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　このたびはおかげさまで第９号の発行となりました。
　本号では幼稚園と小学校では第68回造形表現・図画工作・美術教育研究全国大会の様子を中心に取り上げました。準備に
３年という長い月日をかけた先生方の努力と、子供たちの豊かな想像力により素晴らしい作品を作りあげることができました。
子供たちにとっても大変貴重な体験になったのではないかと思います。色とりどりの個性あふれる作品をご紹介いたします。
　中等では前号で取り上げた「中等のここが好き！」のアンケートの中で「緑がきれい」「自然がたくさん」という意見が多くあ
りました。自然豊かな環境の中で様々な体験をしながら成長する生徒たちの様子を御津紙工の四季の風景とともに見ていた
だけたらと思います。　　
　2010年「すべては子供たちのために」という思いでトリニティー第1号が発行され、来年で第10号となります。歴代PTA・
関係者の皆様の思いは受け継がれ、離れた３校園をつなぐ一助となるよう広報誌トリニティーは幼稚園・小学校・中等教育学
校とともにこれからも歴史を重ねていくことでしょう。
　最後になりましたが本号発行にあたりご協力いただきました各校園のPTA担当者の皆様、関係者の皆様に心より感謝申し
上げます。

http://www.asahijuku.ac.jp 朝日学園
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朝日学園・みつ朝日学園連合PTA会長　加納　盛喜

　平素はPTA活動にご理解ご協力を頂き誠にありがとうございます。
　第9号を発刊するに当たり、ご協力を頂きました関係各位、PTA役員、教職員の皆様へ感謝申し上
げます。
　朝日学園では、幼稚園の2歳児から高等部の18歳までの子供たちが一貫して「個性を伸ばすハイレ
ベルの教育」を受け、多くの卒業生が社会に巣立っています。
　中等教育学校は、海外で高い評価を頂き、すべての学年に留学生が在籍してくれるようになりまし
た。今年度は、中等教育学校で2年間学んだ留学生が、上智大学の法学部を初め、薬学部合格等実績を
上げ、夢に向かいうれしい知らせが次々と届いています。異国で学び将来を切り拓こうとする留学生
と共に生活を送る日本人生徒たちは、彼らから大いなる刺激を受け、他では得られない貴重な経験
を積み重ねることでしょう。
　幼い時から豊かな体験を積んだり、グローバルな環境で共同生活を送ったり、地域の方をはじめ周
りの方からお世話になった事に対して感謝の気持ちを持ちながら生活を送ったりすること。学園で
体験できるこれらの貴重な実体験を通して身につけたものは、真の人格形成に繋がると考えます。
朝日学園の建学の精神『個性を伸ばすハイレベルの教育』と『すべては子供たちのために』という
PTAの思いが、今後も三校園連携のもと更に発展することを祈念いたします。

はじめに

各校園の園歌・校歌が聴けます

ごあいさつ

　だれがやる　いつできる　私の座右の銘は「いまやらねばいつできる　わしがやらねばだれがやる」
という岡山県の生んだ偉大な彫刻家・平櫛田中先生の遺された言葉である。私はこの言葉に背中を押さ

れて、幼稚園を誕生させ、小学校を創り、中高を開校させてきた。

　『いま』ひとときひとときを大切にし、二度と来ないその年齢のその時に「やるべきことをやる」。

　『わし』自分が自分の人生の主役なのだから「自分が積極的に行動すること」を私の信条として今日を

迎えている。

　学園の連合PTA広報誌「トリニティー」も、幼・小・中等PTAで関係した皆さんが、担当したそれぞれの

年度の「いま」を大切にして、「わし」＝私が編集を担当するのだから「やらねばならぬ」こととご努力いた

だいた結果の産物であると思う。

　本年度もこの第９号が発刊されることとなった。ここまでの関係者のご努力に深甚の敬意と感謝を申

し上げたい。子供たちのため、学園各校園のためにご支援・ご努力いただいた結果である。今後もトリニ

ティーが、PTAが、一層の充実と発展をすることを願っている。

　「トリニティー」を手に取ってご覧いただく皆さま方、ありがとうございま

す。この広報誌を通して朝日学園グループの各校園の現状を知っていただき、

一層の親しみを感じていただくと共に「親が通った」「子も通っている」「孫も

通わせたい」学園になるようお力添えをお願いいたします。私たち教職員も一

生懸命に努力してまいります。

学園長　鳥海　十児

園児たちが実際に歌ったものを
YouTubeでお聞きいただけます

■朝日塾幼稚園　園歌

児童たちが実際に歌ったものを
YouTubeでお聞きいただけます

子供たちが実際に歌ったものを
YouTubeでお聞きいただけます

■朝日塾小学校　校歌　 ■朝日塾中等教育学校　校歌

岸田敏志氏が歌ったものを
YouTubeでお聞きいただけます

2018
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親子で 朝日学園特集

ミッキー先生（鳥海学園長）の印象

子供を朝日学園に通わせようと思った理由

子供を通わせてみての印象

Ｐ

Ｐ

朝日塾1975年開塾、朝日塾幼稚園1981年開園、朝日塾小学校1993年開校、その後中等教育学校開校と続き、朝日塾
幼稚園から3,029名という多くの卒業生を送り出しました。その他に進学塾の朝日塾・朝日塾小学校の卒業生が、我が子を
再び朝日学園に通わせてくださるようになってきました。この度、お子さんを朝日学園に通わせてくださっている保護者の
方々にアンケートをお願いし、ご自身が通っていたころの思い出や、お子さんを通わせての感想などをお聞きしました。

3才　れん君ママ（右）
いろいろな体験をし、個性を伸ばしていけたらいいなと思い入園させました。
息子は恥ずかしがりやでしたが、少しずつ前へ出て自分を出せるようになりま
した。思いやりがあり周りに気が配れるようになったと思います。

3才　はるか君ママ（左）
届いたトリニティーを読んで、アレルギーに関する配慮があったことから入園
させようと思いました。
息子は園で楽しくのびのび過ごせているようで、とても嬉しいです。

2才　ゆいと君ママ
仕事をしているので預かり保育があったのは園を選んだ大きな理由の一つで
す。朝から夕方までの長い時間ですが、朝日塾の先生なら安心して預けること
ができる！と思ったからです。
今でも十分満足していますが、ずっとこの先も教育的な保育と一緒に愛の満ち
溢れた環境である幼稚園でいて欲しいなと思います。

5才　しんぶ君ママ
幼稚園、塾小と通わせて頂き、様々な体験を通して楽しかった思い出がたくさんありま
す。私が経験させてもらったように、子供にも同じように様々な経験をさせてやりたい
と思い入園させました。息子も先生方にかわいがって頂き、毎日楽しく通園しています。
年長になり、マーチングなどを通して、努力する大切さやあきらめない心を育てて頂き、
ひとまわり成長したように感じています。これからも学習面はもちろんですが、心の豊か
さや人間性を磨けるような学園であって欲しいと思っています。

4才　さゆりちゃんママ
パンダの絵が中国で賞をとったことがあります。パンダの絵を描いていて福島
先生が一緒に少し手伝ってくれたことがとても印象に残っています。その後、賞
をとったことで、一緒に絵を描いたことが忘れられない出来事になりました。現
園長先生と教頭先生が、卒園後30年以上経っているのに、私のことを覚えてい
るのは驚きました。1・2年目の園児はすべて覚えているとお二人が言っていた
ことに感動しました。娘は毎日いきいきと通園しているのでよかったです。

3才　よしまさ君パパ
幼稚園は非常に楽しく良かった記憶しかありません。
塾幼卒園後、塾小の１期生で入学しましたが、中高までできるとは思っていませんでした。鳥海理事長
の手腕に敬服します。
息子が、私と同様に楽しく良い印象を持って卒園できれば他は望みません。

3才　あきちゃんママ（中央）
私が卒業したというのはきっかけに過ぎず、実際見学会に来て幼稚園の取り組
み、しっかりとした理念・方針にひかれ入園を決心しました。
娘は集団生活が初めてでしたが、先生方のサポートがしっかりしているので安
心です。新しいことをどんどんさせてくれて、それを吸収している感じです。

・ミッキーの耳とシッポを今でもつけて、子供たちを喜ばせてくれている姿を見て、昔と全く
　変わっていなくて嬉しかったです。
・いつも笑顔なのは昔と変わりません。今も昔もどちらも優しいです。
・教育熱心でとても親しみやすく子供にも愛されるような印象です。
・頑張ってできたことに対してすごく褒めてくれる先生です。
・年をとられましたが、まだまだ元気ですね。長生きしてください。
・容姿が全く変わらないことにビックリ！
・歳を感じさせない、はつらつとした感じで素晴らしいです。
・朝、幼稚園の門で笑顔で子供たちを迎えご挨拶してくださる姿、行事での先生のお話し、とて
　も親しみのわく昔と変わらないミッキー先生です。
・小中高が次々できてびっくりした。鳥海先生がエネルギッシュですごいなと思った。
・時々保育室に来られるときはおもしろかったです。帽子としっぽがついてパワーアップ
　されていますね。
・いつも優しく私たちの良いところに目を向けてくださっているところは変わりません。
・昔から変わらず子供たちの輪の中にいて成長を見守っています。
・昔も今もパワフルな先生という印象です。

ミッキー先生の誕生：今から３１年前の１９８７年
に誕生しました。「園児に親しまれるニックネーム
を」と考えた結果、自分の名が「ミツジ」でもある
ので、帽子を買い、ある先生に尻尾を作って貰
ってミッキーマウスの「ミッキー」になりました。
それ以来「子供たちの友人」であり続けたいと
願っているミッキーです。

学園長より

・いろいろな経験をして欲しいと思ったから。
・近かったのと宗教色がなかったこと。何よりもやはり楽しかっ
　たから。
・自分が通ってよかったと思ったから。
・自分が親にしてもらったことを自分の子供にもさせてあげたか
　ったから。
・自分が通っていたとき、非常に学園生活が楽しかった記憶があ
　ったから。

・自分は不器用でしたが、朝日塾に行っていろいろ体験させてい
　ただいたことで今一人前になれていると思ったので、娘にも同
　じ環境をと思ったから。
・教育（英語・体操・音楽など）が充実していること。各習い事
　に通わせたいがフルタイム勤務で不可能なので朝日塾ならでき
　るから。
・自分が過去に経験してよかったと思うことを子供にも経験させ
　たいと思ったから。
・勉強にも苦手意識を持たず楽しく取り組んで欲しいから。
・初等教育のノウハウと中学受験のノウハウ、そしてアットホー
　ムさがあると思ったから。

・大変満足。感謝しています。
・先生達が一生懸命子供たちのためにしてくださっているように
　感じます。　
・授業が楽しいと言っているのでよかったなと思います。
・子供は幼稚園での出来事を積極的に話してくれます。友達の話
　を聞いたり、歌を聞いたりして、通わせてよかったと思ってい
　ます。
・しっかりとした生活習慣を学び、十分な勉強、多くの行事など
　を通じて主体的に取り組む力、頑張る力、人との楽しい関わり
　でさまざまな面での大きな成長を実感できました。

・毎日楽しそうに行って帰ってくるので元気をもらっています。
・本人が毎日楽しく通っていて入園させてよかったと思う。幼稚
　園で学んだことを見せてくれるのがとても嬉しく思います。
・先生方も一生懸命でとてもありがたい気持ちでいっぱいです。
　子供も毎日いろいろな経験や発見があるようで日々成長して帰
　ってきます。
・毎日イキイキと通園するのでよかったです。
・マーチングや生活発表会など、練習は厳しいですが、一生懸命
　な姿を見てよかったなあと思っています。

みんなもも組の同級生

私たち塾幼の同級生。私たちが5才の
時お世話になった高本先生が、今子供
たちの担任です。偶然でビックリしま
したが、とてもうれしいです！

お姉ちゃんも
塾幼を卒業しました

パパが
朝日塾生

ママが
塾幼 卒

ママが
朝日塾・
塾幼 卒

パパは朝日塾・
塾幼・塾小 卒です

パパが
塾幼 卒

パパが
塾幼 卒

ママが
塾幼 卒

ママが
塾幼 卒

ママが
朝日塾生

受賞作品
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溢れた環境である幼稚園でいて欲しいなと思います。

5才　しんぶ君ママ
幼稚園、塾小と通わせて頂き、様々な体験を通して楽しかった思い出がたくさんありま
す。私が経験させてもらったように、子供にも同じように様々な経験をさせてやりたい
と思い入園させました。息子も先生方にかわいがって頂き、毎日楽しく通園しています。
年長になり、マーチングなどを通して、努力する大切さやあきらめない心を育てて頂き、
ひとまわり成長したように感じています。これからも学習面はもちろんですが、心の豊か
さや人間性を磨けるような学園であって欲しいと思っています。

4才　さゆりちゃんママ
パンダの絵が中国で賞をとったことがあります。パンダの絵を描いていて福島
先生が一緒に少し手伝ってくれたことがとても印象に残っています。その後、賞
をとったことで、一緒に絵を描いたことが忘れられない出来事になりました。現
園長先生と教頭先生が、卒園後30年以上経っているのに、私のことを覚えてい
るのは驚きました。1・2年目の園児はすべて覚えているとお二人が言っていた
ことに感動しました。娘は毎日いきいきと通園しているのでよかったです。

3才　よしまさ君パパ
幼稚園は非常に楽しく良かった記憶しかありません。
塾幼卒園後、塾小の１期生で入学しましたが、中高までできるとは思っていませんでした。鳥海理事長
の手腕に敬服します。
息子が、私と同様に楽しく良い印象を持って卒園できれば他は望みません。

3才　あきちゃんママ（中央）
私が卒業したというのはきっかけに過ぎず、実際見学会に来て幼稚園の取り組
み、しっかりとした理念・方針にひかれ入園を決心しました。
娘は集団生活が初めてでしたが、先生方のサポートがしっかりしているので安
心です。新しいことをどんどんさせてくれて、それを吸収している感じです。

・ミッキーの耳とシッポを今でもつけて、子供たちを喜ばせてくれている姿を見て、昔と全く
　変わっていなくて嬉しかったです。
・いつも笑顔なのは昔と変わりません。今も昔もどちらも優しいです。
・教育熱心でとても親しみやすく子供にも愛されるような印象です。
・頑張ってできたことに対してすごく褒めてくれる先生です。
・年をとられましたが、まだまだ元気ですね。長生きしてください。
・容姿が全く変わらないことにビックリ！
・歳を感じさせない、はつらつとした感じで素晴らしいです。
・朝、幼稚園の門で笑顔で子供たちを迎えご挨拶してくださる姿、行事での先生のお話し、とて
　も親しみのわく昔と変わらないミッキー先生です。
・小中高が次々できてびっくりした。鳥海先生がエネルギッシュですごいなと思った。
・時々保育室に来られるときはおもしろかったです。帽子としっぽがついてパワーアップ
　されていますね。
・いつも優しく私たちの良いところに目を向けてくださっているところは変わりません。
・昔から変わらず子供たちの輪の中にいて成長を見守っています。
・昔も今もパワフルな先生という印象です。

ミッキー先生の誕生：今から３１年前の１９８７年
に誕生しました。「園児に親しまれるニックネーム
を」と考えた結果、自分の名が「ミツジ」でもある
ので、帽子を買い、ある先生に尻尾を作って貰
ってミッキーマウスの「ミッキー」になりました。
それ以来「子供たちの友人」であり続けたいと
願っているミッキーです。

学園長より

・いろいろな経験をして欲しいと思ったから。
・近かったのと宗教色がなかったこと。何よりもやはり楽しかっ
　たから。
・自分が通ってよかったと思ったから。
・自分が親にしてもらったことを自分の子供にもさせてあげたか
　ったから。
・自分が通っていたとき、非常に学園生活が楽しかった記憶があ
　ったから。

・自分は不器用でしたが、朝日塾に行っていろいろ体験させてい
　ただいたことで今一人前になれていると思ったので、娘にも同
　じ環境をと思ったから。
・教育（英語・体操・音楽など）が充実していること。各習い事
　に通わせたいがフルタイム勤務で不可能なので朝日塾ならでき
　るから。
・自分が過去に経験してよかったと思うことを子供にも経験させ
　たいと思ったから。
・勉強にも苦手意識を持たず楽しく取り組んで欲しいから。
・初等教育のノウハウと中学受験のノウハウ、そしてアットホー
　ムさがあると思ったから。

・大変満足。感謝しています。
・先生達が一生懸命子供たちのためにしてくださっているように
　感じます。　
・授業が楽しいと言っているのでよかったなと思います。
・子供は幼稚園での出来事を積極的に話してくれます。友達の話
　を聞いたり、歌を聞いたりして、通わせてよかったと思ってい
　ます。
・しっかりとした生活習慣を学び、十分な勉強、多くの行事など
　を通じて主体的に取り組む力、頑張る力、人との楽しい関わり
　でさまざまな面での大きな成長を実感できました。

・毎日楽しそうに行って帰ってくるので元気をもらっています。
・本人が毎日楽しく通っていて入園させてよかったと思う。幼稚
　園で学んだことを見せてくれるのがとても嬉しく思います。
・先生方も一生懸命でとてもありがたい気持ちでいっぱいです。
　子供も毎日いろいろな経験や発見があるようで日々成長して帰
　ってきます。
・毎日イキイキと通園するのでよかったです。
・マーチングや生活発表会など、練習は厳しいですが、一生懸命
　な姿を見てよかったなあと思っています。

みんなもも組の同級生

私たち塾幼の同級生。私たちが5才の
時お世話になった高本先生が、今子供
たちの担任です。偶然でビックリしま
したが、とてもうれしいです！

お姉ちゃんも
塾幼を卒業しました

パパが
朝日塾生

ママが
塾幼 卒

ママが
朝日塾・
塾幼 卒

パパは朝日塾・
塾幼・塾小 卒です

パパが
塾幼 卒

パパが
塾幼 卒

ママが
塾幼 卒

ママが
塾幼 卒

ママが
朝日塾生

受賞作品
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