
2022.3.19更新：廣瀬 （6版）

月 日（土曜） 教室 活動 内容 備考・テーマ 担当

●3（日）
2Ｆ技
3Ｆ大

入部説明会・面接 活動の説明・面接 保護者と入部申込児童 廣瀬

開始式 オリエンテーション クラブ員心得、安全についての注意

1 基礎工作① 図面の描き方（箱の設計図） コンパスで作図

（体験工作①） 紙を使った工作・箱を作る 図面を描いて厚紙で簡単な箱を作る

仮称「発明がもたらした社会貢献」

日本弁理士会　関西会より講師派遣

2 公開発明教室

（体験工作②）

29（金）
2Ｆ技

3Ｆ小会
議室

17：00～20：30（会議は18：00～） 廣瀬

3.4 ●7 2Ｆ技 基礎工作② 木工の基礎 木を使った工作・工具の使い方 春木

5.6 ●14 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作案 アイデア工作案作り 案つくりについての勉強会 堀口 　春木

☆21・28 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作案 アイデア工作案作り 個別指導 丸林　廣瀬

7.8 ●4 2Ｆ技 基礎工作③ 電気工作の基礎 ＬＥＤ点灯回路 堀口 

9.10 ●11 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作案 工作案発表・選考会 ｱｲﾃﾞｨｱ工作ｸﾞﾙｰﾌﾟ選考 堀口 春木 丸林 廣瀬

未定 2Ｆ技 指導員研修 研修・会議 他のクラブ見学など 堀口 

11.12 ●18 2Ｆ技 課題工作①-1 はんだ付けを体験しよう

13.14 ●25 2Ｆ技 課題工作①-2 いろいろな電池を作ろう

15.16 ●2 2Ｆ技 課題工作②-1

17.18 ●9 2Ｆ技 課題工作②-2

堀口　春木

丸林　廣瀬

19 △6 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作① 工程表作成、制作開始 使用材料準備の上制作を始める 堀口 春木 丸林 廣瀬

20 ○20 課題工作③-1

3年生のみ 13：00～16：30

●未定 島内 島内体験学習 会社・公共施設を見学 淡路市　三和製作所 廣瀬

○21（日） 課題工作③-2

21 4～6年 13：00～16：30

22 △27 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作② 完成度30％ 進捗状況チェック（指導員検討会） 堀口 春木 丸林 廣瀬

23.24 △3 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作③ 完成度50％ 進捗状況チェック（指導員検討会） 堀口 春木 丸林 廣瀬

25.26 ●10 2Ｆ技 課題工作④ 革を使った工作 レザークラフト 丸林

27 △17 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作④ 完成度100％ 動作の確認～完成へ 堀口 春木 丸林 廣瀬

28.29 ●24 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作⑤ 作品発表会 出品表・作品説明書作成 堀口 春木 丸林 廣瀬

25（日） 2Ｆ技 作品審査会 クラブの賞（会長賞・優秀賞3点） 県学生児童発明くふう展出品準備 廣瀬

1 2Ｆ技 作品出品準備 出品準備予備日 堀口 春木 丸林 廣瀬

30.31 ●8 2Ｆ技 絵画展作画① 第45回未来の科学の夢絵画展 作品作りのための勉強会 廣瀬

32.33 ●22 2Ｆ技 絵画展作画② 第45回未来の科学の夢絵画展 作品作り 中之内

●23（日） 島外 島外体験学習 公共施設・工場等見学 神戸市立青少年科学館　他工場等 廣瀬

30（日） 廣瀬

34.35 ●12 2Ｆ技 絵画展作画③ 第45回未来の科学の夢絵画展 作品作り 廣瀬

36.37 ●26 2Ｆ技 絵画展作画④ 第45回未来の科学の夢絵画展 作品作り 中之内

27（日） 2Ｆ技 作品クラブ内審査会 第45回未来の科学の夢絵画展 作品説明書作成　30日出品締切 廣瀬

38.39 特別工作教室① 藤川工作教室 コイルモーターを作ろう 藤川

指導員会議 次年度の活動計画と委嘱 教室終了後指導員会議 廣瀬

40.41 特別工作教室② 水本工作教室 トロンボーンの製作 水本

指導員会議 教室終了後指導員会議 廣瀬

42 反省会・お楽しみ会 1年の反省と簡単な工作

指導員会議 次年度活動計画案 活動計画案の最終決定

17～26 教室外 展示会 アルクリオでの作品展示 創作作品展示会 廣瀬

●4
2Ｆ技
3F大

終了式
指導員会議 修了証授与と記念品贈呈 終了式後指導員会議 廣瀬

25 24日募集締め切り 廣瀬

4 2（日）
2Ｆ技
3Ｆ大

面接・説明会 面接・入部アンケートの実施 次年度入部保護者、児童 廣瀬

11

10

兵庫県学生児童発明くふう展表彰式（審査会は18日）

振動移動体の製作

●17 2Ｆ技

科学技術週間にちなむ講演

2Ｆ技 動く工作 振動移動体の製作

電気工作

令和4年度（第33期）淡路少年少女発明クラブ活動計画（案）

廣瀬走れ！リニアモーターカー

4

企画運営委員会

記念講演
講師　千原　清誠
（チハラ　キヨセイ）

廣瀬
3Ｆ大
2Ｆ技

●9

3Ｆ大
2Ｆ技

堀口 

6

廣瀬
2

●23
科学技術週間にちなむ
公開発明教室

●4
3Ｆ大
2Ｆ技

5

1

8

9

7

堀口 

2Ｆ技

3

12

木で作るカラクリ 春木木を使う工作

☆16.23.30 2Ｆ技 ｱｲﾃﾞｱ工作指導日

指導員連絡会議・面接会準備

●21 2Ｆ技

アイデア工作 工作の個別指導

動く工作 堀口 


