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3 月 11 日（金）
、あるお母さんから地震があったと聞いた時にはまさかこんなことに
なるとは想像できませんでした。あの日から日本が大きく変わってしまった。テレビや
ラジオに流れるのは悲しいニュースばかりですが、私たちが下を向くわけにはいかない。
決して元には戻れないけれど、自分たちが出来ることを一所懸命にやって、被災者の皆
さんに尐しでも元気を送れるようにしたいと思います。毎日温かいごはんを食べること
ができる。家族とたわいもない話で笑い合える。学校があり、勉強ができる。どれも当
たり前のことと思いがちですが、本当はそうではなかった。生徒の皆さん、私たちがど
れだけ恵まれた環境で生活しているのか心に刻んで、今を大切にしていきましょう。

4 月の行事予定
4 月 16 日（土）

第 3 回フラッシュ暗算検定試験（各教室にて）

4 月 21～22 日

アバカスサーキット公式戦

5 月 29 日（日）

第 343 回全珠連検定試験（宗像ユリックス）

6 月 5 日（日）

第 343 回全珠連検定試験 代替日（東郷コミセン）

第 145 戦（各教室にて）

第３４２回全珠連暗算検定試験合格者
平成 2３年 3 月 20 日（日）

六段

田中啓太⑤

五段

佐保さくら⑥

初段

辻田菜摘⑥

準初段

森夏未④ 松尾透弥②

※ ◎は満点合格者

１級

堺彩夏⑤

２級

北園美加③

福﨑玲奈④

３級

今西彪登④

◎石田怜士②

４級
５級

白土和樹⑤ 長岡優喜③ 藤井実夢③ 有松優奈③ 合原なずな③ 大神陽恵③
楠壱晴④ 持田綾香④ 徳田奈々③ 古川絢⑤ 長谷川葵③ ◎戸波空土②
羽江亜津紗(年長)
田上茉梨愛③ ◎羽柴恵③ 泉惣一朗② 小林星也② 郷司尚輝②
◎藤髙聡太(年長) ◎田中佳那③ 森あい②

６級

田代翔太③
◎野口紅美②

河合千広④

佐保ななみ③

第３４２回全珠連珠算検定試験合格者
平成 2３年 3 月 20 日（日）

弐段

出西亜里紗(中 1) 上原未希⑥ 草津奈々⑥

初段

辻田菜摘⑥ 石松優佳⑥ 合原涼音⑤

準初段

田代隼斗⑥

１級

野田佳菜子⑤

２級

右田樹⑥

３級

境歩実⑥

５級

楠壱晴④ 持田綾香④ 福田真大③ 有松優奈③ 那賀夕紀恵③ 藤井実夢③
南川莉子② ◎吉武隆成①
徳田奈々③ 宮本歩武③ 羽柴恵③ 泉惣一朗② ◎小林星也②
白土亜梨紗② 郷司尚輝② 羽江亜津紗(年長) 松浦桃子③ ◎田上茉梨愛③
中沢直人③ 宇野春陽③ ◎礒辺こなつ② ◎藤髙聡太(年長) ◎土岐桃子②
徳王幹太② 倉橋雛① ◎尾田龍之輔③
安部雅優② 山下華恋② ◎永坂麻琴① 小杉彩歌② ◎中溝更瑳②
不破みのり② 大森櫻② 戸波恋音①
◎江熊凌太② ◎中村真人(年長) ◎松井遊大③ 大谷柊平② 志水俊太①
◎田島慎也(年長) 久良木颯太(年長)
吉岡蒼馬② ◎篠原颯雅① 胡子はるか②
田上恭① ◎三輪奏介(年長) ◎金本信吾(年長) 草津光一郎① ◎松山尚史①
◎出西拓矢① 三輪そのか(年長) 中山真悠(年中) 小林菜月(年中)
◎西谷悠②
◎田口倫太郎(年長) ◎大神照太(年長) ◎前田陸翔②
大城輝人① ◎菅野恭平(年長)

６級
７級
８級
９級
10 級
11 級
12 級
13 級
14 級
検定後記：

福﨑琉奈④

※ ◎は満点合格者

そろばん 5 級満点の吉武隆成くん、6 級満点の小林星也くん、田上茉梨愛さんは、
来年度の優秀生徒表彰を受けられます。大変素晴らしいことで、3 人とも教室はもち
ろん自宅でもよく練習する生徒です。次の検定試験でも、6 級以上で満点を取得して
優秀生徒に名を連ねる生徒が出てくるよう期待していますヨ。
また、あんざん六段の田中くん、五段の佐保さんはス・ゴ・イのひと言。低学年の
生徒の皆さん、見取り＆見取暗算の猛特訓でかっこいい先輩に尐しでも近づけるよう
に練習がんばりましょう。

検定結果に変化あり!!
最近、生徒の検定結果に目に見えて変化が表れています。見取算の点数が非常に高いのです。
2 年前くらいから導入した見取算特訓プリントで練習した生徒たちが大きく力を伸ばしています。
その特徴はとにかく長い!! その分、ミスも起こりやすく出来るようになるのに時間はかかりますが、
生徒たちは案外喜んでやっているようです。見取算を数多く練習した生徒は例外なく暗算が上達し、
そろばんは 7 級なのに見取暗算は 2 級が出来る、なんて人も。暗算はそろばん学習の命、見取算
特訓プリントで将来の暗算段位を目指しませんか。

第 51 回福岡県下珠算競技大会（３年生以下の部）
団体準優勝(２位) おめでとう!!
去る３月６日（日）、全珠連福岡県支部会館（折尾）にて第５１回福岡県下珠算競技大会が行
われました。当教室では、大会に向けた練習会を通してもっとそろばんの魅力を感じてほしい、
厳しい練習を自ら進んで行える強さを身につけてほしい、との思いから毎年選手を送り出してい
ます。今年も２回の選抜予選を経て１０名の選手が大会に参加しました。選手たちは練習の成果
を十分に発揮して、団体準優勝という素晴らしい成績を残してくれました。個人成績でも、７名
の生徒が金賞受賞（予選で４５０点満点）、残りの３名も銀賞受賞（４４０点）とほぼ完ぺきな
内容。種目別競技においても、松尾透弥くん（２年）と田中崚太くん（３年）が読上げ暗算で２
位入賞、白楽祐士くん（３年生）と倉橋海くん（３年生）が読み上げ算で３位入賞と大活躍でし
た。
選手たちは、今大会で得た自信と優勝を逃した悔しさを次の目標への原動力として、各教室で
ますます練習に打ち込んでくれることと思います。君たちの競技は始まったばかり。福岡県大会
（高学年）を始め、九州大会や通信競技大会、さらにその先の全国大会と望めばチャレンジでき
る大会がたくさんあります。あとは自分が目標に向けて厳しい練習を出来るか、です。より高い
目標に向け、一歩ずつ前に進んでいけるようみんなでがんばっていきましょう。
また、今回大会本戦には参加できなかった選手の皆さんも最後まで本当によく頑張って練習し
てくれました。おかげでチームとしても引き締まった練習ができました。大会練習を通してそろ
ばんの実力も大きくパワーアップしていると思いますので、今度は検定試験でその成果を発揮し
てください。また、みんなで大会練習やりましょう。

総合競技の成績
金賞（４５０点満点） 田中崚太（３年）
倉橋 海（３年）
野口紅美（２年）

金本祐介（３年）
平 秀憲（３年）

田代翔太（３年）
松尾透弥（２年）

銀賞（４４０点）

北園美加（３年）

羽江爽一郎（２年）

白楽祐士（３年）

種目別競技
読上げ暗算

松尾透弥（２位入賞）

田中崚太（２位入賞）

読上げ算

白楽祐士（３位入賞）

倉橋

海（３位入賞）

祝 団体準優勝!!

４月・ ５月の土曜日教室のお知らせ
赤間教室（徳重集会所）
日にち：
4/2（土）、4/9（土）、4/16（土）、4/23（土）

※4/30（土）は休み

5/7（土）
、5/14（土）
、5/21（土）、5/28（土）
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：
4/2（土）、4/9（土）、4/16（土）、4/23（土）

※4/30（土）は休み

5/7（土）、5/14（土）
、5/21（土）、5/28（土）
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。

