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“分かっちゃいるけど 

止められない” 
 

 今号の巻頭言を書き始めるにあたり、最近私が書かせて頂いている巻頭言が同じような

内容で、非常に偏ったものになっていると気付かされました。誠に申し訳ないです。“とに

かく、今生きてい人間の知恵を結集させて、地球環境問題を何とかしなければならない”

という思いが非常に強く滲み出たものになっています。 

環境倫理学の加藤尚武先生が、もう 10 年近く前のことだったと思いますが、ある新聞

に次のような意味のことを書かれていました。 

 『人類の飽くなき欲望の充足の追及が無くならない可能性が強いとしても、それでは地

球の未来にとって駄目であると気付いている人間は、“このままでは駄目である”と主張し

続けなければならない』（正確な文章ではないです。私が理解したことをもとに、私の言葉

で書かせて頂きました） 

 この言葉に触発されて、“このままでは駄目である”と言い続けることにしました。年の

せいか、その思いが一層強くなってきていますが、いくら言い続けても、実感としては“糠

に釘”という現実です。「環境問題は何とかしなくては駄目と分かっているが、人間の欲望

を充足させるという気持ちは絶対に無くならないものだ。大人になって、もういい加減に

これくらい分かってはどうか。」と言われているようです。“分かっちゃいるけど止められ

ない”と言うことです。 

 スーダラ節のように“分かっちゃいるけど止められない。”のでしょう。しかし、その結

果、自分の健康を害させる程度であれば、自業自得でそれで良いでしょう、と言えないこ

とは無いです。しかし“分かっちゃいるけど止められない”生活を続けた結果、地球の生

態系にとって大きな害が起こってくるようであれば、“分かっちゃいるけど止められない。”

では済まされないのではないでしょうか。少し知恵を働かせれば気付くことです。 

 今夏も、例年に無い異常な気象に日本列島全体が襲われました。異常気象の大きな原因

は地球温暖化であると、多くの人は思っています。そして、地球温暖化の原因は、人間が

楽な生活を追い求めることを止めないからであると気付いています。しかし、そのような

生活を止めようとはしないです。科学の進歩が、そのような問題を解決してくれると信じ

たいと思っているからです。 

 情報過多の時代に生きていると、手に入れた情報を鵜呑みすることになりがちです。手

に入れた情報を咀嚼し、組み合わせて、自分なりの結論を創り上げる力が全く無くなって

しまっています。さらに大きな問題は、そのような力が無くなってしまっていることに気

付いていないということです。 

 多くの情報を組み合わせて、自分の力で新しい結論を創り上げる力が知恵と言えます。

それがもう無くなっているのです。大変な時代になってしまいました。ですから、知恵を

巻頭言 
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しっかりと身に着けた子供さん方を育て上げることが出来なければ、日本は滅亡してしま

います。それを分かっていただきたいと本心より思っております。 

 学校教育に限らず、あらゆるところで、自分の力で考えることの大切さを、日本では完

全に無視しています。学校教育では、生徒が答えられないとき、“教えていないから答えら

れない”と考えてしまっています。持っている知識を組み合わせて自分の力で考える力が

無くなったからである、とは思っていないのです。ですから、ますます教えなければなら

ないことが増え続けます。 

 人間の行為の結果、地球環境が元に戻らなくなったことを指して、地球環境問題だと思

っている人が多いです。しかし、人類が定住して農耕生活を始めたころから、人類は地球

に手を加えてきました。このころから地球環境は元に戻らなくなったのです。それでも、

私たちは地球環境問題が発生したとは思っていないです。 

 人類が地球の大循環を乱すような生活を始めたから地球環境問題が始まったと考えてい

る人もいます。しかし、産業革命以後、人類は急速に地球の大循環に乗らないような生活

を始めています。それでも地球環境問題が発生したとは考えていないです。 

 人類が地球環境問題を考えたのは、地球環境問題に関する初めての国際的政府間会議で

ある 1972 年のストックホルム会議以後です。僅か 45 年前のことです。それまでは地球環

境問題は、地球規模には考えられていなかったのです。 

公害と異なり、環境問題になると、生態系を乱した個人や組織を特定することが困難な

ものでした。不特定多数の人の生活によって生態系が乱されていたのです。しかし、不特

定多数の人々によって地球環境が破壊されたので、地球環境問題を意識し始めたわけでも

ありません。 

地球温暖化のせいで異常気象が起こっています。しかし、もし、異常気象が頻繁に起こ

っても、私たちの生活に大きな悪影響が無ければ、何ら問題にする必要が無いと思ってい

る人が殆どです。人類が地球環境問題をはっきりと意識し始めたのは、環境破壊が人類の

日常生活に大きな悪影響が出てきたからです。意識し始めたのは、人間のエゴからです。 

ですから、いくら規模の大きい地球環境破壊が起こっても、人類に悪影響が無ければ、

問題を解決する気はありません。また、人類に悪影響が及ばないようにさえなれば、根本

的な解決がなされなくても、その環境問題は解決したと思っています。生態系が破壊され

て、多くの動植物や地形等々に悪影響が出ていたとしても、一切その事実を直視すること

は無いです。 

これが、地球環境問題に対して人類が取っている態度です。情報だけを鵜呑みにし、自

分の力で考えられない結果なのです。地球上に居るのは人類だけではないのです。知恵を

働かせて、もう少し自分の力でじっくりと考えてはどうでしょうか。さらに言うなら、考

えるだけではもう遅い時期に来ています。実効ある行動を起こさないと、取り返しがつか

ない時期に来ているのです。 

 

 

理事長 荒木 光（京都教育大学名誉教授） 

                    http://plaza.rakuten.co.jp/honkideeco 

                    (2017.10.) 

http://plaza.rakuten.co.jp/honkideeco
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ヒロヤの 独り言 

   

  死んでたまるか 

 このタイトルは、私が１０年前に心筋梗塞で倒れたとき「他人
ひ と

が、俺が倒れたと言うが

俺は倒れてはいない！」と事務局へ講義をした。事務局曰く、「先生、先生はバタッと倒れ

ないと倒れたと言わないでショ！こんな風に病気が表れて入院したりした場合、他人
ひ と

様は

普通、倒れたと言うんです。」と大目玉を食らった。それでも「分かったとは言わなかった」 

あの時も“死んでたまるか”と独り言を書いた。今回は少々言い訳をする。 

 ８月１２日は予てから予定をしてアメリカの決算の始末に出かける予定で航空券を購入

してあり、予定をしていた。 

８月１１日に頭がふらつくし、何か心許ない。が、いつもの主治医は勤務の日ではなく

救急外来でみていただき、薬をもらってアパートへ帰り、１２日にハワイ空港へ向けて（余

談だがハワイ空港はいま、ダニエル イノウエ空港と呼ぶ）飛んだ。 

ハワイへ着いたトタンに救急外来の先生より電報があった。「薬を飲め！」との電報であ

った。迂闊なことに薬は日本に置いてきた。急ぎ、電話をして事の重大さを知りその重大

さに驚いた。ハワイにも教え子に医者が居る。その子に観てもらった。「航空会社における

飛行中に脳内出血（パンク）による事故は年に２～３回しかないという。 

ともかく￥～＄にお金を交換し、教え子に薬を頼んだ。そしてそれを珍しくも朝・昼・

晩しっかり呑んだ。呑みながら『今度、事務局は何という小言を言うか』ということが頭

を過ぎった。 

３日程すると頭がスーッとなったので飲み続けた。―安静にして― 

ハワイを予定より早く引き上げ、成田空港へ到着。その足で常連の問題爺
もんだいじじ

は入院。 

十月下旬には退院出来るそうですので、独り言をいつものように再開します。後一歩で

向こう岸が観られそうな良い経験をしたがこんな事で死んでたまるか！！ 

 

                            

                                                      2017 年 9 月 28 日 

       副理事長 荒木 碩哉                         
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               Ｉ.Ｍ.セミナー開催案内 

 

Ｉ.Ｍ.考えるそろばんは会員の先生方の勉強のための団体です。日頃生徒にそろばんを

教えると自然に「知恵袋の知恵」がなくなります。知恵は先生の為にいつも満杯にしてお

かなければなりません。 

 月に 1度、早起きをしてセミナーに出席し、知恵袋を満杯にしておきましょう！ 

 

 

セミナー受講料 

 

午前９時～正午 ￥２,５００ 午前９時～午後３時 ￥４,０００ 

 

  教 材 費   

  

  Step １～Step１０ 各 ￥２４５ 

  Step１１      各 ￥２８０ 

  Step１２      各 ￥３００ 

  Step１３～Step２０ 各 ￥３５０ 

 

 

※すでに教科書をお持ちの場合はそちらをご利用下さい。 

※当日、別途実費申し受けます。 

 

※１０月のセミナーは、研究集会開催のため、お休みとなります。 

 

 

 

 

 

 １１月２０日（月） 香川県セミナー          子どもステーション 

 

第３講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉         ９：００～１２：００ 

 

 解 説 Step－７  ５の合成分解と１０の合成分解 

     Step－８  たし算と九九（７と８と９の段） 

     Step－９  ２桁上から借りる 

     Step－１０ たし算と九九（１０と１１と１２の段） 

     Step－１１ 日本語と英語で正しく先生の前で読む 

  

～１１月のセミナー開催日程～ 
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 １１月２１日（火） 愛知県セミナー          川名珠算教室     

 

第３講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉         ９：００～１２：００ 

  

 解 説 Step－７  ５の合成分解と１０の合成分解 

     Step－８  たし算と九九（７と８と９の段） 

     Step－９  ２桁上から借りる 

     Step－１０ たし算と九九（１０と１１と１２の段） 

     Step－１１ 日本語と英語で正しく先生の前で読む 

 

 

 １１月２２日（水） 兵庫県セミナー          学道そろばん 

  

 第４講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉         ９：００～１２：００ 

  

解 説 Step－１２ かけ算（１×２） 加減算を日本語・英語で読む 

 Step－１３ かけ算（１×４） 加減算を日本語・英語で読む 

 Step－１４ かけ算（２×２） 加減算を日本語・英語で読む 

 

 

 １１月２３日（木） 京都府セミナー          京都珠算連盟下京教場 

 

 第３講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉         ９：００～１２：００ 

  

 解 説 Step－７  ５の合成分解と１０の合成分解 

     Step－８  たし算と九九（７と８と９の段） 

     Step－９  ２桁上から借りる 

     Step－１０ たし算と九九（１０と１１と１２の段） 

     Step－１１ 日本語と英語で正しく先生の前で読む 

 

 

 １１月２４日（金） 埼玉県セミナー          さいたま文化センター  

                             （第４集会室） 

第５講座  ＩＭ公認講師 関根 由季         ９：００～１２：００ 

 

解 説 Step－１５ 検定問題を日本語・英語で読む 

   かけ算（２×３）わり算（４÷２）加減算（２桁～３桁７口） 

   諳算 文章題（対応の決まり・和と差の関係） 

 

★ 会員の先生に於かれましては、セミナー予定を今一度確認の上、ご参加下さい。 
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第４７回考えるそろばん検定試験施行日は１０月２２日（日）です！ 

 

試 験 日   平成２９年 １０月２２日（日）全国 一斉 

試験会場   ＩＭ会員教場・公共施設 

申込期間   平成２９年 １０月５日（木）～１０月１２日（木） 

申込方法   所定の申込み集計表に必要事項を記入の上、ファックスまた 

              はＥメールにてお申込みください。 

ＩＭそろばん検定部ＦＡＸ：０２９７－８６－６０３３ 

Ｅメールアドレス： im-kentei@imsoroban.com 

受 験 料      １０月１３日（金）までに下記口座にお振込みください。 

         ＮＰＯ法人 ＩＭそろばん検定部 

   ゆうちょ銀行１０３００－４９７５８２９１ 

       ◆今回も申込集計表等一式を配布いたします。検定の日程を確認の上お申し込みください。 

  次の考えるそろばん検定試験日程 

 第４８回  ２０１７年１２月１７日（日） 

 第４９回  ２０１８年 ２月２５日（日） 

 第５０回  ２０１８年 ４月２２日（日） 

 第５１回  ２０１８年 ６月２４日（日） 

 第５２回  ２０１８年 ８月１９日（日） 

 

※検定試験の前には模擬問題練習が有効的です。 

※検定試験問題見本のページは一通りご紹介させて頂きました。これからは是非模擬問題 

をお試し下さい。模擬問題は I.M.そろばん検定部、又は事務局へ電話・メールにてご用命

下さい。 

 

Think with SOROBAN 
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全国教室一覧について 

 残暑の季節も終わり、秋の様相が深まってまいりました。気温もだいぶ下がっています

が、体調はいかがでしょうか。 

 さて、今月は全国教室一覧についてお知らせいたします。 

 この一覧ページは、今までの IMそろばんのホームページと大きく違う部分の一つです。 

 その名前の通り、全国の IMそろばんにかかわる皆様の教室を一覧形式で掲載するページ

ですので、一度覗いてみてください。 

【全国教室一覧の目的】 

 全国教室一覧は、皆様の教室をアピールすることを目的として作られたページです。今

お持ちのホームページのアドレスを掲載するだけでなく、オリジナルのページをお持ちい

ただくことも視野に入れています。 

 その意義は広く、会員の皆様同士の交流はもちろんのこと、これから生徒になるかもし

れない潜在的なお客様の発掘も目的の一つです。たとえば「東京都 そろばん」で検索し

たときに、教室一覧から皆様の教室にお問い合わせがあったら…今までの集客をさらに手

助けするツールになる可能性があるものと信じております。 

 

【自分のオリジナルページも作れる！】 

 今、皆様がお持ちのホームページの

アドレスを掲載するだけではなく、会

員様限定価格でページを１ページ分お

貸しするパターンもご用意しています。

ホームページをお持ちではない先生方

にぜひご利用いただいて、新しい生徒

の獲得にお役立てください。詳しくは http://imsoroban.com/web/original/ 

 ホームページのアドレスの掲載までは無料です。ぜひご連絡ください！ 

   

【今後の予定】 

11月発行分 … SEO対策を意識していますか？ 

12月発行分 … Googleマイビジネスとは？ 

01月発行分 … マーケティングでターゲティング 

02月発行分 … Googleアナリティクス使ってますか？ 

03月発行分 … コンテンツは愛だ！ 

など、私の専門分野を活かしつつ、皆様にお伝えして参ります！ 

  

2017年 9月吉日 基藤 悠臣   

http://imsoroban.com/web/original/
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   ２２２０００１１１７７７年年年度度度      

      「「「考考考えええるるるそそそろろろばばばんんん小小小学学学生生生大大大会会会」」」   

                              無無無事事事終終終了了了しししままましししたたた！！！                                             

                                                 

  

 

     千葉県 喜多 吉子 

 

近頃は何日も前からピンポイントでお天気が調べられる。それが案外外れない！ 

小学生大会は台風の通り持ちになる可能性が高いような噂で、“誰が信じるもんか！”と我

を張って二日前になって調べると「台風は近くを通るが、夜になって雨が強まる」の予報

程度で安堵しました。 

 生徒が会場を賑わしたのは生徒数だけで、成績はふるわなかった。 

 生徒は「会場で他の選手の邪魔にならないこと」の約束を大変良く守ってくれました。

ここから育て直し（立て直し）です。 

 頑張ろう、選手達！ 

 

  

 

                              茨城県 佐藤 信子 

 

台風上陸が気掛かりでしたが、大きな変化もない一日で、無事小学生大会を終える事が

できましたね。 

 ６年振りに高得点が出ました。選手の皆さん、揃って数字がきれいでした。日頃の練習

振りが想い計れる答案に向き合い、そろばん学習の奥深さに触れた一日です。 

 

 

 

                               埼玉県 関根 由季  

  

 今回、参加人数が少なかったですが、参加のみんな、練習もよく頑張り、大会に挑みま

した。しっかり練習の成果が出せた子、出せなかった子…どの子も勉強した内容をしっか

り身につけ、考えることのできる力をつけてほしいと願っています。 

 新幹線ゲームもチームで力を合わせ楽しそうでした。皆さん、ありがとうございました。 
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                                 千葉県 喜多 高明 

  

 荒木先生の挨拶で、特に相撲の話で、力みすぎると力が発揮できないこと、最後の結果

（総合点）で、６年ぶりで新記録が出たことは、とても気持ちよかった。 

 

 

                                                              埼玉県 山本亜季子 

  

 お疲れ様でした。イベントに関わることで、発見できたことがたくさんありましたが、

それ以上に、勉強不足であることも実感しました。小学生大会は期間限定です。もっとた

くさんの生徒に経験して欲しいと思っています。一年後には、これまで以上に盛り上がれ

るように～そのためには、今後もしっかり勉強し、生徒を育てていかなければと… 

 担当の関根先生をはじめ、諸先生方には大変お世話になりました。 

 本当にありがとうございました。  

                                   

 

                                                              千葉県 菅  幸子 

 

  今年は少人数の大会ではありましたが、すっきりと気持ちの良い大会になったと思いま

す。聞き取り算の決勝戦では、手に汗握るシーンを見ることもできましたし、今回の金賞

者は過去最高得点が出たと言うことで、子供たちにとてもいい刺激を受けることが出来ま

した。帰りは恒例の反省会で本当の反省をすることになりましたが、皆、また来年やる！

という気持ちで一致しました。また来年を楽しみに練習に励みます。 

運営や進行、お世話になりました先生方、ありがとうございました。 

 

 

                                埼玉県 山本 琢也 

  

 参加人数の約半分の数の先生（スタッフ）がいる。こうやって書くと参加者が少ないの

か？先生が多いのか？実際には参加者が少なく、そのおかげ（？）もあって採点もスムー

ズで、午前中にはほぼ終わっていました。来年は参加者が増えることを期待しています！ 

 

 

                              神奈川県 瀬戸山 敦 

  

 気分的には久しぶりに大会のボランティアをした。知っている生徒は居なくなり、先生

方は、少しふけていて新鮮さとノスタルジーを感じた。 

 少し大きくなった、ほっくんと遊んだのが楽しかったです。 
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 考えるそろばん小学生大会結果発表   
 

【総合競技】 

 

      金賞  竹田 脩悟 ９２８点 （関根そろばん教室） 

      銀賞  利根川優真 ７６３点 （関根そろばん教室） 

      銅賞  渡辺 千陽 ６９８点 （関根そろばん教室） 

          小林 莉子 ６８３点 （ミタマそろばんアカデミー） 

 

【日本語聞き取り諳算】 

 

      １位  利根川優真  ２８点 （関根そろばん教室） 

      ２位  竹田 脩悟  ２７点 （関根そろばん教室） 

      ３位  渡辺 千陽  ２４点 （関根そろばん教室） 

      ４位  杉谷 優衣  ２２点 （Ｙメソッド計算スクール） 

      ５位  奥田 優希  ２０点 （関根そろばん教室） 

 

【日本語聞き取り算】 

 

      １位  竹田 脩悟  ２６点 （関根そろばん教室） 

      ２位  小林 莉子  ２６点 （ミタマそろばんアカデミー） 

      ３位  利根川優真  ２１点 （関根そろばん教室） 

      ４位  福島 柚帆  ２０点 （Ｙメソッド計算スクール） 

      ５位  奥田 優希  １４点 （関根そろばん教室） 
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 事務局だより 

 

                     ～理事長の思いを伺って～ 

 

９月１７日の小学生大会は終了しました。どの教室も例年より参加人数が少なくなって

いました。小学生がそろばん教室で普段の授業に単位（度量衡 貨幣 割合 時間 等）

を使用した勉強をしていれば間違いなく学力を身に付けることが出来ます。大きな数も難

なく身に付きます。続ける事です。 

それを続けて来年には「満点博士を目指して出場」しましょう！！ 

 

理事長の開会挨拶がありました。例年、理事長のご挨拶は新幹線の窓から観る富士山の

観察を語ることから始まりましたが、今年は相撲部屋の食事係の「思い」でした。 

毎日稽古に励みながらも、こんな食事ばかり作って強い力士を相手に猛練習ができるわ

けでもなく、こんな稽古ばかり、一人稽古で何が出来る、「強くなりたい」と、うっぷんや

り方無い思いをして過ごす時間がある。しかしそんな思いだけでは強くは成れない。“強く

なるんだ”と大きな覚悟をして尚、稽古に取りみ、“鬱々した自分に勝つこと”を薦めてお

られました。理事長が小学生に伝えようとする心意気をひしひしと感じた次第です。 
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