
自然素材を使って、自分だけのオリジナルのものを創り出していく楽しさ。創り出す

までの苦労とできあがった時の成就感。子どもたちが自然の材料と触れ合う活動を通し

て、自然とのかかわりを深めるきっかけになります。木の枝、木の葉、石、竹などを使

ったクラフトで、金峰の思い出作りをお手伝いします。 

館内アクティビィティ  ク ラ フ ト 
 
  

 
 

 

 
 １ ねらいとして考えられるもの  
・自然素材を使った創作活動を通して、自然との関わりを感じる。 

 
  ２ 活 動 場 所  

・自然の家本館（体育館、ロビー・２Ｆ研修室・３Ｆホール等） 

 ※野外での活動も可能です。 

 

  ３ 活動の進め方  
    

① 準備・・・必要な用具や材料の準備（事前に） 
          ■ 職員が必要な材料や道具を準備しておきます。 

           （人数分の材料、ホットボンド・小刀・ペンなどの必要な道具） 

          ※ 森や海で材料を拾う場合は、事前の活動に入れると流れができます。 

 

② 説明・・・場所の準備、製作するクラフトの材料や使用する道具についての説明 
          ■ 基本時に職員が簡単な説明を始めに行います。「依頼Ｂ」 

          ※ 団体の希望で「自主活動」で進めることも可能です。 

          ※ ホットボンド・小刀等については、職員が使用上の注意を行います。 

 

③ 製作・・・・各クラフトのマニュアルボードやシートを活用しながらの製作 
          ■ どんな作品を作るかイメージしながら製作する。（完成作品紹介） 

 

④ 片付け・・・制作で出たゴミくず、使用した道具の片付け 
          ■ 団体で、使用した用具・道具を指定された場所に返却する。 

          ■ 団体で、活動場所を清掃する。 

          ■ 持ち帰る際、入れ物があると便利です。（団体で準備） 

 

 

４ クラフト活動利用にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆自然散策をしながら、森の中から自分

で材料を集めてくるところからはじめ

る「流れ」のあるクラフト活動をおす

すめします。 

☆学校や地域にある自然素材をあらか

じめ確保しておき、クラフトに活用

して取り組むこともできます。 

☆子どもたちの発達段階に応じて、材料

や道具を変更することができます。 

☆団体の指導者が事前に研修して、本

番に取り組むと、よりスムーズな活

動をすることができます。 
 



 クラフトの種類と活動内容（全１９種類） 

 
自由にクラフト       ※団体のねらいに合わせて活用ください。 
ボンド類各種 各１０円 ホットボンド、木工用ボンド、多用途ボンド 

絵の具類各種 各１０円 絵の具、ペン、色鉛筆 

 
気軽にクラフト 

種 類 内 容 種 類 内 容 

木メダル 

 

 

所要時間：１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：３０円 
用具：毛糸、ヒートン、紙やすり、 

マジックペン 

マイバッジ 所要時間：３０分～１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：４０円 
用具：紙やすり、マジックペン、 

名札クリップ（安全ピンつき） 

・切ってある雑木にやすりをかけ、

好きな絵を描き、ヒートンを差し

込み、ひもをつけます。 

・切ってある雑木にやすりをかけ、

好きな絵を描き、裏にクリップを

取り付けます。 

ネイチャーしおり 所要時間：１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：３０円 

※落ち葉は、各団体が拾う。 

用具：ラミネート、台紙、色鉛筆、 

   毛糸、マジックペン  

プラ板 

キーホルダー 

所要時間：１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：８０円 
用具：プラ板、キーホルダー 

ペン、クッキングシート 

・きれいに紅葉した落ち葉を拾って

きて乾かしたものを台紙にレイア

ウトして、ラミネートをかけ、ひ

もをつけます。 

・プラスチック板に好きな絵や言葉

をかきます。トースターで加熱す

ると、１／４に縮んでキーホル

ダーになります。 

落ち葉の窓（秋限定） 所要時間：４５分 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金：２０円 
※落ち葉は、各団体が拾う。 

用具：台紙、はさみ、ペン、 

   セロハンテープ 

  

 ・紅葉した落ち葉を拾います。台紙

の窓に合わせて葉っぱを切って、

窓に貼り、色の違いなどを楽しみ

ます。 

  

 
ホットボンドで広がる楽しさ 

種 類 内 容 種 類 内 容 

雑木クラフト 所要時間：１時間～ 

難易度 ：小１～（☆☆～） 

料金  ：２０円 
用具：ホットボンド、動眼、 

ペン 

松ぼっくりツリー 

 

所要時間：１時間 

難易度 ：小１～（☆☆） 

料金  ：２０円 
※ビーズなどの飾りは、各団体で準備。 

用具：ホットボンド、ペン 

・いろいろな形の木切れや枝を組み合

わせ、ホットボンドで接着し、アイ

デア豊かに創ります。 

・松ぼっくりを木の台座にのせます。

ホットボンドで木の実などをつけて

飾ります。 

メモリアル 

 フォトフレーム 

 

所要時間：１時間３０分～ 

難易度 ：小１～（☆☆～） 

料金  ：１２０円 

用具：ホットボンド、ペン 

ネイチャー 

 キーホルダー 

所要時間：１時間～ 

難易度 ：小１～（☆☆～） 

料金  ：７０円 
用具：ホットボンド、キーホルダー 

ヒートン、動眼、紙やすり 

ペン 

・既成のフォトフレームにホットボン

ドで木の実や枝をつけて飾ります。 

・台座にヒートンとキーホルダーチェ

ーンをつけ、ホットボンドで木の実

や雑木、動眼で飾り付けをします。 



貝殻クラフト 所要時間：１時間 

難易度 ：小１～（☆☆） 

料金  ：２０円 

※貝殻は、各団体が拾う。 
用具：ホットボンド、ペン、動眼 

ネイチャーリース 

 

 

 

 

所要時間：２時間 

難易度 ：小１～（☆☆） 

料金  ：２０円 
※つるを巻いた台は、各団体で準備。 
※ビーズなどの飾りは、各団体で準備 
用具：ホットボンド、ペン 

・海辺で見つけた貝殻、流木や動眼な

どをホットボンドで貼り付けて作り

ます。 

・つるを巻いた台に木の実や松ぼっく

りなどをホットボンドつけて飾りま

す。 

ルームボード 

（表札） 

所要時間：１時間～ 

難易度 ：小１～（☆☆） 

料金  ：９０円 
用具：ホットボンド、ヒートン、毛糸、紙

やすり、ペン 

  

・木の板に木の実や枝などをホットボ

ンドで飾り付けます。 
 

ノコギリや小刀で木と触れ合う   

種 類 内 容 種 類 内 容 

 バードコール 

 

 

 

 

 

所要時間：１時間 

難易度 ：小３～（☆☆） 

料金  ：８０円 

※木には、穴があけてあります。 
用具：ボルト、麻ひも、紙やすり、 

ペン、小刀 

ウッド 

 ネームプレート 

所要時間：１時間～１時間３０分 

難易度 ：小４～（☆☆～） 

料金  ：４０円 
用具：紙やすり、ペン、のこぎり 

名札用クリップ（粘着テープ安全

ピン付き） 

・木の切れ端に、ねじをはめて回すと

小鳥の声ような音を出します。小刀

で削り、模様をつけます。 

・のこぎりで木を切ります。名前や絵

をマジックでかき、裏にクリップを

取り付けます。 

小枝のストラップ 所要時間：１時間～１時間３０分 

難易度 ：小４～（☆☆～） 

料金  ：６０円 
用具：ストラップ、ヒートン、紙やすり、

ペン、小刀 

ウッド 

ボールペン 

 

 

 

 

所要時間：１時間 

難易度 ：小４～（☆☆） 

料金  ：６０円 

※枝には、穴があけてあります。 
用具：紙やすり、多用途ボンド、ペン、小刀、紙

やすり、ボールペンの芯 

・ノコギリで小枝を切り、小刀を使っ

て形を整えます。ヒートンとキーホ

ルダーチェーンをつけ、マジックで

模様をつけます。 

・穴をあけてあるタニウツギの枝にボ

ールペンの芯を入れて、小刀で削っ

て形を整えます。 

マイスプーン 

マイフォーク 

 

所要時間：１時間 

難易度 ：小４～（☆☆） 

料金  ：スプーン１１０円 

     フォーク１１０円 

※枝には、穴があけてあります。 
用具：スプーン・フォークヘッド、多用途

ボンド、紙やすり、ペン、小刀 

 竹はし 所要時間：１時間 

難易度 ：小４～（☆☆） 

料金  ：１０円 

※竹は、切ってあります。 
用具：紙やすり、小刀、厚口用紙、ペン 

・枝の真ん中に空けた穴に、スプーン

やフォークのヘッドを差し込み、小

刀で削って形を整えます。 

・竹を小刀で、丸くて使いやすい太さ

に削ります。紙やすりで仕上げま

す。はし袋も作ります。 

 竹とんぼ 

 

 

 

 

所要時間：２時間 

難易度 ：小５～（☆☆☆） 

料金  ：１０円 

※竹は、切ってあります。 

用具：紙やすり、ペン、小刀 

・竹を小刀で削り、

薄く羽を作ります。

芯棒も小刀で細く削

り、最後に両方で接

着します。 

 

 

 
 

 

☆印の見方「☆  」易しい 

「☆☆ 」 ↓  

「☆☆☆」難しい  
 


