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ん お母さ
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のための

7/20
土

9:30～12:00
オープン スクール

●わくわくひろば （授業見学あり）

●ワークショップ（詳細は決まり次第お伝えします。ご期待ください。）

6/6
木

9/3
火

授業公開
10:00
　～12:00

本校の少人数クラスで行われている
密度の濃い授業をご覧ください。

未就学児のお子さんに小学校生活の楽しさを体験してもらうイベントです。
在校生が各催し物を準備してみなさんをお待ちしています。

在校生が企画・運営するお楽しみブースです。
学校探検クルーズ、スタンプラリー、ものづくり体験など。 プログラム

2019 年

〒399-0035 松本市村井町北2丁目14番47号

TEL.0263-58-0311
検索才教学園

お問い合わせ
お申し込みは

5/18
土
学校説明会
10:00～11:30

教育理念、教育方針、学校生活の概要等に
ついて説明いたします。

8/24
土

11/9
土
入試説明会
10:00～11:30

教育理念、教育方針、出願方法について説明
いたします。

子育て
教養 講 

座

子育てに奮闘している保護者の方に、お子様の将来に役立つ情報を伝える
講座です。

会場

●塩尻北I.Cから車で約10分
●車でお越しの際は校内駐車場をご利用ください。

●JR篠ノ井線　平田駅から約1,200m
才教学園小学校・中学校

持ち物
上履き、筆記用具

参加費用
無料

申し込み方法
電話またはホームページよりお申し込みください。
なお、準備の都合上、参加日直前のキャンセルは
極力お控えください。
キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。

長野自動車道

塩尻北I.C
セイコーエプソン

まつもと医療センター

イオンタウン
芳川消防署

平田駅
松本南郵便局

筑摩野
中学校

村井駅

芳川公園 村井下町北

村井

Ｊ
Ｒ
篠
ノ
井
線

才教学園小学校・中学校 19

Ｎ

1～4年　10:00～10:45
5～9年　11:00～11:50

対象：主に小中学生の保護者

「未来を生き抜くヒント」
講師：才教学園小学校・中学校校長 小松 崇

10:00～ 11:00
5/11
土

「頭の活性化にもおすすめ！
　効果的な運動トレーニング法」
講師：松本大学教授 医学博士 根本賢一先生

10:00～ 11:30

軽く体を動かすので、動きやすい服装でお越しください。

9/21
土

子育て講座に行く機会はなかなかないので、とてもためになりました。
このプログラムのおかげで、子どもも学習を進めることが出来まし
た。ありがとうございました。他では教えていただけない講座であり、
大変有難く学ばせていただきました。

子どもは楽しく、親は勉強になり、大変良かったです。子どもは小
学校生活の体験ができ、良い刺激となり、小学生になる心構えがで
きました。すべてに参加はできませんでしたが、予定を調整して、もっ
と参加したかったです。

保護者の声 さいきょう子育て支援プログラム

子どもにも親にもわかりやすい内容で小学一年生の授業の様子が想
像できました。親子一緒だったので、子どもも安心して楽しく取り組
むことができ、親も子どもの様子を見ることができて良かったです。
楽しい時間で自宅でも思い返して英語の歌を一緒に歌ったり踊ったり
と良い経験になりました。

わくわくプレスクールの前に親子で参加できたので、子どもも抵抗な
くわくわくプレスクールに参加できました。先生方の丁寧な指導を受
けて、学ぶことの楽しさを感じたようで、子どもの成長を近くで見る
ことができ、大変良い時間でした。

保護者の声

小学校の雰囲気を体験させたいと思い参加しました。はじめは知ら
ないお友だちや先生との授業に楽しんで参加できるのか心配でした
が、毎回プレスクールが楽しかったようで「楽しかった」「今日は○
○やったよ」「大きな花丸もらったよ」など、いろいろ教えてくれま
した。できることが楽しいということに気づかせてもらったように感
じます。

子どもがひらがなやたし算に興味を持っており、ひとりでノートに書
いたり、問題を親に出したりしていたので、先生に教えてもらうこと、
座って授業することにも関心が持てるのか、学びを楽しめるのか知り
たくて参加しました。家に帰ってから「こんなことやったよ」「全部丸
だったよ」とプリントをうれしそうに見せてくれました。毎回楽しみに
していました。学校やクラスの様子を知ることができて良かったです。

先生方の丁寧な対応に感動しました。授業は挨拶からきちんとしてお
り、落ち着いた穏やかな雰囲気がとても印象的でした。授業の様子
を拝見することもでき、一人ひとりをしっかり見ていることや分かりや
すい説明、教え方に安心感がありました。また、先生方の字が読み
やすくきれいでした。子どもの反応からも、プレスクールに参加させ
て本当に良かったと思いました。

知り合いもおらず、親と離れる時は少し心細そうでしたが、授業が
終わり、お迎えに行った時の子の顔は晴れ晴れとしており、先生と
ハイタッチして元気よく帰ってきたので、楽しそうでした。また家で
は授業中にほめられたこと等話してくれて、得意気でした。

年長になり「小学校ってどんなところだろう。どんなことをするのだ
ろう。」と、こんな疑問を持ち始めていました。参加して、「勉強は
こんなふうにやるんだ」と知ることができ、子どもも少し安心したよ
うでした。

保護者の声

子育てをしていると、つい忙しく大人の目線で怒ってしまったり、一
緒に勉強をしていても間違っているところばかり指摘してしまったり、
子どものやる気を損なわせてしまうようなことを言ってしまうことが
あり、反省することがあります。
講座に参加して、母としての自分自身を見つめ直すことが出来ました。
目の前の小さな間違いを指摘するのではなく、子どもにどうしたらよ
いか考えさせ、想像力、思考力を伸ばしていけるよう日常の会話か
らまずは意識して変えていこうと思いました。何をするにも子どもと
一緒に楽しみ、たくさんの経験を積ませてあげられるよう考えていき
たいです。

参加した回すべてがとても参考になりました。「もじ」と「かず」を教
える際に気をつけることや“学ぶ”ということの意味、生きていく力
を身につけていく大切さを改めて考えさせられました。教え込むので
はなく、気づかせるようにすること、また、すぐに結果を求めず、じっ
くり取り組むこと、わかってはいてもなかなか実践できていなかったこ
とを改めて教えて頂き、子どもと向き合う自分自身の姿勢を見直すい
い機会となりました。資料をいつも近くに置き、見直すようにしていま
す。とても有意義な時間でした。ありがとうございました。

すべての回で学びがありました。成書やインターネットではなかなか
得られない具体的な「もじ」と「かず」の教え方、遊び方の取り組
みをその日から実践できるよう様々な工夫をこらして下さり、とても
丁寧に教えていただけて、充実感がありました。どの回もお話が深く
心に残り、あっという間の時間でした。親の役目と大切さ、子ども
への影響力について考えさせられました。

今疑問に思っていること、気になっていること、聞きたいことがたく
さん入っていた講座でした。本当に心にストンと落ちていく内容ばか
りで、自分の財産となる話を聞くことが出来ました。笑って泣いて楽
しい時間でした。今の時期にどのように学習を進めていけばよいの
かわからずにいましたが、具体的に教え方を学べて助かりました。資
料とメモした内容は大切に何度も見返していこうと思います。

保護者の声

親 子

2018年参加者からたくさんの声をいただきました！



毎年行っている「お父さんお母さんのための“教え方”講座」、「年長さんのわくわくプレスクール」、
「特別教育講演会」は地域の子どもたちの幸せな成長を願い、教育のプロである私たちが親御さ
んの子育ての活動を支援しようと9年前から始めたプログラムです。
才教学園に入学をお考えの方も、そうでない方も、子育てに役立つ情報が満載ですので、是非ご
参加ください。

4/20土
開 講

4/20土
10:00～11:30
先着100名

2/5火
開 講

年長さんの

5日・9日
お父さんお母さんのための
教え方講座①

5日・9日
お父さんお母さんのための
教え方講座②

23日
お父さんお母さんのための
教え方講座③

6日
体育祭

20日 18日
わくわくプレスクール②
学校説明会

6日
授業公開

25日
さいきょう祭

15日
プレゼンテーションコンテスト

3日　授業公開
8日　第１回入学試験

22日
わくわくプレスクール③
特別教育講演会

13日
学校説明会

20日

21日
子育て教養講座

11日
子育て教養講座

24日
わくわくプレスクール④
入試説明会

5日
わくわくプレスクール⑤
お父さんお母さんのための
教え方講座⑤

9日　入試説明会
23日　第2回入学試験

19日
第3回入学試験

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月１月 ２月 ３月 ４月
2019年 2020年

オープン スクール

お父さ
ん お母さ

ん

“教え方”講 座
のための

物と数字の対応、1～10までの数、
数字の表記練習、数の合成・分解かず

聞く力（聞き取りの練習他）、読
む力、書く力（ひらがなの筆順練習）もじ

あいさつ、自己紹介、単語の意味
と発音、簡単な会話、ゲームえいご

新しい
イベント情報を
お伝えします。

未就学児のお子様がいらっしゃるご家庭向けの講座です。 親 子

第1回
いずれも10：00～11：30〈受付9:30～〉

「もじ」と「かず」～基礎編～
文字を使いこなすために、数の概念を養うためには、どうしたら良いかお話します。

2/5
火

2/9
土

両日とも同じ内容です。

第2回 「もじ」と「かず」～実践編～
文字と数の学習の方法をお伝えします。実践してみましょう。

3/5
火

3/9
土

両日とも同じ内容です。

第3回 「学力をのばすヒント」
才教学園での実践例を交えてお伝えします。

3/23
土

第4回 4/20
土

第5回
「小学生になる前に身につけておきたいこと」
お子さんが安心して小学校に入学するために、これだけは
保護者の方に知っておいていただきたいことをお伝えします。

10/5
土

先着50名

先着50名

対　象……
定　員……

持ち物……　　　　　　　　　　　参加費用…
※各回で内容が異なります。1回のみの参加でも可能です。

未就学児の保護者
第１・2回 先着50名、第3・5回 先着75名、第4回 先着100名
定員に達した場合、お断りすることがありますのでお早めにお申し込みください。
上履き、筆記用具　　　　　　　　  無料

お父さんお母さんのための教え方講座の詳細

遊びの要素を随所に入れ、楽しみながら「かず」「もじ」「えいご」を学んでいきます。
えんぴつの持ち方、授業を受ける姿勢やあいさつ・返事の仕方など、小学校に向けて
身につけておきたいことについても触れていきます。

第1回

いずれも10：00～11：30〈受付9:30～〉
受付をしますので10分前にはお越しください。わくわくプレスクール

4/20
土

第2回 同時開催：
学校説明会5/18

土

第3回 同時開催：
特別教育講演会6/22

土

第4回 8/24
土

第5回
同時開催：
お父さんお母さんのための
教え方講座⑤

同時開催：
入試説明会

10/5
土

各回先着
75名
１クラス15名
程度を予定

「もじ」「かず」「えいご」を学ぶ、親子参加型の講座です。

第1回
初めてのプレスクールはお母さんと
一緒に。お母さんにたくさん花丸を
もらいましょう。

お父さんお母さんのための
教え方講座第4回

３回目までに学んだ「もじ」「かず」
の学習の方法を今度は私たちと実践
しましょう。

対　象……
定　員……
持ち物……
参加費用…

※各回で内容が異なります。1回のみの参加でも可能です。

年長児（2020年度に小学校入学予定のお子さん）
各回　先着75名（１クラス15名程度を予定）　定員に達した場合、お断りすることがありますのでお早めにお申し込みください。
上履き、鉛筆（２Ｂか４Ｂ）、消しゴム、ハンカチ、かばん、水筒（必要に応じてお持ちください）
無料
怪我など万一の場合の保険料として１回の参加につき50円をいただきます。参加当日に保護者の方がお持ちください。

年長さんのわくわくプレスクールの詳細

親 子

親 子

受付をしますので10分前にはお越しください。

親 子

プログラム

対象

未就学児の
保護者

対象

年長児
2020年度に

小学校入学予定の
お子さん

特別教育講演会
毎年多くの方にご参加いただいている、好評の講演会です。
今年もご期待ください。
※テーマが決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

託児サービス（事前予約制）　9:45～11:45
お子様お一人につき1,000円（保険料込）
ご希望の方は本校までお問い合わせください。（先着15名）

保護者対象の講演会となります。
お子様の同伴はご遠慮願います。6/22土

10:00～11:30

定員250名


