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https://tsukazan88soroban.com そろばんバッグの中はきれいにする

・使っていない教材、プリントは家で

　保管または処分する

■2つ目

ペンケースの中身をチェックする

・そろばん用のペンケースを用意し、

　中に鉛筆3本以上入っているか確認

 金城 椋香 3年 1級 　消しゴムの用意(使用する人のみ)

 大城 えり 3年  山城 有寿 6年 ■3つ目

14級  仲島 凛 2年  神里 真絢音 4年 持ち物に名前を書く
 仲村渠 花怜 年長  大城 海瑠 2年  新里 皇太 4年 満点賞  金城 秀昊 4年 ・いつも持ち歩く、傘、水筒にも記名する

7級  仲兼久 竜徳 年中  玉城 心晴 1年  金城 秀尭 1年  金城 秀尭 1年  金城 雄星 5年 ・鉛筆、消しゴム、そろばん記名する
 大城 咲絢 3年 2級  城間 誉孝 3年  金城 秀治 6年 保護者の方にも今一度ご確認のご協力をお願いします。

 牧志 紗和 3年  安谷屋 陽士 3年  金城 一央 3年  金城 由依 6年 筆記用具を持たず、塾に通塾していないか？

 神里 笑好 2年 1級 八段  山城 優佳 3年  松堂 日向子 3年  垣花 景 6年 バッグの中身は問題用紙パンパンではないか？

8級  三宅 愛里 4年  城間 陽愛 6年 3級  永吉 沙衣 4年  嘉陽 美津希 中2 持ち物の準備は心の準備も兼ねています。

 赤嶺 柊矢 3年 2級  城間 誉孝 3年  眞喜志 果凛 4年  吉川 ななみ 4年  清水 あかり 中1 持ち物を整理すると、気持ちも整理され、気持ちよく練習に

 平良 真之助 2年  楠本 琉唯寧 5年 五段  佐久川 兼輔 3年  金城 采央 4年  與座 綾南 高1 向かうことができると思います。ご協力宜しくお願いします。

 金城 圭佑 2年  金城 耀 3年  大城 昊己 中2  平田 藍理 3年
 平良 辰太 2年  山城 優佳 3年  吉川 誠一郎 6年 4級 3月行事予定
 城間 晴愛 年長 3級  松堂 日向子 3年  大城 玲愛菜 3年 部門別 読上げ暗算 フラッシュ暗算   4日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 仲島 すずな 年長  金城 りりか 3年 四段  慶田元 心花 3年 2年生以下の部  金城 秀尭  金城 秀尭 　5日(土) 土曜練習 1時～3時
9級  神里 來希 3年  仲間 優 6年  大城 海瑠 2年 3・4年生の部  城間 誉孝  永吉 沙衣 12日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 富川 稜盛 1年  高安 乃愛 3年  吉川 ななみ 4年 5級 5・6年生の部  金城 雄星  城間 陽愛 17日(木) 検定試験日(てるや)
10級 4級 参段  野原 麻莉 4年 中学生の部  嘉陽 美津希  嘉陽 美津希 18日(金) 検定試験日(つかざん)
 田場 琉誠 3年  島袋 凛 3年  金城 采央 4年  濱川 蒼志 3年 高校生以上の部  與座 綾南  古堅 祐哉 19日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 上原 さな 1年  大城 玲愛菜 3年 弐段  翁長 優有 3年 6級 20日(日)  第408回段位検定試験　9時～
 知念 柊那 年長  慶田元 心花 3年  金城 璃南 6年  金城 飛生 3年  金城 妃禾 2年  場所　豊見城市社会福祉センター
12級 5級  田場 美鈴 5年  金城 椋香 3年  宮城 ひかり 2年  同日・同場所　優良児童生徒表彰式　11時～
 屋嘉部 凜佳 2年  林 和花 4年  金城 秀昊 4年  松堂 凛子 1年  石川 結亜奈 2年 21日(月) 通常授業休春分の日
 奥間 鈴斗 2年  中村 新一 3年  國仲 凜 4年 6級  寄川 響仁 1年 21日(月) 休日練習 9時～12時、1時～3時
13級  濱川 蒼志 3年 初段  林 和花 4年  玉城 心晴 1年 26日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 山下 蒼 1年  平良 ののか 3年  新里 佑和 5年  嘉数 琉乃叶 3年  名幸 凛 1年 29日(火) 6年生お疲れ様会 午前中～
 金城 美桜 年長  金城 飛生 3年  屋宜 七奏 5年  德田 貴子 3年  金城 永侍 年中 大城 義史 年長 春休み　3月28日(月)～3月31(木)
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