
 

 
Bingo! Soroban School  

2021年度 実施要項 
 

ホームページ：　https://soroban-schule.de 
メール：　soroban.ddf@jinenbo.com 

電話：02151 3298 825 
 

8.12.2020 

Bingo! Soroban School は、いしど式加盟校、全国珠算連盟認定教室です。 
 
 

指導方針 
　そろばんを通じて、自信とチャレンジする力をはぐくむことを最上位目的において指導をし

ます。「自分はできる」という自信は、何をするにあたっても一番大事なあり方。変化の加速

する時代に自分の人生を自分で切り開いていく力の源です。 
　そろばんは自学自習に軸をおいた教育メソッドです。教わる、受け身の学びではなく、自分

で考えて練習するという自主的な学びを積み重ねて、賢く学ぶ習慣をつけることをねらいとし

ています。 
 
 

レッスン形態　～　オンライン授業もしくは教室での授業 
 
以下2種類のタイプのどちらかのレッスンにご参加いただけます。 
 

1. オンラインコース 
a. アジア・オセアニア時間帯 
b. ヨーロッパ時間帯 

2. 通学コース 
a. ドイツ・デュッセルドルフ教室 
b. ドイツ・フランクフルト教室 

 

検定試験 
全国珠算連盟珠算能力検定試験（9/10級～1級）および暗算能力検定試験をデュッセルドルフ教
室およびフランクフルト教室にて実施します。 
 
オンライン検定試験 
オンラインにて 
・Bingo! Soroban School検定試験（15級～10級） 
・全国珠算連盟準拠検定試験（珠算9〜1級, 暗算6〜1級） 
を実施致します。  
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レッスン概要 
 

 
1.オンラインコース 

指導クラス（少人数レベル別レッスン）と練習クラス（検定練習レッスン）の2種類を組
み合わせてご受講いただきます。 

a. 指導クラス（少人数レベル別レッスン）新しく学習する項目があるお子さん、一
度もどって確認・復習をする必要のあるお子さんにご受講いただきます。 

b. 練習クラス（検定練習レッスン）単元の習得が十分にできて、より確かな力をつ
けるための練習を行います。検定試験合格を目指して緊張感を持って集中して取

り組みます。 
※どのレベルのお子さんにも練習は必要です。そのため、単元学習中はレベル別

レッスン+検定練習レッスン、単元習得後は検定練習レッスンに専念してのご受
講をおすすめします。 
※指導クラスと検定クラスの受講曜日は違う曜日でもかまいません。 

 
　　※指導クラス・練習クラスともに1～3月：各25分　4月以降変更予定（やや長くなる見込） 
 
 
指導クラスの学習内容 
 

そろばん　対象：5歳以上 
①　はじめてのそろばん そろばん初心者～15級（くりあがり・くりさがりなし） 
②　初級1 14級（5のくりあがり・くりさがり） 
③　初級2 13級～12級（10のくりあがり・くりさがり） 
④　初級3と9/10級 11級～10級（2けたの計算、50,100のくりあがり・くりさがり）
かけ算の導入 
⑥　7/8級 わり算の導入/×2桁の導入 
⑦　5/6級　各級の導入 
⓼　4級以上　より高度な思考、学習の訓練 
 
 
注意事項 
※祝祭日は休講となります。その分は他の日の練習クラスに振替が可能です。 
※欠席した分は他の日の練習クラスに振替が可能です。 
月の最終土曜日に検定試験を実施することがあります。 
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オンラインコース受講にあたり 
 
オンライン会議サービス「Zoom」を利用します。Zoomの利用方法についてはこ
ちらをご参照ください。 
オンラインレッスン各種手引き 
 
受講にあたり、以下が必要になります。 
・インターネット環境 
・そろばん・鉛筆・練習問題 
・パソコンやタブレット等zoom接続用,バーチャルそろばん用のデバイス 
 
推奨機器 
①　カメラ・マイク付パソコンまたはタブレット（Zoom接続用） 
②　タブレットまたはスマートフォン（バーチャルそろばん操作用） 
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2.通学コース 

 
a. デュッセルドルフ教室　 

 

 
※そろバンビクラス（4,5歳児対象）　 

数と遊んで親しむ、数の感覚をつけて数が好きになることを目的とした 
クラスです。 

 
 

 
b. フランクフルト教室 
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デュッセルドルフ校時間割　開講曜日：火・水・金 
※推奨レベル 

15：00～15：50 ※初級～9/10級 そろバンビクラス（火） 

16：00～16：50 ※7/8級 そろバンビクラス（火） 

17：00～17：50 ※6級以上  

フランクフルト校時間割　開講曜日：金　 
※推奨レベル 

15：30～16：20 ※はじめて～初級 

16：25～17：15 ※初級～9/10級 

17：20～18：10 ※8級以上 

18：10～19：00 ※5級以上 
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受講費（年間39週） 
 
a.2021年1〜3月分 

 
受講タイプと受講費 

 

 

※月によるレッスン回数の多少に関わらず受講費は毎月一定です。年度の途中から

ご受講される場合は、受講開始月から、月割の受講費をご納入いただきます。 
※兄弟割引：毎月の受講費から10ユーロ（税込み）割引 
*２人目以降のお子さんに適用されます。 
 
b.2021年4月以降 
 

受講タイプと受講費 
 

2021年4月以降レッスン形態の変更を予定しております。 
決まり次第お知らせ致します。 
 

※月によるレッスン回数の多少に関わらず受講費は毎月一定です。年度の途中から

ご受講される場合は、受講開始月から、月割の受講費をご納入いただきます。 
 
※兄弟割引：毎月の受講費から10ユーロ（税込み）割引 
*２人目以降のお子さんに適用されます。 
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 オンライン 通学 

 

週1コース 
（68€/月） 

指導クラス×1 
+ 

練習クラス×1 

 
通学クラス×1 

 
週2コース 
（78€/月） 

 
指導クラス×2 

+ 
練習クラス×2 

通学クラス×1 
+ 

オンライン指導クラス×1 
+ 

オンライン練習クラス×1 

 週1コース 週2コース 

受講費（月割） 68ユーロ 78ユーロ 

 週1コース 週2コース 

受講費（月割） 72ユーロ 86ユーロ 
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c.その他受講費 

入会金：100ユーロ 

教材費および諸経費：半期（6か月）25ユーロ 

そろばん （希望者のみ） 
小（13桁・プラスチック）　7€ 
中（15桁・木製）　15€（在庫限り） 
大（19桁・木製）　24€（在庫限り） 
フルサイズ（23桁・プラスチック）　25€ 
購入を希望される方はお知らせください。 
 

d.受講費納入方法 
ドイツ国内にお住いの方は自動引き落としとなりますのでの口座引き落とし同意書

（Lastschriftmandat）にご記入、ご提出ください。 
ドイツ国外にお住いの方は振込もしくはクレジットカード決済となります。 

 

検定試験 
Bingo! Soroban School 珠算15～10級： 受験料5ユーロ 
原則として月の最終週のレッスン時間内に実施します。 
オンライン受験の場合は賞状はデータにて送付します。 
 
全国珠算連盟珠算能力検定試験　9/10級～1級 
全国珠算連盟暗算能力検定試験　6級～1級 
原則として月の最終週末に実施します。（珠算3級以上は奇数月のみ実施となりま
す。） 
オンラインでの受験も可能です。 
オンライン検定の場合、検定試験受験料は申し込み時にご納入ください。 
2021年度検定試験受験料等詳細： https://soroban-schule.de/kentei/ 
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年間予定　 
通常授業：39週 

 
期間講習は別途お申込みが必要です。 
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 通常授業休校週 
（振替できません） 

期間講習 
（別途お申込み） 

1～3月 *1月1日～8日 
3月22日〜3月31日 

3月22日～4月2日 

4～6月 *4月1日〜4月9日   

7～9月 *7月19日～8月20日  7月19日～8月6日 

10～12月 *10月11日～22日 
*12月20日～31日 
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Bingo! Soroban School 規約 
 

 

1　入会手続き 
受講コース・曜日・受講時間を決め、ホームページより入会手続きをお願いい

たします。口座引き落とし承諾書および要項・規約同意確認書は初回授業日に

ご提出ください。 

2　費用 
入会金：100ユーロ 
受講費：年間39週分（年度途中の入会の場合は年度末まで）の受講費総額が毎
月分割で毎月末に引き落としとなります。 
※毎月分割のため、授業の有無・多少に関わらず毎月一定額となります。 
 
諸経費（教材・設備費）　半年ごとに25€を納入ください。途中退会による返金
はいたしかねますのでご了承ください。 

3　欠席、接続トラブルについて 
 
1.　オンラインレッスン 
 
通信トラブル、その他の事情によってレッスン受講ができなかった場合は下記の通
りといたします。 

 
 
受講者、Zoomに原因がある場合 
受講者の側で体調不良、インターネット接続不良、機器の不具合等によりレッスン
に参加できなかった場合は、練習クラスへの振替参加ができます。 
 
授業提供側に原因がある場合 
別途振替授業を実施いたします。 
 
教室レッスンへの振替：オンラインレッスン２５分×2コマ分＝教室レッスン１コマ
分（５０分）で教室の定員に空きがある場合は振替いただけます。 
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2.　教室レッスン 
 
事前にご連絡ください。他の日の教室レッスンもしくはオンラインレッスンに

振替が可能です。教室レッスン１コマ（50分）＝オンラインレッスン２コマ
（２５分×2）となります。 
 
 
欠席・振替連絡について 
 
欠席の際はメール(soroban.ddf@jinenbo.com)にてお知らせください。授業中、
授業前後の時間帯の電話連絡は授業、生徒対応の妨げになりますので、緊急の

場合をのぞいては極力控えていただきますようご協力お願いいたします。 
 
 

4　コースの変更、曜日時間帯の変更 
変更希望される月の前月20日までにご連絡ください。 
 
 

5　退会 
退会を希望される月の前月20日までに、ご連絡ください。 
（例）３月末まで在籍：２月20日までの連絡 
月の途中で受講をやめられた場合でも、授業料の返金はいたしません。 
 

6　災害時・感染症拡大による特別措置 
嵐、災害時などには安全面を考え、まれに休講またはオンラインレッスンに切り

替えることがあります。休講の場合には他の授業日に振替で出席が可能です。追

加の振り替え授業、返金対応は致しかねます。 
 

7　免責事項 
レッスン中、多少の通信障害・不良が発生することがありますが、これを理由とし
た返金等の対応は致しかねます。生徒間・保護者間トラブルに対しては当教室は一
切責を負いかねます。 
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8　写真の掲載 
レッスンでの様子をホームページやチラシに写真で掲載することがあります。掲載

を希望しない方はその旨お知らせください。  
 

 

9　個人情報保護方針 
Bingo! Soroban Schoolでは、教育サービスを提供するにあたって、生徒・ご家
族から開示いただいた個人情報を適切に利用し、また保護することを最重要事

項ととらえ、個人情報保護方針の徹底を図っております。 
 
1. 個人情報とは 
特定の個人を識別できる情報を個人情報としてとらえ、生徒氏名、ご家族氏

名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、検定成績、学習指導記録、金

融機関口座番号などを指します。 
 

2. 利用目的 
ご提示いただいた個人情報を下記の目的に使用させていただきます。 
1. 学習指導、指導記録、学習状況の報告、進級相談、集計、管理、ご請求
に関する事務処理など 

2. 上記1の利用目的の達成に必要な範囲での、業務委託先への提供 
3. 各種案内のため 
4. 上記1,3に関するマーケティング（アンケートのお願い等）活動、顧客動
向分析、調査分析などのため 

5. 日常のご連絡・ご質問に返答するため 
 

3. 第三者提供について 
法令によって許されたものを除き、本人および保護者様の事前の同意なく業

務委託先以外の第三者に個人情報を開示・提供することはありません。ま

た、個人情報を業務委託先に提供する場合は、守秘契約等によって業務委託

先に個人情報保護を義務付けるとともに、業務委託先が適切に個人情報を取

り扱うように管理いたします。 
 

4. 業務委託先への情報提供について 
より良いサービスを提供するために、ご提示いただいた個人情報を業務提携

先に情報提供する場合があります。情報提供にあたっては、個人情報と適切

に取り扱っている委託先を選定し、委託先で適切な管理が実施できるよう必

要な事項を取り決め、お客様の個人情報保護を徹底します。 
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5. 個人情報の取り扱いについて 
提供いただいた個人情報を不正アクセス・損失・破損・漏洩などのリスクか

ら保護するため、組織上・技術上の合理的な防止策・是正策を講じます。 
 

6. 法令遵守について 
Bingo! Soroban Schoolは、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、
環境の変化に合わせた個人情報保護の体制を継続的に見直し、改善します。 
 

7. 開示請求 
提供いただいた個人情報について開示・訂正・利用停止などをご希望の場合

は、すみやかに対処いたします。 
 

 
 
Bingo! Soroban School 運営者情報 

山片重嘉 Shigeyoshi Yamakata 
Hansaallee 159, 40549 Düsseldorf 
email:  info@soroban-schule.de 
tel:   02151 3298 825 
http://soroban-schule.de 
VAT-ID:  DE262447333 
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SEPA – Lastschriftmandat 

für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

Wiederkehrende Zahlungen / Einmalige Zahlung 

Ich/Wir ermächtige(n) Shigeyoshi Yamakata（Bingo! Soroban School), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Shigeyoshi Yamakata（Bingo! Soroban 
School) auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ausfertigung für den Zahlungsempfänger 
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Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 
Shigeyoshi Yamakata 
Hansaallee 159 
40549 Düsseldorf 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE29ZZZ00001804520 

Mandatsreferenz 

Kontoinhaber (Vorname, Name) 
　 

　 
Straße und Hausnummer 
　 
　 
PLZ und Ort 
　 
　 
Land 
　 
Germany 
　 
IBAN BIC 

Ort und Datum Unterschrift(en) 
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