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受験シーズン真っただ中ですね。巷では、携帯電話とインターネットを使用した新た
なカンニングが問題になっています。そもそもなぜ携帯電話の教室持ち込みを厳格に禁
じなかったのか（できないのか）という疑問も残りますが、そうしたカンニングに加担
する人もいることが分かり、多くの生徒の努力が馬鹿にされているような気がして残念
でなりません。インターネットの登場は私たちの生活を大きく変え、大変便利になった
と思いますが、使い方によっては子供たちに有害となりえます。結局、インターネット
を使用する私たちの心の有り様が問題で、便利さをあまりにも追求しすぎて人間そのも
のが退屈で怠け者になっているのではないか、と思うこともあります。そろばん終わり
にお迎えを待つ間集団で遊べるトランプやボードゲームを進めたら『たいくつ』とか『つ
まんない』と誘いに乗ってこない子が、一人教室の隅っこで任天堂 DS をやっている姿
を見るとさびしく感じますね。（純粋にそろばん DS で練習している生徒もいます）
そろばんやあんざんは努力を積み重ねてはじめて獲得できる能力です。どんなにお金
を払っても能力を身につけることはできません。それだけに大きな価値があり、能力を
手に入れたときの喜びもあるのです。練習で先生にほめられたいのか、悪い点数をみせ
たくないのか答えをまる写しする生徒もたまにいますが、検定試験ではかならずボロが
出ます。珠算学習を通して、子供たちが努力の尊さや社会のルールを体得し、社会にで
たときに努力を惜しまない大人になってくれることを願わずにはいられません。
来る第３４２回検定試験のあとに平成２２年度優秀生徒表彰式が行われます。優秀生
徒表彰はそろばん練習に一所懸命打ち込み、努力を積み重ね、自分の力でみごと上級に
合格した生徒を対象にしています。今年は昨年を大きく上回る４５人の生徒たちが表彰
を受けられることになりました。生徒の皆さんがこの受賞をきっかけにますます練習に
励み、さらに大きな目標へと突き進んでいくことを期待しています。

平成２２年度優秀生徒表彰者の皆さん
▽五年生以下の部（平成２２年３月から平成２３年１月検定までに３級以上合格）
田中達也 松尾透弥 田中啓太 合原涼音 嘉村智菜 篠崎里帆 佐保ななみ
宮部綾夏 福山朱凜 北園美加 羽江爽一郎 田辺彩華 中村瞭佳 田辺竜也
清水絢仁 堺彩夏 平秀憲 森夏未 田中崚太 平田直也 中村文音 藤井緋菜
福﨑琉奈 白楽祐士 倉橋海
▽六年生の部（平成２２年３月から平成２３年１月検定までに２級以上合格）
志水沙璃乃 松本淳樹 高橋祐羽 清水敦貴 佐保さくら 柴田三枝 石松優佳
辻田菜摘 上原未希 細川和泉 草津奈々 南川佳子 平奈々 石本真暉 田代隼斗
玉利美琴 徳王七海
▽中学生の部（平成２２年３月から平成２３年１月検定までに１級以上合格）
出西亜里紗

▽満点合格者（６級以上で満点合格）
石田怜士（５級） 吉武隆成（６級）

第３回フラッシュ暗算検定試験 合格者（H2３/２/2０）
前回の検定試験（10/24）から、4 か月。教室に導入したフラッシュ暗算自動進級ソフト（練
習用）の効果か、多くの受験者が大きく級を上げています。この調子で次回も受験できるよ
うに練習がんばりましょう。めざせ!! フラッシュ暗算十段。

三段

細川和泉⑥

◎佐保さくら⑥

二段

田代隼斗⑥

草津奈々⑥

初段

福﨑琉奈④

森夏未④

１級

南川佳子⑥ 合原涼音⑤ 嘉村智菜⑤ 福﨑玲奈④ 金本祐介③
田代翔太③
◎羽江爽一郎② 野口紅美②
南川莉子② 羽江亜津紗(年長)
藤井緋菜⑤ 宮本幸奈⑤ 合原なずな③ ◎北園美加③ 福田真大③
吉武隆成①
田中達也④ 佐保ななみ③ 戸波空土②
有松優奈③ 那賀夕紀恵③ 小林星也②
長岡優喜③ ◎徳田奈々③
松崎史弥⑥ 大神陽恵③ 森あい② 泉惣一朗②
宮本歩武③ 藤井実夢③ 野村凪沙③ 野村莉那③ ◎田上茉梨愛③
◎郷司尚輝② 河合渉② ◎礒辺こなつ② 土岐桃子② ◎松尾葵唯(年長)
◎長谷川葵③ 尾田龍之輔③ ◎白土亜梨紗② 大森櫻② 中溝更瑳②
倉橋雛① 戸波恋音①
徳王幹太②
不破みのり② ◎鬼塚美寿① 野田壮真① 鶴田遥②
小杉彩歌② 大谷柊平②
◎永坂麻琴① ◎篠原颯雅① ◎中村真人(年長) 田島慎也(年長)
◎江熊凌太② 尾田慎之輔① ◎三輪そのか(年長) ◎三輪奏介(年長)
吉武美月(年中) 吉武美虹(年中)
前田陸翔② ◎西谷悠② ◎吉岡蒼馬② ◎草津光一郎① 田上恭①
◎佐保なぎさ① 菰口隼① ◎久良木颯太(年長) 金本信吾(年長)

２級
３級
４級
５級
６級
７級
８級
９級
10 級
11 級
13 級
14 級
15 級
16 級
18 級

田中啓太⑤

◎田中崚太③
◎白楽祐士③

◎松尾透弥②
◎石田怜士②

※ ◎は満点合格者

日本商工会議所主催

珠算能力検定試験合格者（平成２３年２月１３日）
珠算１級

◎田中啓太⑤（満点合格）
柴田三枝⑥ 上原未希⑥ 石松優佳⑥ 平奈々⑥ 辻田菜摘⑥
田代隼斗⑥ 佐保さくら⑥ 田中崚太③ 細川和泉⑥ 森夏未④

珠算２級

◎松尾透弥②（満点合格）

珠算３級

金本祐介③

田代翔太③

去る２月１３日（日）、博多女子高等学校にて日本商工会議所主催の珠算能力検定試験が行わ
れました。当教室が加盟している全国珠算教育連盟主催の検定試験とは違い、かけ・わり・見取
り算の３種目で合否が決まります。種目数が尐ない分、問題は尐し難し目の設定で、珠算１級で
も全珠連検定初段から弐段レベルの力がないと合格できません。１２月の福岡県大会のあと、段
位生のレベルアップにと初めてチャレンジしたのですが、受験生全員が検定試験までの２か月、
本当によくがんばって練習してくれました。合格した生徒の皆さんは今回の合格を自信にして、
３月の全珠連検定でその実力を存分に発揮してください。残念ながら合格出来なかった生徒の皆
さんも、ここまで練習できたことを誇りにしてまた次の検定に向けて練習をがんばりましょう。
（次の日商検定は６月です）

平成 22 年度九九博士表彰式（平成 23 年 2 月 27 日、宗像ユリックス）
今年もたくさん生徒、保護者の皆さまにご参加いただき、ありがとうございました。毎年、同
じ内容にならないように無い知恵を絞ってやるのですが、終わってみると代り映えしないなぁと
自己反省・・・ 毎年お約束ですね。
表彰式を見ていて思ったのですが、そろばんの級が 3 級や 2 級になった生徒も、九九を使った
遊びには大はしゃぎ。やはり 2 年生ですね。生徒に送るメダルも手作りで子供には好評です。ぜ
ひ、そろばんバックに結んで 1 年生に見せてやってください。（ひもを短くしてから結ぶと良い
ようです）
先日、あるお母さんから『子供がとてもよろこんで、寝るときにも枕元に置いて寝ていた』と
お礼を頂きました。ああ、やってよかったなぁと心から思える瞬間です。子供たちの心に楽しい
思い出が残り、学習への新たな欲求、やる気につながっていけば最高です。
表彰式や九九のミニテストは終わりましたが、九九学習はこれからも続けていきます。生徒の
皆さんは、珠算学習はもちろんのこと、パソコンや 100 マス計算でしっかりと九九をマスター
し必要なときにしっかり九九を言えるように努力してくださいね。また、九九の暗記だけではな
く、『かけざんとは何か』をきちんと理解し、高学年の学習（わりざん、公倍数、公約数、分数
や割合、など）の基礎をしっかりと固めましょう。
高学年に応用問題を教えるとき、今は尐なくなりましたが『これってかけざん？』とか、ろく
に文章も見ないうちから数字を追いかけて計算を始める生徒を見かけます。文章題は文意をとら
え計算式に当てはめる作業ですから国語力（論理力）はもちろん必要ですが、『合わせるとは何
か』とか『分けるとは何か』を根本的に理解できていないケースもあります。低学年のうちは読
解力も十分ではないため、視覚的な学習（図や絵を書かせて考えさせる、おはじきを使って操作
させる）が大切です。そろばん教室では、単元ごとに必ず絵を使って指導しています。わりざん
なども式の書き方などは指導しなくても、おはじきを１２個ならべ『３こずつ友達にあげて』と
いうと教えなくてもきちんと分けられるのです。

３ 月・ ４ 月の土曜日教室のお知らせ
赤間教室（徳重集会所）
日にち：
3/5、3/12、3/19

※3/26 は休み

4/2、4/9、4/16、4/23

※4/30 は休み

時間： ①14:00 ～ 15:30、

②15:30 ～ 17:00

自由ヶ丘教室（自由ヶ丘コミセン）
日にち：
3/5、3/12、3/19

※3/26 は休み

4/2、4/9、4/16、4/23

※4/30 は休み

時間： ①9:00 ～ 10:30、

②10:30 ～ 12:00

場所： 1F 和室研修室（他の部屋に変更になる場合があります）
※赤間、自由ヶ丘教室とも地域の行事などの都合でお休みになる場合があります。
その際は、練習時の生徒通知とメールにより練習中止の連絡をします。

３月の行事予定
3 月 6 日（日）

福岡県下珠算競技大会（3 年生以下の部）

3 月 1 日（火）

第 342 回全珠連検定試験

3 月 20 日（日）

第 342 回全珠連検定試験（宗像ユリックス）

申し込み〆切

平成 22 年度優秀生徒表彰式（検定後、宗像ﾕﾘｯｸｽにて）
3 月 22 日（火）

6 年生卒業お祝いボーリング大会（宗像シティボウル）

3/24（木）
、3/25（金）

アバカスさーきっと公式戦（第 144 戦）

※アバカスさーきっと公式戦（平成 23 年度前期分）の参加申込書を同封して
いますので、参加希望の生徒は提出をお願い致します。

