
平成 28 年度  
支部臨時総会、青森市で開催 !   

指導者講習会  

『フラッシュ暗算検定をはじめよう』 
 

 
 

 
7/23 (日 ) 第 380 回検定  

7/27 (木 ) 東北七県大会 (宮 城 県 )  

8/08 (火 ) 全日本選手権 (京 都 府 )  

8/13 (日 ) 事務局休み (～１６日まで) 

8/20 (日 ) 定時総会 (平 川 市 )  

8/27 (日 ) ８月検定  

9/24 (日 ) 第 381 回検定  

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２８年度支部臨時

総会と珠算指導者講習会

が４月１６日、青森市の

リンクステーションホー

ルで開催されました。支

部臨時総会は午前１０時

に開会、全珠連歌斉唱、

珠算教育士の免許状授与、支部長挨拶と続き、議長選

出後、事務局より定足数の報告があり会議は成立、議

案審議に入りました。第１号議案「平成２９年度事業

計画ならびに収支予算案について」では、各執行部長

が詳細を説明、４月９日に開催された常任委員会の原

案どおりに承認されました。また第２号議案「役員の

改選について」では、各地区から推薦された常任委

員・支部委員２１名と監査委員２名が承認され、斎藤

隆氏が支部長に選出されました。また、支部総会の承

認事項として斎藤隆氏と福士隆行氏が本部代議員に

承認され、支部総会報告事項として、本部理事候補に

工藤壽和氏、本部参与に及川義明氏を推薦する旨報告

されました。 

 協議報告事項では、フラッシュ暗算検定試験の今後

の見通し、そして第４８回青森県珠算競技大会兼東北

七県珠算競技大会予選会の日程と会場について報告

がありました。総会終了後、休憩を

はさみ午前１１時３０分から珠算指

導者講習会『フラッシュ暗算検定を

はじめよう』が開催されました。講

師は三沢地区長の小川原光治先生で

６４名が受講しました。先生は、７・

８年前に中古パソコン２台、CD ソフト１枚、合格証

書購入で合計６万円を出費しフラッシュ暗算を導入、

指導を始めたそうです。まず検定ソフトのインストー

ル方法、起動、先生用メニューの表示方法、成績ファ

イルの作成などをわかりやすく説明、パソコンに不慣

れな受講者で、導入を検討している方がパソコンを操

作しながら進めていきました。希望者には検定試験を

実際に受験してもらい合格証書を発行、受講者からは

｢楽しかった｣との声があがり、小川原先生は｢先生が

楽しいなら生徒はもっと楽しいはずです。是非導入し

てください｣と話されました。 

 

 
 

 

５月３１日（水）、三沢市

公会堂で第２７回三沢地

区アメリカンスクールそ

ろばんコンテストが開催

されました。米軍三沢基地

内のソラーズ小学校とエ

ドグレン中・高校から４１

名が参加し、珠算の腕前を競いました。開会式では、

主催者を代表して斎藤隆支部長が挨拶「そろばんは暗

算力、集中力、向上心などの知的能力を高めるのに最

適な教育器具であると言われている。このコンテスト

に参加された皆さんも、そろばんの練習に励んで計算

能力を高め、数に強い子になっていると思う。今日は

皆さんが良い成績を収めることを願っている」と話し

ました。続いて、在日米国国防省教育局教育長スティ

ーブン・ブルーム氏が「そろばん学習は算数、数学の

勉強に役立つだけでなく、その過程で友達をつくり、

さらに友好関係を深めることができる。今日は頑張っ

てください」とビデオメッセージを寄せました。競技

は「プリント計算」「読上算」「フラッシュ暗算」の３

種目、読上算の入賞者はフラッシュ暗算に参加できな

いルールで行われました。今回脚光を浴びたのはソラ

ーズ小学校４年生のテーレン･マクブレイヤーさん。

読上算とプリント計算両方で決定戦を制して初優勝

を飾り、祝福の拍手を受けました。競技が終わってか

ら斎藤拓哉先生がフラッシュ暗算を生徒たちと一緒

に計算、１ケタから挑戦、和気あいあいの雰囲気で進

められ、最後は３ケタ･

１０口を拓哉先生が正

解すると驚きの声があ

がりました。閉会式では、

ソラーズ小学校校長の

ロナルド･ナイト氏が

｢今日は全員が勝者です。

それはこのコンテスト

に勇気をもって参加し

てくれたからです。この

経験はこれからの人生

のいろいろな場面で役

に立つでしょう｣と選手

に語りかけコンテスト

は終了しました。 
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第２７回アメリカンスクール  
そろばんコンテスト開催  

 

検定試験 十段合格者 
379回検定試験（平成 29年 5月 28日）  

珠 算 沢居 美優（ 三沢地区 ） 

暗 算 工藤 渚央（ 三沢地区 ） 

暗 算 住吉 孝介（ 三沢地区 ）  

 

いつまでもご壮健で、益々 

ご活躍されますようお祈り 

７～９月の  

行事予定表  
 

◆支部への問い合わせは、次の時間でお願い致します。 【月～金】午前９時半～午後３時【土曜】午前９時～正午 【日曜祝日】休業 



副支部長となって   八戸地区：能登  金文  

 

●日 時 

平成 29年 8月 20日（日） 

●場 所 

平川市『 ﾎﾃﾙｱｯﾌﾟﾙﾗﾝﾄﾞ』 

●時 間 

【  総会・表彰            】13: 0 0～14:45 

【 講 習 会 】15:00～17:00 

『 選手養成 』…斎藤 拓哉 先生 

【 懇 親 会 】18:00～20:00 

この度、四月の臨時総会において、青森県副支部長

に任命されました。身に余る光栄であるとともに、あ

らためて責任の重大さを痛感しています。 

福士先生より『副支部長になるにあたり、若い先生

方の為に、これまで携わってきた、支部・東北地連・

本部での活動を紹介して下されば』と原稿を依頼され

ましたので、少しでも参考になればと思います。 

会員歴は３６年。支部の職員として斎藤彰先生、隆

先生にお世話になったのがスタートです。 

実際に指導に携わってみると、多くの指導法や算法、

珠算用語など、知らないことがたくさんありました。

そこで、まずは当時あった全珠連の『通信珠算教育講

座』を受講することにしました。 

この講座は珠算教育、特別算法、日本珠算史等１５

の講座あり、それぞれ２つずつレポートが課せられる

もので、どの講座も連盟の第一人者が添削して下さり、

合格するまで何度でも再提出しなければならない、非

常に厳しいものでした。仕事を終えてから夜遅くまで

毎日勉強しました。 

なんとか全課程を、最年少で修了することができ、

昭和５８年の研究集会において荒木勲会長に表彰され、

しかも握手していただき大変感激しました。 

その後も勉強を続け、『開立法における省略算』の研

究論文により、昭和５９年に連盟より研修奨励賞を受

賞することができました。 

支部に於いては、県大会・通信大会で競技委員の経

験をさせていただき、さらに、東北大会の競技委員と

して、読上算の担当や、東北地連の会議にも出席させ

ていただきました。また、平成７年からは県の研修部

長となり、今年で２３年目となります。 

平成２年開塾。 

平成１３年に福島県で開催された研究集会で『暗算

指導』がテーマのパネル討議でパネラーとして発表。

三沢地区をはじめ多くの先生方が応援を兼ねて参加し

て下さり、とても心強かったです。 

平成１５年からは本部から依頼を受け、研修学教委

員を５期１０年間務めさせていただきました。研究論

文目録集の編集や、会員から寄せられた研究論文の審

査、珠算春秋の原稿の校正等の仕事があり、宅配で送

付された資料を家で全てに目を通し、自分の意見をま

とめたうえで、会議に出席することが義務付けられて

いました。特別算法や簡便算など、入会当時に取り組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んだ珠算通信講座での勉強

が、大きく役立ちました。 

さらに、研究集会ではパ

ネル討議のコーディネータ、

珠算教育に関する座談会で

は司会を、人材育成講習会

では『ＩＴ化のすすめ』の

講座で、３回連続で講師を

務めました。 

 平成２４年度からは３回連続で学術顧問会議の進行

を任されました。顧問は大学の教授が主なので、討議

内容が高度で複雑であり、さらに進行者からも流れに

合わせて質問しなければならない為、非常に大変でし

た。青森県でも講習会を行ったことのある谷賢治先生

や岡久泰大先生から進行を引き継ぎましたので、両先

生には多くの助言をいただき、過去の学術顧問の諸先

生の発言内容を調べるなど、各回のテーマ・議題に沿

って準備するのに相当の時間をかけました。討議が白

熱してくると、緊張よりも楽しさが上回ることさえあ

るほどで、とても勉強になりました。 

平成２４年には日本教育新聞に掲載の『“学校のそろ

ばん”で育む確かな学力』というテーマで、上垣渉先

生（全珠連学術顧問、三重大学名誉教授、岐阜聖徳学

園大学教授）との対談をさせていただきました。そろ

ばんは確かな学力の育成にどのような効果があるのか、

学校現場での活用のポイントとは何かなど、私自身も

珠算教育の必要性を再認識する事ができました。 

その他として、全国の小学校や全珠連の会員などに

配布される『小学校のそろばん学習』の原稿作成を担

当しました。そろばんの良さを学校の先生方に伝える

為に、最小公倍数や最大公約数など、算数に役立つ珠

算の可能性を見直すよいきっかけとなりました。 

 以上がこれまでの私の主な活動内容ですが、こうし

て私がいろいろな経験をさせていただけたのも、工藤

理事をはじめ、青森県支部全体が他の県の先生方から

認められていたからだと思います。 

 最後に、これまで私をご指導下さった先生方に感謝

すると共に、これからの珠算界を背負っていく若い先

生方の活躍を期待し、副支部長就任のあいさつに代え

させていただきます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真】谷先生と 
（日本そろばん史料館にて） 

ホテルには、良い香り漂う、

名物『りんご露天風呂』。 

夜には、近所の老人ﾎｰﾑでの

花火大会…♪ 

今から楽しみですね♪ 

皆さん、是非ご参加下さい！ 

♪ 

定時総会・講習会  おしらせ 
 

 

成 績（優勝のみ） ※④…４年以下の部 ⑤⑥…5・6 年の部 ㊥…中学生の部 
 

◎団体総合  ④三沢珠算塾  ⑤⑥三沢珠算塾  ㊥三沢珠算塾 

◎個人総合  ③長久保佑夕貴   ④赤塚 桜菜  ⑤吉田 友哉 

（県知事賞も受賞）  ⑥鳥谷部莉央   ㊥松岡 有里 
 

○読上暗算  ④赤塚 桜菜 ⑤⑥鳥谷部莉央 ㊥沢居 美優 

○読 上 算  ④中野渡唯愛 ⑤⑥工藤 渚央 ㊥沢居 美優 

○ﾌﾗｯｼｭ暗算  ④中野渡唯愛 ⑤⑥鳥谷部莉央 ㊥江川 豪生 

第４８回県下珠算競技大会  
兼  第４５回東北七県大会予選  
（ 平 成 29 年 6 月 11 日・ﾘﾝｸｽﾃ ｰ ｼ ｮﾝ ﾎ ｰ ﾙ青 森 ） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


