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 寄川 響仁 2年  仲兼久 竜徳 年長  新里 凜 6年
 金城 永侍 年長 13級  松堂 日向子 4年

 照屋 華玲 4年 7級  神里 寿歩 4年 準参段
 平安座 唯衣 3年  金城 圭佑 3年 14級  屋比久 絆愛 中1

八段  吉川 みつき 3年  宮城 佳奈 3年  知念 泰志 3年  屋宜 七奏 6年
 金城 由依 中1  金城 秀尭 2年  神里 芽来 3年  當山 有惺 2年  山内 星乃 6年 毎年、日本一を輩出している、そろばん教室USAに視察に行ってきました。
準六段 3級  仲島 すずな 1年  大城 義史 1年 準弐段 先生が子ども達に教えている時間が短いことにビックリしました。自分自身で
 永吉 沙衣 5年  東 にこ 6年 8級  大城 紗菜 1年  比嘉 音和 6年 習ったことを思い出し考えて、解決させるために、あえてそうしているようです。
弐段  新垣 玲緒奈 4年  田場 琉誠 4年  川畑 希乃 1年 初段 授業にゲーム性を取り入れ、
 仲間 優 中1  金城 辰和 4年  富川 稜盛 2年  島袋 由彩 1年  波照間 未来 4年 先生が楽しそうにしている所が
 城間 誉孝 4年  権藤 ゆあ 1年  瑞慶覧 陽菜 2年 15級 1級 印象的でした。良い所はどんどん
準弐段 4級  下地 陽大 1年  友寄 文寧 年長  仲間 彩音 6年 取り入れて見習っていきたいと思います。
 金城 一央 4年  森 建人 4年 9級  松堂 市和 年中 2級
初段  照屋 丈貴 4年  屋嘉部 凜佳 3年  濱川 太陽 6年 6月行事予定
 金城 璃南 中1  翁長 美月 4年  新垣 巴梛 3年  神里 真絢音 5年 伊良部 陽梨 2年  3日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切
準初段 5級  屋比久 美愛 3年 八段 3級 金城 翔馬 2年  4日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 宮城 ひまり 5年  山城 杏寿 4年  國仲 海成 2年  垣花 景 中1  濱川 花姫 5年 翁長 良希 2年 11日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
1級  濱川 蒼志 4年 10級 七段 4級 金城 嘉秀 2年 15日(水) 検定申込しめきり
 中村 光 6年  與那嶺 伶佳 4年  神里 寿々葉 1年  天久 楠々 6年  下地 愛來 4年 城間 優里 1年 16日(木) 検定試験日(てるや)
 田場 美鈴 6年  島袋 凛 4年 11級 六段  金城 飛生 4年 照屋 瑶大 1年 17日(金) 検定試験日(つかざん)
 楠本 琉唯寧 6年  大城 玲愛菜 4年  神里 寿歩 4年  金城 采央 5年  金城 椋香 4年 兼久 心琉 年長 18日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 三宅 愛里 5年 6級  比嘉 菜月 2年 五段 5級 6級 23日(木) 通常授業休み慰霊の日
 城間 陽路 4年  德田 貴子 4年 12級  仲間 優 中1  金城 永侍 年長  知花 拓磨 4年 23日(木) 大会練習 9時～12時、1時～3時
2級  宮城 楓花 4年  神里 寿歩 4年 参段 6級  神里 笑好 3年 25日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 屋比久 梨愛 5年  石川 結亜奈 3年  後藤 利瑠 3年  平良 東子 6年  塩田 乃彩 4年  金城 椋丞 2年
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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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新入生

1.ちゃんと話を聞くことができる。

まずは先生の話をちゃんと聞くことが出来るかです。

教える前に勝手にそろばんをはじいたり、暗算で先に計算したりする子が多くいます。

子ども達に結果を求めるのではなく、過程を評価してくださいね。とはよく言いますが、ご家庭でも

「ちゃんと先生の話を聞くことできた。」と聞いて下さい。うちの子、進級遅いなぁ。と思っている子のほ

とんどはちゃんと話を聞かない、受け答えを出来ない子です。

2.素直である事

先生の言っていることをちゃんと聞き、それを素直に受け入れることが出来るか。独自に自己流でや

ろうとしたり、珠算式暗算を教えても筆算でできるからといって筆算でしてしまい、暗算力をつけるのに

とても時間のかかる子がいます。


