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コロナの影響で止めていた、夏の特別講座を開始します。

https://tsukazan88soroban.com コロナ禍ということもありますが全体的に、塾を休みがちな

子が多く、3,4年前に比べ、進級速度が8割程度。

それを打破すべく、今年は夏の特別講座をします。

この機会に参加し「そろばんやって良かった」と思ってもら

いたいですね。ご希望の方は、

別途　申込書へ記入して提出してください。

1級
酒本 達馬 中3

4級 東 にこ 6年
 平良 春太 5年 金城 芳人来 5年

7級  金城 善大 2年  仲島 凛 3年 照屋 華玲 4年
 上原 姫愛浬 6年  川上 誠仁 2年 6級 金城 裕之介 4年
 赤嶺 柊矢 4年  宮城 琉哉 2年  杉村 昴 5年 2級 　　去る、6月11日に全珠連主催の研修会があり、
 平良 真之助 3年  仲程 心優 2年  島袋 紗良 3年 楠本 琉唯寧 6年 そこでパネラーとして参加しました。他の教室の
 城間 晴愛 1年  金城 美桜 1年 高安 乃愛 4年 先生がどのような方法で指導を行っているかを
8級  仲兼久 竜徳 年長 屋宜 駿仁 4年 聞き、私自身も発表しました。日頃の練習方法や
 金城 真翔 5年 12級 五段 平安座 唯衣 3年 練習で気にしていることを、他の教室の先生へ
 仲間 慶 3年  嘉手刈 美海 3年 吉川 ななみ 5年 3級 話すという行為は、自分の 7月行事予定
 大城 縁太 3年  屋嘉部 愛紗 1年 金城 采央 5年 冨原 守人 6年 考えていることを、改めて 南　迅人 5年   2日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
9級  富川 彩七 1年 四段 屋比久 梨愛 5年 整理することができました。 玉城　瑠夏 2年 3日(日) 第55回 全沖縄珠算選手権大会
 上原 朱莉 4年 13級 波照間 未来 4年 大城 玲愛菜 4年 中村　幸志郎 2年 場所　糸満市観光文化交流拠点施設
 神里 寿歩 4年  宮里 穂榎 2年 参段 中村 新一 4年 玉城　瑠也 1年 　　　 　シャボン玉石けんくくる糸満
10級  當山 有惺 2年 金城 璃南 中1 大城 海瑠 3年 金城　秀哉 年長   6日(水) 段位～6級検定申込しめきり
 神里 寿歩 4年  川畑 希乃 1年 新里 凜 6年 三宅 優里 3年 中村　幸永 年長   9日(土) 1時～3時
 仲榮眞 颯大 3年  島袋 由彩 1年 平良 東子 6年 4級 16日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 呉屋 ひより 2年 14級 宮城 結菜 5年 野原 麻莉 5年 平良 ののか 4年 18日(月) 休日練習 9時～12時、1時～3時
 銘苅 晃大 2年  金城 日茉莉 1年 弐段 東 新太 4年 牧志 紗和 4年 20日(水) 検定申込締め切り
11級  仲村 安結 1年 新屋 南弥 中2 神里 來希 4年 5級続き 大城 繁幸 3年 21日(木) 検定試験日(てるや)
 横山 昴 3年  松川 美瑚 1年 仲間 彩音 6年 石川 結亜奈 3年 仲島 凛 3年 金城 椋丞 2年 22日(金) 検定試験日(つかざん)
 後藤 利瑠 3年 15級 城間 陽路 4年 松堂 凛子 2年 寄川 響仁 2年 仲島 すずな 1年 23日(土)  第410回段位検定試験　9時～
 比嘉 美愛 3年  辜 裕凱 年長 金城 秀尭 2年 5級 屋宜 環仁 2年 7級  場所　豊見城市社会福祉センター
 奥間 鈴斗 3年  兼久 心琉 年長 初段 島袋 凛 4年 6級 島袋 紗良 3年 30日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 酒井 凜乃羽 2年 金城 俐希 6年 川上 仁奨 4年 泉水 佑菜 6年 金城 才依香 3年 夏休み　8月9日(火)～8月12日(金)
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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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TEL:070-8961-1377(で)

珠算教育研修会で

講師(パネラー)として参加しました

かけ算九九の覚え方

1.かけ算九九を耳で聞いて覚える
かけ算九九の流れを曲にのせて覚えます。

入塾時にお渡ししている、ＣＤなどを車での外出時に聞き、

まずは流れを覚えていきます。

2.九九表をみないで暗唱する

耳で覚えたものを、口に出して暗唱できるようにする。

当塾では、暗唱できると格段で合格シールをゲット

次のステップへ

3.ランダムでかけ算九九を出題（ばら九九）

ランダムのかけ算を出題し、子どもが答える。

当塾では、ランダムのかけ算九九問題(ばら九九)を
書いて答えられると合格シールをあげています。

7/25～8/5 ￥3,000
月～金の10日間

申込締切 7/20(水)

8/15～8/26 ￥3,000
月～金の10日間

申込締切 8/5(金)


