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2級  金城 采央 4年 6級
 眞喜志 綾香 6年  平良 康臣 3年  川上 日暖 4年

12級  平良 東子 5年 六段  金城 耀 3年  大城 優真 4年
 杉村 昴 4年 3級  永吉 沙衣 4年  城間 陽路 3年  慶田元 心花 3年

7級  金城 龍樹 3年  知念 実愛 5年 五段 3級  高橋 瑞 2年
 大城 えり 3年  林 宏花 2年  金城 煌 4年  金城 一央 3年  大城 吏功 5年  松堂 凛子 1年
 吉川 みつき 2年  仲榮眞 颯大 2年  平良 康臣 3年 参段  大城 優苺 5年
8級  寄川 響仁 1年  照屋 華玲 3年  嘉数 菫 6年  仲間 彩音 5年
 友利 希穂 4年 13級 4級  城間 誉孝 3年 4級 山田愛心 4年
 川上 仁奨 3年  杉村 昴 4年  松田 和幸 5年 弐段  金城 聖來 6年 金城飛生 3年
 塩田 乃彩 3年  仲島 すずな 年長  横山 愛花莉 4年  高江洲 里桜 5年  古波津 陽愛 6年 平良健成 2年
 濱川 蒼志 3年  照屋 希佳 年長  金城 りりか 3年 初段  屋宜 七奏 5年 石川結亜奈 2年
 権藤 ゆあ 年長 14級  佐久川 兼輔 3年  城間 いち花 5年  安谷屋 陽士 3年 平良真之助 2年
9級  長田 龍生 4年 5級  佐々木 二來奈4年  宮里 凛 3年 大城遥喜 2年
 平良 裕希 3年  赤嶺 政斗 4年  照屋 諒 5年  三宅 愛里 4年  照屋 華玲 3年 大城縁太 2年
 金城 椋香 3年  金城 圭佑 2年  川上 日暖 4年 1級 5級 田場琉誠 2年
 仲島 凛 2年  慶田元 蒼哉 1年  入澤 琉 4年  金城 美海 6年  大城 幸也 4年 宮里穂榎 1年 5月行事予定
 宮城 ひかり 2年  松田 瑛士 1年  大城 妃咲 4年  知念 実愛 5年  眞喜志 果凛 4年 屋比久美愛 1年  8日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 大城 海瑠 2年 15級  池宮城 蒼太 3年  中村 光 5年  大城 妃咲 4年 神里音光 1年 14日(金) 段位～6級検定申込しめきり
10級  城間 晴愛 年長  金城 裕之介 3年  宮城 ひまり 4年  平良 結愛 4年 大城妃穂 1年 15日(土) 土曜練習 1時～3時
 林 和花 4年  富川 彩七 年長  山城 優佳 3年  金城 秀昊 4年  中村 新一 3年 與座夢斗 1年 22日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 大城 繁幸 2年  石原 さら 3年  國仲 凜 4年  新垣 玲緒奈 3年 城間晴愛 年長 27日(木) 検定試験日(てるや)
 平良 辰太 2年 6級 2級  杉本 裕香 3年 28日(金) 検定試験日(つかざん)
11級 1級  新里 ひより 5年  金城 璃南 6年  石原 さら 3年 29日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 新垣 巴梛 2年  屋比久 絆愛 6年  大城 唯名歩 3年  慶田元 南晴 6年  三宅 優里 2年 30日(日)  第403回段位検定試験　9時～
 友寄 景翔 年長  佐々木 二來奈4年  比嘉 音和 5年  金城 秀尭 1年  場所　豊見城市社会福祉センター
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「わかる」ことと「できる」ことは違
ちが

う？！

新入生

先日、「そうそう。そうだよ。」と感じたＨＰコラム記事を読み

ました。「そろばん学習に限らず、どんなことに対してしても

役に立つはずです。」のその言葉をみて、子ども達にも是

非、読んで欲しいと思い掲載します。

「わかる」こと。「できる」こと。

「先生ーっ！　わかってる、わかってるぅ！」。授業の中で

時々聞く声です。新しい級の練習に入って、一通り計算方

法を学習して、自分では全部わかっているつもりでも、いざ

時間を計ってやってみると、「あれれれ、間違いだらけ」とい

う経験はありませんか。そろばんだけではありません。学

校のテストでも、「わかってたんだけど、まちがっちゃっ

たぁー」ということはよくあるでしょう。

「わかった」と思うと、ついつい「できる」ようになった気がし

ますが、「わかる」から「できる」までには、大きな開きがあ

るのです。「わかった」からと思って、本当にできるようにな

るためのトレーニングをおろそかにしてしまい、結果として

身につかないで終わることは少なくありません。そろばん学

習は、必ず「できる」ところまで、繰り返し繰り返し練習し、

しっかりと身につけます。そうしないと、次のステップに進め

ないからです。

このような、「できる」という本当の力を身につけるという習

慣は、そろばん学習に限らず、どんなことに対しても役立つ

はずです。

4月検定合格者
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