
簡単だけど、大切なことをきちんとできるようにしたいものですね。
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津嘉山珠算塾
TEL:889-8522(津) これらをきちんと行っているひとは、どんどん上達していきます。

TEL:888-3317(照) 特に返事、返答する。話を聞く。これらを無視して上達はありえません。
https://tsukazan88soroban.com 「分かった？」と聞いて返答がなければ、先生も今後の指導方針を考えるのが

一手も二手も遅くなります。
ご家庭でも、ときおり、そろばんバッグの中を確認していただき
入退室のメールが届いているかどうか？時間通りに通塾しているかどうか？
教室での様子を聞くなどして、お子さんの状況を確認して下さい。

※照屋珠算塾は 先日、そろばんの先生方の指導者講習会の
　　これまで通り変更なし 講師を務めました。初めて、オンライン

 川上 日暖 4年  城間 晴愛 年長 講習会での講師だったのですが、
 翁長 美月 3年 12級 直にではなく、画面からでは、聞いている方の

2級  大城 唯名歩 3年  田場 琉誠 3年 反応が全く読み取れず、戸惑ってしまい
 知念 実愛 5年  三宅 優里 2年  大城 縁太 2年 ました。オンラインはやっぱり難しいですね。

七段  伊佐 茉央 5年  吉川 みつき 2年 13級
 清水 あかり 中1  楠本 琉唯寧 5年  権藤 ゆあ 年長  屋比久 美愛 2年
六段  平良 東子 5年 7級  新垣 咲良 年長
 波照間 颯 中3  松堂 日向子 3年  濱川 蒼志 3年 14級
五段 3級  大城 海瑠 2年  金城 善大 1年
 城間 陽愛 6年  大城 吏功 5年 8級  宮城 琉哉 1年
参段  金城 煌 4年  金城 飛生 3年 15級 1級
 金城 凛奈 5年  東 新太 3年  神里 麻衣 2年  安谷屋 日葵 年長  名嘉 洋翔 6年
弐段  金城 耀 3年 9級 4級 10月行事予定
 三宅 里奈 6年 4級  仲間 慶 2年  大城 妃咲 4年  2日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 屋比久 絆愛 6年  仲座 あかり 6年  平良 辰太 2年 九段  宮里 凛 3年  9日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 國仲 亜諏海 5年  宮城 湊斗 4年 10級  城間 陽愛 6年 5級 15日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切
 金城 采央 4年  大城 妃咲 4年  神里 笑好 2年 六段  嘉数 琉乃叶 3年 16日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
準初段  平良 結愛 4年  石川 結亜奈 2年  城間 誉孝 3年  三宅 優里 2年
慶田元 南晴 6年  安谷屋 陽士 3年  瑞慶覧 陽菜 1年 準五段 6級 　午前　9時開始　場所　津嘉山珠算塾
1級  平田 藍理 3年  仲島 すずな 年長  天久 楠々 5年  金城 妃南 3年 23日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 新里 佑和 5年  高安 乃愛 3年 11級 準参段  松堂 凛子 1年 27日(水) 検定申込しめきり
 屋宜 七奏 5年  金城 秀尭 1年  宮城 佳奈 2年  金城 采央 4年 28日(木) 検定試験日(てるや)
 金城 秀昊 4年 5級  照屋 日葵 1年 準弐段 29日(金) 検定試験日(つかざん)
 城間 誉孝 3年  上原 さよ 4年  富川 稜盛 1年  國仲 凜 4年  安谷屋 日葵 年長 30日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時

 眞喜志 果凛 4年  國仲 海成 1年 金城 永侍 年中
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「そろばんgo」はホームページで確認できます。
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講師を務めてみました。


