
 

＜浜松市立青少年の家 クラフト体験一覧＞  

名前 対象 活動時間 費用 内容 

葉っぱの 

しおり 
小学１年～ 

４５～ 

６０分 

３枚 

１００円 

葉っぱを挟んでラミネートをすると、

オリジナルのしおりの完成です。 

小枝の鉛筆 小学４年～ 
６０～ 

９０分 

芯１本 

１００円 

木の枝を切って穴をあけ、芯を入れて

先端を削るとオリジナルの完成です。 

まつぼっくり 

ツリー 
小学１年～ 

４５～ 

６０分 

1 個 

100 円 

まつぼっくりに飾り付けをして、ミニ

ツリーを作ります。クリスマスの飾り

にいかがですか？ 

焼き板 小学５年～ 
４５～ 

６０分 

1 枚 

100 円 

杉板の表面を炭化させることで、焼杉

を作ります。日本の文化や木目の美し

さを感じます。 

バードコール 小学４年～ 
６０～ 

９０分 

1 個 

300 円 

木とボルトを使って、鳥を呼び寄せる

バードコールを作ります。 

マイスプーン 

マイフォーク 
小学４年～ ～９０分 

１本 

２５０円 

柄になる木を自分で切って穴をあけ、

オリジナルのスプーンを作ります。 

草木染 

（たたき染め） 

小学３年生

～ 
～９０分 

１枚 

２００円 

布に葉っぱをあてて、ハンマーでたた

いて葉っぱで模様を作ります。 

竹のお箸 

作り 
小学５年～ 

４５～ 

６０分 
無料 

小刀を使って竹を削り、オリジナルの

お箸を作ります。 



 

 

   クラフト体験 「葉っぱのしおり」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動] 学年[ 小１  ]   
講座時間[ 45 60 分]  実施場所[ 学校等 ] 

 

 

 

 

 

 

 

内容 
（１）ねらい 
    葉っぱを挟んだオリジナルのしおりを作り、読書への関心を持つきっかけを提供します。 
（２）活動内容（授業例） 
     ①葉っぱを集めよう  
     ②葉っぱを挟んでラミネートをして完成 

備考 

・学校が用意するもの  葉っぱ、ラミネーター（人数が多い場合）、延⾧コードなど 

・必要経費 ３枚１００円 

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

団体紹介 

 浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 

  浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活

動の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 



 

 

   クラフト体験 「小枝の鉛筆」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動] 学年[ 小 4  ]   
講座時間[ 60 90 分]  実施場所[ 学校等 ] 

 

 

 

 

 

 

 

内容 
（１）ねらい 
    木の枝を加工して、オリジナルの鉛筆を作り、作る楽しさを感じるきっかけを提供します 
（２）活動内容（授業例） 
     ①木の枝を探そう 
     ②木の枝を程よい⾧さに切って、芯を入れる穴をあけ、芯を入れたら完成です 

備考 

・学校が用意するもの  木の枝、のこぎりなど 

・必要経費 芯１本１００円 ※芯１本で３本程度作ることが出来ます 

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

 

団体紹介 

浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 
浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活動

の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 



 

 

   クラフト体験「まつぼっくりツリー」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動] 学年[ 小１  ]   
講座時間[ 45 60 分]  実施場所[ 学校等 ] 

 

 

 

 

  

 

 

内容 
（１）ねらい 
    まつぼっくりに飾りつけて、ミニツリー作りを通じてクリスマスを楽しむきっかけを提供します。 
（２）活動内容（授業例） 
     ①ペットボトルのキャップにまつぼっくりをホットボンドで接着します。 
     ②まつぼっくりを飾り付けたら完成です。 

備考 

・学校が用意するもの  グルーガン、グルースティック、延⾧コードなど 

・必要経費 １個１００円  

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

 

団体紹介 

浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 
浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活動

の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 



 

 

   クラフト体験 「焼き板」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動] 学年[ 小５  ]   
講座時間[ 60 90 分]  実施場所[ 青少年の家等 ] 

 

 

 

 

 

 

 

内容 
（１）ねらい 
    杉板の表面を炭化させることで、焼杉を作ります。日本の文化や木目の美しさを感じます。 
（２）活動内容（授業例） 
   ①火を起こして、板の表面を炭化させます。いい焦げ色になったら、流水で冷やし表面の煤を洗います。 
   ②雑巾で板を拭いて乾かし、文字や絵を書いて、ヒートンと紐をつけたら完成です。 

備考 

・学校が用意するもの  軍手、雑巾、薪など ※薪を青少年の家で購入可 

・必要経費 １個１００円  

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

団体紹介 

浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 
浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活動

の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 



 

 

   クラフト体験 「バードコール」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動] 学年[ 小 4  ]   
講座時間[ 60 90 分]  実施場所[ 学校等 ] 

 

 

 

 

 

 

 

内容 
（１）ねらい 
    木とボルトでバードコールを作り、鳥への興味・関心を育むきっかけを提供します。 
（２）活動内容（授業例）   

①穴の開いた木にボルトをねじ込む作業を何度も繰り返します（多くできた方がいい音色になります。）。  
   ②音が鳴るようになったら、紙やすりで木の表面を磨き、ボルトに紐をつけて完成です。 

備考 

・学校が用意するもの  軍手 

・必要経費 １個３００円  

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

 

団体紹介 

浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 
浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活動

の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 



 

 

   クラフト体験「マイスプーン作り」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動 ] 学年[ 小４   ]   
講座時間[  ９０分] 実施場所[ 学校等 ] 

 

 

 

 

 

 

 

内容 
（１）ねらい 
  木の枝を加工したスプーンを作りを通じて、加工する楽しさを感じるきっかけを提供します。 
（２）活動内容（授業例） 
   ①森に木の枝を拾いにいきます。 
   ②拾ってきた枝を、使いやすい⾧さにノコギリで切ります。 
   ③切った枝にハンドドリルで穴をあけ、ボンドを流し込み、金属のスプーンを差し込んで完成です。 

備考 

・学校が用意するもの  軍手、ノコギリ（体験人数が多い場合のみ） 

・必要経費 １本２５０円 

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

 

団体紹介 

浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 
浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活動

の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 



 

 

   クラフト体験「草木染（たたき染）」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動 ] 学年[ 小３  ] 
講座時間[  ９０分] 実施場所[ 学校等 ] 

 

 

 

 

 

 

 

内容 
（１）ねらい 
     布に葉っぱを並べて叩くことで植物の形、色を写してオリジナルのエコバッグ作りを通じて、 

植物への興味を深め、物つくりの楽しさを感じるきっかけを提供します 
 （２）活動内容（授業例） 
    ①森に葉っぱを拾いにいきます 
    ②布に葉っぱを並べて、養生テープで固定し、ゴムハンマーで丁寧にたたきます 
    ③布に形、色が写ったら完成です 

備考 

・学校が用意するもの  葉っぱ、新聞紙など 

・必要経費 ２００ ３００円 ※手配当時の材料費により変動します 

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

団体紹介 

浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 
浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活動

の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 



 

 

   クラフト体験 「竹のお箸作り」 
教科・分野 [ 図工・理科・技術・体験活動] 学年[ 小５  ]   
講座時間[ 45 60 分]  実施場所[ 学校等 ] 

 

 

 

 

 

 

 

内容 
（１）ねらい 
    自分だけのオリジナルのお箸作りを通じて、お箸の歴史・文化を学ぶきっかけを提供します。 
（２）活動内容（授業例） 
     ①お箸のお話（日本のお箸・お箸の⾧さや形など） 
     ②お箸作り体験 

備考 

・学校が用意するもの  小刀、マジック（油性・細目） 

・必要経費 無料 

・申込みは１ ２か月前までにお願いします。申し込み後、打合せを行い、資料を作成します。 

 ※材料の在庫次第ではお受けできない場合もあります。 

・時間や内容は、対象学年・要望に応じて対応可能です。 

・お申込みは、浜松市立青少年の家 HP の「お問合せ」からお願いします。 

※団体名、人数、学年、希望の体験、希望の日程候補を３つ、担当者、連絡先を記入してください。 

・土日祝日、休館日（月曜）、繁忙期（春休み、夏休み、冬休み）、年末年始は対応不可 

団体紹介 

浜松市立青少年の家  ※出張可能範囲 浜松市内（場所によっては、午後からの体験となります） 
浜松市立青少年の家は、創造的な体験や交流活動の場を提供し、もって次代の社会を担う青少年の健全な育 

成を図るため、自然体験活動、社会体験活動、スポーツ活動、文化活動等と、青少年の養成事業・自発的な活動

の啓発、相談及び支援を行う都市型野外体験宿泊研修施設です。 

 
お問い合わせは  

浜松市教育委員会教育総務課まで   電話 ０５３－４５７－２４０１ 


