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●6月分の授業料は6月4日(木)に引き落とし日となります。

◎7月分の授業料は7月1日(水)に引き落とし日となります。

※7月は維持教材費の納入月です。今回より維持教材費と変更しました。

● スピード競技記録会　※全校

● 6月検定試験　※全校

● ライセンス記録会　※全校

● 全国そろばん計算スキルコンテスト　※全校

★選手コース予定

お た 2020年6月号 第143号
未来型そろばんスクール

よ り
教室ホームページ

http://www.sanraku-soroban.com/

発行　Sanraku Soroban School

意欲を持ち挑戦しましょう。そして検定受検級を決める前に一度練習して下さい。
ホームページには検定模擬問題を掲載していますので、ご利用ください。予定では5
月としていましたが6月へと延期しました。
　※受験級や費用の間違いが無いようにお願いします。

① 小学1年生以下の部 珠算10級 各賞 特賞 金賞 8月 日本計算技能連盟主催 珠算・暗算検定試験

　全国そろばん計算スキルコンテスト 6月 日本計算技能連盟主催 珠算・暗算検定試験
教室 検　定　日 申込書配布・受付期間(期日厳守)

昨年に引き続き、そろばん計算スキルコンテストが開催されます。各部門ごとに決
められた問題に挑戦します。部門や内容は下記の通りです。各教室に申込書があり
ます。
7/27(月)～7/31(金)にて通常練習日に開催します。
モチベーションアップと正しい計算、そして新たな目標としても、下記級に到達し
ている生徒全員練習を7月上旬より行いますので、ご参加お願いします。

広尾校 6月22日(月)～6月26日(金) 5月25日(月)～6月12日(金)

教室 検　定　日 申込書配布・受付期間(期日厳守)

③ 小学3年生の部 珠算7級 2年生 350点満点 300点 広尾校

② 小学2年生の部 珠算9級 1年生以下 300点満点 250点

8月24日(月)～8月28日(金) 7月20日(月)～8月7日(金)

④ 小学4年生の部 珠算5級 3年生以上 400点満点 350点 9級からはじまる×ざん、7級での÷ざん、九九暗記お願いします。7級合格し暗記
ができた生徒から6級へと進級します。珠算・暗算検定試験では6級より九九表を見
ての受験はできません、7級までに九九の完全暗記をお願いします。

⑤

150点

⑦ 中学生の部 珠算2級 2年生 250点 200点

小学5年生の部 珠算4級 各賞 銀賞 銅賞

⑥ 小学6年生の部 珠算3級 1年生以下 200点

申込書配布・受付期間(期日厳守) 6月8日(月)～7月3日(金)

昨年の第一回コンテスト、当スクールからは102名の特賞者が誕生しトロフィーが全員
に贈られました。昨年トロフィーを手にしたみなさん、2連覇を狙ってくださいね。そし
て去年参加できなかったみなさん、ぜひ特賞トロフィーを手にしてください。 ●8月分は従来通り7月20日(月)が引き落とし日となります。

教育・子育て・習慣、そしてこれから 毎月、引き落としができない方がおりますので、残高等をご確認お願いします。
未払いの場合には教室にお持ちいただくかお振込みをお願いします。

授業料についてのご連絡⑧ 高校・一般の部 珠算1級 3年生以上 300点 250点

月 火 水 木 金 土

緊急事態宣言、まさかの事態が起きてしまいました。学校が長期休校となり子育て
は大変、3密(密閉・密集・密接)ソーシャルディスタンスと聞き慣れない言葉でし
た。「感染拡大を予防する新しい生活様式」を求められる今後はどうなっていくの
でしょう。これまでイベント、コンサートやスポーツ観戦、映画やカラオケ等の娯
楽、考えてみれば3密に値することが楽しい場でありました。飲食店に行き真向かい
には座らず横並び、2メートル以上、最低でも1メートルを保つこと。新生活様式は
これまで楽しみとしてきたことを変化させることになりそうです。電車やバスなど
の交通機関では、すでに3密は守られていないこともありますが、これは自分で気を
つけること、マスクなしでは歩けない国にたった３ヶ月でなってしまったのです。
また、エチケットとしてマスクの着用や、くしゃみ、咳などをできるだけ避けるこ
と。今、第２波が心配されていますが、毎年流行するインフルエンザの時期と重な
るとの報道もあります、これから世界中がどうなっていくのでしょうか。いよいよ
６月から学校が開始されます、元通りの習慣や生活に戻れる日はきっと遠い日にな
ることでしょうが、健康に注意しつつ１日も早く充分な教育が出来るようにと願う
ばかりです。
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※選手コース練習会、14日が今年度の初回となります。

6月14日(日)と6月28日(日)は午前は小学生、午後は中学生以上

として開催します。

午前9時30分から12時は小学生 午後1時から３時30分は中学生以上

7月の練習会参加方法は7月上旬にご連絡します。

2020年6月・7月 広尾校スケジュール
日

6月5日 6月6日

● ●
生徒のみなさんへ入室時のお願い

5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日

6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日

熱・咳などの症状が出ている場合には出席はご遠慮いただき、えんぴつやソロバンなどの用具
忘れは注意してください。(消毒等の観点から用具の貸し出しはしていません)

マスクの着用 教室では保護者付き添い等はご遠慮いただいております。送迎等
で教室まで来られる場合にはマスク着用でお願いします。 6月7日 6月8日

● ●
入室時にはアルコール消毒をお願いします。 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日

マスク忘れ・汚してしまうなどもありますので、少量ですが教室に準備してございます。
選手コース練習会 ● ●

教室を４月７日～5月8日(金)までお休みとしました。刻々と変わる情勢の中、いろ
いろと取り組みをしてみました。4月まで広尾教室のレイアウトでは座席数が22
席、パソコン席6席、計28席でした。密を避けるためのレイアウトに何度も変更
し、現在のレイアウトでは全23席です。生徒同士が隣り合わせ・向かい合わせにな
らないよう机1つ毎にパテーションを入れ配置をしました。入れ替え時には除菌をし
指定の席に着席をします。入口には座席図と指定席番号を掲示しています。生徒席
には1人１つずつタブレットを準備しました。今後タブレットを使用してのトレーニ
ングを加えていく予定です。
振替について、5・6月に加え7月も人数調整のため振替はございません。
但し、3月の分の振替は7月より少しずつ受け付けしていく予定です。振替方法につ
きましては一斉メールにてご連絡をします。

● ●

選手コース練習会

広尾校のみなさまへ 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日

●
6月28日 6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日

● ●
7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日

7月17日

7月11日

● ● ●

タブレット(windows)について
7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日

7月24日 7月25日

●
おやすみ おやすみ

7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日

7月より金曜日は午後のお時間のみ授業を行います。毎月時間変更があり申し訳ござ
いませんが、少人数での授業と学校開始による時間的都合などがございます。ご理
解をお願いします。7月の1コマの定員は12名としています。満席の場合には別部
をご案内することもございます。登校日が週替わりで参加が難しい方もいらっしゃ
ると思いますので、都合がつかない場合にはご連絡をお願いします。できるだけ柔
軟に対応をしていきます。※当日連絡はご遠慮ください。

選手コース練習会

27日～31日

選手コース練習会 ● ● ●
コンテスト

◆３級練習に入られる前(珠算3級練習時)までに、ご準備お願いします！
入学時にプレゼントしました練習用そろばんをご使用中の方は、3級練習に入る前ま
でにワンタッチ式23桁ソロバンのご準備お願いします。教室に申込用紙がございま
すので、ご請求ください。名入れをしてお届け致します。

昨年より開発してきました当スクール専用ソフトがもうすぐ完成予定です。今後コ
ロナウイルスなどの感染症により休塾となった場合には全生徒にご利用いただくよ
う準備していきます、休塾せずZoomを利用したオンライン指導とオフラインソフ
トでの併用学習をしていきます。

本番

記録会 スピード競技 6/8 ～ 6/12 ライセンス 7/13 ～ 7/17

●

●

●

●

●

海の日 スポーツの日

7月18日

● ●

7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日

7月時間割 6月検定試験
(5月検定を延期しました)午前の部(月・木) 午後の部(月・木・金)

午前A 10:00～10:50 1部 3:00～3:50
検定試験 6月22日(月)～6月26日(金)

午前B

申込期間 5月25日(月)～6月12日(金)

4部 6:00～6:50 希望者には申込書を配布します

11:00～11:50 2部 4:00～4:50

7月より金曜日は午後の
み授業を行います。

3部 5:00～5:50

サンラくん


