学校支援 チャレンジクラブ２０１２活動プログラム

「わたしは町のチャレンジャ－」
2012/6/24

課

題

１，英語で遊ぼう

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

Ｇood morning！

Ｇood morning！

Ｇood morning！

Ｇood morning，
How are you doing！

Ｇood morning，
How are you doing！

Ｇood morning，
How are you doing！

６ヶ国の国名と首都を
おぼえる。
６カ国の国がどこに位
置するのか、国旗、人
口、通貨の単位を調べ
る。

８ヶ国の国名と首都を
おぼえる。
８カ国の国がどこに位
置するのか、国旗、人
口、通貨の単位を調べ
る。

１２ヶ国の国名と首都を
おぼえる。
１２カ国の国がどこに位
置するのか、国旗、人
口、通貨の単位を調べ
る。

１４ヶ国の国名と首都を
おぼえる。
１４カ国の国がどこに位
置するのか、国旗、人
口、通貨の単位を調べ
る。

１６ヶ国の国名と首都を
おぼえる。
１６カ国の国がどこに位
置するのか、国旗、人
口、通貨の単位を調べ
る。

４ヶ国の国名と首都を
おぼえる。
２，世界の国はどんな ４カ国の国がどこに位
国
置するのか、国旗、人
口、通貨の単位を調べ
る。

３，本を読んで
脚本家になろう

古くから伝わる民話を 古くから伝わる民話を
自分が読んだ本の中か 自分が読んだ本の中か 自分が読んだ本の感想 自分が読んだ本の感想 読んで話しをする。
読んで話しをする。
ら好きな物語をみんな ら好きな物語をみんな 文を書き、みんなの前 文を書き、みんなの前 その民話の脚本をつく その民話の脚本をつく
の前で話す。
の前で話す。
で話す。
で話す。
り、みんなで劇を演じ り、みんなで劇を演じ
る。
る。

４，自分のからだで
長さや距離を測ろう

足や手、指、身体を
使って長さを測る。

足や手、指、身体を
使って長さを測る。

足や手、指、身体を
使って長さを測る。

足や手、指、身体を
足や手、指、身体を
足や手、指、身体を
使って距離や長さを測 使って距離や長さを測 使って距離や長さを測
る。
る。
る。

５，ロ－プの達人

８の字結びをつくる。
本結びをつくる。
なわ跳びができる。

８の字結びをつくる。
本結びをつくる。
なわ跳びができる。

８の字結びをつくる。
本結びをつくる。
引き解け結びをつくる。
なわ跳びができる。

８の字結び、本結び、
８の字結び、本結び、
８の字結びをつくる。
引き解け結び、ふた結
引き解け結び、ふた結
本結びをつくる。
び、もやい結び、まき結
び、 もやい結び、ま
引き解け結びをつくる。
び、一重つぎ、ちぢめ結
き結び、一重つぎをつく
なわ跳びができる。
び、ねじ結び、張り綱結
る。
びをつくる。

６，ナイフを使って
工作をしよう

割りばし鉄砲をつくる。
割りばし鉄砲をつくる。
動く模型を作る。
割りばし鉄砲をつくる。 割りばし鉄砲をつくる。 割りばし鉄砲をつくる。 動く模型を作る。
紙飛行機をつくる。
紙飛行機をつくる。
紙飛行機をつくる。
紙飛行機をつくる。
紙飛行機をつくる。
ノコギリ、カナヅチなど
マイはしを作る。
を使って巣箱を作る。

割りばし鉄砲をつくる。
動く模型を作る。
紙飛行機をつくる。
ノコギリ、カナヅチなど
を使って巣箱を作る。

野外の草花を３種類以
上、野鳥を１種類以上
観察し、名前などを調
べる。

野外の草花を３種類以
上、野鳥を１種類以上
観察し、名前などを調
べる。

野外の草花を３種類以
上、野鳥を２種類以上
観察し、名前などを調
べる。

野外の草花を３種類以
上、野鳥を３種類以上
観察し、名前などを調
べる。

野外の草花を４種類以
上、野鳥を４種類以上
観察し、名前などを調
べる。

野外の草花を５種類以
上、野鳥を５種類以上
観察し、名前などを調
べる。

北斗七星と北極性を見
つける。
８，キミはどの星から
望遠鏡か天体望遠鏡を
来たの
使い星や月を観測す
る。

北斗七星と北極性を見
つける。
望遠鏡か天体望遠鏡を
使い星や月を観測す
る。

北斗七星と北極性を見
つける。３つ以上の星
座の位置を確認する。
望遠鏡や天体望遠鏡を
使い星を観察する。

北斗七星と北極性を見
つける。３つ以上の星
座の位置を確認する。
望遠鏡や天体望遠鏡を
使い星を観察する。

北斗七星と北極性を見
つける。４つ以上の星
座の位置を確認する。
望遠鏡や天体望遠鏡を
使い星を観察する。宇
宙をテ－マとした物語
を読み、感想文を書く。

北斗七星と北極性を見
つける。５つ以上の星
座の位置を確認する。
望遠鏡や天体望遠鏡を
使い星を観察する。宇
宙をテ－マとした物語
を読み、感想文を書く。

９，ハイク＆キャンプ

ハイキングに持っていく
水筒、タオル、ハンカ
チ、ティッシュ、おにぎり
を、お父さん、お母さん
と一緒に用意する。

ハイキングに持っていく
水筒、タオル、ハンカ
チ、ティッシュ、おにぎり
を、お父さん、お母さん
と一緒に用意する。

ハイキングに持っていく
水筒、タオル、ハンカ
チ、ティッシュ、お父さん
やお母さんが作ってく
れたおにぎりを自分で
デイバッグに入れて用
意する。

ハイキングやキャンプ
に持っていくもののリス
トをつくり、自分で用意
する。仲間と一緒に自
然物などを使った簡単
な小屋をつくる。磁石を
使って８方位を知る。

ハイキングやキャンプ
に持っていくもののリス
トをつくり、自分で用意
する。仲間と一緒に自
然物などを使った簡単
な小屋をつくる。磁石を
使って８方位を知る。

ハイキングやキャンプ
に持っていくもののリス
トをつくり、自分で用意
する。仲間と一緒に自
然物などを使った簡単
な小屋をつくる。磁石を
使って８方位を知る。

１０，社会に役立つ
チャレンジャ－

チャレンジクラブのメン
バ－といっしょに、積極
的に助け合い運動や募
金活動などの奉仕活動
に参加する。

チャレンジクラブのメン
バ－といっしょに、積極
的に助け合い運動や募
金活動などの奉仕活動
に参加する。

チャレンジクラブのメン
バ－といっしょに、積極
的に助け合い運動や募
金活動などの奉仕活動
に参加する。

チャレンジクラブのメン
バ－といっしょに、積極
的に助け合い運動や募
金活動などの奉仕活動
に参加する。

チャレンジクラブのメン
バ－といっしょに、積極
的に助け合い運動や募
金活動などの奉仕活動
に参加する。

チャレンジクラブのメン
バ－といっしょに、積極
的に助け合い運動や募
金活動などの奉仕活動
に参加する。

自分の家から学校まで
自分の家から学校まで 自分の家から学校まで 自分の家から学校まで の絵地図をかく。
の絵地図をかく。
の絵地図をかく。
の絵地図をかく。
一宮町の未来について
考え、絵に書き表す。

自分の家から学校まで
の絵地図をかく。
一宮町の未来について
考え、絵に書き表す。

自分の家から学校まで
の絵地図をかく。
一宮町の未来について
考え、絵に書き表す。

日本語、英語、中国
語、韓国語、ドイツ語、
フランス語で「おはよう
ございます」「こんにち
は」、「ありがとうござい
ます」「さようなら」と、あ
いさつをすることができ
る。

日本語、英語、中国
語、韓国語、ドイツ語、
フランス語、スペイン語
で「おはようございま
す」「こんにちは」、「あり
がとうござます」「さよう
なら」と、あいさつをする
ことができる。

日本語、英語、中国
語、韓国語、ドイツ語、
フランス語、スペイン
語、で「おはようござい
ます」「こんにちは」、
「ありがとう」「さような
ら」「おやすみなさい」
と、あいさつできる。

７，わたしは自然観察員

１１，ぼくらの町

１２，キミは今日から
世界人

日本語、英語、中国語
で「おはようございま
す」「こんにちは」、「あり
がとうございます」「さよ
うなら」と、あいさつをす
ることができる。

日本語、英語、中国
語、韓国語で「おはよう
ございます」「こんにち
は」、「ありがとうござい
ます」「さようなら」と、あ
いさつをすることができ
る。

日本語、英語、中国
語、韓国語、ドイツ語で
「おはようございます」
「こんにちは」、「ありが
とうございます」「さよう
なら」と、あいさつをする
ことができる。

課題

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

１３，おいしいカレ－を
つくる～！

Ｇood morning！
Do you like curry rice

Ｇood morning！
Do you like curry rice

Ｇood morning！
Do you like curry rice

Ｇood morning！
Do you like curry rice

Ｇood morning！
Do you like curry rice

Ｇood morning！
Do you like curry rice

温度計と湿度計の読み
方を知り、１ヶ月間、温
度湿度を記録する。風
向計を作り、１ヶ月間の
風向きを調べて記録す
る。雲の種類を４種類
見分けて、天候との関
係を知る。
体温と脈拍を測る。ガ

温度計と湿度計の読み
方を知り、１ヶ月間、温
度湿度を記録する。風
向計を作り、１ヶ月間の
風向きを調べて記録す
る。雲の種類を５種類
見分けて、天候との関
係を知る。
体温と脈拍を測る。ガ
－ゼや包帯で傷を手当
する。傷口を直接押さ
えて止血する。貧血や
鼻血を簡単に止血す
る。三角布で腕をつり、
ひざを包帯する。やけ
どを手当する。
絵と文字を使って、お
母さんやお父さんに手
紙を書く。糸電話をつく
り、話しをする。暗号で
簡単な通信文をつくり、
解読することができる。
楽譜を正しく読むことが
できる。仲間と一緒に
合奏することができる。
譜面を見ながら演奏が
できる。歌を２曲以上歌
うことができる。

温度計と湿度計の読み
方を知り、１ヶ月間、温
度湿度を記録する。風
１４，一宮町の気象
向計を作り、１ヶ月間の
予報士になる
風向きを調べて記録す
る。雲の種類を３種類
見分けて、天候との関
係を知る。
体温と脈拍を測ること
体温と脈拍を測ること
ができる。ガ－ゼや包
体温と脈拍を測ること ができる。
体温を測ることができ
帯で傷を手当する。傷
ができる。
ガ－ゼや包帯で傷を手
１５，救急博士になる る。脈拍を測ることがで
口を直接押さえて止血
ガ－ゼや包帯で傷を手 当することができる。
きる。
する方法を知る。貧血
当することができる。
傷口を直接押さえて止
や鼻血を簡単に止血す
血する方法を知る。
る方法を知る。
温度計と湿度計の読み
かたを知り、１週間の温
度と湿度を調べて記録
する。

絵と文字を使って、お
母さんやお父さんに手
１６，通信の達人になる 紙を書く。
糸電話をつくり、話しを
する。

１７，わたしは町の
ミュ－ジシャン

楽譜を正しく読むことが
できる。
仲間と一緒に合唱する
ことができる。

温度計と湿度計の読み
かたを知り、２週間の温
度と湿度を調べて記録
する。

温度計と湿度計の読み
かたを知り、１ヶ月間の
温度と湿度を調べて記
録する。

絵と文字を使って、お
母さんやお父さんに手
紙を書く。
糸電話をつくり、話しを
する。

絵と文字を使って、お
母さんやお父さんに手
紙を書く。
糸電話をつくり、話しを
する。

絵と文字を使って、お
母さんやお父さんに手
紙を書く。糸電話をつく
り、話しをする。暗号で
簡単な通信文をつくり、
解読することができる。

－ゼや包帯で傷を手当
する。傷口を直接押さ
えて止血する。貧血や
鼻血を簡単に止血す
る。三角布で腕をつり、
ひざを包帯する方法を
知る。
絵と文字を使って、お
母さんやお父さんに手
紙を書く。糸電話をつく
り、話しをする。暗号で
簡単な通信文をつくり、
解読することができる。

楽譜を正しく読むことが
できる。
仲間と一緒に合唱する
ことができる。

楽譜を正しく読むことが
できる。
仲間と一緒に合唱する
ことができる。
譜面を見ながら演奏す
ることができる。

楽譜を正しく読むことが
できる。仲間と一緒に
合奏することができる。
譜面を見ながら演奏が
できる。歌を２曲以上歌
うことができる。

楽譜を正しく読むことが
できる。仲間と一緒に
合奏することができる。
譜面を見ながら演奏が
できる。歌を２曲以上歌
うことができる。

野外で火を使う時の注
意事項を知り、リ－ダ
－と共にマッチで火を
起こす。野外で飯ごうを
使い、ご飯や目玉焼
き、ハムエッグ、カレ－
などを作る手伝いがで
きる。
他のメンバ－とペアに 他のメンバ－とペアに 他のメンバ－とペアに
なり、自分自身が好き なり、自分自身が好き なり、自分自身が好き
他のメンバ－と二人が 他のメンバ－と二人が 他のメンバ－と二人が
なところ、嫌いなところ、 なところ、嫌いなところ、 なところ、嫌いなところ、
ペアになって、自分自 ペアになって、自分自 ペアになって、自分自
１９，自分を発見しよう
相手のここが好き、ここ 相手のここが好き、ここ 相手のここが好き、ここ
身が一番好きなところ 身が一番好きなところ 身が一番好きなところ
は嫌い、について話し は嫌い、について話し は嫌い、について話し
は何かについて話す。 は何かについて話す。 は何かについて話す。
合い、自分の気がつか 合い、自分の気がつか 合い、自分の気がつか
なっことを発見する。
なっことを発見する。
なっことを発見する。
まきを集めることができ
る。
１８，野外炊事に挑戦
食器を用意することが
できる。

まきを集めることができ
る。
テ－ブルや食器を用意
することができる。

まきを集めることができ
る。
テ－ブルや食器を用意
することができる。
食後のあと片付けを手
伝うことができる。

包丁を正しく使い、切っ
たり皮をむいたりするこ
とができる。
献立にしたがって材料
を購入し、料理の手伝
いをする。

包丁を正しく使い、切っ
たり皮をむいたりするこ
とができる。
献立にしたがって材料
を購入し、料理の手伝
いをする。

お父さんやお母さんに
ないしょで、働いている
２０，お父さんお母さん 職場をたずね、どんな
の職場を見に行こう ふうに仕事をしている
のかを自分の目で確か
める。

お父さんやお母さんに
ないしょで、働いている
職場をたずね、どんな
ふうに仕事をしている
のかを自分の目で確か
める。

お父さんやお母さんに
ないしょで、働いている
職場をたずね、どんな
ふうに仕事をしている
のかを自分の目で確か
める。

お父さんやお母さんに
ないしょで、働いている
職場をたずね、どんな
ふうに仕事をしている
のかを自分の目で確か
める。

お父さんやお母さんに
ないしょで、働いている
職場をたずね、どんな
ふうに仕事をしている
のかを自分の目で確か
める。

お父さんやお母さんに
ないしょで、働いている
職場をたずね、どんな
ふうに仕事をしている
のかを自分の目で確か
める。

５０ｍ走、立ちはばと
び、ソフトボ－ル投げ、
２１，オリンピック選手
とびこしくぐりにちょうせ
になりたい
んし、きじゅんちに達す
る。

５０ｍ走、立ちはばと
び、ソフトボ－ル投げ、
とびこしくぐりにちょうせ
んし、きじゅんちに達す
る。

５０ｍ走、立ちはばと
び、ソフトボ－ル投げ、
とびこしくぐりにちょうせ
んし、きじゅんちに達す
る。

５０ｍ走、立ちはばと
び、ソフトボ－ル投げ、
とびこしくぐりにちょうせ
んし、きじゅんちに達す
る。

５０ｍ走、走りはばと
び、 ソフトボ－ル投
げ、ななめけんすい、じ
くざくドリブルにちょうせ
んし、きじゅんちに達す
る。

５０ｍ走、走りはばと
び、 ソフトボ－ル投
げ、ななめけんすい、じ
くざくドリブルにちょうせ
んし、きじゅんちに達す
る。

お母さん、お父さん、兄
弟姉妹を大切にしよう。
自分の家の行事に進ん
２２，いつも「ありがとう」 で参加しよう。物を大切
にしよう。自然のめぐみ
に感謝しよう。日々の
善行を心がけよう。

お母さん、お父さん、兄
弟姉妹を大切にしよう。
自分の家の行事に進ん
で参加しよう。物を大切
にしよう。自然のめぐみ
に感謝しよう。日々の
善行を心がけよう。

お母さん、お父さん、兄
弟姉妹を大切にしよう。
自分の家の行事に進ん
で参加しよう。物を大切
にしよう。自然のめぐみ
に感謝しよう。日々の
善行を心がけよう。

お母さん、お父さん、兄
弟姉妹を大切にしよう。
自分の家の行事に進ん
で参加しよう。物を大切
にしよう。自然のめぐみ
に感謝しよう。日々の
善行を心がけよう。

お母さん、お父さん、兄
弟姉妹を大切にしよう。
自分の家の行事に進ん
で参加しよう。物を大切
にしよう。自然のめぐみ
に感謝しよう。日々の
善行を心がけよう。

お母さん、お父さん、兄
弟姉妹を大切にしよう。
自分の家の行事に進ん
で参加しよう。物を大切
にしよう。自然のめぐみ
に感謝しよう。日々の
善行を心がけよう。

