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共に考えよう日本の食品ロス問題 
 

はじめに 
五月一日より「令和元年」となりました。日本全体の再出発です。「令和」の意味は「麗

しい調和(Beautiful Harmony)」であり、「整っている美しさで世界平和を目指す」祈りの

新元号と言われています。本年４月 20 日の朝日新聞で万葉集研究の第一人者として著名

な中西進先生の新元号「令和」についてのインタビュー記事を拝読して、明確な目的もポ

リシーもない現代の野放図な時代から脱却する必要性を痛感しました。これからの日本は

文字通り「令和」を目指して再出発しなければなりません。本稿では、持続可能な社会を

構築するためには何が大切かをもう一度見直す運動の一貫として、個人の自覚と実行力さ

えあれば、直ぐに改善できる可能性がある「日本の異常な食品ロス問題」について最近の

情報に触れさせて頂きました。珠算塾の先生方や若者の皆様にも今、個人として何が出来

るかを、是非一度、一緒に考えて頂きたいと願っています。 
 
地球環境問題の国際的取り組み 
人為的な地球環境悪化の主原因は、地球の急激な人口増加と豊かな生活を求めて地下資

源(化石燃料)を大量消費してきたためであると考えられます[1]。2018 年７月の世界人口は

遂に 75 億～76 億人に達したとの報告があり、国連の予測データでは、2050 年に 98 億人

に達し、2100 年には 112 億人にまで加速的増加を持続する見込みとされています。その

中で、日本の人口は、逆に顕著な減少傾向が予測され、急速な少子高齢化社会の到来が深

刻な問題となっています。世界人口の持続的増加が、さまざまな地球環境の悪化を招くこ

とが心配されています[2]。これまでにも永年にわたり、人類は、再生不能な大切な地球の

枯渇性地下資源の「備蓄残高」を利用し続け、大量の資源を無駄に消費し、汚染を拡大し

て来ました。これらは全て、我々の日常生活そのものが原因になってきているのです。こ

れまでも、地球環境問題を解決するために国際的な取り組みが根気よく進められて来まし

たが、未だ多くの課題が残されています。さらに、身勝手な大量生産と大量消費に明け暮

れた 20 世紀後半の先進工業国のツケとして大量ごみが山積し、莫大なエネルギー消費と

相俟って地球環境破壊が進んできました。その後、世界規模での見直しが行われ、３Ｒ運

動(Reduce, Reuse, Recycle)が提唱されました。一般廃棄物・産業廃棄物の中でも最も問題

となったのがプラスチックなど、生態系にとっては異物である人工有機化合物由来の合成

高分子の廃棄物(プラごみ)であり、埋めても腐らず、燃やすと有害ガスを排出して大きな

社会問題となって来ました。2015 年の世界のプラごみ発生量は３億トン(1980 年代の６倍

に相当)以上にまで急増し、その約半分は使い捨てのプラスチック製の包装・容器の廃棄物

であるとの OECD の報告もあります。これからの地球環境を積極的に改善して行くため

には、国際的な協力体制をさらに厳密に構築することが重要課題となりますが、各国の指
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導者達や行政、専門家集団の責任に任せるだけではなく、全世界の各個人それぞれが、強

い責任感を持って、持続可能で健全な未来の地球環境を子孫に残すために、今、自分が何

をなすべきか、自分自身で良く考え、知恵を集約して行くことが大切なのではないでしょ

うか。 
 
食品ロス問題の現状 
 世界的な人口増加問題が大きな課題となる中で、無責任な人間生活の結果、食品廃棄量

は年々増加の傾向が見られるのは本当に残念なことです。とりわけ、質素倹約を美徳とし

て来た日本国内における年間の食品廃棄量は、食料消費全体の３割に相当する約 2,800 万

トンとなり、このうち、売れ残りや賞味期限を超えた食品、食べ残しなど、本来食べられ

るはずの、いわゆる食品ロスは年間約 646 万トン(事業系 357 万トン、家庭系 289 万トン)
とされています。これは、世界中で飢饉に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量(年間約

320 万トン)を大きく上回る量になります。そして、日本人の年間一人当たり 51kg のロス

(お米の消費量に換算)に相当しています[3,4]。 
 他方、日本の食料自給率の現況は僅かに 39％(平成 27 年度)に過ぎません。諸外国の食

料自給率(2003 年)は、カナダ 145％、米国 128％、フランス 122％、ドイツ 84％、英国

70％、等と比較して日本だけが先進国の中で全く異なる様相を示しています。日本は現在、

食料の大半を輸入に頼っていますが、その一方で、食べられる食料を大量に捨てていると

いう現実があるのです。私達は、日本の食品ロスを減らすために、食べ物をもっと無駄な

く、大切に消費して行くことを各自が考えなければなりません。 
 日本における食品ロスは、過剰な製造、過剰な消費、そして我々が過剰に使い捨てを行

い続けていることに大きな問題があり、余りにも消費者ニーズに対して、作り手側と売り

手側が寄り添って「必要なものを、必要な時に、必要なだけ、必ず店舗に揃えないといけ

ない」との消費者側からの強い要求が出されてきたためであり、作る側は予備を考慮して、

過剰に作ったり、販売することになった結果なのです。食品メーカーや卸、小売店では、

いわゆる３分の１ルールといわれる日本独自の奇妙な規制に従って、返品された食品や欠

品を避けるために、保有し期限を超えた在庫(賞味期限を過ぎた食材も含む)など、品質上

全く問題なく食べられるにもかかわらず処分され、食品ロスとなるのです。飲食店でも、

客が残した料理(特に野菜や穀類)などが食品ロスとなります。３分の１ルールは、食品メ

ーカーなどが設定する、加工食品の製造日から賞味期限までの期間を３等分して、メーカ

ーからの納品期限や店頭での販売期限を設定した商慣習であって、JAS 法や食品衛生法の

規制とは全く無関係なルールであります。これは、今後早急に見直しが必要な課題であり

ます。 
 また、家庭から出る食品ロスは、食材別にみると最も多いのは野菜、次いで調理加工品、

果実類、魚介類であり、鮮度の低下、腐敗、カビの発生などが挙げられますが、賞味期限

に対する誤解も見直す必要があります。さらに、購入しても、手付かずの食品が２割以上

もあり、そのうちの４分の１は賞味期限前にもかかわらず捨てられています。一方、調理

の際に、十分食べられる部分を過剰に捨てていることも食品ロスの原因になっています。 
 日本で発生する食品ロスの経済的価値を換算すると、その価値は 11 兆円分に相当する

額になることが報告されており、これは日本の農業・水産業の総生産額(12.4 兆円)に迫る
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額になります。言い換えれば、お百姓さんや漁師さんが一生懸命に働いて稼いだ分をその

まま捨てていることになります。私達の認識の甘さが本当に恥ずかしくなる次第です。 
 
食品ロスを削減するために 
 日本における食品ロス問題を解決するためには、事業者(生産者、流通業者、販売者)が
出来る対策として、例えば、①過剰生産の防止としての生産調整、②農水産物の無駄のな

い出荷調整、③過剰仕入れの防止を考慮した販売調整、④３分の１ルールの見直し、⑤食

品の長期保管体制の整備、⑥きめ細かい食品の生産、販売、ばら売り、量り売り等の導入、

⑦メニューの適正化、⑦食べ残しを持ち帰る紙箱や袋(ドギーバッグ)の活用と提供、など

を見直すことが望まれます。一方、私達個人として考え直すべき家庭からの食品ロス削減

課題には何があるかを、もう一度それぞれが真剣に取り組んで頂きたいと願う次第です。

一般家庭から出される生ごみの中には、手付かずの食品が２割を越え、さらにその内の４

分の１は賞味期限前にもかかわらず捨てられています。これらの一般消費者の食品ロスを

削減するには、例えば、①食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」、②食材保存の工

夫、③残った食品は別の料理に活用、④消費期限と賞味期限の違いを正しく理解する、⑤

食の大切さを自覚し、過剰な供給を求めない、外食時での食べ残しを防ぐ工夫、などを良

く考えることです。①では、安売り等での食材を買い過ぎたり、在庫があるのを忘れて同

じ食材を買い求めたりを防ぐために、買い物の前には必ず食品の在庫を確認することは、

特に、野菜や生もの等の傷みやすい食材には有効です。買ったものは使い切る・食べ切る

ことも必要です。その他、調理の際での、野菜の皮剥きや肉の脂身の除去など、食べられ

る部分を過剰に捨てない工夫も大切です。②では、食材毎に冷蔵庫で保存する場所を上手

に活用して、多めに作って余った料理や、使い切れなかった肉や野菜は小分けにして冷蔵

庫保存し、早めに食べ切ることです。③では、食べ切れないで残った料理は別の料理に再

活用して食材を無駄に捨てない工夫も大切です。④では、消費期限は品質の劣化が早い食

品に表示されている「食べても安全な期限」のため、それを超えたものは食べない方が安

全です。一方、賞味期限は品質の劣化が比較的遅い食品に表示されている「おいしく食べ

られる期限」であり、それを越えてもすぐに食べられなくなるわけではありませんので、

簡単に廃棄することなく、見た目や臭いなどで個別に判断するものです。但し、開封した

後は、期限に関わらず、早めに食べることが必要です。⑤では、注文した料理を食べ切れ

ない場合には、持ち帰りが出来るかどうかを確認して、ドギーバッグを用意しておくこと

も大切です。但し、持ち帰った食材の安全性は自己責任となることを忘れてはなりません。

上述した例はほんの一部に過ぎません。その他、もっと考え直す課題も沢山あるでしょう。 
 
おわりに 
しっかりと人間性を育てる珠算塾という共同体の中で、早くから五感を磨き、自ら良く

考え、直感力(第六感)と共感力を豊かにし、意欲と創造の精神を鍛えて居られる皆様方に

は、本稿のテーマである食品ロスを削減するためには、個人として今何を為すべきか、た

とえ細やかなことでも、自分の考えをしっかりと仲間内で話し合い、実行する意欲を豊か

に育て上げて頂くために、珠算塾は最高の話し合い道場としても大きな力を発揮するはず

です。 
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日本国憲法と国是 

  過日、国後択捉へビザなしでかつての島民に渡航が許され、お墓参りをした。

そのなかに顧問として衆議院議員 M 氏が同席していた。宴会の席上、M 氏がか

つての島民の団長に質問していた。 

団長に向かって衆議院議員の M氏は、「北方領土が欲しければ戦争でとるしかな 

い。」派遣団長は、「とんでもない！戦争はやらない。今までの努力が無駄にな

る―」という趣旨のことを言っていた。 

  後日、主要新聞の論調を見てみると M氏の発言が日本国憲法と丸っきり考え

が異なっていたことがわかる。 

  ここで私が記憶を辿ってみると、年代の前後があるかもわからないけれど、

確か昭和２７年当時の吉田茂を団長として、連合国に日本の国是を認めてもら

った。『日本国政府の国是は、以後、永久に戦争をしない』という趣旨でその旨

を理解してもらえた。 

  国是とは、日本国憲法の一番大切なところを明確にしている条項である。 

◎憲法第９条に、日本国民は永久に戦争を放棄するものである。と書かれてあ

る。世界中の国でそのことを明確にしているのは日本国だけである。 

最近、安倍首相はこの９条を、時代遅れであり、変更しようという趣旨の発言

をしている。 

  私は、次のことのような出来事を４歳～５歳のころの記憶として忘れ難い事

実がある。町内には、終戦にも関わらず、帰って来ない父親が何人かいた。あ

る日突然、近所の友達のお父さんの戦友が、お父さんの遺骨をもって訪ねて来

られた。その日暮らしのお母さんは、町内の世話人にお酒を譲ってもらいに行

った。そして、戦友や町内の役員にお酒を注いで回っていた。やがて、その戦

友は帰って行った。町内の世話人も帰っていった。お母さんは娘をひざに抱い

て、泣いておられた。私はその光景をあまり理解ができなかった。翌日、お父

さんの出世地の山陰地方から親戚が来られた。悲しみの宴会であった。 

  憲法を変更するにあたり、「憲法第９条の戦争放棄のところを変える必要があ

る。」そのように阿倍首相は言っている。戦死した方の娘さんは今も独身である。

彼女に養子を取るにも片親ではなかなか婿は来手がなかった。淋しい人生だと

私は思う。 

 

                                                2019年6月 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！ 

  今まで通りご参加いただけますようお待ち申しております。 

 

 

 

 

               第二講座 ＩＭ公認講師  荒木 碩哉    

      

       解説   Step－３ １０の合成分解  

                   Step－４  たし算と九九 ３と４の段 

 

           ■７月１５日（祝） 香川県セミナー   子どもステーション 

           ■７月１６日（火） 愛知県セミナー   川名珠算教室 

           ■７月１７日（水）  兵庫県セミナー   学道そろばん 

           ■７月１８日（木）  京都府セミナー   京都珠算連盟下京教場  
           ■７月１９日（金）  埼玉県セミナー   市民会館うらわ 

                             

                   ※開催時間   ９：３０～１２：００ 

 

   

  

  

        ◆セミナー受講料    午前９時３０分 ～ 正午   ￥２,５００  

 

     ◆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。  
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」
 

第５７回考えるそろばん検定試験施行日は６月２３日（日）です。 

試 験 日   令和元年 ６月２３日（日）全国 一斉 

試験会場   ＩＭ会員教場・公共施設 

申込期間   令和元年 ６月６日（木）～６月１３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      ６月１４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５８回 ２０１９年 ８月１８日（日） 

第５９回 ２０１９年１０月２７日（日） 

第６０回 ２０１９年１２月１５日（日） 

第６１回 ２０２０年 ２月２８日（日） 

第６２回 ２０２０年 ４月２６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。 
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客層のコントロール 
【ホームページの目的は？】 
 ホームページを作りたいと考えたとします。どんなホームページにしたいですか？漠然

とイメージはあっても、どういう構成にしたらいいのか…というところまで一人で考える

のは難しいものです。 
 ところで、ホームページに求める役割は何でしょうか？もちろん集客がメインとなるで

しょう。もう少し掘り下げて…お問い合わせがもらえるようにするにはどうしたらいいで

しょうか？お客様の立場で…どんな情報がほしいでしょうか。反対に、どんな情報はほし

くないでしょうか。 
 そして、一番大事なのはゴールを決めること。少し前に話題になった「７つの習慣」で

は「知的創造は物的創造に先立つ」という原則を紹介しています。ホームページを作った

として、どういう状況になれば成功なのかを定義することです。 
 今、ホームページをお持ちの方、作ったときに思い描いたゴールは達成できましたか？

こんな人に来てほしいという願いはかないましたか？ホームページで客層をコントロール

できていますか？ 
【細かいテクニックは製作者側の仕事だが…】 
制作会社の基礎中の基礎として、ホームページの構成をするにあたり、視線を Z にする

とか、F にするといったものがあります。スマホで見るために右上部にハンバーガーメニ

ューと呼ばれるアイコン「≡」を配置するなどは製作者が考えるものです。こういった部

分は「餅は餅屋」の話ですが、中身の文章などは制作会社にはわかりません。ホームペー

ジにとって良い文章の書き方を伝えることはできても、文章を丸々書くことはできません。 
この中身の文章を“コンテンツ”と言います。コンテンツの中にキーワードなどを盛り

込んでいくことになるわけですが、ターゲットを記事ごとに決めて、どんな人に読んでほ

しいのかを考える必要があります。 
【ターゲットの選び方の話いろいろ】 
先日ある先生と「そろばんを始めるなら遅くても何歳くらいか」という話をしました。

個人的な見解ですが正直、遅すぎる年齢の人に来てもらっても手を焼いて手間ばかりがか

かってしまうのではないかと想像しています。ですが、ある程度客層をコントロールでき

るとしたら、手間も省略できて助かりますよね。 
今までの記事の中で、ターゲットの選び方についていろいろとお話をしてきたのをおぼ

えていらっしゃるでしょうか。ばらばらにお話をしていたため、どこのことかわからない

と思います。例えば、天国型・地獄型の話や前回の「知覚的防衛」もその一つです。 
これらを駆使していくと、ある程度客層をコントロールできるという話を次回まとめて

いく予定です。 
       

             2019 年 6 月吉日 基藤 悠臣  
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 ～ in 長瀞 ～ 

 
埼玉県 関根由季 

 
  今年で 20 回目のＩＭそろばんのアーリーサマーキャンプ。今年は、埼玉・長瀞で行わ

れました。 
  Step１から段位の子まで、どの子も各セッションに取り組んでいました。英語読みのセ

ッションでは進むごとにスタンプを押してもらえるので、どの子もしっかり練習できてい

たように思えます。文章題では苦戦の子もいましたが、真剣に取り組んでいました。 
普段の教室ではみられない頑張りが見れるのも合宿ならではなのかもしれませんね。 
  ＩＭ恒例の「肝試し」楽しみにしていた子も多かったのですが、今回はアーリーサマー

キャンプとしては初めての「キャンプファイヤー」となりました。薪を積むこともトーチ

で点火することも、はじめてことでしたが、荒木先生から歌の指導を受け、歌ったり踊っ

たり…大きな炎を囲んで楽しい時を皆で過ごすことが出来ました。 
朝の体測でも、キャンプに参加したことのある子は慣れた様子で近似値を出すことが出

来るようになっていて嬉しい成果ですね。 
二日目、そろばん練習の後は。荒川の遊船を楽しみ、盛りだくさんの一泊二日でした。 
遠く埼玉・長瀞まで…ありがとうございました。 

 
 

千葉県 菅  幸子 
 

 遅れてキャンプファイヤーからの参加でした。今年は肝試しが出来ないとのことで残念

と思っていましたが、キャンプファイヤーの計画をし始めると何ともワクワクしてきまし

た。今の小学生事情を聞いても、キャンプファイヤーの経験はほとんどないと聞きました。

炎が高く燃え上がった時は怖がっている子や大興奮している子もいました。歌ったり踊っ

たりゲームを楽しんだり、そし炎が小さくなり最後に荒木先生から、火を静かに見つめま

しょう…数万年前に私たちの祖先が火を使う生活が始まりました…日本ではないけれどそ

の大事な火が今は世界で戦争に使われている、世界で起こってることを知り、絶対に戦争

してはいけないとのお話がありました。これから大人になっていく子ども達がこの話をし

っかり受け止めて、平和を守っていってほしいと思いました。 
 各セッション、そろばんの勉強はかなりしっかりとみんなできていたように思います。

生活もよかったです。川でのごみ問題さえなければ！しっかりゴミは持ち帰りましょう。

ひとりひとりが地球の自然を大切にしましょう～。お世話になりました先生方、ありがと

うございました。今年も有意義な二日間でした。 
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 千葉県 喜多 吉子 
 

I.M.そろばんのアーリーサマーキャンプはもう、２０回にもなるらしい。初回が茨木県

の海に近い場所でした。その時の『何の歌？』と予想して、みんなで歌っての休憩時間が

ありました。「林の中でクマさんに出会う絵」をみて歌の題名を当てて歌うのです。もちろ

ん「森のくまさん」ですね。 
そのようなことから今日まで、一度も休みなく開催し、今回は「キャンプファイヤー」

を楽しむことになって気分一新となりました。ずいぶん久しぶりでしたので参加の生徒さ

んは大喜びのようでした。来年のキャンプが楽しみです。 
火を消す寸前のあいさつに荒木副理事長の簡単なごあいさつがとても良かったのでその

言葉を簡単にごしょうかいします。 
「世界中の民族はみな、火を使い始めた古代から、皆で火を囲んで心の安らぎ・安全・

安心を語り合ってきたのが火（炎）です。日本ではその様なことにはならないと思います

が、その大切な火を、今では戦争に使用し始めています。そのようなことは決してあって

はならないのです。平和な日本の象徴に火をともし続けましょう！」と、終わりのあいさ

つをおっしゃいました。、久しぶりな、心うれしいキャンプが行われました。 
そして翌日は、長瀞の川下りが実行され、閉会！…いつもの♪ ♬今日も元気で皆さんと

♬一緒にそろばんが・・・の合唱で閉会！ となりました。よい二日間！万歳！また会いま

しょう！   
      
 

埼玉県 山本亜季子 
 

 記念すべき第 20 回目のアーリーサマーキャンプ、今年は天気にも恵まれ、無事に終了

することができました。 
 下見と打合せをし、セッション等の準備をしたものの、反省する点が多々あったうえ、 
指導の難しさ等も実感した２日間でした。（勉強不足…） 
 各セッションで、スタンプやポイントがもらえる方式は、子供達が一生懸命取り組むこ

とができ、良かったと思います。また、夜のセッションでは、初めてキャンプファイヤー

を企画しました。いつもでしたら始まる前から恐怖におびえていた時間ですが、今回はキ

ャンプファイヤーに向けて、荒木先生の元気な歌声のもと、歌のレッスンも行い、いざ本

番…歌に合わせて踊ったり、ゲームをしたりと、初のキャンプファイヤーはとても盛り上

がり、楽しい時間を過ごすことができました。 
 準備の段階より、諸先生方には大変お世話になりました。ありがとうございました。 
 二日間、本当にお疲れ様でした。 
    
 ※卜部先生、お忙しいところ長瀞までお越しくださりありがとうございました。 
  また、たくさんの差し入れをいただきありがとうございました。  
  来年は是非ご一緒できますように～  
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 茨城県 平塚 恒夫 

 

  アーリーサマーキャンプも今回が２０回を迎えることが出来ました。最初から参加をさ

れた先生が何人もおられました、毎回色々と準備を進めて頂いたスタッフの皆さんに、心

より感謝を申し上げます。 

 ここ長瀞で行われたアーリーサマーキャンプも多彩なセッションにより楽しく、有意義

な二日間でした。 

 各セッションでのスタンプラリーも、参加した子供達が競って問題に取り組んで、ひと

つでも多くのスタンプをと、一生懸命に回答していました。 

 夜のイベントでは、キャンプファイヤーを囲んでのひと時も今までには無かった良い機

会でした、一体感を体験したキャンプでした。 

 翌日の長瀞のライン下りは、川の状態からから部分的体験でしたが、大きな岩を眼の前

にしてそのすごさに驚いたり、舟から川の水を触ったりと楽しくすごしました、尚下流へ

行くと荒川だといわれまた親しみを感じていました。 

 又来年も宜しくお願い申し上げます。 
 

 

荒木 碩哉 

 

  今年は、アーリーサマーキャンプは実施されて２０回目である。毎年のことであるが、

プログラムがだんだん充実してきたように思う。 

 今年の特色は、低学年の参加が目立ったように思う。キャンプでのそろばんは、彼らの

能力にあったプログラムのよう思った。 

 セッションとセッションの間に、ファイヤーに使う歌も練習することができた。キャン

プファイヤーの歌集もテープに吹き込んで子供たちも練習ができた。大変良かった。 

 静と動のバランスが取れて、プログラムが大変良かった。末筆ながら、宇宙戦艦ヤマト

がメイドインジャパンであったことを初めて知った。  

 来年も楽しみにしています。 
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千葉県 瀬戸山 敦 
 
 片付けや運営も善く回せたと思う。 
 帰路は、菅ファミリーがいてくれたので負担が減ってよかった。 
まとめと反省：モテモテ（？）の２日間だった。とても悲しいことに、彼女たちは６～８

才だった。２０年ほど冷凍睡眠してきたいと思う。また、子供と手をつないで引率するに

ふさわしい服装があると学んだ。次からは、動物のガラの服をやめて、可能ならば「あや

しい者ではありません」と書いたプラカードを揚げていきたいと思う。 P.S  女性は怖い 
 
 
 

千葉県 菅 かいり 
 
 今年も途中参加になってしまったけど、大学で野外活動論やレクリエーションなども学

んでいるので、授業で習ったことを活かし、キャンプファイヤーで実践することができて

良かったです。これから更に学んで来年はより知識が増えてると思うので、もっと役に立

てたらいいなと思います。 

 セッションでは、今の自分のレベルに合った暗算の練習法が見つかったのでこれから頑

張ろうと思いました。 
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 事事事務務務局局局だだだよよよりりり 

                   

  内閣府の認可を得た検定試験を実行する団体は I.M.そろばんが唯一であります。 
  I.M.教場のそろばん指導は数理を踏まえた教育です。素敵な人材を社会に送り出しまし

ょう。 
  総会は会員各位の発言する大切な場でもあります。ご多忙中とは存じますが、万難を排

してご出席賜りますよう、再度ご案内申します。（再） 
 
 
 
記 

 
日      時    ２０１９年 ７月 ７日（日）１０時開催 
 
理事会・総会会場    『北区 滝野川会館』  
                        京浜東北線 上中里駅（王子駅となり）徒歩７分 
         
理 事 会   １０：００ 開催 
 
議   題   １）２０１８年度事業報告並びに決算の承認の件 

２）２０１９年度事業案並びに予算案の承認の件 
３）理事改選の件 

   
     総   会   １３：００～１４：３０ （休憩） 
   
     講 演 会   １５：００～１７：００ 

 
講 師  和算研究家 「佐藤 健一先生」 
演 題  『今、学校で何が起こっているか・・・』 

        
＊ 講演後、講師を囲む会があります。 
＊ 学校は今、・・・子供たちの為に私たちも学ぶときです。 
＊ 会員外の先生も参加できます。ご友人にお声掛けし、ご一緒しましょう。 

        

 

I.M.そろばん事務局 
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2019’グローバルそろばんオリンピック 

 ハワイ大会     

 グローバルそろばんオリンピックハワイ大会の出場選手（日本代表）が決定しました。

８月２３日（金）～２７日（火）この夏の熱い闘いが始まります。昨年はハリケーンのた

め出発直前に断念…昨年の分まで全力で戦ってきてください。皆さんの健闘をお祈りしま

す。

出場選手紹介 

■JAMES CUP                   ■DAVID CUP  

       日浦 龍成 （小５）  林  柚希 （小６）       
山本 悠人 （小５）   渡辺 千陽 （小６）        

 ■MIDORI CUP                  ■THOMAS CUP  

             水村陽菜乃 （中１） 矢野 真輝 （高１）

金成 理子 （中１） 大島 春佳 （高３）

佐藤 純奈 （中２） 橋詰 公人 （高３）

伊豆田玲央 （中２） 菅 かいり （大１）
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日時：２０１９年９月２２日㈰

開始：１０時より

会場：江戸東京博物館

１階会議室

・個人総合競技
・学年別英語聞き取り諳算
・聞き取り算・聞き取り諳算
・番外競技

主催：N.P.O法人I.M.そろばん
連絡先：０４７－４４９－７７６５ 事務局

そろばん教育の目的は「正しく」
「速く」であります。「正しく」は検
定試験です。「速く」は競技会で
す。生徒は両方参加することに
よって「そろばん教育」のよさを理
解するのではないでしょうか。
世界がグローバル化された今日、
四則だけをあらそう競技会は時
代遅れの競技会と言えるでしょう。
世界語と言われる「英語」と知恵
を活性化する「文章題」が必然的
に競技に加えるのが自然の流れ
ではないでしょうか。
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