
こんにちは！ 

ぼく、みとみん！ 

ホームページに 

「ピカイチくん」の 

バックナンバーが 

載ってるヨ！ 

見てね！ 

みとみ学園 

ホームページ 

みとみ 検 索 

感動・感謝！ 
大きい筆に思

いをのせて書

きました。 

タイトル・作品 

芳賀実津子先生 書 
（塩川・豊川・滝沢教室担任） 
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そろばん学習はすごい!! 

      書道もすごい!! 

 ”脳は０歳から５歳までピーク、 

  １０歳位までが大きく発達” 
 

 脳の前頭前野は、５歳までをピークに１０

歳くらいまで大きく発達します。子供の頃か

ら、そろばんをするのがおすすめです。 
 

   ”シルバーの方にも効果” 

 大人になって前頭前野は使わないと衰
えていくので、上手に使うことが必要です。 

脳から若返させることができます。 

     "書道も効果が!!” 

 この文の中に書道のことは書かれており
ませんが、書道も集中力、発想力、観察

力、記憶力等を発達させ、そろばん学習と

同じ効果があると推察しています。 

 

 

み と み 学 園 

学園長 三富邦基 

１ 

今回の教室紹介は、会津美里町に

ある高田教室のそろばん教室と書

道教室です。 
 

  
 そろばんを学習すると”頭が良くなる”と一

般的に言われております。 

 脳科学者の澤口俊之先生が次のことを

述べております。 

 「脳の前頭前野は子供の頃に最も発達

する」脳は一部だけが動いているのではな

く、全体として動いており、パーツとパーツ

がお互いネットワークをつくっております。 

 このネットワークがそろばんによって太くなる

ことが子供を対象として、最近の研究で明

らかになりました。 

 これを脳の統合性と言いますが、ネット

ワークが太くなると言うことは、脳の構造が

よい方向に変え、脳がよりうまく使えるように

なることを意味します。 

（塩川・豊川・滝沢教室担任） 作
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１ 

２ 

夏に引き続き、冬休み期間

にお家でどれだけ練習した

かを競ったYo♪ 

１００枚以上コツコツがん

ばった子多数！GREAT！ 

３・４年生の 

そろばんの授業 

へ行ってきました!! 

【実施小学校】（２月末現在） 

小金井小/行仁小/ザベリオ小/永和小/城北

小/日新小/城南小/門田小/一箕小/松長小/

坂下南小/坂下東小/勝常小/駒形小/堂島小/

熱塩小/三島小/湊小/高田小/宮川小/川南小

/塩川小/新鶴小/豊川小/猪苗代小 

３月も多数ご依頼いただいています。 

 今年で１７年目を迎えたゲストティチャー講師派遣

授業。今年は、２６小学校に行ってきました。 

どの小学校でも楽しくそろばんを学び、ほんのわ

ずかな時間でしたがそろばんの魅力を感じていた

だけたようです。 

そろばん家庭練習用プリント（がんばれプリント）

は、いつでももらえます！もっともっと上手にな

りたい君！先生からどんどんもらってね！ 

１位 豊川 江川未夏 ５年 ２２０枚 １４位 郡山 目黒瑞季 ２年 ３５枚

１位 豊川 江川芽依 ３年 ２２０枚 １５位 坂下南 大堀由希 ４年 ３３枚

３位 高田 長嶺拓海 ５年 １７１枚 １６位 喜多方YB 村澤李々 １年 ３２枚

４位 本町 小林奏心 １年 １５０枚 １７位 郡山 樋口琥珀 ４年 ２６枚

５位 本町 関根怜那 年長 １２８枚 １７位 行仁 佐藤空 ３年 ２６枚

６位 高田 長嶺伶哉 ４年 １１８枚 １９位 アピタ 愛澤華蓮 年中 ２５枚

７位 行仁 和田空輝 ５年 ６５枚 ２０位 郡山 秋元美柚 年長 ２３枚

８位 本町 小林美月 ４年 ５７枚 ２１位 豊川 藤田陽菜 ５年 ２２枚

９位 高野 小貫陽 ２年 ５３枚 ２２位 年貢 田代怜央奈 ３年 ２１枚

１０位 川南 児島澄明     ５年 ４６枚 ２３位 本町 山際蓮果 ４年 ２０枚

１１位 行仁 和田岬 ３年 ４１枚 ２３位 行仁 船木恵花 ４年 ２０枚

１２位 行仁 根本春輝 ５年 ４０枚 ２３位 塩川 遠藤佑真 ５年 ２０枚

１２位 東山 平瑛太 年長 ４０枚 ２３位 豊川 小澤千夏 ３年 ２０枚

２３位 豊川 湯浅初羽 ３年 ２０枚



 みとみ学園に入学してよかった事 

 
・孫がたくさんできたこと 

・子供達から元気のパワーをもらったこと 

・そろばんを習うことで脳が刺激されること 

・魅力的な先生に教えていただくことで週１回

の教室が楽しみになりました。 

３ 

現在、話題の大人のそろばん・書道教室が開講され、たくさんのシニアの方に受

講いただいています。 

昔、そろばん・書道を習っていた方、そろばんトレーニングで脳の若返りをしたい

方、”書”に触れ、感性を磨きたい方など！ 

幼児や小学生のみなさんと一緒に楽しく学んでみませんか？ 

「人生は今日が始まり」みとみ学園はチャレンジする心を応援します！！ 

今回は、現在受講中の生徒さんの”生の声”を紹介したいと思います♪   

         
 

 私は非農家から兼業農家へ嫁いで来ました。なかなか自分の

時間が持てず、ストレスがたまった時期がありました。そんな中、唯一

登山に目覚めて富士山まで征服してきました。最高の幸せでした。

でも腰を痛めてしまい、登山を断念するしかなくじゃあ何かないかと

考えた土岐、昔学校の時習ったソロバンにひかれてきました。 

 でも、自分でやろうかと思っても中々取り掛かることができないで

いる所に、みとみのシニア教室のパンフレットを見て、迷わず申し込

みました。今は励みとなってます。手が震えて間違う時が多いです

が楽しいです。小２年と３年の孫も今度一緒に習うようになるので負

けない様がんばろうと思います。 

そろばんで 

脳トレ！ 

脳が若返る

よ☆ 

ボケ防止の為にと５０数年ぶりに再挑戦し

て教室に通い数カ月。 

当初は指の動きもままならずストレスが溜

まっては何の為にソロバンを習ったのか..... 

マイペースでやればいいと思いなおして、

昔とは違うやり方と先生に教えて頂き納得。 

今では目標を立てて無理をせず、タイムを

計りながらマイペースで行こうと教室に

通っています。 

 



 水曜の時間が待ち遠し 

 

９６才が６９才になります。 

 いつも孫と２人でがんばっております。 

週１回の習字ですが私はとても楽しみにしています。 

習字をするまえは手がふるえておりましたが今はそ

れも直って何とか書けるようになりました。 

これからも先生の心のこもった指導のもとで続けて

ゆきたいと思っております。 

３ 

４ 

きれいな字

気持ちがい

いね！ 

 

 この度は全国書道展にて、栃木
県議会議長賞を有難うございます。 

毎回書いてもなかなかバランスの取

れた書が書けなくて苦労しています。

これからもご指導宜しくお願い致しま

す。 



５ 

４ 

今年で１７年目を迎えたゲストティチャー講師派遣

ずかな時間でしたがそろばんの魅力を感じていた

  
コメントが
載ります！  

 みとみ書道教室で使用している教本「日光」に掲載された優 

秀作品をいくつかご紹介したいと思います。 

 ３月号でも皆さんの素晴らしい作品が、毛筆・硬筆ともに 

沢山掲載されていましたが、今回は紙面の関係上、推薦最優秀作品（★） 

優秀特選作品（☆）の毛筆部門を紹介します！ 

《推薦最優秀作品（★）》 《優秀特選作品（☆）３月号》 

  



６ 



☆編集後記☆ 

編集担当 情報収集担当 

尾形先生 

海野先生 大島先生 

編集長 

  

７ 

６ 

  突然ですが、みなさんは毎日何時間寝ていますか？ 

今回は子供の睡眠時間について少しお話したいと思い

ます。 

 子供は、まだ体も脳も発達途上にあります。そのため

十分な睡眠時間が必要です。 

最近、子供の不眠が問題になっていて、脳の発育に影

響が出る可能性があるそうです。怖いですね.... 

また、子供の睡眠時間が減ると忍耐できない、切れや

すい子供を作ります。 

 みなさん、寝る前にスマホを見たり、ゲームをしたり、

何か食べたりしていませんか？まずは不眠の原因とな

る行為を改め、健康な身体作りを目指しましょう!! 

                        教頭 尾形智子 

                      
                        
材料 

・ごはん 適量   

・みそ 

・砂糖 

・白すりごま 

・割り箸 

甘みそを作る 

 作り方 

１．あたたかいごはんを、すりこぎ棒などでつぶ    

し、半ごろしの状態にする。 

２．１を割り箸（太い方）にのばしてつけ、甘みそ   

をぬってオーブンで焦げ目がつくまで焼く。   


