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2 月に入り、厳しかった寒さも少し和らぎほっと一息といったところでしょうか。霧
島山新燃岳では爆発的噴火が続き、テレビ画面を通して自然の脅威が伝わってきますね。
世間では、多くの受験生たちが高校、大学入試に向けて猛勉強していることと思います。
教室に通う 6 年生や中学生も 2～3 年後には受験生となるわけですから、今のうちから
がんばれと背中を押してやりたいところです。そろばん学習は、単にそろばんの技能を
磨くだけではなく、厳しい練習で培う集中力や忍耐力、検定試験や大会などで経験する
緊張感など受験にも役に立つ要素がたくさんあると思います。そろばんを通じて得た何
かが、子供たちの未来にほんのちょっとでも貢献できるようがんばっていきたいです。
インフルエンザだけでなく、花粉の影響も出だすこの時期は体調面でなかなか思うよ
うにいきませんが、体に気をつかいながら練習をがんばりましょう。
2 月 27 日（日）の九九博士表彰式を始め、2 月はそろばん教室でも行事が目白押しで
すが、早寝早起きを心がけ元気に乗り切りたいと思います。

携帯電話およびメールアドレスの登録をお願いします
昨年より保護者の皆さまにお願いし、お休みなどの連絡をメールにてさせていただき
とても助かりました。本年も、緊急の連絡以外は主にメールをつかい連絡をさせていた
だきたいと思います。入塾間もない生徒やまだ登録をされていない生徒の保護者の方に
メールアドレスの登録と空メールの送信（こちらの登録のため）をお願いします。
また、お休みやご質問などでメールを頂戴した場合に、練習中や移動中などの諸事情
で返信できない場合がありますが、決してメールでの連絡が嫌いなわけではなく、むし
ろ絵文字などを使ったメールを拝見するのも楽しいので、遠慮なくメールで連絡して下
さい。
メールアドレス：
携帯電話：

i-taro1974@ezweb.ne.jp
090-3986-0700

第３４１回全珠連暗算検定試験合格者
平成 2３年 1 月 23 日（日）

※ ◎は満点合格者

五段

田中崚太③

初段

出西亜里紗（中１）

１級

２級

田代隼斗⑥

石本真暉⑥

南川佳子⑥

◎松尾透弥②

右田樹⑥

金本祐介③

田辺彩華⑤

福﨑琉奈④

羽江爽一郎②

倉橋海③

◎白楽祐士③

３級

松崎史弥⑥

田中達也④

◎田代翔太③

宮部綾夏④

福山朱凜④

北園美加③
４級
５級
６級

河合千広④ 伊賀一也③ 南川莉子② 野口紅美② ◎石田怜士②
羽柴奏⑤ ◎福田真大③
◎髙橋芙弥④ ◎大神陽恵③ 有松優奈③ 那賀夕紀恵③
田近日菜⑥ ◎古川絢⑤ ◎竹藤和志④ 戸波空土② 徳田奈々③
羽江亜津紗(年長)

吉武隆成①

上原里菜②

第３４１回全珠連珠算検定試験合格者
平成 2３年 1 月 23 日（日）

五段

田中啓太⑤

準初段

徳王七海⑥

※ ◎は満点合格者

合原涼音⑤

１級

志水沙璃乃⑥

２級

篠崎里帆⑤

３級

佐保ななみ③

４級
５級
６級
７級

河合千広④ 福﨑玲奈④ 合原なずな③ 長岡優喜③ 野口紅美②
◎石田怜士②
古川絢⑤ 田中佳那④ 足立秀一郎③ 森あい② ◎吉武隆成①
本田賢一④ 江里口勇吾③ 中川桂輔③ 田上茉梨愛③ 泉惣一朗② 郷司尚輝②
小林星也② 板倉優月① 鬼塚美寿① 羽江亜津紗(年長) ◎河合渉②
野村莉那③ 野村凪沙③ 尾田龍之輔③ ◎礒辺こなつ② ◎土岐桃子②
◎徳王幹太② 中沢直人③ 松尾文音② 野田壮真① 藤髙聡太(年長)
大城なるみ③ ◎小杉彩歌② ◎中溝更瑳② ◎大森櫻② 戸波恋音①
沖本陵之介① ◎辻本理乃④ 和智達也① 鶴田遥② 濵光帆③ ◎山下華恋②
◎松井遊大③ ◎大谷柊平② 春田飛翔② ◎尾田慎之輔① 和久利萌香④
◎辻本温土② ◎渡邉悠翔② 菰口隼① ◎中村真人（年長）
◎久良木颯太（年長）
◎佐保なぎさ① ◎篠原颯雅① ◎吉武美月(年中) 吉武美虹(年中)
福本早理①
◎金本信吾(年長) 三輪奏介(年長) 田島理帆(年中) ◎中川陽奈太③
◎植木愛未① 永野駿① 草津光一郎① 白楽魁士(年長) ◎宮部唯①
占部律歩① ◎出西拓矢① ◎三輪そのか（年長） 野口幹太(年中)
中山真悠(年中) ◎森颯太郎① 田中結花①
前田陸翔② ◎西谷悠②

８級
９級
10 級

11 級
12 級
13 級
14 級
検定後記：

嘉村智菜⑤
高橋祐羽⑥
宮部綾夏④

松本淳樹⑥
清水敦貴⑥
福山朱凜④

北園美加③

羽江爽一郎②

今回の検定試験では、1～15 級までの合格率が 98%、1～3 級までの受験者は全員合格
とほぼパーフェクトな結果となり、子供たちのパワーのすごさを感じました。
6 年生の皆さんも試験直前までよくがんばって練習しました。目標とする級に合格でき
た人は自信を持って中学校に進んでほしいと思います。

中学でもそろばんできますか？
毎年この時期になると中学校に進む生徒から質問（相談？）を受けます。答えはイエスですが、
うまく続けていくためには少し条件があるように思います。
第一に、そろばんを続ける理由や確かな目標があるか、ということです。皆さん知っての通り、
そろばんは級が進めば進むほど練習量が必要になります。中学に進むと、部活動や中間・期末試
験など学校行事も今以上に忙しくなり、そろばん教室に来ること自体難しくなると思われます。
そうした状況でも、休まず教室に顔を出して少しの時間でも練習できる人でないと上達できず、
結果として途中であきらめてしまうことになります。また、時間的には小学生のときより余裕が
なくなるわけですから、少しの練習時間を今よりも何倍も集中して練習できないといけません。
今以上に真剣に取り組むためには、｢○○段を取る!!｣とか｢県大会で入賞する!!｣などの目標が大
切になると思います。
第二に、教室に来る時間的余裕があるか、ということです。これは、中学校に入り部活動を始
めてみないと分からないことですが、部活動が土日も含め毎日 7 時まであるようなら、教室に来
るのは難しいでしょうからスッパリそろばんを卒業して、次のステージで頑張るほうが体力的に
も精神的にもいいような気がします。教室により多少の違いがありますが、現在 20 時～20 時半
くらいまでは練習できるので、7 時までには教室に来られて 1 時間は練習できる、なら土曜日練
習などを上手く取り入れて十分に上達できるはずです。部活動も 5 月後半あたりから本格化して
きますので、5 月検定まで頑張ってみて、その後のことを考えるのもいいのではないでしょうか。
また、せっかく教室に来るのならばそろばん練習だけでなく、自習の場としても教室を活用して
ほしいと思います。そろばん練習の基礎はかけ・わり・見取り算（そろばん種目）とかけ暗算・
わり暗算・見取り暗算（暗算種目）ですから、うまく時間を使えば 1 時間で練習できます。時間
の余裕があるときには、中学校の数学などを勉強するのもいいと思います。先生も分かる範囲で
教えます。（今のうちに勉強しておきます・・・）
先生としても、皆さんが長く続けてくれたそろばんですから、特技や長所としてこれからもそ
ろばんを続けてほしいです。しかし、ただなんとなくではなく、周りの人を納得させられるよう
なやる気を見せてほしいところです。
『忙しくてもそろばんがんばる!!』と思える人はこれからも
がんばりましょう。目標とする級や段位を取得してそろばんを卒業する人は、ここまでがんばれ
たことに自信と誇りを持って次の目標にチャレンジしてください。

２月の行事予定
2 月 13 日（日）

日本商工会議所能力検定試験（3～1 級、博多女子高校）

2 月 20 日（日）

第 3 回フラッシュ暗算検定試験（各教室）

2 月 21～22 日

アバカスサーキット公式戦

2 月 27 日（日）

九九博士表彰式（宗像ユリックス）

3 月 6 日（日）

福岡県下珠算競技大会（3 年生以下の部）

3 月 20 日（日）

第 342 回全珠連検定試験（宗像ユリックス）

第 143 戦（各教室）

※2/21（月）・2/22（火）にアバカスサーキット公式戦（第 143 回）を実施しま
す。参加希望者は、参加申込書および参加費用（300 円）を締切日までに提出し
て下さい。（全国順位の発表は 4 月始めになります）

