
公益社団法人　全国珠算学校連盟

　　　　　　　　　　会　報

岐阜県支部長

大石 健太郎 先生

―　新支部長紹介　－
　平成 26 年 6 月に岐阜県支部長に就任されました、大石健太郎先生に登場していただきま
した。

プロフィール
昭和 32 年 6 月　岐阜県大垣市に生まれる
昭和 55 年 3 月　名城大学法学部卒業
昭和 55 年 4 月　大石高等速算学校に勤務

　　　全国珠算学校連盟入会
　　　岐阜県支部事務局担当

昭和 57 年 4 月　済美女子高等学校商業科勤務
　　　（13 年間勤務）

平成 11 年 4 月　大石高等速算学校校長
平成 26 年 6 月　全国珠算学校連盟岐阜県支部

　　　支部長に就任現在に至る

趣            味　旅行

座 右 の 銘　不撓不屈

抱            負　～岐阜県支部長就任にあたって～
前支部長の立木先生より推薦を頂き、岐阜県
支部長に就任致しました。
高校生の時から、父の教室２校を担当し、そ
れから４２年間、子供たちと珠算を通して様々
な出会いを経験しました。
この経験を基に、学校連盟及び岐阜県支部の
発展に貢献できるよう努力して参りますので、
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い
申し上げます。
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平成26年7月30日（水）東京都文京区湯島の「東京ガーデンパレス」にて、第33回全日本珠算技
能競技大会が開催されました。例年以上に暑い中、北海道から沖縄まで全国各地の支部から選抜
された珠算の精鋭178名（第一部91名、第二部87名）が集い、熱い戦いが繰り広げられました。今
年は台湾の会員校から3名、モンゴルの会員校から2名の選手が特別に参加して、国際色豊かな大
会となりました。また、大会には衆議院議員で当連盟名誉会長の町村信孝先生はじめ、衆議院議
員義家弘介先生の秘書佐々木由様、文部科学省生涯学習政策局専修学校教育振興室長の白鳥綱重
様、一般社団法人日本珠算連盟専務理事の會本尚様の四名の来賓のご臨席をいただきました。

開会式は、三重県支部の優勝旗返還から始まり、山中会長の挨拶、文部科学省白鳥室長のご祝
辞と続き、義家弘介前文部科学大臣政務官ほか、長谷川岳参院議員、船橋利実衆議院議員、全珠
連梶川理事長からの祝電が披露されました。以下、選手宣誓から始まる熱戦の状況や、今大会の
成績を含めご報告いたします。

第 33 回　全日本珠算技能競技大会報告

8:30～9:00    会場 ： 7:30開場

小 倉 義 明

(1) 開　会　宣　言 9:00～9:02 大会副会長 横 須 賀 長 次

(2) 君 が 代 斉 唱 9:02～9:05 全員起立

(3) 優 勝 旗 返 還 9:05～9:10 前年度団体優勝県

一　　　　部 三 重 県

二　　　　部 三 重 県

(4) 大会会長　挨拶 9:10～9:15 大 会 会 長 山 中 幸 二

(5) 来　賓　祝　辞 9:15～9:30
衆議院議員
全国珠算学校連盟名誉会長 町村　信孝　様

(来　賓　紹　介) 衆議院議員
前文科大臣政務官

義家弘介様 秘書

佐々木由様

文部科学省生涯学習政策局
専修学校教育振興室長 白鳥　綱重　様

一般社団法人日本珠算連盟

専務理事 會本　　尚　様

(6) 祝　電　披　露 9:30～9:35

(7) 役　員　紹　介 9:35～9:40

(8) 競技委員　紹介 9:40～9:45

(9) 選　手　宣　誓 9:45～9:50 　三　重　県
西 山 光
杵 川 日 向 雅

(1) 総合競技問題開封 9:55～10:00

(2) 競技上の注意及び問題配布 10:05～10:20

(3) 個人・団体総合競技 10:20～11:00

交　換　採　点 11:00～11:30

(4) 同　点　決　勝 11:30～11:40

(5) 種目別競技　読上暗算 11:45～12:25

(優勝・準優勝表彰)

（　昼食休憩　） 12:30～13:20

(6) 種目別競技　読上算 13:20～14:00

(優勝・準優勝表彰)

(7) 種目別競技　フラッシュ暗算 14:10～14:40

(優勝・準優勝表彰)

個人総合競技・団体総合競技 14:50～15:20

講　　　　　評 15:20～15:30 大会副会長 林 大 治 郎

閉　会　の　辞 15:30～15:40 大会副会長 木 谷 建 一

16:00

*プログラムの進行状況により変更することがあります。

５．　選手退場

第33回全日本珠算技能競技大会　プログラム

１．　開会式

２．　競技開始

３．　表彰式

４．　閉会式

　受　　　　　付

　総　合　司　会

選手宣誓

大会ポスター

山中会長挨拶

大会プログラム
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競技担当役員の紹介

会場玄関

挨拶される町村信孝先生
（衆議院議員・全国珠算学校連盟名誉会長）

会場担当役員の紹介

優勝旗返還三重県支部から

祝辞を述べられる白鳥綱重様
文部科学省専修学校教育振興室長

競技大会の様子
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読上算入賞者

読上暗算入賞者

競技委員長 林副会長の講評

個人総合（団体総合）同点決勝

競技大会の様子

熱戦のスタート 熱戦の様子多くの観客に囲まれて
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団体総合競技

団体総合第一部優勝三重県

※団体総合優勝支部へ「文部科学大臣賞」が授与されました。

団体総合第二部優勝宮城県

順　位 支　部　名 得　点 支部高点選手名 ふりがな 得　点

西山　 　 光 にしやま　 ひかる 865

池田　 駿真 いけだ　 はゆま 865

竹島　 愛理 たけしま　 えり 860

松川　 り か まつかわ　 り か 885

名生　 拓海 みお　 たく み 825

阿部七菜美 あべ　 ななみ 790

岩手県 2, 350 白勢　 央樹 しらせ　 ひろき 835

愛知県 2, 200 鈴木　 智貴 すずき　 ともき 785

北海道 2, 160 菅野　 晴菜 かんの　 はるな 860

栃木県 2, 050 髙屋琴乃美 たかや　 このみ 760

長野県 1, 995 花岡　 愛実 はなおか　 まなみ　 810

富山県 1, 930 井上　 莉里 いのう え　 り り 725

新潟県 1, 885 星名　 　 陸 ほしな　 り く 665

千葉県 1, 880 林　 　 紗羅 はやし　 さら 660

2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】

優　 勝 三重県 2, 590

第
２
位

第
３
位

準優勝 宮城県 2, 500

順　位 支　部　名 得　点 支部高点選手名 ふりがな 得　点

上野実結華 う えの　 みゆか 900

遠山　 美幸 と おやま　 みゆき 900

遠藤　 俊希 えんどう 　 と し き 900

杵川日向雅 き ねかわ　 ひゅ う が 900

平澤　 理輝 ひら さ わ　 と し き 900

津谷美由紀 つや　 みゆき 900

栃木県 2, 490 見目奈美枝 けんも く 　 なみえ 840

東京都 2, 455 栗原　 亮介 く り はら 　 り ょ う すけ 890

北海道 2, 410 岡嶋 　 佑弥 おかじ ま　 ゆう や 860

香川県 2, 360 吉岡　 沙耶 よし おか　 さ や 825

富山県 2, 340 宮崎　 翔平 みやざき 　 し ょ う へい 865

愛知県 2, 330 山田　 佳奈 やまだ　 かな 850

兵庫県 2, 315 島﨑　 是人 し まざき 　 よし と 830

埼玉県 2, 310 徳武　 魁人 と く たけ　 かいと 860

三重県 2, 700

2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】

優　 勝 宮城県 2, 700

第
２
位

第
３
位

準優勝

第 33 回　全日本珠算技能競技大会入賞者一覧
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個人総合競技

個人総合第一部優勝　松川りかさん（宮城県） 個人総合第二部優勝　杵川日向雅くん（三重県）

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名 得　点

優　 勝 012 松川　 り か まつかわ　 り か 小５ 宮城県 885

準優勝 060 西山　 　 光 にしやま　 ひかる 小６ 三重県 865

058 池田　 駿真 いけだ　 はゆま 小５ 三重県 865

001 菅野　 晴菜 かんの　 はるな 小６ 北海道 860

059 竹島　 愛理 たけしま　 えり 小６ 三重県 860

068 中村　 仁紀 なかむら　 まさのり 小４ 兵庫県 855

005 白勢　 央樹 しらせ　 ひろき 小６ 岩手県 835

061 近藤伸乃介 こんどう 　 しんのすけ 小４ 三重県 830

009 名生　 拓海 みお　 たく み 小６ 宮城県 825

032 花岡　 愛実 はなおか　 まなみ　 小６ 長野県 810

013 阿部七菜美 あべ　 ななみ 小６ 宮城県 790

052 鈴木　 智貴 すずき　 ともき 小６ 愛知県 785

007 玉村　 光希 たまむら　 こう き 小４ 岩手県 770

002 荻野　 真緒 おぎの　 まお 小４ 北海道 770

018 髙屋琴乃美 たかや　 このみ 小６ 栃木県 760

008 佐藤　 秀次 さとう 　 しゅう じ 小６ 宮城県 755

051 中島申之亮 なかしま　 しんのすけ 小５ 愛知県 750

006 佐藤　 光人 さとう 　 みつひと 小５ 岩手県 745

014 宮本　 夢与 みやもと 　 ゆめよ 小６ 宮城県 735

017 見目佳菜子 けんもく 　 かなこ 小６ 栃木県 725

040 井上　 莉里 いのう え　 り り 小３ 富山県 725

080 安藤　 優太 あんどう 　 ゆう た 小６ 香川県 695

第
　
３
　
位

2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】

第
　
２
　
位

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名 得　点

優　 勝 257 杵川日向雅 き ねかわ　 ひゅ う が 中３ 三重県 900

準優勝 205 上野実結華 う えの　 みゆか 中３ 宮城県 900

206 遠山　 美幸 と おやま　 みゆき 高１ 宮城県 900

210 遠藤　 俊希 えんどう 　 と し き 高２ 宮城県 900

260 平澤　 理輝 ひら さ わ　 と し き 一般 三重県 900

258 津谷美由紀 つや　 みゆき 中２ 三重県 900

224 栗原　 亮介 く り はら 　 り ょ う すけ 大２ 東京都 890

207 藤井　 智貴 ふじ い　 と も たか 高１ 宮城県 885

208 遠山　 　 学 と おやま　 まなぶ 高３ 宮城県 880

209 藤井　 裕嗣 ふじ い　 ひろ つぐ 中２ 宮城県 870

240 宮崎　 翔平 みやざき 　 し ょ う へい 一般 富山県 865

201 岡嶋 　 佑弥 おかじ ま　 ゆう や 高１ 北海道 860

217 徳武　 魁人 と く たけ　 かいと 中３ 埼玉県 860

259 加藤　 大暉 かと う 　 ひろ き 中３ 三重県 860

226 梁田千鶴子 はり た　 ちずこ 中２ 東京都 855

230 鶴田　 侑万 つるた　 ゆま 中２ 長野県 850

250 山田　 佳奈 やまだ　 かな 中１ 愛知県 850

212 見目奈美枝 けんも く 　 なみえ 中３ 栃木県 840

213 赤羽根美咲 あかばね　 みさ き 中３ 栃木県 835

267 島﨑　 是人 し まざき 　 よし と 高１ 兵庫県 830

239 埴生　 智洋 はにゅ う 　 と も ひろ 中３ 富山県 830

277 吉岡　 沙耶 よし おか　 さ や 高１ 香川県 825

第
　
３
　
位

2014年７月30日（水）実施

会場：【東京ガーデンパレスホテル】

第
　
２
　
位
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種目別競技

読上暗算競技 読上算競技

読上暗算競技第一部優勝
＆読上算競技第一部優勝
菅野晴菜さん（北海道）

読上算第二部優勝
遠山学くん（宮城県）

読上暗算第二部優勝
藤井智貴くん（宮城県）

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　 晴菜 かんの　 はるな 小６ 北海道

準優勝 040 井上　 莉里 いのう え　 り り 小３ 富山県
005 白勢　 央樹 し ら せ　 ひろ き 小６ 岩手県
006 佐藤　 光人 さ と う 　 みつひと 小５ 岩手県
007 玉村　 光希 たまむら 　 こ う き 小４ 岩手県
012 松川　 り か まつかわ　 り か 小５ 宮城県
059 竹島　 愛理 たけし ま　 えり 小６ 三重県
068 中村　 仁紀 なかむら 　 まさ のり 小４ 兵庫県
002 荻野　 真緒 おぎの　 まお 小４ 北海道
020 五十嵐泰斗 いがら し 　 たいと 小５ 埼玉県
033 大河内優希 おおこ う ち　 ゆき 小５ 長野県
058 池田　 駿真 いけだ　 はゆま 小５ 三重県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 207 藤井　 智貴 ふじ い　 と も たか 高１ 宮城県

準優勝 257 杵川日向雅 き ねかわ　 ひゅ う が 中３ 三重県
208 遠山　 　 学 と おやま　 まなぶ 高３ 宮城県
201 岡嶋 　 佑弥 おかじ ま　 ゆう や 高１ 北海道
206 遠山　 美幸 と おやま　 みゆき 高１ 宮城県
209 藤井　 裕嗣 ふじ い　 ひろ つぐ 中２ 宮城県
210 遠藤　 俊希 えんどう 　 と し き 高２ 宮城県
267 島﨑　 是人 し まざき 　 よし と 高１ 兵庫県
205 上野実結華 う えの　 みゆか 中３ 宮城県
217 徳武　 魁人 と く たけ　 かいと 中３ 埼玉県
258 津谷美由紀 つや　 みゆき 中２ 三重県
260 平澤　 理輝 ひら さ わ　 と し き 一般 三重県
268 河本　 　 力 かわも と 　 ちから 中１ 兵庫県

2014年７月30日(水)実施 会場：東京ガーデンパレスホテル　

第１ 部[ 小学生の部]

第
２
位

第
３
位

第２ 部[ 中学生以上の部]

第
２
位

第
３
位

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　 晴菜 かんの　 はるな 小６ 北海道

準優勝 005 白勢　 央樹 し ら せ　 ひろ き 小６ 岩手県
007 玉村　 光希 たまむら 　 こ う き 小４ 岩手県
008 佐藤　 秀次 さ と う 　 し ゅ う じ 小６ 宮城県
032 花岡　 愛実 はなおか　 まなみ　 小６ 長野県
033 大河内優希 おおこ う ち　 ゆき 小５ 長野県
002 荻野　 真緒 おぎの　 まお 小４ 北海道
013 阿部七菜美 あべ　 ななみ 小６ 宮城県
018 髙屋琴乃美 たかや　 こ のみ 小６ 栃木県
020 五十嵐泰斗 いがら し 　 たいと 小５ 埼玉県
036 大越　 愛未 おおこ し 　 あいみ 小６ 新潟県
047 筒井　 彩帆 つつい　 あやほ 小６ 静岡県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 208 遠山　 　 学 と おやま　 まなぶ 高３ 宮城県

準優勝 257 杵川日向雅 き ねかわ　 ひゅ う が 中３ 三重県
201 岡嶋 　 佑弥 おかじ ま　 ゆう や 高１ 北海道
202 浅野　 志織 あさ の　 し おり 高１ 北海道
205 上野実結華 う えの　 みゆか 中３ 宮城県
206 遠山　 美幸 と おやま　 みゆき 高１ 宮城県
230 鶴田　 侑万 つるた　 ゆま 中２ 長野県
260 平澤　 理輝 ひら さ わ　 と し き 一般 三重県
258 津谷美由紀 つや　 みゆき 中２ 三重県
209 藤井　 裕嗣 ふじ い　 ひろ つぐ 中２ 宮城県
217 徳武　 魁人 と く たけ　 かいと 中３ 埼玉県
224 栗原　 亮介 く り はら 　 り ょ う すけ 大２ 東京都
226 梁田千鶴子 はり た　 ちずこ 中２ 東京都
228 東　 賢司郎 あずま　 けんし ろ う 中３ 神奈川県

2014年７月30日(水)実施 会場：東京ガーデンパレスホテル　

第１ 部[ 小学生の部]

第
２
位

第
３
位

第２ 部[ 中学生以上の部]

第
２
位

第
３
位
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フラッシュ暗算競技

フラッシュ暗算第一部優勝
菅野晴菜さん（北海道）

表彰式の様子

フラッシュ暗算＆読上算競技第二部優勝
遠山学くん（宮城県）

モンゴルから参加した選手（山中会長と）

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　 晴菜 かんの　 はるな 小６ 北海道

準優勝 058 池田　 駿真 いけだ　 はゆま 小５ 三重県
018 髙屋琴乃美 たかや　 こ のみ 小６ 栃木県
061 近藤伸乃介 こ んどう 　 し んのすけ 小４ 三重県
068 中村　 仁紀 なかむら 　 まさ のり 小４ 兵庫県
077 出口　 桜子 でぐ ち　 さ く ら こ 小５ 山口県
051 中島申之亮 なかし ま　 し んのすけ 小５ 愛知県
060 西山　 　 光 にし やま　 ひかる 小６ 三重県
080 安藤　 優太 あんどう 　 ゆう た 小６ 香川県
008 佐藤　 秀次 さ と う 　 し ゅ う じ 小６ 宮城県
059 竹島　 愛理 たけし ま　 えり 小６ 三重県
007 玉村　 光希 たまむら 　 こ う き 小４ 岩手県
017 見目佳菜子 けんも く 　 かなこ 小６ 栃木県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 208 遠山　 　 学 と おやま　 まなぶ 高３ 宮城県

準優勝 257 杵川日向雅 き ねかわ　 ひゅ う が 中３ 三重県
201 岡嶋 　 佑弥 おかじ ま　 ゆう や 高１ 北海道
258 津谷美由紀 つや　 みゆき 中２ 三重県
260 平澤　 理輝 ひら さ わ　 と し き 一般 三重県
267 島﨑　 是人 し まざき 　 よし と 高１ 兵庫県
239 埴生　 智洋 はにゅ う 　 と も ひろ 中３ 富山県
206 遠山　 美幸 と おやま　 みゆき 高１ 宮城県
207 藤井　 智貴 ふじ い　 と も たか 高１ 宮城県
270 奥原　 智史 おく はら 　 さ と し 高１ 島根県
209 藤井　 裕嗣 ふじ い　 ひろ つぐ 中２ 宮城県
230 鶴田　 侑万 つるた　 ゆま 中２ 長野県

#N/A #N/A #N/A #N/A

会場：東京ガーデンパレスホテル　2014年７月30日(水)実施

第１ 部[ 小学生の部]

第
２
位

第
３
位

第２ 部[ 中学生以上の部]

第
２
位

第
３
位

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　 晴菜 かんの　 はるな 小６ 北海道

準優勝 058 池田　 駿真 いけだ　 はゆま 小５ 三重県
018 髙屋琴乃美 たかや　 こ のみ 小６ 栃木県
061 近藤伸乃介 こ んどう 　 し んのすけ 小４ 三重県
068 中村　 仁紀 なかむら 　 まさ のり 小４ 兵庫県
077 出口　 桜子 でぐ ち　 さ く ら こ 小５ 山口県
051 中島申之亮 なかし ま　 し んのすけ 小５ 愛知県
060 西山　 　 光 にし やま　 ひかる 小６ 三重県
080 安藤　 優太 あんどう 　 ゆう た 小６ 香川県
008 佐藤　 秀次 さ と う 　 し ゅ う じ 小６ 宮城県
059 竹島　 愛理 たけし ま　 えり 小６ 三重県
007 玉村　 光希 たまむら 　 こ う き 小４ 岩手県
017 見目佳菜子 けんも く 　 かなこ 小６ 栃木県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 208 遠山　 　 学 と おやま　 まなぶ 高３ 宮城県

準優勝 257 杵川日向雅 き ねかわ　 ひゅ う が 中３ 三重県
201 岡嶋 　 佑弥 おかじ ま　 ゆう や 高１ 北海道
258 津谷美由紀 つや　 みゆき 中２ 三重県
260 平澤　 理輝 ひら さ わ　 と し き 一般 三重県
267 島﨑　 是人 し まざき 　 よし と 高１ 兵庫県
239 埴生　 智洋 はにゅ う 　 と も ひろ 中３ 富山県
206 遠山　 美幸 と おやま　 みゆき 高１ 宮城県
207 藤井　 智貴 ふじ い　 と も たか 高１ 宮城県
270 奥原　 智史 おく はら 　 さ と し 高１ 島根県
209 藤井　 裕嗣 ふじ い　 ひろ つぐ 中２ 宮城県
230 鶴田　 侑万 つるた　 ゆま 中２ 長野県

#N/A #N/A #N/A #N/A

会場：東京ガーデンパレスホテル　2014年７月30日(水)実施

第１ 部[ 小学生の部]

第
２
位

第
３
位

第２ 部[ 中学生以上の部]

第
２
位

第
３
位

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 001 菅野　 晴菜 かんの　 はるな 小６ 北海道

準優勝 058 池田　 駿真 いけだ　 はゆま 小５ 三重県
018 髙屋琴乃美 たかや　 こ のみ 小６ 栃木県
061 近藤伸乃介 こ んどう 　 し んのすけ 小４ 三重県
068 中村　 仁紀 なかむら 　 まさ のり 小４ 兵庫県
077 出口　 桜子 でぐ ち　 さ く ら こ 小５ 山口県
051 中島申之亮 なかし ま　 し んのすけ 小５ 愛知県
060 西山　 　 光 にし やま　 ひかる 小６ 三重県
080 安藤　 優太 あんどう 　 ゆう た 小６ 香川県
008 佐藤　 秀次 さ と う 　 し ゅ う じ 小６ 宮城県
059 竹島　 愛理 たけし ま　 えり 小６ 三重県
007 玉村　 光希 たまむら 　 こ う き 小４ 岩手県
017 見目佳菜子 けんも く 　 かなこ 小６ 栃木県

順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優勝 208 遠山　 　 学 と おやま　 まなぶ 高３ 宮城県

準優勝 257 杵川日向雅 き ねかわ　 ひゅ う が 中３ 三重県
201 岡嶋 　 佑弥 おかじ ま　 ゆう や 高１ 北海道
258 津谷美由紀 つや　 みゆき 中２ 三重県
260 平澤　 理輝 ひら さ わ　 と し き 一般 三重県
267 島﨑　 是人 し まざき 　 よし と 高１ 兵庫県
239 埴生　 智洋 はにゅ う 　 と も ひろ 中３ 富山県
206 遠山　 美幸 と おやま　 みゆき 高１ 宮城県
207 藤井　 智貴 ふじ い　 と も たか 高１ 宮城県
270 奥原　 智史 おく はら 　 さ と し 高１ 島根県
209 藤井　 裕嗣 ふじ い　 ひろ つぐ 中２ 宮城県
230 鶴田　 侑万 つるた　 ゆま 中２ 長野県

#N/A #N/A #N/A #N/A

会場：東京ガーデンパレスホテル　2014年７月30日(水)実施

第１ 部[ 小学生の部]

第
２
位

第
３
位

第２ 部[ 中学生以上の部]

第
２
位

第
３
位

北海道 菅野晴菜さん
見事、第一部種目別競技３冠制覇！！
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競技大会スナップ

団体総合第一部準優勝（宮城県） 団体総合第二部準優勝（三重県）

開会式（君が代斉唱） 個人総合表彰式総合競技

  
  

  
   

                              

  
そ

ろ
ば

ん
総

合サイト  E-mail：info@soroban.com

ネットショッピングでは各種のそろばんを取り揃えております。
お問合せは　TEL03-5269-8181

トモエそろばん 検 索

ｗｗｗ.ｓｏｒｏｂａｎ.ｃｏｍ
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平成26年8月18日（月）・19日（火）、第４３回全国珠算学校集合研修会が会津若松市東山町
「御宿　東鳳」に於いて開催され、残暑厳しい中、全国から113名の会員・職員等が参加されまし
た。

8月18日（月）午後6時からの開講式兼前夜祭は、横須賀副会長の開会の言葉に続き山中会長の
挨拶、来賓としてお招きした元衆議院議員渡部恒三先生、室井照平会津若松市長にもご挨拶をい
ただきました。

続いて開催県の福島県支部を代表して、三富邦基常任理事兼福島県支部長が歓迎の言葉を述
べ、林副会長による乾杯の音頭で前夜祭が始まりました。

和やかに歓談が交わされるなか、ステージに「若駒会」のメンバー11人が登場。若駒会のメ
ンバーで三富学園の教師でもある五十嵐千美先生の曲目紹介の後、勇壮な和太鼓「会津鶴ヶ城太
鼓」の演奏が始まりました。演奏が始まると会場はその熱気と迫力に圧倒されながら、感動の坩
堝となりました。

また、福島県支部の本田先生・持立先生・豊田先生・菊地先生によるサプライズアトラクショ
ンが行われ、会場は一転笑いの渦に包まれました。

第 43 回全国珠算学校集合研修会報告

山中幸二会長挨拶

ホテル玄関前看板

来賓挨拶（渡部恒三先生）

研修会の一コマ
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更に福島県支部の皆さんによる民謡「会津磐梯山」の歌と踊りが披露され、参加者も一緒に
なって踊り、会場全体に大きな輪ができました。

最後に「花は咲くプロジェクト」のＤＶＤがスクリーンに映し出され、配られた歌詞カードを
見ながら福島・東北の１日も早い本当の復興を祈念して合唱させていただきました。

8月19日（火）は、朝8時10分から集合研修会が開かれ、第１講の三富邦基先生、第２講の早川
廣中先生と、教育・教室運営に携わる会員の先生方には大変興味深く、また大いに参考になる内
容の２つの講演が行われました。

以下、概要をご紹介いたします。

若駒会演奏

民謡披露

来賓挨拶（室井照平市長）

花は咲く

踊りの輪

三富支部長歓迎挨拶
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三富　邦基先生プロフィール

　　　　　　昭和３８年４月　若松第一高校に奉職

　　　　　　昭和４５年３月　同上　退職

　　　　　　昭和４５年４月　みとみ学園　設立

　　　　　　現在　みとみ珠算学校４１教室・書道教室３１教室

　　　　　　　　　みとみ進学スクール４教室・みとみ高等学院　　

　　　　　　　　　みとみライセンスアカデミー４教室

　　　　　　　　　生徒数２６００名　教職員数８９名

　　　　　　全珠学連役職　財務委員長（常任理事）

　　　　　　　　　　　　　福島県支部長

＜運がどんどんつく行動と考え方！！＞

１．傾聴の動作

２．人生の３万日 ①生きる　　　　　　　　

   ②活きる　

３．伸びる人の条件

 （１）船井幸雄 ①素直　

   ②陽転思考　　　　　　　　

   ③勉強好き

 （２）安岡正篤 ①心中感謝の念を持つ

   ②心中喜神を含む

   ③陰徳を積む

４．成功者の共通の行動

 （１）歩く速度が速い

 （２）背中がシャン

 （３）大きな声で話す（語尾をはっきり）

 （４）挨拶、返事がしっかり

 （５）考え方が明るい

 （６）笑顔が美しい

５．運の良い人

６．三　四　三の法則

７．一流と二流は２０％の差

８．ランチェスターの法則

 （１）地域の№１の法則

 （２）７：３の法則

 （３）二乗の法則

第１講　「運がどんどんつく行動と考え方と生徒を２倍にする方法」

三富邦基先生
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９．潜在能力の活用

 （１）アラヤ識

 （２）目標設定

 （３）可能思考と不可能思考

 （４）十の法則

１０．弾みの原理

＜父母のニーズを満たし生徒を増加させる音声ペンを使った読上暗算学習法＞　　

　　①珠算学習の究極の目標

　　②暗算の導入は読上暗算から

　　③見取暗算から導入のリスク

　　④読上暗算導入の難点　取り入れたくてもできない事情

　　⑤音声ペンを使った読上暗算学習システム

　　　Ⓐ一人一人に合った問題　３，０００題

　　　Ⓑ５０段階　全１０冊（１桁から６桁）

　　　Ⓒ・随時制授業もＯＫ！！Ⓐ

　　　　・集団学習もＯＫ！！

　　　　・家庭学習もＯＫ！！

　　⑥音声ペンすらすらマン！！

　　　Ⓐ音声ペンと公文

　　　Ⓑ音声ペンの機能　　　　　　　　　　　　

　　　Ⓒ音声ペンの操作　　　　　　　　　　　　

　　　　　①スイッチＯＮ　②電池

　　⑦教材の使い方

　　　Ⓐ最初にタッチ

　　　Ⓑ１～１０タッチ

　　　Ⓒ各番号にタッチ

　　　Ⓓ答えの合わせ方

　　　Ⓔ点数の付け方（点数タッチ）

　　　Ⓕミックス暗算

　　⑧“名人になれ～る”の取り入れ方

　　　Ⓐ音声ペンの本数、数量

音声ペンなど最新の教材紹介
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　　　Ⓑ練習量１回１０分　家庭学習

　　　Ⓒハイパーそろばん

　　　Ⓓ出発級基準問題

　　　Ⓔ問題を発注する

　　　Ⓕ検定試験について

　　　Ⓖグラフを使って進度を競わせる

　　⑨九九博士　

　　　Ⓐイメージが暗い、から、明るい

　　　Ⓑ５の段からの理由そろばん　

　　　Ⓒ１日７分　楽しく学習

　　⑩下じき（たし算、ひき算指導）

　　　Ⓐたし算、ひき算の初級生に最適

　　　Ⓑ数理的理解

　　　Ⓒたし算、ひき算、九九による理解

　　　Ⓓ理想の、数理、九九併用理解

　　　Ⓔ最初に歌ってから問題をやる

　　　Ⓕ裏面、大きい数、小さい数

　　⑪その他　音声ペン対応教材

　　　Ⓐ子供の英語

　　　Ⓑトラベル、中国、韓国、英会話　

　　　Ⓒ頭の良い子になる　幼児漢字教材「もゆ～る」

三富先生のお話は常に目標を立て、自分を活かして行く事、常に感謝の念を持つ事の大切さを

力説されました。これは三富先生の生き方そのものだと思います。更に今後のソロバン教育に役

立つ「音声ペン」の活用についてお話をいただきました。

熱心に講演を聴く参加者の皆さん 満員の講演会会場
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最後に来年度の開催担当の広島県の徳永博旦支部長からご挨拶がありました、
「今回の研修で感じた事は、福島県支部の皆さんや会津若松市の皆さんの優しさと笑顔です。

広島県でこの様な対応が出来るのか自信がありませんが、精一杯頑張らせていただきます。来年
は是非広島にお越しください。」

福島民報新聞掲載紙面

徳永博旦広島県支部長

福島民友新聞掲載紙面

講師への謝辞

早川　廣中先生
財団法人　会津白虎隊記念館　館長
（会津若松市元市長）

　プロフィール
　中央大学卒業・早稲田大学院修士課程修了　
　千葉商科大学助教授・中央大学教授　　　　　　　
　会津若松市長　一期
　現在　財団法人　会津白虎隊記念館　館長　
　著書　日本貿易論・真説会津白虎隊・
　　　　官僚政治から国民のための政党政治へ　他多数

資　　料　　会津藩士　欧州の軌跡
　　　　　　会津藩士　横山主税の旅券
　　　　　　新島八重と夫、襄・同志社時報№８８/１９９０　他

早川先生は明治維新・戊辰戦争の時の会津藩の立場等歴史的資料を基にお話をいただきまし
た。また、今日の教育に関しては様々な分野で「公募制」への移行が多くなり自由競争の時代が
到来しているのでこれに対応した教育が今後の課題になっていくとお話されました。

この講演会について、翌日の福島民報、福島民友の紙面に掲載されました。

早川廣中先生

第２講　「明治維新と教育問題」
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集合研修会終了後、8月19日（火）午後、福島県支部が企画した「オプショナルツアー」へ出
発。総勢34名、バス１台での旅です。

まず会津若松城（鶴ヶ城）へ。天気に恵まれ青い空に５層の白く輝く鶴ヶ城がくっきりとそび
え立つ美しさに感動。続いて白虎隊十九士の墓にお参り。ドライブインスタッフにプロ顔負けの
観光案内をしていただきました。その後磐梯ゴールドラインを通り、本日の宿「裏磐梯ロイヤル
ホテル」に到着。

午後６時からの夕食では参加者の皆さんの芸達者ぶりに驚きましたが、和気藹々で楽しい時間
でした。20日（水）は様々な「青色」が神秘的な五色沼（正式には五色沼湖沼群…毘沙門沼・赤
沼・みどろ沼・弁天沼・瑠璃沼・青沼）最大の毘沙門沼を散策、ボートに乗り楽しんだ会員もい
ました。そして黄熱病で有名な野口英世記念館（生家と資料館）、世界のガラス館を見学、昼食
後、午後2時20分郡山駅に到着。解散。お疲れ様でした。

今回の研修会で参加者全員が感じたことは同じでした。それは福島の皆さんの明るさ・優し
さ、そして何よりも前向きな姿勢。これさえ有れば福島、東北は間違いなく復興し、大きな花が
咲くことと思います！

末筆ながら、終始細かいお心遣いをいただき、３日間司会・進行を務めて頂きました三富俊彦
福島県副支部長に厚く御礼申し上げます。

また、今年度の集合研修会を無事終える事ができました、福島県支部の方々に参加者一同改め
て深く感謝いたします。参加者の皆様もお疲れ様でした。

鶴ヶ城をバックに記念写真

五色沼での記念写真

白虎隊の墓

野口英世生家

第４３回集合研修会オプショナルツアー報告
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会報 P16 

平成 26 年度第 2 回答案審査会報告書

今年度第 2回検定試験答案審査会を行いましたので、その結果について、以下ご報告します。 

◆日時：平成 26年 6月 18日（水）12:30～15:00  ◆場所：本部事務局  

◆審査対象検定試験：5月 25日施行の珠算・暗算検定  

◆審査員：正副会長、執行部役員 5名、監事 1名（計 10名） 

◆審査対象支部：本年度第 1回目の珠算・暗算検定試験につき、全支部を対象に答案を抜き取

って検査。（それぞれ、役員へ受験者の多い支部と少ない支部を順番に振分け） 

◆審査結果：（特記事項など） 

・答について、（○）のみ（或いは、×のみ）付けてある答案あり。「○×両方とも答には付

けること」を徹底する必要あり。 

・カンマを大きく書いた答に（○）、鉛筆の跡がある答案あり（ピリオドと間違える可能性

あり）、消しゴム使用している答、一字訂正した答がまだ散見される。 

・欄外に書いた答に番号（又は矢印）の無い答に（○）を付けた答案あり。

・合計点数の数え間違いあり。2審での要注意事項。 

・（   暗算１級）4 桁にカンマを付けた答に（○）を付けた答案あり。コンマが付けていな

い答あり。一字訂正が多い、数字のなぞりあり。 

・10段（段位試験で満点）合格の答案について、複数の採点者で再審をする必要があるの

では。各支部では、より厳密に採点・審査をしていただきたい。 

・受験者リストに段位の記載なし。いくつかの支部で散見された。 

・段位検定の答案に読めない数字が多い答案あり。段位検定については、特に慎重に採点

して欲しい。 

・答案審査会での所見、特記事項など会報等でお知らせしてきた効果で、全般的には良く

採点されている印象あり。 

以上、「第 2回検定試験答案審査会」のまとめとして、以下の事柄について会員各位へ 

答案採点注意事項として、会報などを通じてお知らせとご協力をお願いする。 

・各教場では正しい数字の書き方の指導を徹底して頂きたい。（まだ読めない数字がある。） 

  ・段位検定受験者も 1級～3 級の受験者と同様に受験者リストに記入すること。 

  ・段位検定の答案（10段合格の答案含め）は特に、注意して採点して欲しい。 

  ・コンマの記入の仕方、訂正した答を欄外に書くときの注意事項など「受験者への注意

事項」を試験開始の前に必ず伝えて、徹底すること。 

  ・消しゴムは使用しないこと。（受験者注意事項に明記） 

昨年から公益法人への移行に伴って実施しております各検定試験の答案の回収につきまして
は、会員各位のご協力有難うございます。本部で回収した答案の審査会を毎回実施しその結果を
支部経由又は会報に掲載して会員の皆様へご連絡しているところです。今年度も引き続き、検定
委員（執行部役員）による審査会を順次開催し、改善すべき点など「採点時の注意事項」として
会員各位へご報告し協力をお願いする次第です。（8月18日理事会報告事項に基づく）

平成 26 年度第２回答案審査会報告書
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会報 P17 
平成 26 年度第 3 回答案審査会報告書（算数検定）

今年度第 3 回目の答案審査会を行いましたので、その結果についてご報告いたします。 

◆日時：平成 26 年 7 月 3 日（水）9:30～12:30 
◆場所：本部事務局

◆審査対象検定試験：6 月 15 日施行の第 59 回算数能力検定試験 
◆審査員：執行部役員 3 名（大滝検定委員長、立木総務委員長、古川監事） 
◆審査対象支部：受験者数の多い支部から 3 支部、少ない支部から 3 支部をピックアップ

して答案審査。

◆審査結果：（特記事項など）

・点数の集計ミスや採点のミス等も少なく、概ね採点状況は良好な印象であった。

・答に採点者が手を加えた答案あり。採点者が、手を加えることは厳禁としたい。

・答の単位の記入間違いを(○)にしている答案が散見される。また、単位を記入していな

い答に(○)の採点有。単位が正確に記入していない場合（×）。2 審での細心の注意が

必要なところ。（何枚ですか→何グラムと記入、何人多いですか→2 ひき多いなど） 
・式が（○）でも答が（×）の答案に（○）が付けてある答案あり。式及び答までしっ

かり見て採点すること。

・得点は記入してあるが、合格級の記入していない答案あり。算数検定の場合、合格し

た（級）も記入すること。受験者リストも同様。

・2 審で得点などが訂正されても、受験者リストの訂正がされていない教場あり。両方を

正確に確認して記入すること。

・答を所定の欄外に書いた答案あり、これを（○）としている。欄外の答が正答でも（×）

を徹底する。試験前には、受験者注意事項の再確認させて欲しい。

・式の書き方を注意する。単位付き式はすべての数字に単位をつける。

以上、「第 3 回検定試験答案審査会」のまとめとして、以下の事柄について会員各位へ 
算数検定答案採点注意事項として会報などを通して通知することとする。

・単位の記入間違いに注意すること。特に満点の答案は単位等含め 1 審・2 審共、

細心の注意を払って、採点して欲しい。

・答は所定の欄に記入すること。受験者注意事項の徹底。

・算数検定の場合、得点及び合格級も答案と受験者リストに記入してください。

平成 26 年度第３回答案審査会報告書（算数検定）
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和歌山県支部便り

第36回　和歌山県小・中学生珠算競技大会（参加者数：123名）
平成25年8月7日（木）開催　於：ホテル浦島　那智勝浦
主催：全国珠算学校連盟和歌山県支部　後援：公益社団法人全国珠算学校連盟

小学 3 年生以下の部優勝
（かまやま珠算教室）

6 年生の部優勝
（南部珠算学校）

中学生の部優勝
（南部珠算学校）

4 年生の部優勝
（小上珠算簿記学校）

5 年生の部
（南部珠算学校）
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第6回指導者研修会「明日の珠算を考える会2014」開催のお知らせ

第6回指導者研修会の概要が発表され、申込用紙等がすでに支部へ送られておりますので、パン
フレットを掲載してお知らせいたします。珠算教育の側面からの強化に役立つ内容の講演が期待
されます。会員の先生方多数のご参加をお待ちしております。



（22）

  2014. 9.30  　　　 　ZENSHUGAKUREN  KAIHŌ              第　262　号

（22）

　8月18日の理事会にて報告、承認されました2015年学校連盟の主要行事の予定及び検定試験の
施行日について、以下の通り、お知らせいたします。

月・日 場所

1月11日（日） 常任理事会 東京

2月22日（日） 理事会・全国支部長会 東京

4月12日（日） 監査会・常任理事会 本部事務局

5月17日（日） 理事会（決算） 東京

理事会

第54回通常総会

7月30日（木） 第34回全日本珠算技能競技大会 東京

8月18日（火） 理事会・研修会前夜祭

19日（水） 第44回全国珠算学校集合研修会

 10月 4日（日） 第7回指導者研修会「明日の珠算を考える会2015」 東京

11月21日（土） 監査会・常任理事会 本部事務局

（級） （段位）
1月25日 第292回 第239回
3月22日 第293回 第240回
5月24日 第294回 第241回
7月26日 第295回 第242回
9月27日 第296回 第243回

11月22日 第297回 第244回
1月24日 第298回 第245回
3月27日 第299回 第246回
5月22日 第300回 第247回
7月24日 第301回 第248回
9月25日 第302回 第249回

11月27日 第303回 第250回

（級） （段位）
1月25日 第248回 第167回
3月22日 第249回 第168回
5月24日 第250回 第169回
7月26日 第251回 第170回
9月27日 第252回 第171回

11月22日 第253回 第172回
1月24日 第254回 第173回
3月27日 第255回 第174回
5月22日 第256回 第175回
7月24日 第257回 第176回
9月25日 第258回 第177回

11月27日 第259回 第178回

年 月・日 回数 期

2月15日 第61回 後期
6月21日 第62回 前期

10月18日 第63回 中期
2月21日 第64回 後期
6月19日 第65回 前期

10月16日 第66回 中期
※2015年度全珠学連「会員手帳」に掲載予定

月・日

後　援　　　文　部　科　学　省

2016年
（H28年）

2015･2016（平成27・28年）全 国 算 数 能 力 検 定 試 験 施 行 日

年 月・日
◆暗算

2015年主要行事及び検定試験予定について

2016年
（H28年）

内容
2015年（平成27年）　主要行事予定表

2015年
(H27年）

2016年
（H28年）

広島

2015年
(H27年）

2015･2016（平成27・28年）全 国 珠 算 技 能 検 定 試 験 施 行 日
後　援　　文　部　科　学　省

 6月 7日（日）

2015年
（H27年）

東京

年
◆珠算
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《編　集　後　記》

▽　毎年「異常気象」「50 年に一度の豪雨」などと頻繁に耳にしますが、今年もまた、残念ながら、防災を
考えさせられる年となってしまいました。
　先日の広島の大規模土砂災害、そして私の所属する北海道支部、礼文島での土砂崩れ、等々。被災され
た皆様、心よりお見舞い申し上げます。自然の猛威に、今、自分がすべきこと、できることは何か？　自
問している、今日この頃です。
　今期から、広報委員長として常任理事会、理事会等に参加させていただき、各支部のかかえる問題、或
いは支部の間の問題など、公益法人になり、基本的なルールの整備が必要だと感じております。早い段階
での解決を望んでいますが、本部役員としてもできる限り協力して参りたいと思っておりますので、今後
とも会員の諸先生方のご指導・ご鞭撻をお願いする次第です。

（広報委員長　山中博詞）

　
▽　≪ひととき≫　先日、答案審査会の折、総務・検定の両委員長の積極的な活動に触れ、新しい執行部
の皆様が、山中新会長を先頭に意欲的・積極的に取り組んでおられる雰囲気が伝わってきました。
　現役を退いた私は、多忙な七月、八月の行事にも参加しないで「ローマ人の物語」を読み楽な夏季を過
ごすことが出来ました。以前より作者の塩野七生がどんな女性であるか気になっていました。彼女は昭和
12 年生まれ、学習院卒業後イタリアに遊学し 1968 年に執筆活動を開始し、数々の賞を受賞し 1992 年より

「ローマ人の物語」を書き始めその間、新潮学芸賞・司馬遼太郎賞を受け、イタリア政府より国家功労勲章
を授与された日本女性と知り文庫本 43 冊を読む気持ちになりました。
　ローマは紀元前 753 年にロムルスにより建国され、やがて地中海全域を覇権下に納めるところまで読み
進みました。その時代・時代に生きた人物を史実の基づいて語られ、その時代の社会が描かれています。
今後も児童への珠算教育を続けられるよう老化克服のため、ストレッチを続けねばならんと決意している
ところです。

（参与　大島弘道）

　
▽　6 月の総会から新役員体制がスタートして、学校連盟としての大きなイベントである、7 月の全日本珠
算技能競技大会と 8 月の全国珠算学校集合研修会と滞りなく、執り行われました。役員の皆様、並びに会
員の先生方のご指導に深く感謝申し上げます。また、山中新会長のキメ細やかな心使いなど前会長とは一
味違った個性を発揮されて、事務局一同も心強く感じている次第です。今後とも、会員の諸先生方のご協
力を頂きながら、学校連盟の主要行事を始め、検定試験の手配など諸活動について、より一層の充実を図
るよう事務局一同ベストを尽くして参りたいと存じます。

（本部事務局　木股）
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