かじつそろばん教室 夏期特講2021 講座一覧（１）
カテゴリ

講座名

超速を手に入れろ！
暗算プリント実践

暗算力強化
（スピード編）

超速を手に入れろ！
フラッシュ暗算実践

超速を手に入れろ！
読み上げ算／読み上げ暗算実践

桁幅の広げ方を伝授！
暗算プリント実践

暗算力強化
（桁幅編）

桁幅の広げ方を伝授！
フラッシュ暗算実践

桁幅の広げ方を伝授！
読み上げ算／読み上げ暗算実践

推奨レベル

対象者

内容

カリキュラム

日時
申込セット数分を選択

暗算5級〜五段

・通塾先で暗算を教えてもらっていない
方
・効果的な暗算練習法を知りたい方
・オンラインでそろばんは教えて貰える
ものの、暗算の伸ばし方を知らない方

「計算速度を上げる」とは、どういった流
れで進んでいくのか。またその実践方法
を解説した後、暗算プリントやかじつグラ
ンプリを利用して、実践。確かな計算ス
ピードを育みます。

講義10分
プリント実践 15分×3
自宅学習へのまとめ 5分

暗算5級〜五段

・フラッシュ暗算を試してみたい方
・暗算の計算スピードを上げたい／上
げ方を知りたい
・フラッシュ暗算をどう練習に取り入れ
れば良いか知りたい方

フラッシュ暗算の性質を話したあと、頭の
体操をし、フラッシュ暗算を実践します。
その後プリント計算にどのような効果が
あるのか実践を通して確認します。教室
は2つに分かれるため、レベル差はご安
心ください。

講義10分
プリント5分
実践35分
プリント5分
自宅学習へのまとめ 5

暗算5級〜五段

・読み上げ算を試してみたい方
・暗算の計算スピードを上げたい／上
げ方を知りたい
・読み上げ算／読み上げ暗算をどう練
習に取り入れれば良いか知りたい

読み上げ算の効用とルールを確認して
から、スピードをテーマに読み上げ算を
行います。そろばんと暗算を両方バラン
スよく鍛えることを目指します。
教室は2つに分かれるため、レベル差は
ご安心ください。

講義10分
実践45分
自宅学習へのまとめ 5分

暗算5級〜五段

・暗算1級〜段を目指したい方
・昇段に伸び悩んでいる方
・桁幅を広げるために、日頃の練習で
意識すべきポイントを知りたい方

普段の練習でも意識できる練習法を解
説してから、特別な問題で実践します。
かけわりみとり主要三種目すべてに取り
組むことで、確実な地力強化を目指しま
す。

講義10分
プリント実践 15分×3
自宅学習へのまとめ 5分

暗算5級〜五段

・暗算1級〜段を目指したい方
・昇段に伸び悩んでいる方
・フラッシュ暗算を試してみたい方
・フラッシュ暗算をどう練習に取り入れ
れば良いか知りたい方

フラッシュ暗算を桁幅の練習として、どう
利用するのか説明をしてから、実践。プ
リントとは違った角度で、桁幅強化を行
います。教室は 2つに分かれるため、レ
ベル差はご安心ください。

講義10分
実践45分
自宅学習へのまとめ 5分

・暗算1級〜段を目指したい方
・昇段に伸び悩んでいる方
・読み上げ算を試してみたい方
・読み上げ算／読み上げ暗算をどう練
習に取り入れれば良いか知りたい方

読み上げ算の効用とルールを確認して
から、桁幅をテーマに読み上げ算を行い
講義10分
ます。そろばんと暗算の両方バランスよく
実践45分
鍛えることを目指します。
教室は2つに分かれるため、レベル差は 自宅学習へのまとめ 5分
ご安心ください。

暗算5級〜五段

料金

7/21(水) 09:45~10:45
7/26(月) 11:00~12:00
7/30(金) 13:45~14:45
8/3(火) 09:45~10:45

申込セット数分を選択
暗算力強化 (スピード編 )
1コマずつ3種で1セット
5,940円

7/21(水) 11:00~12:00
7/30(金) 09:45~10:45
8/2(月) 09:45~10:45
8/3(火) 13:45~14:45

申込セット数分を選択
7/21(水) 13:45~14:45
7/28(水) 09:45~10:45
7/30(金) 12:30~13:30
8/3(火) 12:30~13:30

申込セット数分を選択
8/16(月) 13:45~14:45
8/17(火) 11:00~12:00
8/20(金) 12:30~13:30
8/24(火) 13:45~14:45

申込セット数分を選択
暗算力強化 (桁幅編)
1コマずつ3種で1セット
5,940円

8/16(月) 09:45~10:45
8/17(火) 13:45~14:45
8/20(金) 13:45~14:45
8/23(月) 12:30~13:30

申込セット数分を選択
8/16(月) 11:00~12:00
8/17(火) 09:45~10:45
8/23(月) 13:45~14:45
8/24(火) 12:30~13:30

かじつそろばん教室 夏期特講2021 講座一覧（２）
カテゴリ

講座名

かけざん【位取り】完全理解

ルール理解促進

わりざん【立商位置】完全理解

みとりざん【運珠】基礎徹底

かけ／わりざん【小数】完全理解

推奨レベル

9級〜1級

8級〜1級

9級〜1級

3級〜三段

ルール理解促進
（発展）
応用計算演習

3級〜1級

プレミアム

苦手消滅特訓（NS特訓）

-

＋α実践

両手弾き実践
〜さらなる高みを目指す人へ〜

4級〜十段

入門特講

パッチートレーニング〜入門〜

対象者

内容

カリキュラム

料金

・丸つけをすると、全然違う答えであることが多い方
・最速の計算方法【両落とし】を身につけたい方
・【両落とし】導入後、ミスが多くなってしまった方
・問題の数字に 0が入っていると、ミスが増える方（例：
305×201）
・計算は合ってこそとお考えの方

講義にて位取りルールを確認した後、実
践プリントと問答を通して、理解の浸透を
促します。

講義10分
実践45分
自宅学習へのまとめ 5分

1コマ×2日で1セット

・0をつけ忘れるミスが多い方
・こたえの間に 0が入る問題をよく間違える方
・こたえのケタがよくズレてしまう方
・計算は合ってこそとお考えの方

講義にて立商ルールを確認した後、実践 講義10分
プリントと問答を通して、理解の浸透を促 実践45分
します。
自宅学習へのまとめ 5分

1コマ×2日で1セット

・みとりざんの点数が安定しない方
・1違い／5違いのミスが多い方
・計算は合ってこそとお考えの方

そろばんの扇の要は、みとりざんです。
みとりざんが安定しない限り、かけわり
及び暗算も安定しません。そのために最
も必要なことは運珠ルールの徹底。この
講座で体に染み込ませましょう。

講義10分
実践45分
自宅学習へのまとめ 5分

・短期集中で小数を理解してしまいたい方
・小数がイマイチよくわからないという方
・ケタの概念があいまいな方

一口に「小数が苦手」といっても、色々な
タイプがあります。講義後、自分がどのタ
イプかを確認。実践プリントと問答を通し
て、解法のみならず、確実な理解を目指
します。

講義15分
方針確認 10分
実践35分
休憩15分
実践55分
自宅学習へのまとめ 5分

・計算だけでなく、計算の生かし方も身につけたい方
・短期集中で応用計算を得点源にしたい方
・そろばん 4級に合格したものの、その後の方針に悩んで
いる方

解法をただ覚えるのではなく、「なぜそう
いった解き方になるか」等、コミュニケー
ションを通して理解を深めます。※段位
の応用は対象外です。

講義10分
方針確認 10分
実践40分
休憩15分
実践55分
自宅学習へのまとめ 5分

（※外部生は選択できません）

参加者ひとりひとりに完全カスタマイズ。
この半年間まちがえた問題だけを抽出し
て、徹底的に実践。適宜、解説や問答を
加えることで理解を深め、確かな地力向
上の後押しをします。

方針の確認 10分
実践50分

両手弾きの概要を解説した後、実践を繰
り返す。両手弾きはそろばんと暗算との
複合のため、暗算プリントも実施する。

講義20分
実践40分
休憩15分
実践40分
自宅学習へのまとめ 20分

パッチートレーニング学習中の方のみ対
象。パッチートレーニングを先生といっ
しょに、進めます。

実践60分(お子様の集中力
に合わせて、適宜休憩をと
ります）

・そろばんの弾きスピードに限界を感じている方
・より上位の級／段を目指したい方

〜パッチートレーニ
（※外部生は選択できません）
ング⑥

3,960円

3,960円

1コマ×2日で1セット

日時
①7/26(月) 09:45~10:45、
7/27(火) 09:45~10:45
②8/5(木) 12:30~13:30、
8/6(金) 12:30~13:30

①7/27(火) 11:00~12:00、
7/28(水) 11:00~12:00
②8/16(月) 12:30~13:30、
8/17(火) 12:30~13:30

①8/2(月) 11:00~12:00、
8/3(火) 11:00~12:00

3,960円

②8/5(木) 13:45~14:45、
8/6(金) 13:45~14:45

2コマ連続で 1セット

①7/28(水) 12:30~14:45

3,960円

②8/23(月) 09:45~12:00

2コマ連続で 1セット

①7/26(月) 12:30~14:45

3,960円

②8/19(木) 12:30~14:45

2コマ連続×2日で1セット
11,000円

①7/29(木) 12:30~14:45、
8/2(月) 12:30~14:45
②8/20(金) 09:45~12:00、
8/24(火) 09:45~12:00

2コマ連続で 1セット

①7/27(火) 12:30~14:45

3,960円

②8/6(金) 09:45~12:00

①7/21(水) 12:30~13:30
1コマ1,650円
②7/30(金) 11:00~12:00

