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春休みのお知らせ

一般社団法人日本珠算連盟の会議があるためで
す。ただし、新型コロナウイルス感染防止のた
め中止や延期になる可能性があり、その際には
授業を行います。授業を行う場合は、一斉メー

授業料引き落とし予備日

ルにてお知らせします。
また、現在の変則授業を終了し、通常授業に

常化と同じタイミングを予定しています。

特別練習の予定と対象者
４月25日（土）

午後５時～７時

○ユース大会出場者のみ
（ただし、変更の可能性があります）

全日本ユース珠算選手権大会
2020年度全日本ユース珠算選手権大会は４月
26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

かもしれません。
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

昭和の日 通常授業はありません

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。

【１級】

久原遥真 五味美優香 広部有梨

当日はよみうりテレビ『かんさい情報ネ

瀧川航平

髙津乃愛

ットten』の取材が入る予定です。毎年、20

【準１級】和泉絢音

兼松祐介

分ほどの特集を組んで大会の模様を放送し
ています。

西畑隆智 三島ゆり子 八阪悠真
【２級】

藤江里奈

政府や教育委員会、大阪府、京都府のい
ずれかからの中止要請や、新型コロナウイ

福原真央

田中菜摘

秋裕人

松田和真

山川翔太郎
【準２級】早野碧

ルスの感染の広まり、また有効な感染防止

山本大貴

対策がとれない状況になりましたら、無観

乾心春

客、あるいは大会の延期や中止も考えられ

梶晴真

【３級】

黒田義晴

加納颯真

竹内麻結

武藤慎治
中嶋夏海

林真央
青田知晃

ます。時々刻々と状況が変化する中で、出

平岡大知 石橋欣仁郎 薄井徳寿

場選手の安全と健康を第一に判断していき

北野玲衣

ます。

【４級】

グランプリジャパン大阪大会
５月24日、守口門真商工会館において表

【５級】

藤本宗佑

八幡泰嘉

松浦大士

白濱咲希

貝沼ゆめか

野木大雅

黒田麻友

記大会が開催されます。小学生部門、中高

猛スピード ばく進中

校生部門、大学一般部門のそれぞれの部門

（初歩教材PERFECTを１ヶ月で20ページ以上

で大阪府代表選手に選出された２名の選手

進んだ生徒）

と推薦選手５名は７月28日（火）に兵庫県

小西葉心84

で開催される全国大会に出場します。小学

西椛乃45

岩見汰一58

五味風優香33

立川紗彩47

小

濵本莉希30

生部門の問題は能力検定３級、中高校生部

フラッシュ暗算練習（休止しています）

門の問題は２級、大学一般部門の問題は１

２０２０年度の年間予定

級で制限時間は検定試験の半分です。出場

【 夏期強化合宿 】

資格は、小学生の部が２級以上、中高生の

日時

部が初段以上の皆さんです。参加料は2000

※詳細は来月号でお知らせします。

円、出場を希望する皆さんは４月４日まで
に申し出て下さい。
予選に通過できなかった選手でも全国大
会に個人参加できます。
なお、今年のグランプリ本大会は平日開
催となります。学校行事等でグランプリ本
大会に出場することができなくなることが
判明した場合、５月９日までなら予選大会
の申込をキャンセルすることができます。
西日本大会は延期されました
近畿大会は中止になりました

３月７日 暗算検定合格者

８月１６日（日）～１８日（火）

【 競技会予定 】
☆大会ごとに出場をおすすめする練習レベ
ルが異なります。レベルはその都度お知ら
せしていきます。
◎4月26日（日） 全日本ユース（京都）
◎5月24日（日） グランプリ大阪（門真）
◎7月
全関西学生珠算競技大会（未定）
◎7月23日（木・祝） アバカスフェスタ
（大阪）
◎7月28日（火） グランプリJapan（神戸）
◎8月8日（土） 全日本（京都）
◎8月23日（日）全大阪オープン（大阪）
チャレンジャーズ（大阪）

◎9月13日予定（日） 塾生ブロック大会
（枚方）
◎10月11日or18日（日） 全日本通信大阪大
会
◎11月3日（火・祝） そろばん大阪一決定
戦（大阪）
◎12月20日予定（日） Ａ１グランプリ大会
（枚方）
◎12月27日（日） クリスマスカップ（埼
玉）
◎ 1月 10日 （ 日 ） あ ん ざ んチ ャ ン ピ オ ン
（大阪）
◎1月31日（日） 近畿大会選考会（大阪）
◎2月21日（日） 全国計算競技大会
（大阪）
◎3月上旬
西日本大会（東大阪）
◎3月20日（土・祝） 近畿珠算競技大会
（和歌山）

【 検定予定 】

当教室としましては学校が一斉休校にな
った日からプリントを配布し、対応をお知
らせしております。皆さんのご理解とご協
力のおかげをもって、大きな混乱もなく、
落ち着いた練習ができております。
座席配置を変更、隣の座席を空ける、せ
きエチケットの励行、換気、出席前の検温
など、教室レベルでできることを実施して
おりますが、アルコール消毒剤がいまだ入
手できていないことや、一層の間隔を開け
て練習できるようにすることなど、まだま
だ課題は残っております。
今後もしばらくはこの体制が続くものと
思われますが、どうかご理解とご協力をお
願いいたします。
さて、授業体制を変更しましてから、生

【１～３級珠算能力検定試験・段位認定試

徒たちの行動調査を続けております。そろ

験】（日本商工会議所・日本珠算連盟主

ばん教室以外での外出先を書いてもらって

催）

いて、「公園」「スーパー」「保育園」

到達度レベルが３に入れば、３級受験が

「ともだちの家」などが毎日挙げられます

可能です。試験日は、6月28日・10月25日・

が、突出して多いのが「おばあちゃんのお

2月14日の各日曜日ですが、１～３級は申込

うち」です。おばあちゃんのおうちには、

時に申請すれば、前日の土曜日受験が可能

多くはおじいちゃんもいらっしゃるような

です。段位認定試験は申込時の申請がなく

のですが、「おじいちゃんのおうち」と書

ても土曜日受験できます。両試験とも、星

く生徒はほぼゼロです。

の郷教室で受験できます。

これは一体どういうことなのか？

【暗算検定】（大阪珠算協会主催）

感覚的には理解できますが、言葉でうま

到達度レベル１が練習できるようになる
と受験できます。受験級は申し込み時の実

く表現できません。書けば書くほど墓穴を
掘るような気もしてきました。

力と試験日までに予測できる実力の伸び、

男親の私としましては、「おじいちゃー

生徒の希望とを考慮して決定します。試験

ン！」と叫ぶくらいしかできなくて申し訳

日は6月6日・9月5日・12月5日・3月6日の各

ありません。……頑張りましょうネ。

土曜日で、各試験日の２日前から受験でき

☆雨が降っていなければ、練習中も換気の

ます。試験会場は星の郷教室です。

ために窓を開けております。花粉が飛ぶ季

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

節で、花粉症の身としましてはつらい部分

☆新型コロナウイルスの蔓延防止を目的に

もありますが、新型コロナに比べれば花粉

国を挙げての取り組みが進んでいます。

などとるに足らないものと覚悟を決めてい

ます。花粉症の生徒の皆さん、どうか一緒

た。週３時間以上の無制限クラスを選択し

に我慢しましょう。

ている生徒の皆さんは今までにも増して

☆というわけで、授業中、寒さを感じる場

「時間」を意識しているかもしれません。

合もあるかと思います。着衣で調節しなが

日頃から「密度」と「姿勢」に関してほ

ら乗り切りましょう。

とんどの生徒たちは合格点。

☆フラッシュ暗算は教室のパソコンで希望

「内容」は私たち指導陣の仕事ですが、ど

者が練習メニューの合間に行っています。

こまでいっても完成には届きません。現時

共用パソコンでありますことから、現在は

点での最善を提供しているという自負と、

感染防止のために使用しておりません。そ

明日にはさらに最善手が見つかるのではな

こで、ご家庭でフラッシュの練習を希望す

いかという怖れや期待が心の中に同居して

る皆さんには教室で使用しているソフトを

います。以前塾報に書きました「永遠に未

お渡ししますので、ＵＳＢメモリーを持っ

完成の教室である」との気持ちはこれから

てきてください。

も変わらないでしょう。

☆Ａｍａｚｏｎのアレクサをご存じでしょ

まだまだ得体の知れないところがたくさ

うか。アレクサには、読上算や読上暗算の

んあるのか、あるいは無いのか。それすら

練習ができるスキルがあります。桁数や速

もわからない新型コロナウイルスとの戦い

さを自由に設定できます。ご家庭にアレク

は、まだ今後１年は続くであろうという見

サがありましたら是非お試しください。問

通しを語る専門家もいる中で、私たちにで

題数の制限がありますが、無料で利用でき

きることは、「不足を嘆くために使うエネ

ます。

ルギーを他のものに振り向ける」ことで

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

す。時間の不足を補ってあまりあるくらい

☆毎日のように教室で練習していた皆さん

密度と姿勢を高めるのです。何もしない時

や、１日に２時間・３時間を教室で過ごし

間を作らず、ひとときも気持ちを離さず集

ていた皆さんは、ここ数日物足りない思い

中を緩めず課題に取り組むのです。時間は

ではないでしょうか。

有限であるということをしっかりと意識す

練習効果は、「時間×密度×姿勢×内
容」で決定されます。かけ算ですから、ど

る期間にするのです。
私たちも生徒の皆さんに負けないよう、

れか一つでも０があると、結果はゼロ。１

内容を高める努力は厭いません。

より小さい数字ばかりかけると、答えはす

◎そろばん学習未経験の皆様にそろばん学

べての数字よりも小さくなります。

習の良さを是非おすすめ下さい。見学、体

長い時間をかけたとしても、内容や密度

験授業は随時受け付けています。

も伴わなければ結果は上がらず、時間、密

お子様の将来に向けて、能力面・脳力面

度、内容の３つが良くても気持ちが入って

・精神面での大切な土台作りにそろばん学

いなければこれまた良い結果にはつながり

習は大きな効果があります。集中できる環

ません。

境で、脳に良い汗をかく経験をたくさん積

空間を確保するため、練習時間に制限を
かけざるを得なくなって３週間が経ちまし

んでください。そろばん学習は「人間力」
を伸ばす習い事です。

