
4日
教え方講座①
「もじ」と「かず」～基礎編～

21日
プレゼンテーションコンテスト

２月
2023年

特別講座

公開行事

学校紹介・入試関連

〒399-0035 松本市村井町北2丁目14番47号

TEL.0263-58-0311お
問
い
合
わ
せ

お
申
し
込
み

会場
●JR篠ノ井線　平田駅から約1,200m
●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。

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。
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

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
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９月 10月 11月 12月
１月2024年

10日 第１回入学選抜試験

25日～29日 授業公開Week
 入試対策講座（月・木）

検索才教学園

https://www.saikyo-gakuen.ac.jp/

5/27
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

内容

8/26
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

内容

11/11
土

教育理念、教育方針、学校生活
の概要、出願方法について

内容

1/6
土

2024年 学校・入試説明会
10:00～11:30

6/5
月

6/9
金

～ 各日
10組

各日
10組

9/25
月

9/29
金

～

授業公開Week6/24
土

14日
わくわくプレスクール④
教え方講座③　
「学力を伸ばすヒント」

16日～20日 個別相談会
29日 さいきょう祭 

11日 学校・入試説明会
26日 第２回入学選抜試験

12月4日～8日 個別相談会

1月  6日 学校・入試説明会
21日  第３回入学選抜試験

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。

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。

10:30 諸説明
10:50～11:40 授業見学
11:45～12:15 入試対策講座（希望者）
 ※月曜・木曜日開催

特別教育講演会
定員200名 10:00～11:40

託児サービス
（事前予約制）

対象：どなたでも

各日事前予約制となっております。

11日
教え方講座②
「もじ」と「かず」～実践編～

27日
わくわくプレスクール①

27日 学校説明会

５月 ６月３月 ４月

21日 体育祭 5日～9日 授業公開Week
 入試対策講座（月・木）

22日 24日
わくわくプレスクール②
特別教育講演会

25日
親 子

2023年度年間スケジュール

スクールスプリング

７月 ８月
1日 サマースクール②／さんすう教室②
2日 サマースクール③／さんすう教室③
26日
わくわくプレスクール③

26日 入試説明会

15日
スクールオープン

31日 
サマースクール①／
さんすう教室①

毎年行っている「お父さんお母さんのための“教え方”講座」、
「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お父さん、お母さんの子育
ての活動を支援しようと１3 年前から始めたプログラムです。
子育てに役立つ情報が満載ですので、才教学園に入学をお考えの方も、
そうでない方も、皆様お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

さいきょう子育て支援プログラム

プログラム

2023 年2023 年

友だち募集中！

友だち
募集中！

才教学園

イベントの最新情報や
先行情報いち早くお届けします!



受付をしますので10分前にはお越しください。

基礎編・実践編に参加しました。勉強の教え方だけではなく、ほめ方、子
どもの才能を開花させてあげるために親がやってあげられることを教
えていただき、子どもへの接し方を考え直すきっかけになりました。親と
しての子育てに役に立ちましたので、参加出来て良かったと思います。

保護者の声 “教え方”講 座お父さ
ん お母さ

ん

のための

楽しく学べる雰囲気が子どもにあっていたと感じています。受講する前
は緊張した様子でしたが、一度参加してからは「楽しかった！また行きた
い！」と言って授業で何をしたか積極的に話してくれました。プレスクール
でいただいた「まなぼっくす」を子どもが喜んで自宅で使用しています。

保護者の声

子どもがプレスクールなどの学習を実際に体験したことで、もっと色々
学びたいという気持ちに繋がったことがとても良かったと思います。保
護者向けの講座や特別教育講演会も、新たな気付きがたくさんあり大
変有意義でした。大変刺激になり、参加できてよかったと思います。

保護者の声 さいきょう子育て支援プログラム

プログラム

年長
クラス

年中
クラス

2022年度から年中クラス増設 対象

年長・年中児
2024・2025年度に
小学校入学予定の

お子さん

“「もじ」と「かず」に興味を持ち始めたらどうしたらいいのか”、
“小学校に入学するまでに何をしたらいいのか”、そんな疑問にお答えする講座です。
入学試験問題にも触れています。ご家庭で即実践できる内容です。

対　象……
定　員……

未就学児の保護者
各回先着順。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。

持ち物……
参加費用…
場　所……

上履き、筆記用具
無料
才教学園小学校・中学校

お父さんお母さんのための教え方講座の詳細

対象

未就学児の
保護者“教え方”講 座
お父さ

ん お母さ
ん のための

遊びの要素を随所に取り入れ、楽しみながら「かず」「もじ」「えいご」を学びます。
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、
小学校生活に向けて身に付けておきたいことについても触れていきます。

対　象……
定　員……

持ち物……

参加費用…年長・年中児（2024・2025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。

年長クラスと年
中クラスは内容
が異なります。

わくわくプレスクールの詳細

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

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

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

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。

コロナ禍でイベントの中止が相次ぐ中でも、動画配信などの工夫をし
てくださったことが非常にありがたく子どもは喜んで何度も視聴して
いました。私も聞き逃したところをゆっくり聞けてとてもよかったです。
動画でのお勉強は今の子どもたちにあっているのかなあと感じました。

保護者の声 中止となった講座の動画配信について

7/15
土 9:45～12:00対象：未就学児とその保護者

一昨年から本校で取り組んでいる STEAM 教
育をご覧いただくイベントです。各学年で特色
あるSTEAM型授業を展開しています。

本校独自のSTEAM型授業の見学会です。
プロジェクト型学習、プログラミング、
企業や団体とのコラボレーション企画等

スクールオープン
夏休みに面白体験！夏休みに面白体験！

教室教室

サマースクール

さんすう

親子でスタディ！ わくわく、ドキドキ、「学び」の広場！

7/31
月

各回15組

「レゴで学ぼう！
プログラミング教室」

「もじ」「かず」「えいご」①
同時開催：学校説明会

「もじ」「かず」「えいご」②
同時開催：特別教育講演会

5/27
土

7/31月 8/1火 規則性・論理を
学ぼう！ 8/2水 数のたしざんを

学ぼう！

6/24
土

「もじ」「かず」「えいご」③
同時開催：入試説明会

「もじ」「かず」「えいご」④
同時開催：教え方講座

8/26
土

10/14
土

いずれも10：00～11：30〈受付9:30～〉

基礎学力を定着、発展させるために必要な 3つの力についてお話します。
「学力を伸ばすヒント」 講師：小松 崇 校長先着50名10/14

土

2/4
土

講師：勝野 惠 教諭先着25名「もじ」と「かず」～基礎編～
文字を使いこなすため、数の概念を養うための導入をお話します。

3/11
土

講師：勝野 惠 教諭先着25名「もじ」と「かず」～実践編～
文字と数の学習方法を、実践を交えながらお伝えします。

8/1
火

「液体窒素で学ぼう！
サイエンス教室」

8/2
水

「身近なものを使おう！
アート教室」9:45～10:35STEAM型授業の自由見学

図形は幼少期においても学ぶべき大切な分野です。本講
座では、ストローとモールを使って平面を作り、そして立
体も作ります。最終的にはオリジナルのアート作品を作り
ます。講座の終わりには、保護者むけにお話をします。

「ストローで立体づくりを通して学ぶ STEAM 教育」

11:00～12:00ワークショップ

講師： 横山 明日希 先生　math channel 代表

対象：未就学児とその保護者　1部１０：００～１０：５０ ・ 2部１1：００～１1：５0 

対象：年長児の親子　1部１０：００～１０：５０ ・ 2部１1：００～１1：５0 

3/25
土

10:00～11:00対象：新年長・年中児

はこを使ってサイコロをつくります。算数において大切な「かず」をサイコロづくり、サイコロを
使った遊びでたのしく学んでいきます。

サイコロづくりでかずにふれよう！

スクールスプリング
どちらかのクラスをお選びください
クラス① どなたでも
クラス② 1から10までの個数を数えられる方向け

定員30組

※1部と2部は同じ内容となります。 ※サマースクールとさんすう教室どちらか一方の参加も可能です。 ※1回のみの参加も可能です。

同日開催

過去の
参加者からの

時計の読み方を
学ぼう！

掲載している写真は過去のものも使用しています。現在は、マスクの着用や、座席の距離を離すなど、新型コロナウイルス感染予防を行った上で実施しています。

親 子

「もじ」「かず」「えいご」をお父さんお母さんと一緒に楽しく学びましょう。

4/22
土

対象：10：00～11：30（年長・年中児の親子） 先着75組

※1回のみの参加も可能です。
※状況によりオンライン開催となります。

※すでにまなぼっくすをお持ちの方はイベントにお持ちください。※ お一人様一点限り

プレスクール参加者にはお家でも使える「もじ・かず・えいご」の学習に役立つ
学習セットを差し上げます。

「まなぼっくす」
プレゼント!!

※各回で内容が異なります。1回のみの参加も可能です。

2023年版のまなぼっくすは「もじかーど」が
加わりさらに内容が充実しています。

参加者特典

声


