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周りの環境に感謝し、これからの目標へと飛躍してい
くことを期待します。

練習で意識していること 今年も、当塾の冬休みにくじ引き宿題をやります。
字の大きさなど、字をはっきりと、分かりやすく書くこと。お休みの期間中、少しでも、そろばんや暗算に触れ
苦手の種目は何度も繰り返しやっていました。 力を落とさないことを目的としています。
目標を達成するまでは、何度でもチャレンジし続ける。 ※参加無料

今後の目標 ※申込が必要です。
全日本の問題で1400点とること 12月中旬ごろより申込書を配布予定です。

 金城 辰和 3年 10級 14級 準弐段
 吉川 みつき 2年  德田 貴子 3年  神里 寿々葉 年長  嘉数 菫 6年

1級  権藤 ゆあ 年長  伊敷 柚南 3年 15級 初段
 大城 快知 6年 5級  新垣 莉希 3年  仲村渠 花怜 年長  屋宜 七奏 5年

七段  金城 璃南 6年  金城 裕之介 3年  富川 稜盛 1年  金城 美桜 年長 1級
 波照間 颯 中3  新里 凜 5年  慶田元 心花 3年  國仲 海成 1年  新里 佑和 5年 山下 蒼　1年
準六段  大城 優苺 5年  神里 來希 3年  友寄 景翔 年長 2級 金城 匡虎　年長　　　　　 仲兼久竜徳　年中
新垣 克咲 中3 2級 6級 11級 九段  中村 光 5年 12月行事予定
準五段  大城 明日斗 中2  野原 麻莉 4年  山田 愛心 4年  金城 雄星 5年 3級  3日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切
 金城 雄星 5年  中村 光 5年  神里 優吾 4年  德田 貴子 3年 八段  翁長 彪 5年  4日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
四段  比嘉 音和 5年  呉屋 暁一 3年  田場 琉誠 3年  金城 柚希 中3  大城 唯名歩 3年  5日(日)令和3年度南部地区珠算競技大会
 金城 光咲 中1  仲間 彩音 5年  島袋 凛 3年  新垣 咲良 年長  新垣 克咲 中3 4級 　場所 とみしろ珠算塾 上田教室　
準四段  波照間 未来 3年  大城 玲愛菜 3年 12級  泉水 彩 6年  川上 日暖 4年 11日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 照屋 杏佳 5年 3級  平良 ののか 3年  呉屋 ひより 1年  城間 誉孝 3年  前田 征辰 4年 15日(水) 検定申込しめきり
参段  古波津 陽愛 6年  翁長 優有 3年  上原 陽葵 1年 七段  翁長 美月 3年 16日(木) 検定試験日(てるや)
 永吉 沙衣 4年  屋比久 梨愛 4年  金城 椋香 3年  知念 柊那 年長  大城 昊己 中2 5級 17日(金) 検定試験日(つかざん)
初段  新里 皇太 4年  儀保 光一 3年 13級 準六段  照屋 寿 3年 18日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 慶田元 南晴 6年  安谷屋 陽士 3年  松堂 凛子 1年  奥間 鈴斗 2年  池宮城 咲良 6年 6級 25日(土) 土曜練習 9時～ 
 仲間 優 6年  金城 秀尭 1年  名幸 凜 1年  神里 音光 1年 五段  林 和花 4年 地区大会結果発表10時30分　打上げ11時半
 宮城 結菜 4年 4級 8級  伊敷 千萌 1年  吉川 ななみ 4年  中村 新一 3年 27日(月) おたのしみ会(つかざん)
準初段  東 にこ 5年  神里 笑好 2年  宮城 琉哉 1年 準四段  大城 海瑠 2年 28日(火) おたのしみ会(てるや)
 嘉数 菫 6年  大城 幸也 4年  宮里 明 1年  仲程 心優 1年  金城 采央 4年  玉城 心晴 1年 12月29日(水)～1月3日(月)　冬休み
 具志堅 慈 5年  濱川 花姫 4年 9級  安谷屋 日葵 年長 弐段 1月4日(火) 授業初め　くじ引き宿題抽選日
 國仲 凜 4年  島元 孫敬 3年  宮里 誠護 3年  砂辺 芽唯梨 年長  屋比久 絆愛 6年 1月5日(水) くじ引き宿題抽選日

 新垣 玲緒奈 3年  仲島 すずな 年長

12月

11月検定合格者
珠算の部

　向陽高校　1年　與座綾南

新入生

12月29日(水)～1月3日(月)

「そろばんgo」はホームページで確認できます。

そろばんgo

暗算の部

ことし はや のこ いっ げつ ひか ぎょうじ にんずう

わ くふう かいさい おも ちゅうし ねんまつ

かい かいさい つかざん しゅざんじゅく がつ にち げつ てるや しゅざんじゅく がつ にち

とうじつ さんか じどう せいと せんせい

ぜひ さんか

　珠算歴12年。念願の珠算十段
取得おめでとうございます。
2016.7月(当時小学校6年生)に
九段を取得し、5年。これまで、
他の習い事や部活、受験。たく
さんの道のりを乗り越えて、珠
算に対して素直に、誠実に、腐
ることなく、あきらめずに続けて
きた成果と思います。続ける環
境を後押ししえてくれた家族や

おたのしみ会

津嘉山珠算塾：１２月２７日（月）

幼稚園以下・1年･２年 ２時００分～３時２０分

３年・４年 ３時３０分～４時５０分

５年生以上 ５時００分～６時２０分
※兄弟で合わせて参加したい場合は、どちらかに

あわせてご参加くださいね。
※幼稚園の園へのお迎えはありません

直接、来塾ください。

照 屋 珠 算 塾：１２月２８日（火）４時３０分～６時


