
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 学園ニュース 

ピカイチくん!! 
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各教室の生徒さんに教室の紹介

をしてもらうこのコーナー！ 

第4回目は、荒舘教室です。 

荒舘小学校3年 橋本和奏さん 

  

 

 

  

【珠算教室】 
 「英語脳をつくる！！」 
① 『英語について行けるかしら？』 

   2020年より、小学3年生から英語が正式 

  に授業科目の中に入ることになりました。 

  そのため、「ウチの子は英語大丈夫かし

ら？」と心配なさっている保護者の皆様が多

いと思います。 

②ネイティブな英語！！ 

  小学校で目指している英語はカタカナ英 

 語でなく、ネイティブ（外国人発音）に耳を 

   慣れさせ身につけることです。 

③昨年の１１月から英語学習も！ 

  みとみ珠算教室では、授業の中に「英 

 語ペラペーラになれ～る」を取り入れ、 

 “ネイティブな英語”を“音声ペン”で学習 

 し、英語脳をつくっております。 

  また、ご家庭でも毎日３分間学習して 

～生徒、家族の皆様に 

            「運が良くなる方法」 

                       をお届けします。～ 

みとみ学園 学園長 

    三富 邦基 

 いただきますと、英語の基礎は万全 

 になると思います。 
 

【書道教室】 
  文科省後援、全国書道展（出品数

7,333点）が開催され、みとみ書道教室

から大賞はじめ、多くの上位入賞者が

出ました。 

 上位入賞者の表彰状と賞品の伝達 

交付式が、1月27日に開催されました。 

 詳しくは、本誌P.2の通りです。 
 
  【「運がどんどん良くなる！！」 
          動画のQRコード】  
                   ⇓ ⇓ ⇓ 
     
 
 
 
 
                
〝見なきゃ損！損！！〟 

 「明るく元気一杯の教室です。 

   それぞれの目標級に向けて、 

  みんな頑張っています！ 

   私も計算がすらすら解けるように    

       なって、そろばんも上手になりまし 

   た。 １級までがんばります。」 
 

そん   そん 
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～             より～ 

 

中学生特待制度について 
 珠算資格を「少しでも目標まで!!」ということで、中学生になっても継続する生徒さんには「特待制度」 

が適応されます。珠算資格は、内申書や履歴書にも記入できますので、より上級を目指して頑張りましょう!! 
詳しくは担任の先生かお手紙をご覧ください。 

結城 豊湧さん（幼児 豊川）350Ｐ 

遠藤 乃愛さん（２年 アピタ）１76Ｐ 

鈴木 風歌さん（幼児 麓山）92Ｐ 

平  瑛太さん（2年 行仁） 

長嶺 怜哉さん（6年 高田） 

小椋由優真さん（2年 城北） 

岡部 大聖さん（1年 郡山イオン） 

曲山 愛里さん（5年 小金井） 

江川 芽依さん（5年 豊川） 

福地 勇正さん（5年 塩川） 

冬休み 

76Ｐ 

67Ｐ 

50Ｐ 

35Ｐ 

27Ｐ 

26Ｐ 

23Ｐ 

秋元 美柚さん（2年 郡山イオン） 

田代怜央奈さん（5年 小金井） 

佐藤 煌晟さん（幼児 猪苗代ＹＢ） 

宮代 優真さん（2年 城北） 

大須賀凛子さん（3年 豊川） 

佐藤 絢音さん（幼児 本町） 

弓田 結翔さん（幼児 鶴城） 

小山 和奏さん（幼児 鶴城） 

茂木陽茉里さん（幼児 郡山イオン） 

齋藤 瑛太さん（幼児 猪苗代ＹＢ） 

長澤 南成さん（3年 豊川） 

22Ｐ 

22Ｐ 

20Ｐ 

20Ｐ 

19Ｐ 

19Ｐ 

18Ｐ 

18Ｐ 

17Ｐ 

17Ｐ 

17Ｐ 
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年末年始も 

がんばりました!!! 

 全日本書写書道教育連合

会が主催の文部科学省後援

第２７回全国書道展・全国教

育書道展が開催され、みとみ

学園からは渡部小夏さん（河

東学園小）の大賞受賞をはじ

め、26名が特選以上の上位

賞を受賞しました。  

 

～             より～ 

【大賞】 渡部小夏（河東学園小３年） 【準大賞】 土田柑菜（謹教小３年） 【全日本書写書道教育連合

会理事長賞】 谷ヶ城玲（笈川小２年） 新田健人（新鶴中３年） 【全日本書写書道学会長賞】 渡部空

美（河東学園小６年） 【日本書写書道検定委員会長賞】 菅井惇平（荒舘小４年） 三富彩千香（一箕中

２年） 三富由佳梨（葵高１年） 【日台経済教育文化交流協会長賞】 髙橋実愛（松長小２年） 【栃木県

教育委員会教育長賞】 江川結咲（永和小３年）  若林翔花（坂下南小６年） 【栃木県青年書作家協会

長賞】 二瓶優花（坂下東小４年） 【宇都宮書道学校理事長賞】 渡部向日葵（坂下南小２年） 谷ヶ城

奏（笈川小５年） 【宇都宮書道学校長賞】 渡部小夏（河東学園小３年） 山崎結蘭（猪苗代小６年） 渡

辺杏菜（会津学鳳中１年） 【宇都宮市教育委員会教育長賞】 鈴木清夏（川南小５年） 【産經新聞社

賞】 星湊太（猪苗代小４年） 濱香里（新鶴小６年） 青栁遊羽（一箕中３年） 【下野新聞社賞】 若杉梨

央奈（新鶴小３年） 【毎日新聞社宇都宮支局長賞】 渡辺莉菜（会津学鳳中３年） 【推薦】 齋藤くらら

（西会津小４年） 磯部紗希（熊倉小６年） 赤間里桜（若松五中２年） 【特選】 山崎結蘭（猪苗代小６

年） 鈴木泉稀（葵高１年） 

宿題 
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會津風雅堂にて、各教室から 

優良生徒として選ばれた 

生徒さんが表彰されました。 

保護者の方も合わせて、 

参加者千人以上の 

盛大な式になりました。 
  

  

3 

  
  年末お楽しみ会の様子♪ 

豆つかみをしたり、 

じゃんけんゲームを 

したり笑顔いっぱい～ 

  

小学校でそろばんの 

ボランティア授業を行いました。 

皆ヤル気満々！！ 

もっとやりたい♪と嬉しい声を 

たくさんいただきました。 

優良生徒表彰式 

  
  

  

  

珠算ボランティア授業 
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●みとみ進学スクールより● 

●みとみ高等学院より● 

●みとみフリースクールより● 

パソコン・スマホからもホームページへアクセスしてね！！ 

●みとみライセンスアカデミーより● 

      ※ ②はアピタ校のみ 

・小 学 生  勉強指導 

・高校受験＆大学受験 

☎アピタ校 塾頭：物江正彦 

         090-7325-1719 
☎喜多方校 塾頭：藤田一彦 

    090-2496-5459 



俊彦校長先生 

大谷先生 海野先生 横田先生 尾形先生 鈴木先生 大江先生 

編集担当 

  

黒河内先生 

門田教室の保護者様 佐藤てる美様 

１／２７（日）号の『週刊新聞 サンデーあいづ』人脈

のコーナーで、門田教室の保護者様 佐藤てる美様

が紹介されました！！お話の中でお子様のそろば

んの習い事についてもふれていらっしゃいました。 

 

サンデーあいづの記事より、抜粋して掲載させてい

ただきます☆ 

 てる美さんの好きな言葉は何でしょうか。 

 「“継続は力なり”ですね。子どもたちは

そろばんを習っているのですが、長男は

自分なりに頑張って継続していました。今

は上の級まで取れたので、卒業すること

が出来ました。そんな我慢強い長男の姿

を見ると、諦めないで続けていくことが大

事なことだと学ぶことができました」 

 これからの事などありましたらお聞かせ

下さい。 

 「専業主婦をしていたのも、我が子が大

きくなるまでの限られた時間を大事にして、 

行事などをしっかりやってあげたい気持ち

が強かったんです。豆まきなどの季節のイ

ベントや誕生日など、私主導で家の飾りつ

けも凝ったりしています。家族皆喜んでく

れます。あとは家族で海外旅行とか行って、

子どもたちにいろんな物を見せて見識を

広めてもらいたいなと思っています」と話

す佐藤てる美さんはとても家族思いの素

敵な方でした。 

娘さんお二人も、お兄さんの背中

を見て、上の級目指し頑張ってい

ます！   担任：長谷川  慎 

 生徒のみなさんだけでなく保護者様も、

「小筆」や「筆ペン」をお家で練習・上達で

きないかな・・・なんて、思われたことありま

せんか？実は「般若心経」がいい練習に

なります。今は「100均」にも売っているの

で、ただ書き写すだけでも「小筆」や「筆ペ

ン」が上達しますよ。 

生徒のみなさんも、ご家族でお出かけする

ことがあると思います。その時に、対向車

線のすれ違う車のナンバーを『あんざん』

で足していくのです！  例） 

下1ケタ、2ケタ・・・最大4ケタ 

どんどん足したり、引いてみて下さい！ 

59-41 


