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照屋 結仁 2
古波津 佑晟 2年

6級 金城 りりか 1年 九段
上原 希秋 4年 平良 康臣 1年 清水 あかり 5年

準参段 砂川 颯汰 4年 11級 七段
垣花 景 4年 手登根 あかり 3年 金城 裕之介 1年 金城 柚希 中1
弐段 金城 一樹 2年 松堂 凛子 年中 金城 由依 4年 大城 えり 1年
下里 彩歌 4年 佐々木 二來奈 2年 12級 準六段 眞喜志 康平 1年
ﾊﾟﾆﾖﾝ 純一郎 4年 松堂 日向子 1年 比嘉 音和 3年 ﾊﾟﾆﾖﾝ 純一郎 4年 翁長 優有 1年
初段 7級 友利 希穂 2年 弐段 當眞 愛々 1年
池宮城 咲良 4年 東 新太 1年 宮城 湊斗 2年 仲村渠 菜々美 中1 平良 辰太 年長
準初段 石堂 孫敬 1年 入澤 琉 2年 準弐段
照屋 杏佳 3年 8級 嘉数 琉乃叶 1年 天久 楠々 3年 2月行事予定
1級 翁長 廣 2年 金城 英汰 1年 初段   8日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
金城 虎大郎 3年 赤嶺 ひなた 2年 新垣 美藍 1年 吉川 誠一郎 4年  11日(火) 建国記念日(通常授業休み)
2級 安谷屋 陽士 1年 山城 優佳 1年 準初段  11日(火) 休日練習 9時～12時、1時～3時
仲宗根 榮太 5年 金城 辰和 1年 仲盛 あんな 1年 泉水 彩 4年 2月2日(日)にちびっ子そろばん大会が行われました。  15日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
永吉 沙衣 2年 9級 宮里 明 年中 金城 一央 1年 この大会は、競技する環境を垣間見ることができる大会  16日(日) 全沖縄暗算競技大会
3級 新里 ひより 3年 13級 3級 です。同じ年頃の子供が集まり、いろいろな刺激を受け 　場所　沖縄国際大学
赤嶺 心優 5年 長嶺 心花 2年 神山 璃音 2年 儀保 百花 6年 そろばんに対する興味・関心を高めてくれると嬉しく思い 　時間　2年生以下、中学生以上　8時30分集合
高江洲 里桜 3年 前田 征辰 2年 知念 礼虎 1年 4級 ます。重いメダルとたくさんのお菓子をご褒美にもらい 　　　　　3・4・5・6年生 12時半集合
4級 照屋 華玲 1年 平田 藍理 1年 東 尊光 6年 笑顔あふれる大会となりました。  19日(水) 検定申込締切
桃原 菜友 3年 城間 誉孝 1年 儀保 光一 1年 金城 心春 4年 ※総参加人数 284名  20日(木) 検定試験日(てるや)
5級 神里 來希 1年 平安座 唯衣 年長 金城 大地 3年  21日(金) 検定試験日(つかざん)
翁長 美夕 5年 高安 乃愛 1年 14級 5級  22日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
島袋 優雅 5年 10級 真栄田 奏 2年 古波津 陽愛 4年  24日(月) 天皇誕生日振替休日(通常授業休み)
眞喜志 綾香 4年 中村 唯華 3年 與座 凉佑 2年 6級  24日(月) 休日練習 9時～12時、1時～3時
金城 璃南 4年 神里 優吾 2年 玉城 心晴 年中 城間 陽路 1年  29日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時

髙良 海月 2年

新入生

春休みのお知らせ

3月27日(金)～31日(火)
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だんい しゅとく れんしゅう けいぞく しゅざんじゅく そつぎょう ほ せつ ねが

と ざた め さのう げんご ろんり すうじ つかさど うのう かんかく そうぞう

つかさど さのう うのう やくわり ぶんたん がっこう せいかつ がくしゅう

さのう つか さのう ゆうせん けいこう のう つか のう しよう

ひと しょり おこな うのう かいはつ かんが かた おお

げんご ことば けいさん かのう しょうらい うのう ちから

はっき しきあんざん うのう かいはつ おこな あんざん ご だん いじょう いじょう

あんざんけいさん けいさん じつ さのう うのう つか けいさん

1月検定合格者
珠算の部

あつ ひ さむ ひ たいちょうかんり むずか りゅうこう

かてい かんせん よぼう おも きょう うのう かいはつ

暗算の部


