
18 火 中学生クラス
19 水
20 木
21 金 段位試験発表
22 土 特別練習17時～19時
23 日 全国計算競技大会
24 月 振替休日 教室休み
25 火
26 水
27 木
28 金 授業料引き落とし
29 土 特別練習15時～19時
3 1
日 西日本大会

☆特別練習の予定と対象者☆
１月25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１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８日（土）午後３時～７時
○能力検定・段位試験受験者のみ
２月22日（土）午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○計算大会出場者
○暗算検定受験者
○西日本大会出場者
○近畿大会出場者
２月29日（土）午後３時～５時
○西日本大会出場者のみ
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９日検定について☆
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13日（木）・18日（火）、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。

☆そろばんクリスマスカップ☆
～12月26日さいたま浦和パインズホテル～
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Ａ１グランプリ大会結果

☆総合競技
小学２年生以下の部
1位 髙橋瞭斗 3位 西畑隆智 4位 三島ゆ
り子 5位 藤江里奈 8位 立川拓弥 9位
山川翔太郎 10位 山本大貴
小学３年生の部
1位 下川原空良 2位 稲垣綜一郎 4位 木
下俊大 6位 久原遥真
小学４年生の部
1位 茅島陸斗 2位 西畑美伶 3位 深江萌
黄 10位 満田智也
小学５年生の部
1位 早野蓮 2位 下川原沙希 3位 佐野幹
太 5位 高山優 7位 伊丹琉太 8位 佐野
吟次朗
小学６年生の部
2位 森本一生 3位 奥田花 4位 藤江茉奈
6位 森本爽月 10位 脇野悠介
中学生以上の部
1位 岩成海 2位 岩成桃 3位 山内美空
5位 久本和奏 6位 大上航正 8位 井上心
結 10位 判田翔汰朗

☆種目別入賞者
－－－－－かけ算－－－－－
バンビ部門（小２以下）
1位 髙橋瞭斗 4位 立川拓弥 5位 西畑隆
智 6位 藤江里奈 7位 山本大貴 10位
三島ゆり子
ジュニア部門（小３・４年）
1位 西畑美伶 2位 下川原空良 3位 茅島
陸斗 4位 木下俊大 10位 稲垣綜一郎
スクール部門（小５・６年）
1位 奥田花 2位 森本一生 4位 下川原沙
希 5位 早野蓮 8位 藤江茉奈 9位 森本
爽月 10位 高山優
ハイスクール部門（中学・高校生）
1位 岩成桃 2位 岩成海 4位 大上航正
4位 井上心結 4位 久本和奏 9位 判田翔
汰朗 10位 沼田輝

－－－－－わり算－－－－－
バンビ部門
1位 髙橋瞭斗 3位 西畑隆智 4位 立川拓
弥 5位 三島ゆり子 6位 藤江里奈 7位
山本大貴
ジュニア部門
1位 下川原空良 2位 西畑美伶 3位 茅島
陸斗 4位 深江萌黄 5位 稲垣綜一郎 6
位 木下俊大
スクール部門
1位 森本一生 3位 藤江茉奈 4位 奥田花
5位 佐野幹太 6位 脇野悠介 8位 森本
爽月 9位 早野蓮 10位 髙津侑良
ハイスクール部門
1位 山内美空 2位 岩成海 3位 岩成桃
4位 大上航正 5位 久本和奏 6位 井上心
結 6位 岡本莉茉 6位 判田翔汰朗
－－－－－みとり算－－－－－
バンビ部門
1位 髙橋瞭斗 5位 三島ゆり子 7位 山川
翔太郎 10位 藤江里奈
ジュニア部門
1位 稲垣綜一郎 2位 茅島陸斗 5位 西畑
美伶 6位 深江萌黄 7位 下川原空良
スクール部門
1位 森本一生 2位 早野蓮 3位 奥田花
4位 下川原沙希 7位 佐野幹太 8位 脇野
悠介
ハイスクール部門
1位 山内美空 2位 岩成海 3位 岩成桃
4位 井上心結 5位 大上航正 7位 判田翔
汰朗 10位 久本和奏
－－－－－かけ暗算－－－－－
バンビ部門
1位 髙橋瞭斗 3位 藤江里奈 4位 立川拓
弥 5位 山川翔太郎 6位 八幡泰嘉 6位
西畑隆智 9位 三島ゆり子
ジュニア部門
1位 西畑美伶 2位 茅島陸斗 3位 下川原
空良 4位 木下俊大 4位 深江萌黄 6位
満田智也 8位 稲垣綜一郎
スクール部門
2位 早野蓮 3位 森本一生 4位 佐野幹太
5位 藤江茉奈 6位 下川原沙希 7位 奥
田花 7位 森本爽月
ハイスクール部門
1位 山内美空 2位 大上航正 3位 久本和
奏 5位 岩成海 6位 岩成桃 7位 井上心

結
－－－－－わり暗算－－－－－
バンビ部門
1位 髙橋瞭斗 2位 藤江里奈 4位 三島ゆ
り子 4位 西畑隆智 6位 山川翔太郎 7
位 山本大貴
ジュニア部門
1位 下川原空良 2位 茅島陸斗 3位 西畑
美伶 4位 稲垣綜一郎 5位 久原遥真 5
位 深江萌黄
スクール部門
1位 佐野幹太 4位 早野蓮 5位 奥田花
6位 森本一生 7位 藤江茉奈 8位 高山優
9位 伊丹琉太 10位 下川原沙希
ハイスクール部門
1位 岩成海 2位 山内美空 3位 岩成桃
4位 久本和奏 6位 井上心結 7位 大上航
正 9位 沼田輝 9位 岡本莉茉
－－－－－みとり暗算－－－－－
バンビ部門
1位 髙橋瞭斗 2位 西畑隆智 5位 三島ゆ
り子 7位 山川翔太郎 8位 立川拓弥 8
位 藤江里奈 10位 山本悠真
ジュニア部門
1位 深江萌黄 2位 茅島陸斗 5位 下川原
空良 5位 西畑美伶
スクール部門
1位 佐野幹太 2位 早野蓮 3位 藤江茉奈
4位 奥田花 6位 下川原沙希 10位 森
本一生
ハイスクール部門
1位 岩成海 3位 山内美空 4位 久本和奏
5位 岩成桃 9位 判田翔汰朗
◎大会初出場の生徒（小学５年生）が書いてく
れた作文です。今まで幾度となく塾報で大会の
意義を書いてきましたが、短い文章でこれほど
まで簡潔に表せることに驚いています。本質を
射貫くのに多言無用の好例です。
私はＡ１大会が初めてでる大会でした。さいし
ょの方は、ぜんぜんうまくできなかったけど、
土よう日のれんしゅうなどに行って、どんどん
うまくなっていきました。本ばんでは、きんち
ょうしてあまりうまくいきませんでした。フラッ
シュあんざんも一問目でまちがえてしまいま
した。そして家にかえってまちがえた所をみ
なおすと、かんたんなミスばかりでした。
とてもくやしかったので、来年もでたいです。
◎Ａ１大会が終わって通常の練習に戻っていま

すが、全員が力がついていることを実感してい
ると思います。到達度練習のレベルが上がった
生徒も多数います。大会や検定は優れた「教
材」だと自信を持っておすすめします。どうか都
合のつく限り取り組んでみて下さい。

☆出席時間20時間以上の生徒☆
（１月20日までの１ヶ月）
久本和奏53 脇野悠介50 久原遥真48 西畑
隆智43 西畑美伶43 福原真央38 下川原空
良37 森本一生37 奥田秀哉36 稲垣綜一郎
34 茅島陸斗34 木下俊大33 深江萌黄33
立川拓弥30 下川原沙希28 奥田花28 加納
颯真28 三島ゆり子28 藤江茉奈27 山内美
空26 佐野幹太26 山本大貴25 佐野吟次朗
25 澤田一心25 藤江里奈25 清水知愛24
山本悠真24 荒平隆翔24 髙橋瞭斗24 早野
蓮24 久原逞24 佐野心春23 外間彩乃23
山川侑那23 山川翔太郎23 梶晴真22 髙津
侑良22 髙津乃愛22 松浦大士22 森本爽月
22 土橋茉白21 江戸さくら21 山下湊大21
瀧川航平20 八幡泰嘉20
（あと１時間）足立喜大 貝沼ゆめか 林真帆

☆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）
梶尾匠45 梶尾希30 五味風優香28
（あと１ページ）土橋柊空

☆フラッシュ暗算合格者☆
（１月20日までの１ヶ月間）

十段

永津敦之

七段
三段
二段
２級
３級
４級
５級
６級

佐野吟次朗
久原遥真 西畑隆智
福原真央 二反田陽翔
八幡泰嘉 早野碧 長小田花歩
角﨑彩音 五味美優香 前澤咲来
相馬拓音
市村有希菜 根岸薫 満田祐也
小島天羽 中川咲月 中山心花
満田祐也

７級
８級
９級

荻野桜佳 小島天羽 満田祐也
安藤健 秋穂香 角﨑琴音 満田祐也
足立喜大 高橋真央 黒木康平
清水悠冴 中山翔太 荒平隆翔

10級 寺園光希 高橋真央
◎昨年末、12月30日。午後２時頃、長女から

「教室の鍵が閉まっていない」という連絡が入り
ました。長女は友達の誕生日パーティーに行っ
たものの、その友達が体調不良でパーティーが
中止になり、電車を乗り継いで星田まで帰って
きたとのこと。教室前に迎えにきてもらうつもり
で教室に行ったところ鍵が開いていたというの
です。（実際は前日中に母親の鞄から鍵を拝借
していたようです）30日午前は教室の片付けと
Ａ１大会の準備のため、午前中私は教室にいま
した。鍵を閉めていないといわれれば、そうだと
信じるしかありません。
高校3年生。受験生である長男は、受験勉強
のため予備校の自習室に朝から出かけていま
したが、昼過ぎになってよくわからない理由をぶ
つぶつ口にしながら帰宅しました。中３の二女は
正月の準備のため、買い物メモを作成している
私たちとともに自宅にいます。
九州の大学に通っている長女もパーティーの
中止によって私たちと合流できるようになったこ
とから、久しぶりに家族５人で買い物や夕食をし
ようと教室に向かったのが３時頃だったでしょう
か。閉めていたはずの教室の扉を開けた途端、
中からパーンパーンというクラッカーの音と弾け
るような笑い声、懐かしい顔が一気に襲ってきま
した。そう、まさに、私には「襲われた」というの
がピッタリの状況です。
落ち着いて見てみると、中にはなんと星の郷
教室の指導スタッフの顔もあります。十年ぶりに
見る顔もあります。天井や窓には華やかな飾り
付けがあり、花束もそこかしこにありました。
星の郷教室創立20周年のサプライズパーテ
ィーだったのです。知らなかったのは私たち夫婦
だけで、指導スタッフをはじめ、我が家の子ども
たちも全員仕掛け人。私たちはまんまと引っか
かったのでした。二女は買い物メモを書いてい
る私たちをどんな気持ちで見ていたのでしょう
か。発起人は、よく知っているそろばんの先生方
２人。このお二人から長女に話があり、あとはＳ
ＮＳ等で連絡を回したそうです。
当日来ることができなかった卒業生のビデオ
レターも流されました。星田駅の売店前で撮影
したであろうビデオもあり、ローカル色満載かつ
とても楽しい映像でした。
出席の20数名に近況を話してもらいました。
盲導犬の研究をしている、医師を目指している、
看護師として新生児集中治療室を担当してい
る、自動車メーカーで企画をしている、保育士を
している、薬学を勉強している、栄養士をしてい
る、などなど、多彩な卒業生のコメントにはそれ
ぞれの道を力強く歩んで行っている様子が目に
見えるようでした。

20年前、13名の新入生を迎えて星の郷教
室がスタートしました。何もかも手探りのスター
ト。市販されている教材はいくつもありましたが、
そろばんによる四則計算を学んだその先にある
べき生徒たちの自己肯定感の高揚や、集中力
を自在に操る能力の伸張を目指すには、自作の
必要がありました。一瞬見たところできなさそう
でも我慢して時間をかければできるという経験
がこれらの感覚や能力を研ぐことに有効だと信
じ、最 初から９桁のたしざん・引きざんなどの
「難問」をちりばめたのが、現在初歩教材として
皆さんが使っているＰＥＲＦＥＣＴです。「このプリ
ントはみんなの進むスピードにあわせて作ってい
きます。先生と皆さんとの競争です」などと言っ
て煽ったものですから、小学低学年であるはず
の13名の生徒たちが、大人顔負けの集中力を
発揮し、現在にも続く授業中の雰囲気を作って
いったのです。
能力も家庭環境も理解力もバラバラの生徒
たち。一を教えて十を知る生徒もいれば、十を
伝えて二十を忘れてしまう生徒もいます。しか
し、どの生徒にも共通なのは「伸びたい・うまく
なりたい」という強烈な意識です。
よそ見を多くしている生徒でさえ、よそ見をす
るというメッセージを出しています。課題が難し
すぎるのか、課題を越えるための気力が不足し
ているのか。生徒本人はどちらとは判断がつか
ないこともあり、指導者が感じなければなりませ
ん。指導者が試されているのです。課題を変え
るか、課題を変えずにステップを小さく設定し直
すか、生徒の背中を押すか。それぞれの関与の
強度は？
好きか嫌いかは自分が決める。
良いか悪いかは社会が決める。
正しいか正しくないかは歴史が決める。
ある書物にあった言葉です。好き嫌いは、自
分自身のこと。善悪はその時代の社会情勢とい
う判断基準が加わります。正誤は、歴史の洗礼
を受けて決定されるというものです。
我々教育関係者の活動における「正しいか
正しくないか」は、生徒や卒業生の姿で決定さ
れます。何を施したかで判断すべきものではな
く、子どもたちの変化と成長のみによって判断さ
れるべきものです。
サプライズパーティーの実施を知っていてな
お来ることができなかった卒業生はいなかった
のだろうか。30日は私たち指導陣の来し方に思
いを致す日でもありました。
◎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。

