平成３０年３月吉日

保護者 様

平成２９年度≪文蔵★キッズステーション≫活動報告及び来年度のご案内
文蔵★キッズステーション 実行委員長 田中 兼弘
春草萌えいづる季節を迎えました。保護者の皆様にはますますご健勝のことと存じます。今年度の
チャレンジスクールは放課後（木曜日）２２回、土曜日１５回開催いたしました。スタッフや保護者
の皆様の温かい眼差しに見守られながら、子どもたちは楽しく活動できました。参加児童の保護者の
皆様には活動中の見守りや、開催プログラムの中で、子どもたちへのアドバイス等活動を支えていた
だきました。深く感謝申し上げます。
平成３０年度は５月から開催予定です。来年度も子どもたちが楽しめるプログラムをたくさん予定
しております。
次頁に今年度の活動の様子（一部）を写真でご紹介いたします。
《チャレンジスクールの目的》
（１） 放課後チャレンジスクール
様々な体験活動や学習を行うことにより、子どもたちの社会性、公共性、創造性等の豊かな
人間性が育まれる環境づくりを推進する。
（２） 土曜チャレンジスクール
自主的な学習（宿題・課題・ものつくり等）をサポートし、学ぶ楽しさを教え、基礎学力の
向上や学習習慣の定着を図る。

平成３０年度 放課後チャレンジスクール開催予定日 ２０回（１５：００～１７：００）
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平成３０年度 土曜チャレンジスクール開催予定日 １５回（９：３０～１２：００）
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９/９
みんなで楽しくゲーム
國學院大學教師ゼミナールの皆様

１０/１４
ドミノ倒し
（今回のテーマは東北新幹線 こまち）

平成二十九年度 土曜チャレンジスクール【文蔵★キッズステーション】

６/２４
実物版画
中條 秀憲先生

１１/１８
紙粘土工作
クリスマスオーナメント作り

1２/９
大空に舞え 連凧作り
中條 秀憲先生

１/１２７
フラワーアレンジメント
西川 とも子先生

今年度開催 十五回

１１/１１
じゃんぼシャボン玉
さいたま実験理科教室

２/２４
様々な形のリコーダーで演奏
リコーダーアンサンブル プラセボの皆様

レクリエーション

チャレンジスクール初回、まずは
自己紹介です。はっきりとした口調
で自分のことを伝えることができま
した。その後、レクレーションとし
て割りばし落としと旗揚げゲームを
行いました。１年間みんな仲よく楽
しんでくれればと願っています。

スタッフが講師を務めます。
メッセージカードに書く簡単
な英文をいくつか用意してお
きました。贈る人に喜んでも
らえるようにイラストを入れ

６/１５
英語を楽しもう

メッセージ
カード作成

たり、カードを開くと、折り
紙で折ったものが飛び出すよ
うに工夫するなど、意匠を凝
らして作っていました。

６/２２
和紙を使って
折り染め
和紙を専用の液で染めてカットし、う
ちわを作りました。和紙の折り方、液の
吸わせ方で模様が違ってきます。とても
きれいなオリジナルのうちわができまし
た。この夏自分専用のうちわを使ってく
れたでしょうか。

放課後チャレンジスクールは
学期に１回調理実習を行います。
７月は七夕にちなんだおやつ、
索餅（さくべい）を作りました。
材料を混ぜ、こねて、のばして

７/６
１２/7
3/1
みんなで
クッキング

平成二十九年度 放課後（木曜日）チャレンジスクール【文蔵★キッズステーション】 今年度開催 二十二回

５/１８
自己紹介

スタッフが講師です。

９/２１
工作
プラ板で

１１/２

キーホルダー

を設置し、売り手、買い

買い物
ゲーム

手に分かれ買い物ゲーム

モチーフとなる絵を何種類か用意しました。

を行いました。会話のた
めの英文プリントを配り、
まずみんなで声を出して
練習しました。並べた商

ジックで色を入れていきます。描き終わった人

品の中から欲しい物を見

からオーブントースターで焼いてもらい、金具

つけ、売り手とうまくコ

をつけてオリジナルのキーホルダーのできあが

ミュニケーションが取れ

りです。

さいたま市スポーツ推進委員の

クリスマス用品屋のお店

英語を楽しもう

黒のマジックで輪郭を描き、その後油性のマ

方々にご指導いただき、体育館で

雑貨屋、本屋、文房具屋、

れば買い物が成立します。

１１／９

９/２８
体育館で
ドッヂビー

講師をお招きし、スチレン板を使い
年賀状を作成しました。スチレン板に

スチレン版画

年賀状作成

ボールペンでお正月にちなんだものを

ドッヂビーを行いました。子ども

描き、３色のインキで１人３枚摺りま

たちに人気のスポーツです。パス

した。１枚は用意した額に入れ持ち帰

の練習を十分に行い、試合でも力

りました。上野にある東京都美術館で

を発揮できました。回を重ねるご

開催される年賀状版画コンクールに出

とにパスが上手くなり、試合に熱

品しました。

が入ります。

（平成３０年６月に展示されます）

１０／１２
ドミノ倒し
今回の
テーマは
東北新幹線
こまち

１１/３０
トランプ

恒例のドミノ倒しです。今年の
テーマは東北新幹線「こまち」です。

マジック

毎年１年生が担当するラインが思い

講師の方が、子どもたちが
ご家族に披露できるようにと
トランプマジックを教えてく
ださいました。講師を囲む形
でテーブルをセッティングし

の外早く仕上がります。並べ終わっ

ました。お話も行儀よく聞け

ていないところをみんなで協力して、

ました。子どもたちはマジ

時間内に「新幹線こまち」ができあ

シャンになった気分を味わえ

がりました。倒れても気にしない、

たと思います。子どもたちが

みんなで楽しく並べて一体感を感じ

「できた！」と喜ぶ顔を見ら

られればと声掛けして行っています。

れるだけで満足ですと講師の
方のお言葉でした。

指サックに紙粘土を巻いて指人形を

形を作り揚げ焼きにして、きな

作りました。試作したものを子どもた

粉、グラニュー糖をまぶしまし

ちに見せ、作り方の説明はしましたが

た。大きな西瓜を切って添え、

土台の部分を作ることが難しかったら

出来上がりです。みんな残さず

しく、やって～、できない～と言う声

食べました。

も聞こえ、悪戦苦闘の末何とか形がで

１０／１９
工作
紙粘土で
指人形

面白い形の竹、ラッキョウ矢竹を
使って竹笛作りです。材料はすべて
講師の方が用意してくださいました。
各パーツを自分で組み立て。講師に

１/２５
工作
きれいな
音色の
竹笛作り

見てもらいながら音を調整しました。
それぞれ奏でる音は違います。４人
の講師の方は丁寧に優しく指導して
くださり、和気あいあいとした講座
でした。

きました。アクリル絵具を塗り、乾か
してから持ち帰りました。

９/１４
１年生参加
レク・ゲーム

２学期から１年生が参加し、
総勢４８名です。１年生の自
己紹介の後、班ごとにモデル
を決め、忍者やら、ピカチュ
ウ、ファッションモデルなど、

１０／２６
音楽に
のせて
読み聞かせ

ピアノとバイオリンの音色にのせて
本を読んでもらいました。講師の方の

２/１５
フラワー
アレンジ
メント

季節の花を講師の方の
ご指導のもと、慎重には
さみを使いながら活けて
いました。お家の方に渡
すとき、どんな言葉が出

優しい語り口、子どもたちは神妙な面

いろいろな材料を使って扮装

るのでしょう。聞いてみ

持ちで聞き入っていました。間に手遊

しました。とても完成度の高

たい気がします。熱心に

びを入れてもらい、緊張をほぐし、そ

いものができました。

取り組んでいる姿は微笑

の後もう１冊読んでいただきました。

ましいものがあります。

