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川柳・発表！�

ホンハム教室 

《最優秀賞》揃いしは ⽴つ志 知恵の友     （HH よしゆきママ） 

☆コーチ選評︓そろタッチは、友達がいるから嬉しさ２倍、できない涙と悲しさは半分になりますね。 

《次点》  ⽸バッチ 努⼒の賜物 おめでとう     （HH さくパパ） 

《特別賞》 テスト中 うたってしまった 九九の歌    （HH じん） 

 

⾹港教室 

《最優秀賞》そろタッチ 親の役⽬は ハイタッチのみ   （HK はなこママ） 

☆コーチ選評︓はなこさんの成⻑を⾒守る、お⺟さんの優しさがすごくよく伝わります︕︕ 

《次点》  お⾵呂から リズムにのった 九九の歌      （HK れおママ） 

《特別賞》 九九のうた  毎⽇練習  脱⾳痴      （HK オリヴィアママ） 

 

わかば深圳教室 

《最優秀賞》割り勘の 指そろばんで ⾒直され     （SZ ゆうき） 

☆コーチ選評︓そろタッチを楽しむ親⼦の様⼦が、何気ない⽇常の⼀コマの中に詠まれていました。 

《次点》  ちょっと⾒て ⽬覚まし代わりの 息⼦の声    （SZ そうまママ） 

《特別賞》 読みリレー みんないっしょに トップめざそう   （SZ ゆい） 

 

蘇州教室 

《最優秀賞》泣き顔と 笑顔がセット 九九暗記    （SUZ あらたママ） 

☆コーチ選評︓年⻑さんが、おうちで九九を頑張る姿が⽬に浮かびますね。 

《次点》  気づいたら あんざんできるよ ぼくすごい︕︕   （SUZ のぶや） 

《特別賞》 妹よ それはダメだよ エサ０（ゼロ）に…    （SUZ さえママ） 



 

そろタッチ川柳 

たくさんのご応募ありがとうございました︕ 

そろタッチは、だれもが頑張れば暗算名⼈になれるプログラムです。しかし、未知なるネクストステージに進む時

には、勇気が必要。コーチたちは、皆さんの川柳からたくさんの勇気をもらいました。 

皆さんも、作品を読んで「うちの⼦も⼀緒︕」「ある、ある︕」「そうだよね〜」など、ご家庭で楽しんでいただ

けたら嬉しいです。暗算名⼈になるその⽇まで、仲間とコーチと⼀緒にがんばっていきましょう。 

 

そろタッチ川柳☆みなさんの作品 
ぜったいに にがてな九九を がんばるぞ    （HHぜん） 

恐るべし はや２ヶ⽉で ⽗を超え     （HHぜんパパ） 

学校で 計算⼀番 やったぜー︕︕     （HHりく） 

すごいなぁ こんな暗算 ママ出来ない     （HHりくママ） 

カバンのね バッジは僕の メダルだよ     （HHこうた） 

⼩さなて バッジに届け もう少し     （HHこうたママ） 

そろタッチ できたらみんなで ハイタッチ    （HHそうた） 

わたしもね 習えばよかった そろタッチ    （HHそうた姉） 

こどもより おやがこうふん そろタッチ    （HHそうたパパ） 

そろタッチ まってろ宇宙 さらば地球     （HHさく） 

ユーチューブ 観るひまあるなら そろをやれ    （HHさくママ） 

宿題の 算プリ中も 指うごく      （HHさくパパ） 

Youtube 答えはいつも 「もうそろタッチやった」   （HHここみ） 

⼩さな⼿ 器⽤に使うね そろタッチ     （HHここみママ） 

⽗親も そろばん取り出し ⼀緒に解く     （HHここみパパ） 

ピコピコピ 気持ちいい⾳ やみつきだ     （HHありな） 

泣く時は 勝って泣こうよ レッツラゴー    （HHゆりな） 

やらないと 何か悶々 ⼀⼆三      （HHゆりありパパ） 

きょうもまた こっきをげっと ３こずつ    （HHひなた） 

泣き顔も ボーナスチャレンジ 後は笑顔    （HHひなたママ） 

たのしみは さいごにあげる ためたえさ    （HHはると） 

そろとおし 粘り強さを 育てたい     （HHはるとママ） 



おきてすぐ 三めんクリアは あさめしまえ    （HHじん） 

めるまえに ああ〜あといちめん のこってた    （HHよしき） 

妹が 踊り出しちゃう 九九の歌     （HHよしきママ） 

そろタッチ いつもさんめん がんばるよ    （HHゆうじ） 

ぼくたちは そろタッチめいじん なるんだよ    （HHよしゆき） 

会得せば ピタリと当てる 数学者     （HHよしゆきママ） 

世界地図 いろんな国旗 覚えたよ     （HHるいし） 

あばけさん あいたくないよ プレッシャー    （HHるいしママ） 

そろタッチ ステージクリア うれしいな    （HHひな） 

そろタッチ 毎⽇がんばれ おうえんするよ    （HHひなちゃん姉） 

健太朗 まい⽇朝から そろタッチ     （HHけん） 

夏休み 成⻑のカギを握るのは やってやるぞの気持ちだけ  （HHけんママ） 

朝はやく 旗３⾯の 達成感      （HHともみ） 

スイッチON︕ 集中しちゃえば こっちのもん    （HHともみママ） 

あと１秒 なかなかできない ランクイン    （HHこう） 

きみのミス iPadは 悪くない      （HHこうママ） 

くくのうた とけいがよめた ５の段で     （HHあき） 

ねるじかん みどりのおばけ ゆれてます    （HHあきママ） 

夏⾵邪で 初めて休む そろタッチ     （じょうパパ） 

⽗と⼦の 絆も深める そろタッチ     （じょうママ） 

がんばろう 今⽇もソロタッチ えいえいおー    （HKまさき） 

いいなそれ  思わず指真似  ぼやく兄     （HKまさきママ） 

そろタッチ りあちゃんはいつも はやおきする    （HKりあ） 

毎朝の ⽬覚まし代わり そろタッチ     （HKりあママ） 

そろタッチ 早起きすると ランキング     （HKまさや） 

朝起きて まず向かうのは タブレット     （HKまさやママ） 

ろタッチ カールくんを あつめるよ     （HKたかひこ） 

黙々と  頑張る姿に  ⺟感動      （HKたかひこママ） 

世奈ちゃんは いつもがんばる そろタッチ    （HKせな） 

そろタッチ 花奈⼦はいつも がんばるよ    （HKはなこ） 

そろタッチ たくさんのべんきょう なんで?    （HKれお） 

五七五    数字を⾒ると   ⼿が動く      （HKたくみママ） 



もうママの ⽬も追いつけない ⾼速タッチ     （HKはるくママ） 

ミスタッチ 復習してから またやろう    （SZ はるぴー） 

ミスタッチ まちがえたのは iPad     （SZ はるぴーママ） 

なつやすみ 絶対バッジを ゲットする    （SZ こう） 

朝イチに つい⾒てしまう ランキング    （SZ こうママ） 

そろタッチ あきらめないで がんばります    （SZ そうま） 

そろタッチ Wi-Fi なくちゃ できないぞ     （SZ たくみ） 

「計算の 問題だして︕」 せがまれる    （SZ たくみママ） 

そろタッチ ⽇々の継続 ⼒なり︕     （SZ さきとママ） 

そろタッチ はやく⾏きたい S ステージ    （SZ さきと兄） 

そろタッチ リタイヤしないで 頑張ろう    （SZ けんし） 

もういやだ ちょっと休憩 またクリア    （SZ けんしママ） 

できたよと  なみだがひかる  笑い顔       （SUZ あきひろママ） 

けいさんが ぱぱとままより はやくなる     （SUZ めいか） 

そろタッチ めざすはうちゅうだ がんばるぞ︕    （SUZ さえ） 

ならいごと ピアノよりすき そろタッチ     （SUZ りか） 

カールくん これからよろしく がんばるね    （SUZ あきよ） 

⾃分から すすんで勉強 そろタッチ     （SUZ あきよママ） 

かんなはね おとうさんより けいさんはやいよ    （SUZ かんな） 

３個バッチが もらいたいよ がんばるよ    （SUZ ちか） 

そろタッチ 毎⽇続ける メリハリ⽣活     （SUZ いっぺいパパ） 

そろタッチ みらいへのたび ともになれ    （SUZ みずきママ） 

７時半 ⺟娘の⾔い合い 恒例⾏事     （SUZ みずきパパ） 

なつやすみ S１めざすぜ がんばるぞ︕    （SUZ はるま） 

クリアして チェキのポーズを 練習中     （SUZ はるまママ） 

クリアした ⾳が聞こえて ママにっこり」    （SUZ のぶやママ） 

まいにちね あさつかれても ちゃんとやる    （SUZ いろは） 

つまずくと 思わずリセット したくなる    （SUZ りょう） 

はるは はやくうちゅうに いきたい     （SUZ はるま） 

せんせいに おしえてもらった そろタッチ    （SUZ そうと） 

ねむいけど げんきにがんばる そろタッチ     （SUZ とき） 

そろタッチ むずかしいけど がんばろう     （SUZ こうだい） 

ランキング 名前発⾒︕ やる気アップ︕    （SUZ こうだいママ） 



そろタッチ みんなでやろう むずかしい    （SUZ ゆうた） 

朝おきて ごはんの前に そろタッチ     （SUZ ゆうたパパ） 

寝る前に 出来ない︕泣くが 明朝できる     （SUZ ゆうたママ） 

 

 
みなさん、ステキな川柳ありがとう︕ 


