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6級 12級 準初段
 川上 仁奨 3年  比嘉 美愛 2年  平良 東子 5年

2級  中村 新一 3年  神里 音光 1年  波照間 未来 3年
照屋 翔也 5年  仲島 凛 2年  山下 蒼 1年 2級

七段 城間 陽路 2年 7級  神里 寿々葉 年長  照屋 華玲 3年
 新垣 望愛 中1 3級  金城 龍樹 3年  砂辺 芽唯梨 年長  平安座 唯衣 2年
六段 大城 妃咲 4年  塩田 乃彩 3年 13級  吉川 みつき 2年
 金城 由依 6年 高安 乃愛 3年  德田 貴子 3年  横山 昴 2年 3級  優良児童生徒受賞者名  珠算・暗算十段表彰者
準参段 吉川 みつき 2年  知花 拓磨 3年  川上 誠仁 1年  宮城 湊斗 4年 嘉陽 美津希 沖尚中 珠算 　與座 綾南 向陽高
 國仲 凜 4年 4級  金城 永侍 年中  赤嶺 優花 1年 4級 與座 伽蓮 南星中 暗算 　清水 あかり 沖尚中
準弐段  金城 りりか 3年 8級  屋嘉部 愛紗 年長  呉屋 暁一 3年 大城 昊己 昭薬中 暗算 　金城 秀治 白川小
 慶田元 南晴 6年  金城 裕之介 3年  宮城 佳奈 2年  翁長 優有 3年 金城 秀治 白川小 4月行事予定
初段  山城 優佳 3年 9級 6級 城間 陽愛 津嘉山小  1日(金)授業開始日
 具志堅 慈 5年  大城 唯名歩 3年  大城 縁太 2年 九段  宮城 楓花 3年 金城 由依 　　〃  2日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 一央 3年  神里 來希 3年  大城 妃穂 1年  城間 誉孝 3年  宮城 ひかり 2年 下里 彩歌 　　〃  8日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切
準初段  石原 さら 3年  宮城 陸叶 1年 六段  石川 結亜奈 2年 泉水 彩 　　〃  9日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 秀昊 4年  具志堅 暖 3年  知念 柊那 年長  天久 楠々 5年  寄川 響仁 1年 垣花 景 　　〃 16日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 城間 誉孝 3年  三宅 優里 2年 10級 弐段 池宮城 咲良 　　〃 20日(水) 検定申込しめきり
1級 5級  屋比久 美愛 2年  松堂 日向子 3年 吉川 誠一郎 　　〃 21日(木) 検定試験日(てるや)
儀保 百花 2年  野原 麻莉 4年  慶田元 蒼哉 1年 準弐段 照屋 日彩 3歳 仲間 優 　　〃 22日(金) 検定試験日(つかざん)
山城 有寿 6年  杉本 裕香 3年 11級  金城 秀昊 4年 島袋 由彩 年長 嘉数 菫 　　〃 23日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
知念 実愛 5年  金城 飛生 3年  屋嘉部 凜佳 2年  宮城 結菜 4年 屋比久 絆愛 　　〃
比嘉 音和 5年  金城 椋香 3年  安谷屋 日葵 年長 初段 慶田元 南晴 　　〃 29日(金) 通常授業休み昭和の日
宮城 ひまり 4年  松堂 凛子 1年  神里 寿々葉 年長 　新里 佑和 5年 金城 璃南 　　〃 30日(土) 土曜練習 保留
松堂 日向子 3年 眞喜志 綾香  仲井真小

3月検定合格者
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新入生

ちょうき しゅざんがくしゅう と く けいぞく しゅざんけんてい きゅういじょう ごうかく しゃ せいか れんしゅう

しせい ほか もはん たいど きゅう しゅとく すば おも

もくひょう も じぶん む あ たいど けいぞく つづ じつ かんたん し

ひょうしょう わたしじしん かんが みち たの よろこ ひょうか

ほこ ざせつ かん こころ たたか おも

ほんにん ちから いっしょ がんば なかま りょうしんなど おうえん あとお けいぞく

おも ばん ほんにん あとお おや ひょうしょう かん

ひょうしょうしき ぜんこう こうろう せいか おおやけあき こうせき じっせき ほ

たた かぞく ちか ひと いがい だいさんしゃ ひょうか なんど お

ほんとう すば おも けいぞく たいど せいか

あ まえ あらた ほ ひょうか えがお むか ほ おも

じぶん みと ことば えがお いちばん ほうび きかい

おく ほ おも

「そろばんgo」はホームページで確認できます。

そろばんgo
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そつぎょう しゅうりょう しんきゅう しんがく こんねんど せいちょう と

じぶん しん ぜんりょく なにごと と く ほ

さ がつ にち にち しゅざんゆうりょう じどうせいと ぜんこく しゅざんきょういく

れんめい おきなわけんしぶ しゅさい かいさい しきてん ゆうりょう じどう せいと ひょうしょうしき ひょうしょう

つぎ じょうけん み ねんせいいじょう じどう せいと

29日(金) 全日本珠算選手権大会県予選予定

4月

休塾について
は休塾届の提
出と休塾期間
の在籍料が必
要となります。
別途、お知ら
せ文書を同封
いたしますの
で、ご確認下さ
い。

【重要】

休塾について


