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  巻頭言 

 

 

 

真の珠算教育における温故知新(1) 

 日本における本格的な計算教育が始まったのは、実に室町時代末期の頃に中国で発明された

「そろばん(算盤)」が日本へ伝わってきてからと言われています。当時の庶民の生活の中に一

般的な計算教育はなく、専ら支配階級の身に限られていましたが、そろばんの伝来とともに計

算の教育がはじめて日本全国に広がり江戸時代に入ってからは武士階級だけでなく庶民一般に

まで広まり、日本独自の計算教育が盛んになってきました。 

 本稿では、そろばんが日本に伝来してから江戸時代には日本独自の計算教育が進展してきた

こと、さらに、明治維新の西欧文化の到来とともに、西欧式数学教育一辺倒となってしまい、

その後、20世紀後半からは電子計算機(コンピュータ)の急速な進展とともに、日本でも電子・

情報工学が大きな発展を遂げ、遂に人工知能の誕生と急激な社会変動が人間社会に大きな影響

を及ぼす時代に至ったことをもう一度見直し、その中で真の珠算教育は如何あるべきかについ

て、筆者も珠算教育には全くの門外漢ながら、故荒木勲先生の飛び込み弟子として、原点に立

ち返って考え直しを企てました。そして、以前、ＩＭそろばん創立十周年記念誌として荒木光

理事長先生から頂戴した「珠算教育論(要旨)」(原著者は小柳津恒、1937.10)を、許可を得て、

心新たに読み直すことにしました。ＩＭそろばん会員の先生方は本誌を既に熟読されておられ

る珠算教育専門家であり、今更、素人の戯言と思われるでしょうが、一片の脳科学屋から観た

真の珠算教育の在り方に憧れた気持ちをご理解頂きたく存じます。 

 先ず最初に、「珠算教育論(要約)」発刊に寄せてと題した、ＩＭそろばんの荒木光理事長先生

の前書きを拝読して、冒頭の文章から改めて大きな感動を受けました。全文はＩＭそろばん創

立の理念と珠算教育者の基本哲学について言い尽くされています。特に「教育者であるならば、

常に研修・研究を重ね、何事にも謙虚に学ぶ姿勢が大切」「真の珠算教育は、自分の力で考えら

れる知恵豊かな子供達を育てるためには、学校教育だけでなく社会教育も必要」の言葉には日

本の初等教育全般の根本精神に通じるものとして深い感銘を受けました。 

 さらに、小柳津恒先生の「珠算教育論」の紹介では、日本の珠算とは何かから始まり、崇高

な教育論まで展開され、珠算教育法についての詳細も含めて、珠算教育を根本的にとらえた論

文として 80年もの昔に公にされたことに意義深いものがあると述べられてあり、その要約を纏

めたとありますが、本誌を企画・編集された荒木碩哉先生と発行責任者の荒木光先生のご功績

は極めて大きなものと痛感する次第です。私自身、これから本誌を熟読玩味する覚悟ですが、

珠算音痴の自分に何処まで理解できるか自信はありません。 

一方では、最近の日本の学校教育、とりわけ初等教育にはあまりにも多くの課題が残されて

おり、現場の教育関係者の努力にもかかわらず、このままでは将来に不安があります。今ここ

で日本の初等教育の荒廃を避け、その新たな姿を見出すためには、もう一度原点に立ち返って

この国の学びの歴史、寺子屋・藩校・私塾等の江戸時代の学びの場に蓄積されてきた教育遺産

とは何か、江戸時代に日本独自に発達を遂げた「和算」を含めて、現代の「考える珠算教育」 
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の在り方をもう一度見直す必要があります。さらに、明治維新の後はじまった「国民教育」と

伴に、日本は何を手に入れ、何を失ったのか。そして敗戦後、占領下の教育政策を経て、如何

にして現代の日本人の初等教育が誕生したのか等、日本人としての学びの形の変遷を熟知する

ことによって将来の初等教育の在り方を根本から考え直すことが大切なのではないでしょうか

(沖田行司「日本国民を作った教育、寺子屋からＧＨＱの占領教育制度まで」ミネルヴァ書房、

2019)。 

本稿では先ず、江戸時代の「考える珠算教育」について少し触れてみたいと思います。江戸

時代には、寺院で手習い師匠が庶民の子弟に「読み書きそろばん」等をはじめ庶民の世俗教育

まで含めた私設の教育機関が発展し、上方では「寺子屋」と呼ばれ、江戸では「筆学所」と称

されました。近世に入ると、寺院を離れて巷間で教育が広がっても「寺子屋」の名称は広く残

されました。当時は封建社会のため、子弟の教育機関も、武士階級では藩校、庶民階級では寺

子屋と呼ばれ、専門的教育を受けられる「私塾」など、現代の小学校教育の起源となりました。

まさに「寺子屋」は一般の初等教育の原点として、主体的な勉強意欲を生み出して来たのです。

「寺子屋」でも算盤の教育が始まり、これが現代の「珠算塾」の原型となりました。一方では、

江戸時代初頭に日本独自の数学である「和算」が成立し、その後急速に発達したのも、数を目

に見えるように造られたアナログ教育器具である「日本式算盤」が全国に広まったお陰なので

す。「和算」は日本で独自に発達した数学であり、さらに江戸中期には関孝和(1642?～1708：和

算家)らにより発展した日本古来の数学で、当時は西洋式の数学に決して引けを取らない世界最

高のレベルであったと言われています(成美風「江戸の天才数学者」新潮社、2012)。江戸後期

には日本中で数学ブームが起き、最終的に行列式や高等数学を大成させました。「和算」は子弟

に算盤を使って「自分で考える能力を育成する」ためには最適の数学教育の教材となりました。

しかし、明治時代に西欧数学(洋算)が輸入され、残念ながら、文字通り日本独自の「考える珠

算教育」の原点ともなる「和算」は特に批判的な議論さえされることなく、日本の初等教育現

場から姿を消してしまいました。 

明治に入るとすぐに学校には洋算が導入され、その後、高等科においては「算数はひっ算を

用ふべし」との通達がなされたとあります。その結果、実用面において生活に強く根を張って

いた算盤だけが生き残り、肝心の算盤の「教育」は、全て巷の珠算私塾のみで補われることに

なりました。算盤計算法も徐々に日本独自のものに進化し、日本の算盤は、意のままに操作で

きるようになるにはそれなりの修練を必要とするが、その過程で複雑な数を正確に取り扱う能

力や、珠算式暗算能力を得ることが出来ると既に明確に指摘されています。 

その後の日本の初等教育では、学校教育における「算術科目」において、洋算では学問とし

て「形式的な算術」を重要視するのに対して、日本では算盤が存在し、算術が技術となってお

り、形式主義的な高等学問だけに留まらず、尚且つ実用主義的な計算だけでもなく、両者の主

義を兼ね備えた日本独自の新たな文化として発展を遂げてきたと述べられています。 

しかし、その後の初等教育では、日本における算術をきちんと受け継ぐ教育がなされておら

ず、算術教育の僅かな一部分に過ぎない「計算」に終わっていると言うことです。小柳津先生

の主張は「珠算とは日常の生活において習熟させること、生活上必要なる知識を蓄えること、

それらの中で、珠算のなし得るべき位置を発見し、思考を正確にすることである」と紹介され

ています。珠算は本来、日本算術そのものであったのが、洋算にその地位を奪われ、単なる計

算具という地位に落ちてしまいましたが、一方では、それによって珠算は、家庭内、産業、私
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塾等の場で独自の進歩を遂げたと言えます。算盤が現在もその機能を遺憾なく発揮しているの

は、日本独自に改善された安価で使い易い日本式算盤で、産業上のあらゆる複雑な計算まで迅

速正確に処理できるからであり、何より、日本人の手先の器用さ、さらに、勘・極意・技の心

などの日本人の精神性に適しているからと言われています。 

日本の珠算技術には、修養的な「道」の考え方があり、技術と精神が一体化して、日本式珠

算は修道的な、そして人間の持って生まれた特性を円満完全に発達させる陶冶的な価値を有す

るものと説明されています。珠算の初心者は常に意識的な労を伴いますが、熟練するに伴って、

指頭の働きが滑らかかつ敏捷で、それが自然なものとなります。意思動作の習熟は、客観的な

動作そのものの上達に加えて主観的にも著しい変化を与えます。自省によって自己の心性を徹

見し、深い人生観を持つこと、それこそが珠算の「道」であると述べられています。本誌の第

三章・第四章は私には難解で今後の宿題とすることをお許し下さい。 

他方では、前報(第 146 号)でも紹介した通り、最近の人工知能(ＡＩ)やＡＩを搭載させたロ

ボット技術の研究と応用展開に目覚ましい進展が続々と見られ大きな関心が寄せられるように

なりました。ＡＩとは、人工的にコンピュータ上などで人間と同様の知能を実現させようとい

う試み、あるいは人間が知能を使ってすることを機械にさせる目的で、そのための一連の基礎

技術全般を示すもので、現段階では主に、人間が知能を使ってすることを機械に代行させるも

ので、未だ人間と同等の機械を造り出すまでには進んでおりません。現在は、推論や学習能力

も人間の脳には到底及ばず、そのごく一部を実現している段階ですが、これまでの基礎的研究

に基づく技術の蓄積がＡＩの応用分野の基盤となることによって、ＡＩは知能分野では今後、

飛躍的な進歩が予想され、種々の応用分野での先進的な研究が目覚ましく発展すると伴に、実

用面での活躍が大きく期待されています。 

一方、人間の脳は本来、知的機能だけではなく、脳の知的な働き・知覚をもととして、それ

を認識にまで作り上げる心的機能(感覚により獲得された素材を整理・統一して認識に至る知

性)を併せ持っています。そして知識の卓越性(知的機能)と判断・思慮分別の卓越性(心的機能)

を両極に持ちながら両者がお互いに相補的な関係を維持しつつ、物事の道理を判断し処理して

いく心の働きにより、物事の道筋を立て、計画し、正しく処理していく能力(知恵)を完成させ

るのです。従って、人類に大きく貢献するはずの人工知能を単に自分達の生活に役立てて有効

に活用するだけでなく、人工知能の目覚ましい成長に追いつかれないように、また機械に支配

されることなく、人間としての主体性を維持していくには、心的機能を伸ばすためにも、これ

まで以上に自分の脳を鍛え続けなければなりません。しかし、残念ながら我が国の現在の学校

教育では、知的・心的機能を高める脳活動、とりわけ前頭前野の活性に寄与するような教育は

殆どなされていない状態といえます。そのため我が国では、珠算塾を中心に真の珠算教育を社

会教育の一貫として着実に完成して行かねばなりません。今後は急速な人工知能時代に突入す

るからこそ、単に目標達成のために珠算技能を急いで磨くだけではなく、広い視野に立って全

ての機会を捉えて「自ら考え行動する能力(知恵)」を併せてしっかり身に付けるための真の珠

算教育のできる珠算塾こそが現代社会を生き抜ける人格形成に不可欠な、継続を要する修行の

道場として今後の社会の要請に大きく答えられるのではないでしょうか。ＩＭそろばんの益々

のご発展を心から願い上げる次第です。               

 

                         （大阪府立大学名誉教授 林 壽郎） 
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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。 

 

☆３月セミナーは開催の予定でしたが、Ｉ.Ｍ.そろばん事務局移転等の都合により休

講とし、埼玉会場にて「第 50回検定記念講演」を開催させていただきます。  

 

 

 

 

 

 

  ４月１６日（月） 香川県セミナー          子どもステーション 

 

第２講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉        ９：００～１２：００ 

 

解説 Step－３ １０の合成分解 

   Step－４ たし算と九九 ３と４の段 

    Step－５ ５の合成分解  

    Step－６ たし算と九九 ５と６の段  

 

～４月のセミナー開催日程～ 
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  ４月１７日（火） 愛知県セミナー          川名珠算教室     

 

第２講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉        ９：００～１２：００ 

 

解説 Step－３ １０の合成分解 

   Step－４ たし算と九九 ３と４の段 

    Step－５ ５の合成分解  

    Step－６ たし算と九九 ５と６の段  

 

 

 ４月１８日（水） 兵庫県セミナー          学道そろばん 

  

 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  たし算と九九７，８，９の段 

    Step－９  ２桁上から借りる 

    Step－１０ たし算と九九 １０，１１，１２の段 

    Step－１１ 日本語と英語で正しく先生の前で読む 

 

 

 ４月１９日（木） 京都府セミナー          京都珠算連盟下京教場 

  

 第２講座  ＩＭ公認講師 荒木 光         ９：００～１２：００ 

 

解説 Step－３ １０の合成分解 

   Step－４ たし算と九九 ３と４の段 

    Step－５ ５の合成分解  

    Step－６ たし算と九九 ５と６の段  

 

 

 ４月２０日（金） 埼玉県セミナー          さいたま文化センター   

                             

第４講座  ＩＭ公認講師 関根 由季        ９：００～１２：００ 

 

解説 Step－１２ かけ算１×２、Step－１２の加減算を日本語、英語で読ませる 

    Step－１３ かけ算１×４、Step－１３の加減算を日本語、英語で読ませる 

    Step－１４ かけ算２×２、Step－１４の加減算を日本語、英語で読ませる 

 

★ 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。 

 



 
6 

 検検検定定定・・・研研研修修修委委委員員員会会会だだだよよよりりり 

 

この度は I.M.そろばん記念講座「考えるそろばん検定試験第５０回」を施行する

にあたり、珠算教室を生業とされて居られる教師の皆様へ教師の為の講座お薦め情報です。

ご参加の件、宜しくお願いします！！ 

 

日  程 ： ２０１８年３月２９日（木）  

開催時間 ： １０：００～１１：４５ 

参 加 費 ： ２，５００円 

            （※教場のご紹介による、お子さんの学習が気に掛かる保護者は資料代として1,000円） 

持 ち 物 ： そろばん、筆記用具 

会  場 ： さいたま市文化センター ３階 第２集会室 

       さいたま市南区根岸１－７－１ 

交  通 ： JR 京浜東北線・武蔵野線 

       南浦和駅西口より 徒歩７分 

申  込 ： Fax ０２９７－７３－１９４８（検定委員会：平塚） 

E-mail ： im@imsoroban.com  （事務局） 

  申込締切 ： ３月２５日（日） 

 

タイトル 

「そろばんに魅せられて：学習とそろばんの深い関わり」 

 講師 小説家   泉 ゆたか 先生 

        １９８２年 神奈川県生まれ 

        早稲田大学卒業、同大学院政治学研究科修士課程卒業 

        大学在学中から小説家を志す。 

        ２０１６年、「お師匠様、整いました！」で第十一回小説現代長編新人

賞を受賞、デビユーを果たす。 

        お仕事：・・・有名学習塾講師の御世話役講師 

 

そろばんの検定試験  

I.M.「考えるそろばん検定試験を受験する！」 を実行しましょう！ 

  ＊検定試験問題 Step18 を公開します。 

      ＜検定・研修合同開催＞ 

       お問い合わせは、事務局まで 
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第５０回考えるそろばん検定試験施行日は４月２２日（日）です！ 

 

試 験 日   平成３０年 ４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３０年 ４月５日（木）～４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      ４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 

      ◆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５１回 ２０１８年 ６月２４日（日） 

第５２回 ２０１８年 ８月１９日（日） 

第５３回 ２０１８年１０月２１日（日） 

第５４回 ２０１８年１２月１６日（日） 

第５５回 ２０１９年 ２月２４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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コンテンツは愛だ！ 

【ホームページをたくさんの人に見てもらうには】 

最初の方で、SEO 対策についてお話したと思います。今まで、SEO 対策に付随したお

話をしてきましたが、いくら対策をとったところで、実は重要な心構えがないと、すべて

の対策はほぼ無意味といっても過言ではありません。 

その心構えとは…「ユーザー（見る人）第一」であるということ！見る人がほしい情報

がそこにあることが最も重要な心構えです。 

【だからこそコンテンツが大切】 

 タイトルから“コンテンツ”

という言葉を使っていますが、

つまりは内容のことです。そろ

ばん塾に興味を持っている人は

どんな情報を求めているでしょ

うか？指導方針？教室の雰囲

気？授業料？それともアクセス

の仕方でしょうか？求める情報

は人によって違いますが、すべ

てユーザーが求める大切な情報

です。（情報が網羅されているかどうか、簡単に知るには、図の赤枠部分が顕著ですが…ま

た別の機会に） 

【どんなコンテンツが必要？】 

その答えは残念ながら私にもわかりません。少しずつコンテンツを追加したり修正した

り…トライアル&エラーで模索していくことが最善です。どんなキーワードのウケがいい

のかを調べる方法もありますが…まずは、先生方でウケるキーワードをディスカッション

してみてはいかがでしょうか？ 

【今後の予定】 

04 月発行分 … テーマとキーワードを強くする 

05 月発行分 … ちょっと小難しいけど大切なタグ 

06 月発行分 … 小難しいついでにホームページの裏側の話 

07 月発行分 … コンピュータは画像を認識できない 

08 月発行分 … 画像といえば…インスタグラム⁉ 

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！ 

 

2018 年 3 月吉日 基藤 悠臣 
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 事事事務務務局局局だだだよよよりりり 

 

月日の経つのは早いものです。お正月からもう２ヶ月を経過してしまいました。先生方

に於いては新年度に向かって生徒募集や教材・備品・指導法等の準備に余念の無い事と拝

察致します。 

N.P.O.法人 I.M.そろばんでは、来年度も会員の先生方や保護者の方に「I.M.そろばん教

授法のお蔭」とご納得頂く授業や、検定試験を通して子供達の将来に役立つセミナーを開

催する努力を惜しまないものです。 

会員の皆様、この度の検定部による企画である講演にこぞってご参加の協力を宜しくお

願いします。 

 

―I.M.そろばん３月セミナーに於いて― 

誠に心苦しいことですが、事務局が教室の建て替えに伴い、３月中旬は教室を移動して臨

時の事務所で仮住まいです。作業に不備、不足が出てまいります。都合にて３月のセミナ

ーを休講とさせて頂きます。 

 

                               I.M.そろばん事務局  

                                   喜多 吉子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          発   行    Ｎ.Ｐ.Ｏ.法人Ｉ.Ｍ.そろばん 

          発 行 日  ２０１８年 ３月 ５日 

          発 行 人  荒木  光 

            

                    企画・編集  山本 琢也 

          発 行 所  〒274－0806  

          千葉県船橋市二和西６－１７－１７ 

          ＴＥＬ        ０４７－４４９－７７６５ 

          ＦＡＸ        ０４７－４４７－３８９３ 

                                 E-mail: im@imsoroban.com 

                 URL: http://www.imsoroban.com 

 

http://www.imsoroban.com/

