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平 成 23年 ３ 月 25日

４月の予定
３月28日
４月度授業料引落日
（４月８日 引き落とし予備日）
３月25日（金）～３月31日（木）
そろばん春休み
４月16日
暗算検定申込締め切り
（実施は６月４日）
ユース大会特別練習
５時～７時
グランプリ大会申込締切
４月17日 全日本ユース大会
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－

☆全日本ユース珠算選手権大会☆
2011年度の表記大会が４月17日に京
都 ・立命 館小学校で 開催されま す。１
級 合格者 以上で練習 で基準点に 達した
生 徒に出 場資格があ ります。今 月の塾
報 にユー ス大会の大 会チラシを はさみ
こんでおきます。
大会の 見学は誰で もできます 。警備
の 都合上 、見学だけ の場合でも 事前に
申 し込み が必要です 。見学を希 望され
る 皆さん は４月９日 までに申し 出てく
だ さい。 大会は正午 開始、午後 ４時終
了 予定で す。参加者 は現地集合 となり
ま すが、 引率を希望 する場合は 申し出
て下さい。

３月６日西日本大会結果
星の郷総合教室の結果

℡８９５－６２３０

団体総合競技

第１部
第２部

優勝
準優勝

個人総合競技
第１部
優勝
金本大夢
準優勝 金本三夢
３位
大内悠聖
金賞
山口愛未 大内崚聖 金本愛夢
第２部
優勝
安原章太
金賞
永井功久 桑原麻衣
第３部
金賞
田村早絵
読上算・英語読上算優勝 金本三夢
読上暗算優勝 金本大夢

３月21日近畿大会結果
大阪 ・ 京 都・ 兵 庫・ 滋賀 ・奈 良・ 和歌 山の６ 府県
が組 織 す る近 畿 珠算 団体 連合 会主 催。 今年度 の会
場は 和 歌 山商 工 会議 所。 小学 ４年 生以 下の部 、小
学５ ・ ６ 年生 の 部、 中学 生の 部の ３部 門で競 われ
る。 そ れ ぞれ の 部門 とも 府県 の代 表選 手８名 が参
加する。当教室からは小学４年生以下の部に５名、
小学 ５ ・ ６年 生 の部 に３ 名、 中学 生の 部に１ 名が
参加。

団体総合競技 大阪府チームの結果
小学４年生以下の部…優勝
小学５・６年生の部…準優勝
中学生の部…優勝
個人総合競技 当教室生の結果
◎小学４年生以下の部

優勝
金本大夢
準優勝 金本三夢
２等
大内悠聖 金本愛夢
３等
山口愛未
◎小学５・６年生の部
準優勝 桑原麻衣
３等
永井功久
◎中学生の部
３等
田村早絵
読上算 小学４年生以下の部
優勝
金本三夢
２等
金本大夢
読上暗算 小学４年生以下の部
優勝
金本大夢
２等
金本三夢
３等
金本愛夢 大内悠聖
☆ 桑原麻 衣選手。初 の満点を記 録する
も 同点決 勝で敗れ準 優勝。優勝 は昨年
に 引き続 き安岡友輝 選手（京都 府）。
☆金本三夢選手も今大会初満点を獲
得 。姉弟 対決の同点 決勝では先 に挙手
す るも、 「５」の横 線がずれて いてバ
ツ に。あ と数ミリ正 しい位置の 方向に
横線があれば、という後悔も後の祭
り。数字も実力のうちと心得て、以
後、精進すべし。

３月５日実施暗算検定

【１級合格】梅野雄太 末廣拓海
【準１級合格】濱野栞太 札埜亜衣
金子千紘 西本朱里
【２級合格】松野円紀 岡野紗里
川瀬啓寿 渋川佳南子 辻尾菜々
森岡優海 山下湧 鍵野佑登
木村梨紗子 夏見佳子 百田夏海
堀さやか 石上香菜子
【準２級合格】辻本星来 木村征爾
松下真之介 中上慶祐 矢尾良紀
木村理仁 中家千裕 笠﨑萌加
古橋沙也加 木本優芽 木寺輝
関明日香 高倉知良 山ヶ城菜月
中越菜摘 福井優

【３級合格】中越菜々子 渋田誠
落合由之佑 山内優歩 今泉優衣
守本光希 井戸浩樹 井手亮太
小野澤怜花 中村彩乃 西田旭歩
【４級合格】安達菜々美 中川優花
奥田南海 津﨑菜々子 谷川愛奈
西島朝香 有本華帆 野口拓海
笠﨑悠佑 四宮彩花
【５級合格】若林聖和 谷岡菜々子
細川大輝 吉見優里 平野竜宇
下岡芽生
【６級合格】楠田知己 田中友子
湊結子 桑原彩衣 今井麻奈未
古橋清夏 北森遥弥

１級合格者の一言紹介

◎梅 野雄太く ん。２月の 珠算１級合 格
に続 き、暗算 検定も１級 合格。さて 、
いよ いよ段位 に挑戦、と なるところ な
ので すが３月 末にタイへ 転居します 。
抜群 の暗算力 はタイで驚 きをもって 受
け止められるでしょう。
◎末 廣拓海く ん。コツコ ツとまじめ に
取り 組んだ努 力に対して 当然の結果 で
した 。お祖父 様がいつも お母様にお っ
しゃ っていた という「継 続は力なり 」
を孫の拓海くんも実践しました。

東日本巨大地震救援募金

教 室に募金 箱を設置し ています。 ３
月 14日 に 設 置 し 、 14日 ･15日 の ２ 日 間
にわ たって、 毎時間設置 した目的を 話
しました。
「 思いを倍 にして贈る 」というこ と
も伝 えました 。募金箱を 集計して、 集
まっ た募金と 同額を教室 からの募金 と
しま す。かり に募金額が ５万円なら ば
教室から も５万円を 出して合計10万円
にして送るという意味です。
復 興には途 方もない時 間がかかり ま
す。お金もかかります。
今 の募金箱 はとりあえ ず４月末で 一

旦 集計し 、どこかの しかるべき 機関に
送 ります 。その後も 募金箱は置 いてお
き 、適当 な時期に集 計しては送 るとい
うことを繰り返そうと思います。
募金は 強制ではあ りません。 小さな
子 ども達 が大きな無 理をしてま で出さ
な くても もちろん良 いのです。 ただ、
１ つのお にぎりを４ 人で分けて 食べな
け ればな らないよう な避難所の 惨状を
見 るにつ け、たとえ ばおやつを ５つ食
べ るとこ ろを４つに 我慢して、 残った
１ つ分を 復興に役立 てて頂こう という
気 持ちを 持つことの 大切さを訴 えてい
こうと思っています。
そして 気持ちを実 行に移すこ とが時
と してで きる人にな ったり、困 難に立
ち 向かわ なければな らなくなっ た人に
そ っと寄 り添って勇 気づけたり できる
人 間に子 ども達が成 長していく ように
見 守るこ と、これも 私達にでき る震災
復興の手助けだと思います。
被災地 で肉親を失 ったり家も 教室も
す べて流 失した珠算 関係者がた くさん
い ます。 何人かから 惨状を直接 聞きま
し たが、 私にはこれ らの話を文 字にす
る だけの 勇気があり ません。何 をどう
書 いたと ころで、今 回の巨大地 震と津
波 に対し て安全な場 所からの論 評に過
ぎ ないと いう後ろめ たさにも似 た気持
ちがぬぐえないからです。
暴走す る原子力発 電所をテレ ビで解
説 する「 専門家」の 先生方。専 門家な
ら ば、そ んなところ で解説して いない
で 、早く 現場でその 知識と経験 を生か
せ ば良い のにと思っ てしまう私 は、一
日 も早く 現場で危険 な任務に直 接携わ
っ ている 人達がゆっ くりとお茶 でも飲
み ながら 、過ぎ去っ た困難にい かに対
峙 してい たかという 武勇談を心 ゆくま
で 語って くれるテレ ビ放送こそ 見たい
と願っています。

「気」の教育

大 阪の北部 にある少年 院。知り合 い
の先 生が篤志 面接委員と して永年に わ
たり 珠算指導 をされてい ます。その 少
年院 ではいく つかの寮に 分かれて少 年
達が生活をしています。
あ るとき、 寮対抗の珠 算大会が企 画
されました。私は大会のお手伝い、
兼、 模範演技 係として２ 回ほどお伺 い
したことがあります。
大 会は２月 。山すそに ある少年院 の
体育館には出場する生徒（院生）が80
名ほ ど、大会 には出るこ とのできな い
見学者（ 院生）も80名ほどいたでしょ
うか。指 導教官も20名ほどはいらっし
ゃいました。
暖 房設備の ない体育館 の空気はた だ
でさ え寒さの ために張り 詰めていま す
が、 場所が場 所だけに寒 さとはまた 別
次元の「ピン」とした空気がありま
す 。 200人 近 く い る は ず の 体 育 館 は 声
一つ せず、衣 擦れの音す らしない異 様
な空間です。
競 技終了後 、審査の時 間を利用し て
私は 講話と模 範演技をし ました。大 き
な模 造紙に書 いた問題を 計算し、答 え
を太 いマジッ クで書いて いきます。 段
位を 練習して いる生徒な ら誰でもそ う
です が、暗算 種目なら答 えを書いて い
る内 に次の計 算をはじめ るものです 。
簡単 な問題な ら答えを書 き終わらな い
うち に次の問 題の計算も 終わってい ま
すから、「ただ答えを書いているだ
け」という状況になります。
声 を発する ことが禁じ られている の
かし て誰も何 も発しない 時間が続い て
いた 生徒達で すが、さす がに模範演 技
の時 は言葉で は表現でき ないような 、
驚き とも歓声 とも地鳴り とも地響き と
も少 し違う大 きなうねり 声のような も
のが 体育館中 に響きまし た。制止す べ

き 教官と て皆同じよ うな表情で 口をポ
カーンと大きく開けたままでした。
珠算式 暗算の実際 をご存じな い方々
に は、紙 も鉛筆もそ ろばんも必 要とせ
ず 、直ち に答を案出 できる珠算 式暗算
は 驚きに 値すると思 います。た だ、少
し でも珠 算学習をか じった人な らば、
できるかできないかはともかくとし
て 、珠算 式暗算の可 能性と威力 を理解
なさることだと思います。
横道にそれてしまいました。
ここで 書きたいの は、先に挙 げた体
育 館の『 空気』の存 在です。ま た、そ
の『空気』のもつ威力と魔力です。
最初、 私は、今後 いくらどん な悪事
を 働いた としても年 齢的に絶対 にお世
話 になる ことのでき ない少年院 という
も のに興 味津々でし た。テレビ の特番
で しか見 たことのな い世界です 。何一
つ 見逃し てやるもの かという気 持ちで
臨みました。
市内の喧噪を抜け、車で少し走る
と 、いき なり人家が 途絶えます 。それ
か ら走る こと数分、 人目を避け るよう
にしてそれは建っていました。
玄関の 扉は開いて おりました が、玄
関 を一歩 入るとそこ から先は二 重三重
の 『鍵』 の世界です 。扉という 扉に鍵
が 付いて おり、窓に はすべて鉄 柵がは
められています。
応接間 に通された 私達がお茶 を口に
運 ぶ間、 遠いところ から聞こえ てくる
の は「イ チッ、ニッ 、サンッ、 シッ」
と いう点 呼の声です 。「イチ、 ニ、サ
ン 、シ」 ではなく「 イチッ、ニ ッ、サ
ンッ、シッ」なのです。
「イチ ッ、イチッ 、イッチニ ッ」と
い う号令 とともに足 音も聞こえ てきま
す 。部屋 ごとに体育 館へ移動し ている
の でしょ う。号令に 混じって「 ザッ、
ザッ、……」 と乱れのない整列した

足音でした。
ト イレに行 こうとして 接待係の教 官
に場 所を聞き ましたら、 「ご案内致 し
ます 」とのこ と。場所さ え教えても ら
えれ ばもう十 分一人でト イレに行け る
年頃 だった私 は固辞した のですが、 ト
イレ には行け ても入るこ とができな い
こと に気づく のに時間は かかりませ ん
でし た。そう です。トイ レにも外か ら
鍵が二重に付いていたのでした。
い よいよ大 会の時間。 ここで冒頭 に
触れ たところ に戻るわけ ですが、体 育
館に 入場する 接待係の教 官と篤志面 接
委員 の先生と 私の３人に 院生全員が 声
をそ ろえて「 おはようご ざいます」 の
大音 声で迎え てくれます 。今まで聞 い
たこ とのない 大音声です 。元気盛り の
若者 達が腹の 底から大声 を出し、し か
もそれが一つになっているのですか
ら、まるで、『雷鳴』です。
大 声の後の 静寂。問題 を受け取る た
びに 、イスか ら立ち上が り「ありが と
うご ざいまし た」とお辞 儀をする院 生
たち。危険防止のために文鎮は使え
ず、 手で押さ えながら懸 命に取り組 み
ます 。緊張の ためか手が ブルブルと 震
えていてまともに計算できない院生
や、 極度の緊 張のため、 計算方法を 忘
れて しまった 茫然自失の 院生も。小 声
で指導しているこちらの意図を顧み
ず、 これまた イスから立 ち上がり、 大
声で「ありがとうございました」。
大 会に出な い院生は、 少しでも近 く
で指 さばきを 見ようと皆 、許される 範
囲で 最大限上 半身をかが めています 。
表情 には、心 の中で自寮 の仲間を応 援
するのがありありと見て取れます。
少 年院とい うものに興 味津々だっ た
私は 、いつし か少年達の 作り出す『 空
気』 に明らか に感化され 、同化し、 一
先生 と一生徒 という関係 になってい る

のでした。
社会で かなりの極 悪非道な所 業のす
え にたど り着いた少 年院。しか し、そ
こは、わずかな時間で、世間の『空
気 』を体 の中から一 掃するほど の迫力
と 気迫に 満ちた空気 に包まれて いまし
た。
さて、 これほどま で強烈では ないに
し ろ、家 には家の、 学校には学 校の、
会 社には 会社の、地 域には地域 の、国
には国の、それぞれの空気がありま
す 。これ らは、家風 、校風、社 風、地
域 性、国 柄などの言 葉で表現さ れてい
ま す。長 い間の営み で作り上げ られて
きたこれらの空気は、すなわち『文
化』です。私達の日々の小さな営み
は 、文化 を創り、文 化をつない でいく
ことに他なりません。
どこの場所にも、その場所特有の
『 空気』 があります が、これは 一朝一
夕 ででき るものでは ありません 。日々
の ぶれな い信念と、 その信念を 貫く行
動 規範に したがった 実践が必要 です。
少年院 に送られて くるほどの 人間で
も 感じ取 ることので きる『空気 』。空
気 を感じ 取る能力は 誰にでも備 わって
い ると考 えても良い と思います 。もち
ろ ん「Ｋ ・Ｙ」、す なわち「空 気が読
め ない」 と揶揄され るように表 面的な
空 気が読 めない人は いますが、 これは
学習をすることで改善されていきま
す。
問題は 、子どもに 迎合するあ まり、
あ るいは 自己の享楽 だけを求め るあま
り 、空気 を作らない 、あるいは 空気を
作 る努力 をしていな いという大 人や社
会 の増加 にあるよう な気がしま す。さ
ら には、 商業ベース に乗れば何 でもご

ざれ というマ スコミが、 この傾向に 追
い打ちをかけています。
い きなりの 雨。通学途 中の子ども が
雨に 打たれて いるかもし れない。心 配
でた まらない 保護者が相 手先に連絡 を
入れ る。「子 どもが濡れ ているので 服
を着替えさせて下さい。」
濡 れ方が尋 常でなけれ ば誰だって 対
処を するので 相手方に任 せておけば 良
いも のを、我 慢ができま せん。こん な
環境 で育てら れた子ども は、「雨に 濡
れた ら誰かが 拭いてくれ て着替えを さ
せて くれるも の」だと思 うようにな る
でし ょう。そ してそれが 子どもとし て
当然 の権利だ とも思うよ うになるで し
ょう 。そこに は、他人に 対する感謝 の
気持ちはないでしょう。
「 心配する のが親心」 で、誰だっ て
心配 しますが 、生まれた ての子犬で す
ら、 雨に濡れ たら全身を ブルブルッ と
震わせて水を切る術など知っていま
す。

出席時間20時間以上の生徒
（３月20日までの１ヶ月）
金本愛夢47 谷岡菜々子40 窪田一誠
38 山口愛未38 楓陸37 金本三夢36
桑原彩衣36 金本大夢35 桑原麻衣
35 濱野恵太35 桑原唯衣34 楓まい
34 落合将平32 奥田南海32 永井功
久31 百田夏海30 湊結子30 奥田あ
さひ29 竹下柊希29 西村梨留29 中
越菜々子28 酒井克巳26 長尾侑美26
西島朝香26 安原章太26 大内悠聖
25 梶原太智25 酒井結衣24 盛井元
仁24 大内崚聖23 足立歩大23 竹下
椋香23 蜂谷圭将23 福田陸人23 文
沢一花23 文沢駿介23 落合由之佑22
江良尚泰22 山根建太朗22 北村樹
21 木村理仁21 楠田知己21 北村彩
21 久保田莉央21 熊田星麗21 古川

和佳21 松下綾乃21 森岡賢一21 山
内星徳21 小北智也20 田伐志帆20
森岡優海20 山内優歩20

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）
足立歩大115 梶原太智92 文沢一花83
文沢駿介80 村上小夏54 井手蒼人
44 平井望彩44 明浦日香43 眞井夏
希41 山内美空35 今井翔太34 池崎
佑磨32 野口陸人32 佐藤日奈子31
北森彩月29 髙橋恵太29 吉永灯28
伊藤優生26 佐藤菜南子26 三屋龍義
25 前田小春24 西本堅信23 実生碧
23 西本直幸21 本間響21 光野凉有
20

猛スピードばく進中（瞬達）
（ 初歩教 材「瞬達」 を１ヶ月で ５ペー
ジ以上進んだ生徒）
楓まい24 熊田星麗15 石田優麻14
西本匠吾14 岡田洸11 藤岡碧海11
岡 田 遥 10 中 越 菜 々 子 10 吉 田 魁 馬 9
西村梨留8 湊結子8 池田菜乃子7
木村理仁5 橋本潤司5
※ 今月は 暗算検定の 練習と、「 Ｊ１」
という練習に多くの時間を割いたた
め 、初歩 教材の進み は遅くなっ ていま
す 。「Ｊ １」は、初 歩の加減を 学習し
終えたばかりの生徒向け練習でした
が 、３月 ５日の暗算 検定後、全 員で取
り組んでいます。
それは 、この練習 を経て暗算 検定に
チ ャレン ジした生徒 達の暗算力 と、こ
の 練習を 未実施だっ た頃に暗算 検定を
受 験し始 めた生徒達 との暗算力 とに差
が あるこ とが、暗算 検定の成績 で如実
に現れてきたからです。
もちろ ん暗算検定 の１級や準 １級を
受 験した 生徒達は、 わずか数回 のＪ１
練習で卒業できています。

フラッシュ暗算合格者

（３月20日までの１ヶ月間）
初段 奥田あさひ 末廣拓海
山本紗利那 山下湧
１級 木村梨紗子 中越菜摘
村上凌太朗
２級 岡留彩花 楠田知己 楓まい
西村梨 留 藤岡碧 海 百田夏 海
３級 西村梨留 久保田莉央 楓陸
橋本潤 司 森岡賢 一 山内優 歩
吉田魁馬
４級 西村梨留 飯田海地
５級 飯田海地
６級 越野貴 也 川崎龍一 増永優貴
７級 越野貴也 中野楽
８級 若林日和
９級 竹下椋香 古橋晴香
10級 黒木康平 中津裕貴

書道教室から～加藤真月
毎 年ですと 、この時期 、新学年に 向
け、 心晴れや かになる季 節ですが、 今
年は 東北地方 の大震災で とても暗い 気
持ち になって しまいます 。私ができ る
こと といえば 、募金する ことや、エ ネ
ルギ ーの無駄 遣いをしな いようにす る
こと ぐらいし かありませ んが、一人 ひ
とり が立ち上 がり復興に 向け歩んで い
けたらと思います。
遅 くなりま したが、書 初めコンク ー
ルの 賞状が送 られてきま した。すで に
個々に賞状と景品をお渡ししました
が、 賞につい ての説明を していませ ん
でし たので、 ここで説明 させていた だ
きま す。最優 秀賞、日書 研賞はいま せ
ん。 特選が２ 人（金本大 夢くん、黒 田
幸花 ちゃん） 、準特選が １人（蜂谷 圭
将く ん）、秀 作が３人（ 市川未悠ち ゃ
ん、山下彩乃ちゃん、黒田佳花ちゃ
ん） 、佳作が ２人（吉富 千夏ちゃん 、
金本三夢ちゃん）です。
同 じ時期に 出品した成 田山書道展 は

４ 月末に 発表があり ます。読売 新聞の
方 は４月 半ばに紙面 で発表され ます。
わかり次第報告いたします。
さ て、４月号 では、５月10日締め切
り の硬筆 １級以上の 昇段試験が ありま
す。 ちなみに次 回は11月号です。毛筆
は ５ 月 号 ・ 11月 号 で す 。 学年 が 変 わ
り 、文章 量が増える 学年があり ます。
硬筆では新２年、新３年、新５年で
す 。お手 数ですが、 硬筆１級以 上の方
は 硬 筆 試 験 代 （ 本 部 入 金 ） の 400円 を
ご持参ください。
新学年 で子供たち は新鮮な気 持ちで
過 ごして いくことと 思います。 子供た
ち を見守 るわたした ち大人も子 供達に
対 する気 持ちの持ち ようを新た にした
い もので す。以前に もお伝えし たかと
思 います が、算数教 室をされて いる有
名な宮本哲也さんの新聞記事（2007年
の 古い記 事ですが、 私にとって 心に響
く 言葉が 書いてあっ たので珍し く切り
取 ってお いておいた 記事です） をご紹
介致します。以下、新聞記事です。
「ゆとり教育」でも「つめこみ教
育 」でも なく、「見 守る教育」 を試し
てみよう。
「ゆと り教育」も 「つめこみ 教育」
も 「子供 をいかに伸 ばすか」と いう発
想 は同じ ですが、こ れがそもそ もの間
違 いで「 人が人を伸 ばすことな どでき
な い」と いうのが今 のところの 私の結
論 です。 完成された 人間である 大人の
自 分が、 未完成の人 間である子 供を自
分 のレベ ルまで引き 上げようと いう考
え は間違 いであり、 傲慢以外の 何物で
も ありま せん。確か に大人は知 識と経
験 におい ては子供よ りも一日の 長があ
り ますが 、人間とし ての未熟さ という
点では大差ありません。
学べば 学ぶほど世 界の広さ、 そして
自分の未熟さを思い知らされますよ

ね。 私たち大 人にできる ことは子供 が
伸び る適切な 環境と材料 を提供して た
だ見守ることだけです。
学 力とは、 いい学校に はいるため に
必要 なのでは なく、より よく生きて い
くた めに必要 なのです。 生命力と言 い
換えてもいいでしょう。
私 が子供達 に望むこと は、１つの 問
題 に 対 し て 1 0分 間 、 集 中 し て 頭 を 使
い続 ける姿勢 を身につけ るというこ と
だけ です。わ からなくて も、解けな く
ても ひたすら 考える、こ れこそが学 問
の王道です。
結 果を求め ることをあ せるとすべ て
が壊 れます。 解けた問題 の数だけ学 力
が上 がるわけ ではありま せん。頭を 使
った 分だけ賢 くなるので す。努力の 見
返り は結果で はなく、成 長だと考え れ
ばど んな難問 に出会って も怯むこと が
なく なるでし ょう。こう いう話をす る
と、 「では伸 びない子は どうすれば い
いの でしょう か」という 質問が必ず 出
ます が、そう いうことは 、できない 子
が自 分の頭で 真剣に悩ま ないと何も 進
展できません。
私 自身、子 供の頃勉強 ができませ ん
でし た。「こ んなに何も できなくて ど
うや って生き ていくのか なあ」とぼ ん
やり 悩んでい ましたが、 中学２年の と
き、 「得意な ものが何も ないけど、 そ
れで も一番可 能性がある のは勉強だ ろ
うな 」という 結論に達し ました。で き
ない 子に手を 差し伸べる のは大人の 自
己満 足だけで 、その子の 自立、自覚 を
遅らせるだけです。
ま た、学力 を身につけ ることを生 活
の最 優先にし てはいけま せん。生活 の
基盤は睡眠、食事、運動におくべき
で、学習は４番目と考えましょう。
子 供と接す る大人の中 には「子供 は
放っ ておくと 怠けるから 無理にでも 勉

強 をさせ ないといけ ない」と考 えてい
る 人が多 いと思いま すが、強要 される
こ とを嫌 うのは大人 も子供も変 わりま
せ ん。環 境と材料を 提供してじ っと見
守りましょう。「ゆとり教育」でも
「 つめこ み教育」で もない第三 の教育
「 見守る 教育」を試 してみませ んか。
ただ、 ひとつご注 意いただき たい点
が ありま す。「見守 る教育」を 「見張
る 教育」 にしてしま うと、子供 は絶対
に ついて きません。 冷たい目で 見張る
の ではな く、温かい 目で見守り ましょ
う 。きっ と今よりは うまくいく はずで
す。
「見守 る教育」は 「強い子に 育てる
教 育」で もあります 。大人の「 信じて
待つ」という姿勢も問われます。
以上が、宮本哲也さんのご意見で
す 。ひと つの意見と して参考に なれば
と 思いま す。進学年 度もよろし くお願
い致します。
４月号の段位は下記の通りです。
・新小１
毛筆
硬筆
小西 美琴
８級
６級
市川 大誠
８級
６級
・新小２
角南 佳祐
６級
３級
・新小３
今井 麻奈未
2段C
2段Ｂ
加藤 大騎
初段
2段Ｂ
沼田 賢志郎
９級
２級
東 美玖
初段B 1級Ａ
土橋 乙心
４級
1級Ａ
小西 真雪
７級
２級
松下 菜々
５級
３級
九十九 光希
５級
２級
中村 優吹
７級
５級
・新小４
蜂谷 圭将
4段Ｂ
5段A
辻尾 菜々
2段B
4段A
金本 大夢
3段A
3段Ｂ

上野 舞華
3段C
3段C
沼田 創史郎
４級
1級B
中西 佑輔
３級
初段B
松下 真之介
５級
３級
尾碕 初菜
４級
３級
西本 朱里
６級
６級
・新小５
市川 未悠
3段Ｂ
3段Ｂ
金本 三夢
3段C
2段C
吉冨 千夏
2段B
4段B
大槻 遥香
初段C 1級Ｂ
岸本 健志
1級C
初段B
山下 彩乃
2段B
初段A
東 優里
初段
初段Ｂ
園田 有咲
1級A
1級B
山口 愛未
1級
1級Ａ
桑原 唯衣
６級
５級
・新小６
上野 豪斗
初段
3段B
藤原 弥咲
3段B
3段A
木村 美佑
2段B
初段A
中井 美咲
2段C
5段Ｃ
黒田 佳花
2段
2段Ａ
黒田 幸花
2段
2段A
園田 沙耶香
１級
1級A
寺西 匠人
６級
３級
－－－ －－－ －－－－－ －－－－－－
◎最近 この塾 報でよく話 題に上る小学
館 発 行 の 月 刊 誌 『 edu』 。 今 発 売 中 の
５月号 でも珠 算式暗算を 使った筆算の
計算例 やそろ ばんを使っ た時間の計算
方法な どを紹 介していま す。また別の
コーナ ーでは 、当教室生 の蜂谷圭将く
ん（妙 見坂小 新４年）も 登場していま
す。表 紙の右 上には私の 写真も小さく
出てい ます。 書店でお目 にかかりまし
ょう。
◎いよ いよ当 教室の塾報 をネットで公
開する ことと なりました 。４月中には
閲覧で きるよ うになると 思います。検
索は「そろばんtips」で。

