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何もしないですか 
 

 コロナ禍の終息は、全く見通せません。適切な政策があまり打たれず、国民に自粛ばか

りを要求しているような気がします。自粛が十分でないから第 4波拡大が起こり、収まら

ないかのようないい方です。そんな中、原則無観客で、2020東京オリンピックが開催され

ました。そして、感染拡大の第 5波に入ったようです。色々な見方がありますが、歴史の

判断を待ちたいです。 

 コロナ禍の広がる中、目立ってきたのは国民の間の経済格差の拡大です。コロナ禍が進

んでも、正規雇用者数の減少はあまりないですが、非正規雇用者数が大幅に減少しました。

コロナ禍のせいで経営が苦しくなった企業は、まず非正規雇用者を解雇しました。もとも

と非正規雇用者は、身分的に不安定なものですから、解雇し易かったのです。 

女性は、統計上、非正規雇用者であることが多いです。ですから、雇用者数減少の多く

が女性ということになります。コロナ禍で、国民全体間の経済格差が進み、同時に男女の

経済格差が進んだことになります 

解雇されると、たちまち日々の生活に困ると同時に、健康保険料も支払えないです

し、年金代も支払えなくなります。将来の生活が誠に不安定なものになります。現在

のところ、この問題の解決の見通しが全く立っていません。しかしながら、2020 年度の

法人税や所得税納入額は増加したそうです。格差が進んだ表れです。 

もともと、日々の生活を、より束縛の無いものを求めた結果、非正規雇用を求めた人々

もおりはしますが、企業の都合で正規雇用になれなかった方が殆どです。経営の都合

で、正規雇用の人を解雇することは困難でも、非正規雇用者であれば、容易に解雇で

きるのです。 

元来、日本の企業は、日本型雇用というものが多くありました。就職すれば、定年まで

勤めることが当たり前でした。終身雇用制です。同時に、自企業内ですべての企業活動を

するのではなく、多くを下請け、孫請けを利用することも当たり前でした。経営が上手く

いかなくても、自企業の雇用は維持しながら、下請けや孫請けを切り捨てていったのです。

その結果、親企業の人間の生活は安寧でした。しかし、下請けや孫請け企業の人々の生活

は、不安定なものでした。 

 長年、日本の企業を支えてきたこの二重構造程度では、経済が上手くいかなくなってき

ました。経済社会の変化が、非常に早くなってきたのです。それについていくために、企

業は常に柔軟に、企業活動をしていかなくてはならなくなりました。親企業そのもの

も、常に柔軟に変わっていかなくてはならなくなってきました。 

従来の終身雇用制では、柔軟に変わっていけなくなることに気付いたのです。そこ

で、非正規雇用を多く採用することになったのです。同時に、人材を企業内部で育てるコ
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ストを省き、必要な資格を持つ人を中途採用する方法を選んだのです。このような雇用形

態が現代的であり、終身雇用制は時代遅れものであるとしたのです。 

この結果、正規雇用が減少し、職を得る前に多くの資格を取っておかなくてはならない

のが当たり前になってきました。さらに、基本給を下げ、サービス残業が当たり前のよう

になってきました。 

人間が生きていくための経済的安寧を得るために、社会に企業を作ったはずなのに、企

業の安寧のために人間が犠牲を強いられるような社会になったのです。手段であった企業

経営が、完全に目的化してしまったのです。企業は潰れずに継続し続けて、人々の生活が

極めて不安定になったのです。 

もともと終身雇用で、定年まで働く人々の生活を保障してきたのに、企業が生き残るた

めに途中解雇を当然のごとくやるようになったのです。近代経営はこうであるというわけ

です。生活に困った人々を政府自治体が救わなければならなくなったのです。生活保護を

はじめとする様々な社会福祉政策です。コロナ禍の結果、このような政策に頼らざる得な

い人々が増加しました。 

 このような経営方法は、近代的というより、アメリカ的というものです。効率性をとこ

とん追求したアメリカ型の企業経営方式といえます。アメリカの企業では、あるプロジェ

クトを遂行する時、その担当者を新たに雇うことがあります。そして、そのプロジェクト

が終了すると、その担当者は会社を辞め、新たな会社のプロジェクトに職を求めてい

くのです。 

より高い報酬を全米に求めるそうです。次の勤務先が、今までと全く異なる州の場合も

あります。すると家族も新しい勤務地へ移らなくてはなりません。それが嫌な家族であれ

ば、日本のように単身赴任するということは、ほとんどないようです。その場合は離婚と

いうことになります。 

アメリカではこのようなケースの離婚が多いようです。より良い報酬を求めて、幾度も

職を求めて移動した結果、幾度も離婚しなくてはならなくなる人もいるようです。離婚ご

とに多くなってくる慰謝料や養育費が莫大になり、なんのために働いているのか分からな

くなることもあるようです。企業がより効率良い経営を追求した結果なのです。 

 もともと、人々の生活の経済面の安寧のために作ったはずの企業です。その企業の安寧

のために人々が犠牲になるのです。利益追求に振り回された、恐ろしい結果なのです。 

 このように企業の利益追求第一のための徹底した効率追求の経営は、より富を得る人と

そうでない人との格差を生みます。所得格差が一層拡大していきます。日本も、アメリカ

型企業経営が近代経営であるといって、従来の日本的経営を捨て去ってきました。その結

果、日本も所得格差が大きく広がってきました。 

 誰でもが、平等に大きな富を得られるわけではありません。その社会全体の富が急激に

多くなっていくわけではないですから、誰かが大きな富を得れば、富を得られない人が出

てきます。当たり前のことです。それにもかかわらず、しっかりやらなかったから富を得

られなかったのであるといわれてしまいます。誰でもが大きな富を得られるのだから頑張

りなさいということは、はっきりとした幻想です。それでもアメリカ型経営ではしっかり

やらないから脱落するのだといわれ続けます。 

 多くの企業が豊かになれば、雇用が拡大し、景気が良くなり、国民全体の生活が良くな
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るという政策（トリクルダウン trickle down）がアメリカでは当たり前になっています。

ですから、大企業がより安定的に拡大し続けるような経済政策が好まれます。 

 何年か前に、OECDはトリクルダウン政策では国民全体を豊かにすることはできないと断

定しています。社会保障政策や社会福祉政策などで国民全体の生活を豊かにして、国民全

体の購買力を高めることが先決であるとしています。アメリカはこの政策をあまりとって

いません。たとえば、保険会社などが年金等を扱うべきであるから、国家が年金に取り組

むと、私企業の自由な経営を圧迫するからもってのほかであるとするのです。国が管理し

ないと年金料が高くなり、貧しい人は年金に入れなくなるのです。これがアメリカ型の企

業経営なのです。 

 高度経済成長期頃までは、日本人はオール中流の社会といわれていました。それが崩れ

去り、アメリカ型企業経営の広がりとともに、経済格差が大きくなってきました。こ

れが、日本の経営の近代化といわれるものの結果なのです。 

 相対貧困率というのがあります。可処分所得（収入―税金・社会保険料）を世帯人数な

どで調整した数値に、等価可処分所得というのがあります。この等価可処分所得が貧困ラ

イン以下の世帯に属する国民の比率を相対貧困率といいます。貧困ライン以下とは、この

等価可処分所得の中央値の半分に満たない状態をいいます。 

 経済協力開発機構（OECD）が、毎年加盟国の相対貧困率を発表しています。2020.12．18.発

表のデータのうち、いわゆる先進 7か国のものは以下の通りです。（順位は OECD加盟国中

のもの） 

5位 アメリカ 17.8％ 

  15位 日本   15.7％ 

  18位 イタリア 13.9％ 

  22位 カナダ  11.8％ 

  23位 イギリス 11.7％ 

  26位 ドイツ  10.4％ 

  33位 フランス  8.5％ 

  先進 7か国中、アメリカが、一番相対貧困率が高いのです。これが自由平等を世界一謳

歌しているアメリカの現実なのです。アメリカの超富裕層トップ 50人の資産は、下位 50％

1億 6500万人の全資産に匹敵するということです。これもアメリカ型企業経営の結果とい

えます。参考までに申しますと、相対貧困率が一番低いのはアイスランドで、4.9％です。

日本は、この 3倍以上の貧困層がいることになります。 

 コロナ禍の結果、この経済格差がますます広がってきたようです。日本国民は、この現

実を知っても、驚いていないようです。何故なのでしょうか。憤りを感じているようにも

見えませんし、何とかしなければならないと行動を起こそうとしていることもないよ

うです。 

 アインシュタイン（1879～1955）が言っていた言葉があります。 

 

   悪い行いをする者が 世界を滅ぼすのではない。 

   それを見ていながら 何もしない者たちが滅ぼすのだ 
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 民主主義は、個々の意識の積み重ねで社会を動かしていく制度です。個々の意識が具体

的に表せていないと正しく機能しない制度です。国によっては、多くの人の犠牲があって

ようやく民主主義制度を手に入れています。それでも、どの国でも、時が経てば、何もし

ない人が増えるようです。 

日本の民主主義は、人々が命を賭して手に入れたものではないです。そのせいかどうか

わかりませんが、民主主義の有難みを、今日でも実感していない方が多いようです。様々

な議会議員選挙の投票率が五割を割ることが珍しくないのはこのためでしょうか。 

 個々の人間の行為の蓄積がこの社会を作っているのです。自分一人ぐらい選挙に行かな

くても世の中は変わらないと思っている人が多いでしょうが、選挙による個々の意思表示

の蓄積が社会を変えていくのです。 

 今一つ忘れてはならないのは、民主主義に基づいて行われる結果は、民主主義の制度に

参加可能であった人々に大きな影響を及ぼすことはもちろんですが、その民主主義の制度

に参加していない人々にも大きな影響を及ぼすということです。例えば未来の人々の生活

にも大きな影響を及ぼすことは多々あります。また、日本に住んでいない人々にも大きな

影響を及ぼすこともあります。私たちが快適な生活を享受した結果、地球温暖化が進

み、南太平洋の国々が水没していくことなどです。また、多くの動植物に悪影響を及ぼす

ことも多々あります。 

 選挙に行かないのは個人の自由でしょうが、その選挙結果が多くの影響を及ぼしている

ことが多々ありますから、責任を感じても良いのではないでしょうか。選挙に行かなかっ

たから、その選挙結果に責任が無いというわけではないのです。 

 今の自分さえ良ければ良いという思いではなく、自分の置かれている社会をじっくりと

見て、いろいろな影響が及ぶことなども含めて、冷静に判断し、できるだけ知恵を発揮し

てほしいです。日本の将来のため、意思表示と行動をしっかりとしたいです。 

 

 

                     理事長 荒木 光（京都教育大学名誉教授） 

http://plaza.rakuten.co.jp/honkideeco  (2021.8.) 
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第７０回考えるそろばん検定試験施行日は８月１５日（日）です。 

試 験 日   令和３年８月１５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３年７月２６日（月）～８月２日（月） 

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。 

Ｉ.Ｍ.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      ８月３日（火）までに下記口座にお振込みください。 

          ＮＰＯ法人  Ｉ.Ｍ.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７１回 ２０２１年１０月２４日（日） 

第７２回 ２０２１年１２月１９日（日） 

第７３回 ２０２２年 ２月２７日（日） 

第７４回 ２０２２年 ４月２４日（日） 

第７５回 ２０２２年 ６月２６日（日） 

第７６回 ２０２２年 ８月２１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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世界は刻一刻と変わる 

【世の中がどんどん便利に】 

暑いですね…去年の夏はこんなに暑かったか…と思いながら現在夏期講習中です。ご

機嫌はいかがでしょうか。先日こんなツイートを見つけました。 

 

“祖母(90代)、｢新しいものや便利なものはどんどん使うのが長生きの醍醐味。夏は電

気代で寿命を買う｣“ 

 

確かに日々技術発展していく世の中で、便利なものはどんどん使っていかないと損で

すよね。VRの技術がだんだんと発展してきているし、街頭に大きな猫まで現れたという

から、本当にいよいよ近未来が到来してきたな…！という感じ。あとは車が空を飛んだ

り、ドローンが行き交っていたりし始めたら新時代が始まったといってもいいかもしれ

ません。 

【絶えず進化】 

当校の大学生の先生がインターンに行くことになったそうで、その時の課題の話です。

課題の内容は「これからはやるであろう技術について」を 200字程度にまとめよ、とい

うもの。私が大学で AR（コナン君の眼鏡やポケモン GOのような技術）に出会ったころ

から考えていた、フロントガラスカーナビもすぐそこまで来ているのだとか。参考まで

に「フロントガラス カーナビ」で、YouTube検索すると見られます。

https://www.youtube.com/watch?v=-bfswWFTCK4 

他にもイメージすらしがたい技術の話がいくつも出てきたりと、大学で学んでいるこ

とは、社会人が見ている世界よりもはるか先を見ているのだと改めて気づかされました。 

【安定はほしいけど…】 

私も現職の教室長になってからもう少しで４年になろうとしています。だいぶ近隣の

方から認知していただいて、口コミにはいいものも悪いものもあるようですが、安定し

てきたような…。安定していると、その状況が壊れるのが怖くて、なかなか新しい手が

打てないんですよね。デジタル化をしようとすればお金もかかるし…。 

以前は仕事柄、何もせずとも最新技術を取り込んでいましたが、今の仕事は自ら情報

を取りにいかないとなかなか最新技術が入ってこず…。学ぶことをやめてしまうと、あ

っという間に世界からおいて行かれてしまうと感じた４年間でもありました。 

悪く言えばマンネリかもしれないと思いつつ、アナログの良い部分は踏襲しつつ、ひ

とつデジタルの力を借りて新しい手段で集客を考えるタイミングは今なのだな、と実感

しました。いつの瞬間も、今が一番若い時！始めるなら今！ 

                                                             2021年 8月吉日 基藤 悠臣 
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日本でそろばんをガンバっている皆さんへ 
 

 こんにちは。日本の皆さんは夏休みの真っ只中。東京を中心に非常事態宣言が出された

り、帰省を始め旅行の自粛を求められたりで大変な状況がハワイにも入ってきていま

すが、夏休みを楽しんでいますか。 

 １年延期された東京オリンピックが始まりましたね。日本人選手の活躍に大きな声援と

拍手を送っている毎日のことでしょう。ハワイでも連日オリンピックが中継されています。

ただここはアメリカなのでやはりアメリカ選手が活躍、出場する競技を中心に中継されま

す。日本選手の活躍は、日本語ラジオ局やインターネット、YOUTUBE でチェックしていま

す。情報伝達技術の進歩に感謝、感謝です。 

 今回アメリカから６１３人の選手が参加しています。ハワイ州からは１０人です。サー

フィンが盛んなハワイから参加のカリッサムーアさんがサーフィンで金メダルに輝き、非

常に盛り上がっています。アメリカ選手団の中でわずか１．５％のハワイ選手の一人

が、そして人口１４０万人の島から金メダリストが出たことはハワイの人々にとってはと

ても誇らしいことだと思います。皆さんも日本選手はもちろん郷土から出場の選手に熱い

応援を送ってください。ひょっとしたら西矢椛さんのように皆さんの通う学校から、皆さ

んのお友達がオリンピックに参加しているかもしれないですね。バスケットボールの渡邉

飛勇選手はハワイ出身ですが、今回日本代表として出場しています。 

 さて、ハワイは早い学校で８月３日から新学年が始まります。ただ心配なことにこ

の１０日ほどで新型コロナウィルス感染者が急増しています。１００人超えの毎日です。 

７月３１日、一日の感染者はなんと６２２人を数えました。以前にも書きましたがハワイ

の人口は東京の約１０分の１ですから、東京に当てはめると一日で６０００人以上の感染

者が出たことになります。そしてその２５％は子供の感染者であると報告されました。ハ

ワイの１２歳以上のワクチン接種率は６０％を超えましたが、保護者も生徒本人も心配度

１２０％の中での学校再開です。先生や生徒はマスク着用での登校となります。そのよう

な危険的な厳しい状況ですが、生徒達は学校で友達と会えることを楽しみにしている

ようです。 

 日本の皆さんも健康、事故、ケガに気をつけて思い出多い夏休みにしてください。 

 

ARAKI HIROYA SOROBAN SCHOOL 

PRINCIPAL  大嶋 秀明 
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 近況報告         『『『ミミミタタタマママそそそろろろばばばんんんアアアカカカデデデミミミーーー』』』   

セミナーレポート４月号でご案内しました、「プチサマーキャンプ inミタマそろばんア

カデミー」を 7/29～31 の３日間、レベルごとに日帰りで実施を致しましたのでご報告

を申し上げます。例年行われている I.M.そろばん主催のアーリーサマーキャンプを子ども

たちは毎年楽しみにしていますが今年も行えず、日帰りサマーキャンプとして教室で募集

したところ、１日に生徒１１名ずつ４日間（８月にも実施）実施することとなりました。 

                      

⇚ 名刺交換から始まり… 

 

 

 

 

 

 

 

暑くならない時間に外に出て体測。    

バスケットゴールの高さはどのくらいかな？ 

切り株の円周も自分の身体を使って測ります。 ⇛ 

 

 

 

 

                

                 ⇚ I.M.セミナーで教わったばかりの 

                 「九九ジオボード作り」に挑戦！ 

                 みんな、夢中で制作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

色んな形になるよ！ 

と、何度も何度も見せてくれました。 ⇛ 

※そろばん練習の時間はしっかり４時間入れましたが、写真が撮れず残念。 
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                 ⇚ 夕食はグループに分かれてカレー作り。 

                   もちろん、どのチームが美味しいのか                   

カレーコンテストもあり！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外でみんなと食べるカレーは格別に美味しく 

また、近所のおじさんから採れたてのトマト 

や、きゅうりを差し入れて頂きました。 ⇛ 

                

                 

 

 

 

 

 ⇚ 最後の感想文、帰るのちょっと寂しいけれど… 

 

 

 

 

 

 

 

 帰りに高校生のジュースやさんがOPEN、 

 お母さんにおみやげにする！と、持って帰りました。 ⇛ 

 

 

★教室で行っている夏休みイベントの原稿を 

募集いたします。 im@imsoroban.com 

 I.M.セミナー「第二講座」が開催されました  
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■Step2  《九九の成り立ち 0.1.2.3の段》  

テキストにて演習 

1 の段の九九の性質を次の順序に従い指導し、瞬時に「そろばん」に布数できるよう

に指導する。 
発見（法則） 1の段の法則を発見させる。［1ずつ増加する］ 
理解  九九の仕組みを理解させる 
記憶（定着） 1の段の式と答えを記憶させる 
暗記（知的） 1の段を暗記させる 
直観（知的） 1の段の九九を瞬時に「そろばん」に布数させる 

＊23桁のそろばんで指導する。答えが1桁の場合は1桁右へ飛んで布数させる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊2の段の性質（特色）…答えは2ずつ増える 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊０の段 （お皿） 
 
 

                                        

 いちご お皿に 1こ                     いちご お皿に 0こ 

    1×1＝1                           0×1＝0 

いちごの数 お皿 全部の数              いちごの数 お皿 全部の数 

 １あたり量 × いくつ分＝全体の量            １あたり量 × いくつ分＝全体の量 
             
                                                  

       0×2＝0 

                         いちごの数 お皿 全部の数 
                               １あたり量 × いくつ分＝全体の量 

『九九ジオボード』 
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■Step3  《10の合成分解》  

具体物での指導 

① 生徒に数えさす。コップが10個あることを確認させる 

② 10の合成・分解を指導する順序数・集合数で理解させる 

③ コップ10個でいろいろ組み合わせをさせる。いずれも10個になることを理解させる。 

④ 結果、次のように順序良く並べさせる 

10＝9+1 10＝8+2 10＝7+3 10＝6+4 10＝5+5 
  ↓     ↓     ↓     ↓     ↓    

10＝1+9 10＝2+8 10＝3+7 10＝4+6 10＝5+5 

半具体物での指導 バラ珠そろばん 

半抽象での指導  四つ珠そろばん 

そろばんに1～9を盤面に布数させる 

生徒は具体物（コップ）・半具体物（バラ珠そろばん）ですでに 10 になることを知

っている。先生はご自身の知識・教養で以って根気よくなんべんもなんべんも繰り返

し指導する 

① 盤面に9・8・7・6・5・4・3・2・1 
を布数させる 

② 先生が「9」というと、生徒は瞬時に                                  
「9」の右側に「1」を布数させる。 
先生が「8」というと、生徒は瞬時に                                  
「8」の右側に「2」を布数させる。 
以下7・6・5・4・3・2・1も同様 

③ 先生がどの数を唱えても生徒は瞬時に補数                                
を布数できるようになるまで練習させる。 

④ 瞬時に補数を布数させる方法は I.M式の                                   
特色です。完全にできるまで指導すること。 

 

テキストにて演習 
 
小学校の算数指導とそろばん指導 

・ 加数分解による計算と被加数分解による計算の違い 

～感想文～ 

【問題 1】正しく読む  　　分　　秒　正しく計算  　　分　　秒

左手
ひだりて

右手
みぎて

十
じゅう

の位
くらい

一
いち

の位
くらい

〔くつした〕【　　　】

【問題 2】少
すく

ない順
じゅん

に並
なら

び替
か

え 分　　秒

【問題 3】聞取り算　先生に問題を読んでもらう　　 分　　秒

両手
りょうて

ではじこう

① ② ④③

- 3 6

4 6

1 2

2 2- 2 2

- 7 7 4 4

9 9 5 5

- 8 97 8

3 3

5 5

- 5 5 - 6 6

- 7 7

- 3 3

②

6 6

① ④

8 7

⑤

3 3

③

⑤
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「まさに現在を体現した第一・第二講座」 

香川県 福田ハルミ 

 

 これまでに受けてきた珠算に関する講座の中で、これこそ未来を見据えた講義であった

といえるのではないでしょうか。講師の関根由季先生に心から拍手を贈りたいと思います。

何が、未来を見据えていたのかと申しますと、すべて「立体的であった」ということです。

「見るものそのもの」が立体的であるということは、「見えやすい」「解りやすい」とい

うことに繋がります。私たちは、あらゆるものが立体的に存在している中で、生きていま

す。その中にあり、何をどのように提示するかが大切になってきます。今こそ私たちは立

ち上がらなければならないと思います。これは、自分への反省を込めて、ただ珠算を教え

ているのではなく、ただ単に、I.M.に入会しているのではなく、何か自分にできることは

ないか真剣に考えることだと思います。立体的なものから受ける影響は自然な形で身に付

きます。それが幼児期なら、「モンテッソーリ」を勉強することだと思っています。 

 I.M 初期活動にモンテッソーリがあることを最近知りました。荒木先生は常日頃から、

モンテッソーリの重要性を説かれていました。それこそ万全ではない体調を押して、香川

県までお越しいただいた荒木先生の姿勢を忘れることはできません。今、正に荒木先生の

お考えが花になろうとしています。こんなチャンスを、どう生かせばよいのでしょうか。

まずは「一人から仲間を増やす」ことだと思います。こんなにも素晴らしい講義を、もっ

と、もっと、たくさんの人たちに聞いていただきたい。真の願いです。 

 関根先生、本当にありがとうございました。９月の講義楽しみにいたしております。 

 

 

 

千葉県 菅  幸子 

 

 一時も聞き逃せない！と思うほどの濃厚な内容でした。関根先生からたくさんのお

知恵（道具）がどんどん出てきて、関根先生のこれまでの研究と工夫に圧巻されました。

今回は受講者５名の少人数ならではで、それぞれの先生方のお教室での指導法もお聞きす

ることも出来、とても良い時間でした。今回の関根先生のお話を聞き、数年前に荒木先生

のセミナーで学んだこと、やはり生徒たちへこういう指導をしたい、と改めて思いました。

このセミナーはぜひ多くの先生方に聞いていただきたい内容です！次回また宜しくお願い

致します。本当にありがとうございました。 

   

   

埼玉県 日比 良子 
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 今回もお手製の資料も色々頂き、とても参考になりました。 

 かけ算の指導法は、そろばんを使い半具体物を確認しながら覚える指導法は、取り入れ

たいと思います！ 

 ジオボードも早速作成させました。面倒くさーい、掛け算分かるし、フリーハンドで書

く生徒、定規できちっと書く生徒、色々いました。感想を読むのが楽しみです(*^^*) 

 10の分解も同じく、そろばんに置いて 10の友達探しを考えながら、両手指導をして行

ければと思います。 

 そろばんで半具体物を確認指導出来るのが発見でした！ 

 次回もどうぞ宜しくお願いします。 

 

 

埼玉県 卜部 智代子 

 

７月 15日、講師、関根先生の勉強会ありがとうございました。 

この日特に思ったことは、習い事全て芸事に於いては基本が大事と良く申しますが、私こ

の道46年もやって来ているにもかかわらず、今どきの若い方の新鮮な教え方に感動しました。 

 九九の指導法に於いては、音声と紙面のみの一方的な指導をしておりましたが、I.M.さ

んでは、そろばん面を利用したり、ジオボードを使った、具体的な指導法と半抽象での指

導法を知りました。 

 実際に試してみると、効果的な練習法でした。ありがたや、知っているのといないのは

大違いで、もっと関根先生に学びたいと思いました。 

 また勉強会の雰囲気が最高です。 

 

 

千葉県 喜多 吉子 

 

長い間 I.M.セミナーに積極的にご参加頂いた関根由季先生は、ここまで研究なされ

I.M.の教材、教具、そして教育の在り方に一途に進まれ、ご本人の納得する教材を作

成し、勿論ご自身の生徒の知識・理解を高めるための教材をお手製で作り上げられたもの

です。関根先生は I.M.の教材を生徒さんを育てるにあたり、今まで使用なされた結果を

I.M.セミナーにてご報告・ご発表くださいました。 

教育の本質面で一番大切なものは思考の手順です。指の動きと思考の手順を体で追いか

け、取得することが知性を煩わす段階もありますが、そこを生徒も先生も指導法と教材と

研修を以って初めて取得する「そろばんの指導者に必要な研究・教材・作成」について御

講義を賜わりました。 

目的の為に工夫成されて…此処が目的！！と出会ったものはどなたにしても納得できる

“さもあらん“と勉強会の開催時間は、他に無い楽しささえありました。 

事事事務務務局局局だだだよよよりりり      



 
 

14 

秋山仁先生登壇、朝日教育会議 2021のお知らせ 

 世界は数学であふれています。数学は考える力を培うための最適な学問であり、考える

力は森羅万象の謎を解き明かすことができます。そんな可能性に満ちた数学の魅力的な世

界に皆さんを誘います。 

 

     テーマ：『不可能から可能へ』～数学的思考で世界は変わる～ 

     日 時：９月１１日（土）１３：００～１６：００  

     会 場：ライブ配信または東京理科大学 

    申込み：朝日教育会議 2021 

        https://aef.asahi.com/2021/tus.html 

        ※参加費無料 

 

                 
 

十数年前の感動を思い出します。秋山仁先生を I.M.そろばんへお招きし、講演をしてい

ただきました。ご記憶にある方もたくさんいらっしゃると思います。 

秋山先生の数に対する感覚の一つ一つについて今一度、楽しみませんか。 

拝聴することができることは、改めて自分自身の励みになると感じ、喜びに繋がり、「今

までと違う生徒への対応に変化が生じること・授業を創造する人になる！こと」請け合いです。 

今後も良い思い出と、良い研修は率先して取り組みましょう☆彡  

人生と！学び！！は自分自身のもの、大切に… 

【 I.M.セミナー開催 】 
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■Ⅰ.Ｍ.第三講座「Step４・Step５」を開催します 

解  説 Step-４   ３～５の段の九九 

Step-５   ５の合成分解 

            ※その他、Ｉ.Ｍ.授業の報告会 

日  時：９月３０日（木）１０時～１２時 

会  場：ZOOMオンラインにて 

講  師：Ｉ.Ｍ.公認講師  関根 由季先生 

受 講 料：２，０００円（会員外 ３，０００円） 

   教 材 費：Step５の I.M.テキスト 

        会員２８０円（会員外３５０円）※購入希望者のみ 

    申込方法：お名前、電話番号、お住まいの県名を E-mail im@imsoroban.com  

         または電話 ０４７－４４９－７７６５    

９/１０（金）までにお申し込みください。受講料納入後、ZOOM 

ミーティング ID等をご連絡致します。 

   振込み先： ゆうちょ ００１５０－１－１６７２４６ IMそろばん 

      

 

 

 

【小学生大会のご案内】 

 先月送付しました、小学生大会開催要項に一部誤りがございましたので訂正をし、再度

発行致しました。大会参加申込書と同封しますので、皆様、奮ってご参加の程、宜しくお

願い申し上げます。 
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