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   不安定な社会で 

   生涯健康人を全うする  

 令和３年も九月を迎えました。しかし、新型コロナ変異ウイルスのためにいまや全

世界が真に安心できるような本格的な社会の到来は全く予想も立たない有様です。さ

らに、近年は毎年のように猛烈な異常気象が世界中を襲い、想像を絶する大災害を及

ぼし、これまでも多くの尊い命が失われて参りました。  

 このような異常気象は、まさに自然要因による天災だけではなく、人為的な地球温

暖化に因るものであり、これからも益々激しくなる恐れがあります。このような世界

的な異常気象はこれまでの急速な世界人口の激増と人類の傲慢で無責任な生活形態

に対する自然からの赤信号であり、異常気象の主原因が地球温暖化に因ることは明ら

かで、既に 1997 年の京都議定書に始まり 2015 年のパリでの cop21 で採択された

パリ協定では世界最大の温室効果ガス(炭酸ガス、メタン、酸化窒素、ハロカーボン

など)排出国の中国等などの新興国も参加する画期的な枠組みで解決策を見出すため

に出発したのですが、これからも、前途多難の状態が続いていくことでしょう。  

 一方では、突然、強烈な勢いで発生し短期間で世界中に広まってきた新型コロナ変

異ウイルス感染症は、全世界を不安に陥れ、遂に感染者数が２億に接近し、死者数も 

600 万人以上となりました。一日も早く全世界の人類全体に有効なワクチンが着実に

行き渡るように祈るばかりです。このような不安定な社会で前向きに生きてゆくため

には、個人としては何ができるかをもう一度しっかりと考え直す必要があるのではな

いでしょうか。  

 ウイルスは自分自身では増殖できず、生物の細胞に寄生して増え、細胞を破壊しな

がら拡散します。新型コロナウイルスは、人間から人間へと、接触や体液の付着など

によって感染するように変異しました。その後ますますその能力を高めてきました。

有効なワクチンが開発されるまで、感染防止には密集・密閉・密接の３密を避けるし

か方法がありあせん。この度の、新型コロナウイルスの変異株が引き起こした事は、

これまでの自然の見方と人間の生活を根本的に考え直す良い機会なのかも知れませ

ん。まず最初に、この地球は人間の目には見えない微生物とウイルスが共存する惑星

であるということを再認識する必要があります。パンデミックを引き起こす細菌やウ

イルスも地球のあらゆる場所にいて、絶え間なく変異を繰り返しているのです。 

 感染症を引き起こすのはそのごく一部ですが、その感染源は一般に野生動物です。

野生動物が持っているウイルスはその宿主と共存しているため、野生動物では発症す

ることはないが、それが家畜や人間に移ると死に至るほどの病を引き起こすのです。

今回の新型コロナウイルスは中国の武漢で食用に売られていたセンザンコウから感
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染したとされています。現在、世界中の動物の生物体量の 9割以上が人間と家畜で、地球

のやく３割が陸地ですが、人間と家畜以外の野生動物の住める場所は次第に減少し、人間

と家畜との接触が増えて、細菌やウイルスが移りやすくさらに、現代は奥地まで舗装

道路が走り、人類が頻繁に遠くまで移動するため、急速に感染が都市地域まで広がり

ました。 

 新型コロナウイルスの蔓延も、人間による自然破壊と、人間の世界中の移動や密集

によって引き起こされ、このままの人間活動が続く限り、例え今回のパンデミックが

収まっても、また新たなウイルスが登場してくるに違いありません。そのたには、先

ず、野生動物と人間や家畜との接触を避けるに自然破壊を抑え、野生動物の保護区を

広げて接近を抑え、しっかりと管理することです。 

 さらに、私達の生活様式を見直す必要が何よりも大切です。これまでは、仲間や学

校では、何かと集まることを基本にして生活してきました。家族、学校、スポーツを

始め、あらゆる催しがそれによって成り立ってきました。まさにウイルスにとって絶

好の感染機会となりました。今年の夏のオリンピック開催は最高の魅力となりました

が、これからは、感染防止のためにも３密を避ける生活様式を見直す必要があります。  

 一人で、あるいは小人数で過ごすことは、また新しい発見があります。じっくり自

然と向き合うのも読書にふけるのも、親や友人と時間をかけて会話をするのも効果が

あります。これまでにも、私達は日々様々なことに巡り会い、それを仲間との間で情

報交換する為に様々の便利な文明機器を発明してさらに発達させてきました。現在で

は、オンラインやテレワークで社会生活に必要な情報交換を発展させる上で重要な役

割を果たすことも普通になってきました。一方では、脳だけで情報交換することでお

互いが繋がり合っているという錯覚に陥り、己の五感を使いお互いが共感力を持った

うえで情報交換しているという感覚が希薄になってしまう恐れもあります。脳による

情報交換が目的化して、個人の体験がそれにひきずられてはなりません。 

 これまでは、人間は五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)で外界を認識することの

重要性を学んで参りました。さらに、他の霊長類と異なり、人間のみは家族と共感力

を鍛えるために役立つ共同体を持つ二重構造の社会を生み出してきました。その結果、人

間のみが異常に発展し世界人口も急速に増大して、遂には地球温暖化を起こすまでに

なってしまいました。 

 これからの人間は、これまでの傲慢な世界観に捕らわれず、先入観を排斥してよく

考え、自分自身の五感で感じることが生きている喜びを実感することに繋がるを忘れ

てはなりません。自分の個性と感性を磨き自立心を育て上げるためにもう一度全ての

生活様式を見直すことが大切です。そして、仲間とも穏やかに繋がり、お互いに依存

しあうのではなく、自立した存在として世界の多くの人間と繋がるのです。 

 考える珠算塾はその意味で理想的な共同体となるでしょう。新型コロナウイルスの

ためにお互いが距離を置かねばならない現在こそ、例えばオンラインと対面指導を巧

みに使い分け、新しい様式の考える珠算塾をそだてるために珠算人全ての知恵が求め

られます。それによって学童たち各自が自立する好機になると思います。一人で過ご

す時間も大切にして、自然を見つめ直し、直感力を豊かにし、意欲を自由に伸ばし、創造

の喜びを体験するのです。    
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 個人にとって最も大切な人間性としての能力は直感力と共感力です。直感力は人間

同士と自然相手とやり取りしながら鍛えられ、それを正しく働かせるために必要なの

が共感力です。直感力を豊かにし、意欲を自由に伸ばし、創造の喜びを体験するため

に、各自が自主的に考え、努力を重ねて豊かな未来・将来を目指すために、脳を鍛え、併

せて人間性を育てる珠算塾という共同体の中で、幼少時から己の五感を磨き、自ら考

え、意欲と創造の精神を育てる珠算学習を経験することが、現代社会で力強く生き延

びていく本人の将来のためには極めて重要なことを忘れてはなりません。 

 

           ⅠＭそろばん名誉会員 

大阪府立大学名誉教授  林 壽郎 
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第７１回考えるそろばん検定試験施行日は１０月２４日（日）です。 

試 験 日   令和３年１０月２４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１０月４日（月）～１０月１１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      １０月１２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） 

第７７回 ２０２２年１０月２３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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インターネットにも違う世界がある 

【ブラウザと検索エンジン】 

「ブラウザ」はご存知でしょうか。今までも度々登場している言葉ではあります

が、今回はブラウザと検索エンジンに注目してみたいと思います。 

ブラウザとはインターネットを閲覧するためのアプリケーションのこと。今ではマイ

クロソフトエッジや、Googleクローム、サファリなどが主流です。検索エンジンは、知

りたいことを知るための検索ができるサイト（検索エンジン自体はサイトに付随するデ

ータベースやプログラム）です。Googleや bingなどがあります。それぞれのブラウザ

には基本的に独自の検索エンジンが設定されています。 

どんな違いがあるのでしょうか。 

   

 左がGoogle、右がbingです。そしてもう一つ、近頃

知名度が少しずつ上がっているDackDackGoです。 

Googleは日本珠算連盟、bingはアマゾンのそろば

ん購入ページ、DackDackGoはWikipediaがTopに表示

されています。Googleでは２番目にWikipedia、３番

目にアマゾンのページが表示されています。Googleの

場合は、SEOといって、検索エンジンに表示されや

すいように構成されているほど上位に表示されるよう

になっています。大多数は Googleで検索するの

で、Googleの対策が重要視されますが…。これはサ

イト管理側の意見。検索する側はシンプルに知りた

い情報にたどり着ける方がよほど有益であるはずです。必要に応じて使用するブラウザ

を変更すると、出会いたい情報に出会いやすいかもしれません。 

                                                             2021年 9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。日本の皆さんも夏休みが終わり、学校が始まったことでしょう。真っ黒に

日焼けできましたか。ディズニーランドやユニバーサルスタジオなどテーマパークへ行け

ましたか。あるいは科学館などで宿題や課題の研究ができたでしょうか。 

 ハワイも全ての学校が始まりました。そろばんの生徒は友達との再会が楽しいようです。

ハワイでは全校で２０２０年３月以前のように教室での授業が再開されました。しかし心

配されていた学校内での新型コロナ感染が報告されています。８月だけで４００人以上の

報告があり、不安と心配が高まっています。 

 ハワイでは１２歳以上のワクチン接種が始まっています。ハワイではスーパーマーケッ

トの中にある薬局でワクチンを打つことができるので、日本に比べると簡単に打つことが

できます（予約は必要です）。今ハワイでワクチンを「２回」接種した人は、ハワイ州人

口の約６３％を超えました。ところが感染者数が８月後半爆発的に増加しました。前回、

一日約「１００人」程度の感染者数とお話ししましたが、２８日に１６００人近くの感染

者が報告されました。ハワイ州知事が、「今はお仕事以外でハワイに来ることを控えてく

ださい。」とのお願いを全世界に向けて呼びかけられました。 

 さて問題です。ハワイの人口が東京の約１０分の１とすると、この１６００人は東京に

当てはめると何人に相当しますか？ハワイの人口は約１４０万人です。 

 ８月３０日は７２０人でしたが、１ヶ月前と比べると依然非常に高い水準です。今のと

ころ感染者を減らす即効の手立てはないようです。 

 外を見ると、海は青く、突き抜けるような青空が広がり、心地よい貿易風が吹き、そし

てシャワー（通り雨）が降ると虹が現れ、時には「ダブルレインボー」と呼ばれる二重の

虹もかかる以前と変わらぬ光景が見られるハワイなのですが、目に見えないウィルスとの

戦いはまだしばらく続きそうです。 

 先ほどの問題の答えは「１６０００人」です。さてこの人数は皆さんが住む都道府県と

比べると多いですか、少ないですか？ 

 日本の皆さんも油断禁物。コロナ対策をしっかり行って日々を過ごしてください。 

 

 ARAKI HIROYA SOROBAN SCHOOL 

PRINCIPAL  大嶋 秀明 
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～～～   事事事務務務局局局だだだよよよりりり   ～～～      

【 I.M.セミナー開催 】 

  ■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  ※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  9/15日(水)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 

      

 

【第２０回 I.M.そろばん研究集会開催】 

   日  時：１０月１０日（日）１０時～１５時  ※ZOOMオンラインにて 

☆特別講師   谷 賢治氏 全国珠算教育連盟 日本そろばん資料館 名誉学芸員 

                                    所属学会  珠算史研究学会、数学教育史学会 

    第１部  「全珠連創設者 荒木勲 とそろばんへの想い」 

             ― 珠算のことは珠算人の手で ― 

       第２部  「このような時代でも、なぜそろばんを習わせるの？」 

                「こんなに素晴らしいそろばんなのに、なぜ習わせないの？」      

             ― 子どもたちに豊かな数感覚を‼ ― 

参 加 費：会員 お一人 ３,０００円  （会員外 お一人 ５,０００円） 

申込方法：お名前、電話番号、メールアドレス、お住まいの県名を 

E-mail  im@imsoroban.com  または電話 047-449-7765 

9/30日(木)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 

    ※詳しいタイムスケジュールは別紙にてご案内しております。 
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❖ I.M.そろばんホームページでお教室を紹介しませんか 

 I.M.そろばんのホームページは、MEO 対策を始めました。そのため、パソコンやス

マートフォンで検索すると上位に表示されます。これは、幅広く皆様へ I.M.そろばん

という団体の周知と、I.M.そろばんの活動や、I.M.と共に歩んでいる先生方のお教室

を知って頂きたいと考えている為です。そして真の珠算教育者としての質をより一層

高め、日本が誇るそろばん文化を、次世代へ繋いでいきたいという想いがあります。 

 会員の先生方の教室を I.M.そろばんの HPからご紹介致します。下記にご記入頂き 

FAXまたはメールへご連絡下さい。 

・ＦＡＸ   ０４７－４４７－３８９３   

・E-mail  im@imsoroban.com  

 

先生のお名前 県名    

            

            

                

お教室の名前   HPの URL     
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