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教育図書オリジナル＆NHK DVD 教材

鑑賞基礎の基礎
～実践とマナー～

「これだけは知っておきたい」鑑賞の基礎を網羅

商品コード　　　　　  仕様等　　　　　　  価格（本体＋税）

3245570-01 18,000円＋税

鑑賞学習指導DVD

制作協力　名児耶明（五島美術館副館長）
　　　　　荒井一浩（東京学芸大学附属高等学校教諭）
　　　　　後藤　浩（千葉県立国府台高等学校教諭）
　　　　　浅田孝紀（東京学芸大学附属高等学校教諭）
撮影協力　五島美術館
　　　　　東京学芸大学附属高等学校

DVD 教材「鑑賞基礎の基礎 ～実践とマナー～」　構成内容

1 美術館・博物館　快適鑑賞のヒント（6分） 2 はやわかり！ゼロから始める書の鑑賞
　　　　　　　　　　　　　　（11分）

3 書作品の取扱い方（11分） 4 みる・くらべる・はなす（35分）

本DVDは、下記の４コンテンツにより構成されています。

美術館・博物館へ行くのが初めてという生徒のために、
館内や展示室でのマナーを実践形式で紹介しています。

「読めないから興味がわかない」そんな生徒のために、
書の鑑賞が楽しくなる方法を伝授します。

掛軸・巻子本・剪装本の基礎知識と取扱い方を、てい
ねいに映像で紹介しています。

知識がゼロでも楽しめる、「対話型鑑賞ワークショップ」
の実践記録です。これを見てぜひ実践してみてください。

教育図書創立70周年記念企画
指導書
予算でも
購入可能

片面１層ディスク／
カラー 63分／解説書

書道基礎の基礎
初めて書道を学ぶ人のために

導入学習指導DVD 指導書
予算でも
購入可能

商品コード　　　　　  仕様等　　　　　　  価格（本体＋税）

3245210 16,000円＋税片面１層ディスク／カラー
本編 42分・特典映像 5分
／解説書

文房四宝 ［DVD２枚組］

職人の魂を伝える迫力の映像

NHK DVD教材 指導書
予算でも
購入可能

商品コード　　　　　  仕様等　　　　　　  価格（本体＋税）

3245190 24,000円＋税片面１層ディスク／カラー／
解説書
［Disc1　墨・硯］本編 18分
［Disc2　筆・紙］本編 18分

　“ 書道の用具・用材を見るのは初めて ”“ どうやって用具を使ったらいいか全くわからない ” こんな生徒が大勢いる場合、
教科書の写真や先生の示範だけではなかなか理解できず、指導に時間がかかって大変です。そんな時に、本教材の出番で
す！一つの項目が 2～3 分で構成されていますので、見たい項目だけを選択し、さらに何度もくり返し見せても授業時間
を大幅に削る心配がいりません。授業の最初に毎時間 10分、本教材で基礎・基本を確認してください。

「書道を学ぶのは初めて」という生徒が多いため、基礎・基本をくり返し指導したいという場合は…

Disc1 墨・硯

主な内容
【墨】
導入／中国（徽州）の墨作り風景／墨の歴史／日本
（奈良）の墨作り／採煙・膠融解・煤と膠と香料の
練り混ぜ・練り・型入れ・乾燥・仕上げ
【硯】
導入／中国（端渓）の硯作り風景／硯の歴史／日本
（雄勝）の硯作り／採掘・切断・研磨・縁立て・荒
彫り・仕上げ彫り・彫刻・磨き・仕上げ／まとめ
【筆】
導入／中国（湖州）の筆作り風景／筆の歴史／日本
（熊野）の筆作り／選毛・毛揉み・毛揃え・寸切り・
練り混ぜ・芯立て・乾燥・上毛巻き・糸締め・く
り込み・仕上げ
【紙】
導入／中国（宣州）の紙作り風景／紙の歴史／日本
の紙作り／原料の加工・流し漉き・紙床・圧搾・
板張り・乾燥・仕上げ／まとめ

Disc2 筆・紙

墨硯

筆紙
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教育図書オリジナル＆NHK DVD 教材

鑑賞基礎の基礎
～実践とマナー～

「これだけは知っておきたい」鑑賞の基礎を網羅

商品コード　　　　　  仕様等　　　　　　  価格（本体＋税）

3245570-01 18,000円＋税

鑑賞学習指導DVD

制作協力　名児耶明（五島美術館副館長）
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　　　　　　　　　　　　　　（11分）

3 書作品の取扱い方（11分） 4 みる・くらべる・はなす（35分）

本DVDは、下記の４コンテンツにより構成されています。

美術館・博物館へ行くのが初めてという生徒のために、
館内や展示室でのマナーを実践形式で紹介しています。

「読めないから興味がわかない」そんな生徒のために、
書の鑑賞が楽しくなる方法を伝授します。

掛軸・巻子本・剪装本の基礎知識と取扱い方を、てい
ねいに映像で紹介しています。

知識がゼロでも楽しめる、「対話型鑑賞ワークショップ」
の実践記録です。これを見てぜひ実践してみてください。

教育図書創立70周年記念企画
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予算でも
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片面１層ディスク／
カラー 63分／解説書

書道基礎の基礎
初めて書道を学ぶ人のために

導入学習指導DVD 指導書
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3245210 16,000円＋税片面１層ディスク／カラー
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／解説書
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予算でも
購入可能
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　“ 書道の用具・用材を見るのは初めて ”“ どうやって用具を使ったらいいか全くわからない ” こんな生徒が大勢いる場合、
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「書道を学ぶのは初めて」という生徒が多いため、基礎・基本をくり返し指導したいという場合は…
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鑑賞指導・実習用複製教材

王杖十簡は、漢時代の勅書で、皇帝が七十歳以上の
高齢者に与えた手厚い保護政策を、隷書で書いたも
のです。

戦国時代に書写された最古の「老子」。四十本出土した
うちの冒頭から十五本を、天然の真竹を使って複製しま
した。

甲骨文は、現存最古の漢字で、王や国にとって重要なこ
とを決めるための占いの記録です。

亀甲

獣骨

鑑賞・保管用化粧箱入り

帛書複製  馬王堆帛書
長沙馬王堆漢墓から出土した秦～後漢時代の帛書を忠実
に複元しました。繊細な絹の質感まで印刷で再現してい
ます。

［周易］

［式法］

［戦国縦横家書］

複製 殷墟 甲骨文
木簡複製　王杖十簡
竹簡複製　郭店楚簡
帛書複製　馬王堆帛書

鑑賞指導・実習用複製教材

複製  殷墟 甲骨文 亀甲・獣骨セット
いん　きょ　　  こう　  こつ　　ぶん

木簡複製  王杖十簡
おう　じょう　 じっ　   かん

竹簡複製  郭店楚簡
ば　　おう　　たい　　はく　　しょ

指導書
予算でも
購入可能

商品コード　　　　　　　仕様等　　　　　  価格（本体＋税）

3345810-01 22,000円＋税〈亀甲〉19.1×11.0 ㎝
〈獣骨〉7.4×9.7㎝　
合成樹脂製／釈文・解説書
（鑑賞・保管用化粧箱入り）

商品コード　　　　　　 仕様等　　　　　　     価格（本体＋税）

3275940 9,000円＋税230×100×3（厚さ）㎜　
とど松木片10 本（麻紐綴じ）
釈文・解説書（箱入り）

商品コード　　　     仕様等　　　　　   価格（本体＋税）

3275950 9,000円＋税320×6.5×1（厚さ）㎜
天然真竹15 本
（麻紐綴じ）
釈文・解説書（箱入り）

商品コード　　　     仕様等　　　　　   価格（本体＋税）

3275960 9,000円＋税［周易］約 230×100 ㎜
［式法］約 250×140 ㎜
［戦国縦横家書］
約 270×180 ㎜の三種
釈文・解説書（箱入り）

※三種セットです。ばら売りはいたしません。

かく　　てん　　そ　　 かん
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鑑賞指導・実習用複製教材

王杖十簡は、漢時代の勅書で、皇帝が七十歳以上の
高齢者に与えた手厚い保護政策を、隷書で書いたも
のです。

戦国時代に書写された最古の「老子」。四十本出土した
うちの冒頭から十五本を、天然の真竹を使って複製しま
した。

甲骨文は、現存最古の漢字で、王や国にとって重要なこ
とを決めるための占いの記録です。

亀甲

獣骨

鑑賞・保管用化粧箱入り

帛書複製  馬王堆帛書
長沙馬王堆漢墓から出土した秦～後漢時代の帛書を忠実
に複元しました。繊細な絹の質感まで印刷で再現してい
ます。

［周易］

［式法］

［戦国縦横家書］

複製 殷墟 甲骨文
木簡複製　王杖十簡
竹簡複製　郭店楚簡
帛書複製　馬王堆帛書

鑑賞指導・実習用複製教材

複製  殷墟 甲骨文 亀甲・獣骨セット
いん　きょ　　  こう　  こつ　　ぶん

木簡複製  王杖十簡
おう　じょう　 じっ　   かん

竹簡複製  郭店楚簡
ば　　おう　　たい　　はく　　しょ

指導書
予算でも
購入可能

商品コード　　　　　　　仕様等　　　　　  価格（本体＋税）

3345810-01 22,000円＋税〈亀甲〉19.1×11.0 ㎝
〈獣骨〉7.4×9.7㎝　
合成樹脂製／釈文・解説書
（鑑賞・保管用化粧箱入り）

商品コード　　　　　　 仕様等　　　　　　     価格（本体＋税）

3275940 9,000円＋税230×100×3（厚さ）㎜　
とど松木片10 本（麻紐綴じ）
釈文・解説書（箱入り）

商品コード　　　     仕様等　　　　　   価格（本体＋税）

3275950 9,000円＋税320×6.5×1（厚さ）㎜
天然真竹15 本
（麻紐綴じ）
釈文・解説書（箱入り）

商品コード　　　     仕様等　　　　　   価格（本体＋税）

3275960 9,000円＋税［周易］約 230×100 ㎜
［式法］約 250×140 ㎜
［戦国縦横家書］
約 270×180 ㎜の三種
釈文・解説書（箱入り）

※三種セットです。ばら売りはいたしません。

かく　　てん　　そ　　 かん
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指導書
予算でも
購入可能

篆書・隷書・篆刻の学習の幅が広がる教材です。

木簡製作セット・ばら売り木片

ばら売り木片

竹簡製作セット・ばら売り竹片

ばら売り竹片

竹簡製作セット

木簡製作セット

①・②③・④⑤・⑥ ⑦・⑧

加工した竹片に、郭店楚簡などを写し、麻ひもで編
んで自ら竹簡を作るキットです。個人、グループを
問わず、授業や部活動等で活用いただけます。

封検本体

麻紐

封泥サンプル

封泥サンプルで
使用した漢印原鈐印影

右図のように、中面に
直接文字を書き入れた
り、手紙文などを書い
た紙をはさんで紐をか
けるなどすると、より
臨場感が増します。

複製　封検

鑑賞指導・実習用教材

複製 封検
「複製 封検」 授業活用例

①封検に麻紐をかける。

紐のかけ方の例

②適当な分量の紙粘土をこね、軽く成形して、
　紐の結び目に粘土を詰める。

③粘土に印をしっかりと押しつけ、封緘の完成。

④粘土が柔らかいうちに、形が崩れないように
枠から外し、乾燥させる。

封緘の例

生徒封泥作品

鑑賞指導・実習用教材

商品コード　　　　　　 仕様等　　　　　　   価格（本体＋税）

3345820 13,000円＋税封検本体／封泥サンプル／
麻紐／解説書（木箱入り）

商品コード　　　       仕様等　　　　　 価格（本体＋税）

3275970 1,300円＋税竹片（32.5×6.5×1㎜）
20 本［作品用15 本、練
習用 5 本］
テキスト2 枚／作り方手順
紙やすり／麻紐 2本

商品コード　　　       品名・仕様　　     価格（本体＋税）

3275970-20
3275970-30
3275970-40
3275970-50

竹片 幅 6～7㎜ 25 本
竹片 幅 6～7㎜ 100 本
竹片 幅7～8 ㎜ 25 本
竹片 幅7～8 ㎜ 100 本

1,125円＋税
4,000円＋税
1,125円＋税
4,000円＋税

商品コード　　　            仕様等　　　　　  価格（本体＋税）

3275820-10 1,300円＋税①簡３本（230×10×2.5 ㎜）
②簡２本（250×15×2.5 ㎜）
③牘２本（230×30×2.5 ㎜）
④楬（120×64×2.5 ㎜）
⑤楬（80×30×2.5 ㎜）
⑥検（260×26×10 ㎜）
紙やすり /砥の粉 /解説書
麻紐 /手本例 /下書き用紙

商品コード　　　      品名・仕様　　            価格（本体＋税）

①3275820-20
②3275820-30
③3275820-40
④3275820-50
⑤3275820-60
⑥3275820-70
⑦3275990-11
⑧3275990-21

　簡 230×10×2.5 ㎜  20 本
　簡 230×10×2.5 ㎜  50 本
　簡 250×15×2.5 ㎜  20 本
　簡 250×15×2.5 ㎜  50 本
　牘 230×30×2.5 ㎜  20 本
　牘 230×30×2.5 ㎜  50 本
　觚 230×30×2.5 ㎜  10 本
　觚 230×30×2.5 ㎜  50 本

1,600円＋税
4,000円＋税
2,200円＋税
4,950円＋税
3,400円＋税
7,650円＋税
2,800円＋税
12,600円＋税

漢時代の「簡」「牘」「楬」「検」と同サイズです。
材質は、松材の最も反りの少ないとど松を選び、日本が誇る
最先端の技術で最適の厚さに仕上げました。

竹簡を作る

木簡を作る
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指導書
予算でも
購入可能

篆書・隷書・篆刻の学習の幅が広がる教材です。

木簡製作セット・ばら売り木片
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①・②③・④⑤・⑥ ⑦・⑧

加工した竹片に、郭店楚簡などを写し、麻ひもで編
んで自ら竹簡を作るキットです。個人、グループを
問わず、授業や部活動等で活用いただけます。

封検本体

麻紐

封泥サンプル

封泥サンプルで
使用した漢印原鈐印影

右図のように、中面に
直接文字を書き入れた
り、手紙文などを書い
た紙をはさんで紐をか
けるなどすると、より
臨場感が増します。

複製　封検

鑑賞指導・実習用教材

複製 封検
「複製 封検」 授業活用例

①封検に麻紐をかける。

紐のかけ方の例

②適当な分量の紙粘土をこね、軽く成形して、
　紐の結び目に粘土を詰める。

③粘土に印をしっかりと押しつけ、封緘の完成。

④粘土が柔らかいうちに、形が崩れないように
枠から外し、乾燥させる。

封緘の例

生徒封泥作品

鑑賞指導・実習用教材

商品コード　　　　　　 仕様等　　　　　　   価格（本体＋税）

3345820 13,000円＋税封検本体／封泥サンプル／
麻紐／解説書（木箱入り）

商品コード　　　       仕様等　　　　　 価格（本体＋税）

3275970 1,300円＋税竹片（32.5×6.5×1㎜）
20 本［作品用15 本、練
習用 5 本］
テキスト2 枚／作り方手順
紙やすり／麻紐 2本

商品コード　　　       品名・仕様　　     価格（本体＋税）

3275970-20
3275970-30
3275970-40
3275970-50

竹片 幅 6～7㎜ 25 本
竹片 幅 6～7㎜ 100 本
竹片 幅7～8 ㎜ 25 本
竹片 幅7～8 ㎜ 100 本

1,125円＋税
4,000円＋税
1,125円＋税
4,000円＋税

商品コード　　　            仕様等　　　　　  価格（本体＋税）

3275820-10 1,300円＋税①簡３本（230×10×2.5 ㎜）
②簡２本（250×15×2.5 ㎜）
③牘２本（230×30×2.5 ㎜）
④楬（120×64×2.5 ㎜）
⑤楬（80×30×2.5 ㎜）
⑥検（260×26×10 ㎜）
紙やすり /砥の粉 /解説書
麻紐 /手本例 /下書き用紙

商品コード　　　      品名・仕様　　            価格（本体＋税）

①3275820-20
②3275820-30
③3275820-40
④3275820-50
⑤3275820-60
⑥3275820-70
⑦3275990-11
⑧3275990-21

　簡 230×10×2.5 ㎜  20 本
　簡 230×10×2.5 ㎜  50 本
　簡 250×15×2.5 ㎜  20 本
　簡 250×15×2.5 ㎜  50 本
　牘 230×30×2.5 ㎜  20 本
　牘 230×30×2.5 ㎜  50 本
　觚 230×30×2.5 ㎜  10 本
　觚 230×30×2.5 ㎜  50 本

1,600円＋税
4,000円＋税
2,200円＋税
4,950円＋税
3,400円＋税
7,650円＋税
2,800円＋税
12,600円＋税

漢時代の「簡」「牘」「楬」「検」と同サイズです。
材質は、松材の最も反りの少ないとど松を選び、日本が誇る
最先端の技術で最適の厚さに仕上げました。

竹簡を作る

木簡を作る
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実習用図書・教材

彩りの書
～美術工芸に親しむ～

短時間・安価にできる「立体的な書表現」のテキスト。

実習用図書・教材

監修・執筆　豊田宗児（奈良教育大学教授）

実習用教材

3

彩りブックカバー
セラミックボード工芸書

スクラッチタイル作品

本書の主な内容◉
ペ
ー
ジ
見
本
「
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
作
品
」

大きな写真で
ていねいに手順
を追いました。

◉はじめに
作品制作は草稿づくりから ……4
用具・用材の準備 ………………6
セラミックボード工芸書 ………8
スクラッチタイル作品…………12
砂文字作品………………………16
切り文字立体作品と拓本………20
彩りブックカバー………………26
　彩りブックカバー型紙………28
〈付録〉学習指導案 ……………34
◉おわりに

3285620-１１
3285620-１２
3285620-１３
3285620-１４
3285620-１５

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

スクラッチタイル 青 148 ㎜角
スクラッチタイル 緑 148 ㎜角
スクラッチタイル 赤 148 ㎜角
スクラッチタイル 黒 148 ㎜角
タイル額縁　210 ㎜角
ホウ材（組立式、吊り金具付）

600円＋税
600円＋税
600円＋税
600円＋税
600円＋税

スクラッチタイル

黒

赤

緑青

メタルすず箔セット

セラミックボードで作った刻字作品に貼るだけで、簡単
に金属の質感に仕上げられる箔です。

Ａ 3285600-01
Ｂ 3285600-02
※共通セット内容：すず箔（タックのり付き）　300×250 ㎜、作業棒、研磨剤

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

メタルすず箔セット 紺さび
メタルすず箔セット 鉄さび

340円＋税
340円＋税

Ａ

Ｂ
鉄さび作品

色砂（カラーサンド）

3285570

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

色砂セット　10g×10 色 343円＋税

Ａ

Ｂ

Ａ 10g袋入り色砂セット（赤・青・黄・緑・黄緑・空・茶・桃・黒・白）

3285580-01
3285580-02
3285580-03
3285580-04
3285580-05
3285580-06
3285580-07
3285580-08
3285580-09
3285580-10

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

赤　　100g（ポリ容器入）
青　　100g（ポリ容器入）
黄　　100g（ポリ容器入）
緑　　100g（ポリ容器入）
黄緑   100g（ポリ容器入）
空　　100g（ポリ容器入）
茶　　100g（ポリ容器入）
桃　　100g（ポリ容器入）
黒　　100g（ポリ容器入）
白　　100g（ポリ容器入）

400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税

Ｂ 色砂100g（ポリ容器入）

Ｃ

3285590-01
3285590-02
3285590-03
3285590-04
3285590-05
3285590-06
3285590-07
3285590-08
3285590-09
3285590-10

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

Ｃ 色砂500g（紙容器入）

スプレーニス（水溶性）

3285630

商品コード　　　品名　  　 価格（本体＋税）

ワシンスプレー

ブックカバー圧着用品

Ｂ

A

Ｃ

文庫本サイズブックカバー制作に必要な各用品の寸法
リケー紙・両面フィルム・透明コートフィルム
　………………………………………各　約 25×50 ㎝

Ａ 3285560-01
Ｂ 3285550-01
Ｃ 3285640

商品コード　　　　  品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

両面フィルムAW 55×2000 ㎝
リケー紙（片面）36×5000 ㎝
透明コートフィルム 4.5×200 ㎝

15,000円＋税
5,000円＋税
　 900円＋税

※セラミックボードは別売です。

商品コード　　　　　　　仕様等　　　　　　       価格（本体＋税）

1145270 934円＋税Ａ4判／40ページ／オールカラー
学習指導案付

赤　　500g（紙容器入）
青　　500g（紙容器入）
黄　　500g（紙容器入）
緑　　500g（紙容器入）
黄緑   500g（紙容器入）
空　　500g（紙容器入）
茶　　500g（紙容器入）
桃　　500g（紙容器入）
黒　　500g（紙容器入）
白　　500g（紙容器入）

1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税

1,450円＋税

●１～２回塗布するだけで、すばらしい光
　沢が出せます。
●シンナー性の有害物質を一切含まない安
　全なつやだしニスです。
●水彩絵の具で着色した上に塗布しても、
　色がにじみません。

額縁使用作品例
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実習用図書・教材

彩りの書
～美術工芸に親しむ～

短時間・安価にできる「立体的な書表現」のテキスト。

実習用図書・教材

監修・執筆　豊田宗児（奈良教育大学教授）

実習用教材

3

彩りブックカバー
セラミックボード工芸書

スクラッチタイル作品

本書の主な内容◉
ペ
ー
ジ
見
本
「
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
作
品
」

大きな写真で
ていねいに手順
を追いました。

◉はじめに
作品制作は草稿づくりから ……4
用具・用材の準備 ………………6
セラミックボード工芸書 ………8
スクラッチタイル作品…………12
砂文字作品………………………16
切り文字立体作品と拓本………20
彩りブックカバー………………26
　彩りブックカバー型紙………28
〈付録〉学習指導案 ……………34
◉おわりに

3285620-１１
3285620-１２
3285620-１３
3285620-１４
3285620-１５

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

スクラッチタイル 青 148 ㎜角
スクラッチタイル 緑 148 ㎜角
スクラッチタイル 赤 148 ㎜角
スクラッチタイル 黒 148 ㎜角
タイル額縁　210 ㎜角
ホウ材（組立式、吊り金具付）

600円＋税
600円＋税
600円＋税
600円＋税
600円＋税

スクラッチタイル

黒

赤

緑青

メタルすず箔セット

セラミックボードで作った刻字作品に貼るだけで、簡単
に金属の質感に仕上げられる箔です。

Ａ 3285600-01
Ｂ 3285600-02
※共通セット内容：すず箔（タックのり付き）　300×250 ㎜、作業棒、研磨剤

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

メタルすず箔セット 紺さび
メタルすず箔セット 鉄さび

340円＋税
340円＋税

Ａ

Ｂ
鉄さび作品

色砂（カラーサンド）

3285570

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

色砂セット　10g×10 色 343円＋税

Ａ

Ｂ

Ａ 10g袋入り色砂セット（赤・青・黄・緑・黄緑・空・茶・桃・黒・白）

3285580-01
3285580-02
3285580-03
3285580-04
3285580-05
3285580-06
3285580-07
3285580-08
3285580-09
3285580-10

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

赤　　100g（ポリ容器入）
青　　100g（ポリ容器入）
黄　　100g（ポリ容器入）
緑　　100g（ポリ容器入）
黄緑   100g（ポリ容器入）
空　　100g（ポリ容器入）
茶　　100g（ポリ容器入）
桃　　100g（ポリ容器入）
黒　　100g（ポリ容器入）
白　　100g（ポリ容器入）

400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税
400円＋税

Ｂ 色砂100g（ポリ容器入）

Ｃ

3285590-01
3285590-02
3285590-03
3285590-04
3285590-05
3285590-06
3285590-07
3285590-08
3285590-09
3285590-10

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

Ｃ 色砂500g（紙容器入）

スプレーニス（水溶性）

3285630

商品コード　　　品名　  　 価格（本体＋税）

ワシンスプレー

ブックカバー圧着用品

Ｂ

A

Ｃ

文庫本サイズブックカバー制作に必要な各用品の寸法
リケー紙・両面フィルム・透明コートフィルム
　………………………………………各　約 25×50 ㎝

Ａ 3285560-01
Ｂ 3285550-01
Ｃ 3285640

商品コード　　　　  品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

両面フィルムAW 55×2000 ㎝
リケー紙（片面）36×5000 ㎝
透明コートフィルム 4.5×200 ㎝

15,000円＋税
5,000円＋税
　 900円＋税

※セラミックボードは別売です。

商品コード　　　　　　　仕様等　　　　　　       価格（本体＋税）

1145270 934円＋税Ａ4判／40ページ／オールカラー
学習指導案付

赤　　500g（紙容器入）
青　　500g（紙容器入）
黄　　500g（紙容器入）
緑　　500g（紙容器入）
黄緑   500g（紙容器入）
空　　500g（紙容器入）
茶　　500g（紙容器入）
桃　　500g（紙容器入）
黒　　500g（紙容器入）
白　　500g（紙容器入）

1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税
1,300円＋税

1,450円＋税

●１～２回塗布するだけで、すばらしい光
　沢が出せます。
●シンナー性の有害物質を一切含まない安
　全なつやだしニスです。
●水彩絵の具で着色した上に塗布しても、
　色がにじみません。

額縁使用作品例



・ 10 ・

蒔絵実習教材
伝統工芸『蒔絵』が簡単・手軽に実習できる教材
です。

蒔絵用材基本セット 説明書付

蒔絵作品用素材

※Lg 粉、カシュー、うすめ液は、１学年分実習するのに十分な量です。

お盆

銘々皿

茶托

①古典の文字や半紙に
　書いた作品を蒔絵に
　する場合は、図のよ
　うにチャコペーパー
　などを敷いて籠字を
　とる。

②籠字の完成。写した
　線が見にくい場合は、
　少量の蒔絵の粉を小
　筆でのせると見やす
　くなる。

③とき皿にうるしを入
　れ、うすめ液で適当
　な濃度にうすめる。

④うるしを筆にとり、
　文字や画を書く。
　籠字の中を塗る場
　合は、できるだけ
　むらなく均一に。

⑤触ってもうるしが指
　に着かない程度まで
　乾いてから、粉をの
　せる。完全に乾いて
　しまうと、粉がのら
　ないので注意。

⑥粉を好きな配色で
　のせる。使う筆は
　色ごとに必ず換え
　る。混用すると、
　容器の中で粉の色
　が混じってしまう
　ため。

⑦指やスポンジ状の筆で、
　粉をすり込んでなじま
　せる。この時も、色ご
　とに使う筆や指を換え
　る。

⑧余分な粉をウエット
　ティッシュなどでき
　れいにふき取って、
　完成。

実習用図書・教材

実習用教材蒔絵実習手順例

Lg 粉　金・赤・青・緑・紫の５色（各５g　容器入）

カシュー
（うるし）
　白10g

うすめ液　100ml

とき皿　
5 枚極小面相筆

（下絵用）　
5 本

小判盆切手盆

1545110-01
1545560
1545570

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　  価格（本体＋税）

蒔絵用材基本セット
カシュー（うるし）白10g
うすめ液 100ml

9,400円＋税
400円＋税
600円＋税

1545120-02
1545130-01
1545140-01
3285700
3285710

商品コード　　　　　品名・仕様等　　　 価格（本体＋税）

お盆（黒）直径 227 ㎜  10 枚
茶托（黒）直径117 ㎜　10 枚
銘々皿（黒）直径137 ㎜　10 枚
小判盆（黒）106×151 ㎜  10 枚
切手盆（黒）163×234 ㎜  10 枚

5,700 円＋税
2,800円＋税
3,600円＋税
3,400円＋税
5,800円＋税
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〒101-0052東京都千代田区神田小川町3-3-2　TEL.03-3233-9100（代）/ FAX.03-3233-9104
 E-mail  info@kyoiku-tosho.co.jp　　URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/shodo/   　

教育図書株式会社　営業部行　        FAX.03-3233-9104　   平成     　年　　　月　　　日

FAX 注文書

学　校　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   高等学校　　　　

住　　　所　〒　　　　-　　　　　　　　　　

電 話 番 号　　　　　　　　　　　　  　　　　  F A X 番号

先　生　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属教科等

都 道
府 県

　コード番号　　　  　　　　 　  商　 品　 名　       　　  　　　   価　　格　 　　 数　量

3245570-01

3245210

3245190

3345810-01

3275940

3275950

3275960

3345820

3275970

3275820-10

1145270

1545110-01

DVD 教材 　鑑賞基礎の基礎 ～実践とマナー～

DVD 教材 　書道基礎の基礎

DVD 教材 　文房四宝〔２枚組〕

複製 　殷墟 甲骨文〔亀甲・獣骨セット〕

木簡複製 　王杖十簡

竹簡複製 　郭店楚簡

帛書複製 　馬王堆帛書

複製 　封検〔木箱入〕

竹簡製作セット　竹簡を作る　

木簡製作セット　木簡を作る　

彩りの書 ～美術工芸に親しむ～

蒔絵用材基本セット

18,000円＋税

16,000円＋税

24,000円＋税

22,000円＋税

9,000円＋税

9,000円＋税

9,000円＋税

13,000円＋税

1,300円＋税

1,300円＋税

934円＋税

9,400円＋税

2015.10
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鑑賞基礎の基礎　鑑賞学習指導用DVD

　　　　　　 　価格　18,000 円＋税（２ページ参照）

文房四宝〔２枚組〕
指導用DVD

価格　24,000 円＋税
　　　　　　（３ページ参照）

書道基礎の基礎
導入指導用DVD

価格　16,000 円＋税
　　　　　　（３ページ参照）

複製　封検　〔木箱入〕
鑑賞指導用複製教材

　　　　　　　価格　13,000 円＋税（６ページ参照）

簡牘・帛書レプリカ教材セット
鑑賞指導用複製教材

　　　　　　価格　27,000 円＋税（４～５ページ参照）

平成 28 年度用教科書教師用指導書・指導資料のご案内

指導資料（教師用指導書）　B5 判／112ページ

【主な内容】
準拠シラバス・評価規準例・教材解説・学習指導案・コラム
評価ワークシート集（各シートの内容は以下のとおりです）
　漢字の書の美と文化①／漢字の書の美と文化②／仮名の書の美と文化
　漢字仮名交じりの書の美と文化／学習の記録／〈ワーク形式による〉鑑
　賞の記録（美術館・博物館）

価格　本体6,000円＋税

教科書
の記号・
番号

書　名　・　内　容 価　格

書Ⅰ302　書Ⅰ　指導資料セット
　　　　　　 指導資料  B5 判 128 頁
　　　　　　 評価ワークシート集 B4 判 16 枚（32 シート）
　　　　　　 サポートDVD-ROM（教科書素材集・ワー
　　　　　　 クシート集・準拠学習用映像教材［40 分］・教    

                   科書準拠シラバス・評価規準例）

書Ⅰ302　鑑賞基礎の基礎
　　　　　　 鑑賞学習指導用DVD  63 分／解説書付

書Ⅰ302　書道基礎の基礎
　　　　　　 導入指導用DVD  45 分／解説書付

書Ⅰ302　文房四宝
　　　　　　 指導用DVD  2 枚組　解説書付 
　　　　　　（第１巻 墨・硯　18 分／第２巻 筆・紙　18 分）

書Ⅱ302　書Ⅱ　指導資料セット
　　　　　　 指導資料  B5 判 112 頁
　　　　　　 評価ワークシート集 B4 判 16 枚（32 シート）
　　　　　　 サポートCD-ROM（教科書素材集・ワーク
                   シート集・教科書準拠シラバス・評価規準例）

書Ⅱ302　複製　封検　〔木箱入〕
　　　　　　 封検本体・封泥サンプル・麻ひも・解説書付

書Ⅱ302　簡牘・帛書 レプリカ教材セット
　　　　　　 王杖十簡・郭店楚簡・馬王堆帛書
 　　　　　　（釈文・解説書付・化粧箱入）

書Ⅲ302　書Ⅲ　指導資料
　　　　　　 指導資料  B5 判 112 頁

11,000 円＋税

18,000 円＋税

16,000 円＋税

24,000 円＋税

9,700 円＋税

13,000 円＋税

27,000 円＋税

6,000 円＋税

教科書
の記号・
番号

書　名　・　内　容 価　格

書Ⅰ010　書Ⅰ　指導資料セット
　　　　　　 指導資料  B5 判 128 頁
　　　　　　 評価ワークシート集 B4 判 16 枚（32 シート）
　　　　　　 サポートCD-ROM（windows 対応）

書Ⅱ010　書Ⅱ　指導資料セット
　　　　　　 指導資料  B5 判 128 頁
　　　　　　 評価ワークシート集 B4 判 16 枚（32 シート）
　　　　　　 サポートCD-ROM（windows 対応）

書Ⅲ006　書Ⅲ　指導資料
　　　　　　 指導資料  B5 判 112 頁

7,800 円＋税

8,000 円＋税

4,500 円＋税

●【第１部】現行学習指導要領対応

●【第2部】旧学習指導要領対応

書 Ⅰ［書Ⅰ302］指導資料セット
【セット内容】
①指導資料（教師用指導書）　
　B5 判／128 ページ
②評価ワークシート集　
　　B4 判 16 枚両面印刷〈32シート〉
　　　　③教科書サポートDVD
　　　　　教科書素材集
　　　　　評価ワークシート集
　　　　　〈word 版 33シート・pdf 版 45シート〉
　　　　　準拠シラバス・評価規準例
　　　　　鑑賞学習用映像教材〈40 分〉

① ②

②
　 B4
　 　
　 　　　
　　 　
　 　
　 　
　　　 　　
③

価格　本体11,000円＋税

教師用指導書・指導資料内容・目録　　  　　　【第1部】（現行学習指導要領対応）・【第2部】（旧学習指導要領対応）

書 Ⅱ［書Ⅱ302］指導資料セット
【セット内容】
①指導資料（教師用指導書）　
　B5 判／112ページ
②評価ワークシート集　
　　B4 判 16 枚両面印刷〈32シート〉
　　　　③教科書サポートCD-ROM
　　　　　教科書素材集
　　　　　評価ワークシート集
　　　　　〈word 版 40シート・pdf 版 45シート〉
　　　　　準拠シラバス・評価規準例

① ②

③

指
導
資
料
﹇ 

評
価
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
集 

﹈

指導資料 6 教図　書Ⅱ 302Ⅱ

Ⅱ ②評価ワ
　　B4
　　　　
　　　　
　 　　　　
　 　
　　　　
③

﹈

① ②

価格　本体9,700円＋税

書 Ⅲ［書Ⅲ302］指導資料
【
指
導
資
料
】

6教図  書Ⅲ 302

Ⅲ

Ⅲ

※こちらの目録に掲載の商品は、各学校で決められた時期に取り纏めてご購入ください。
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鑑賞基礎の基礎　鑑賞学習指導用DVD

　　　　　　 　価格　18,000 円＋税（２ページ参照）

文房四宝〔２枚組〕
指導用DVD

価格　24,000 円＋税
　　　　　　（３ページ参照）

書道基礎の基礎
導入指導用DVD

価格　16,000 円＋税
　　　　　　（３ページ参照）

複製　封検　〔木箱入〕
鑑賞指導用複製教材

　　　　　　　価格　13,000 円＋税（６ページ参照）

簡牘・帛書レプリカ教材セット
鑑賞指導用複製教材

　　　　　　価格　27,000 円＋税（４～５ページ参照）

平成 28 年度用教科書教師用指導書・指導資料のご案内

指導資料（教師用指導書）　B5 判／112ページ

【主な内容】
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評価ワークシート集（各シートの内容は以下のとおりです）
　漢字の書の美と文化①／漢字の書の美と文化②／仮名の書の美と文化
　漢字仮名交じりの書の美と文化／学習の記録／〈ワーク形式による〉鑑
　賞の記録（美術館・博物館）

価格　本体6,000円＋税

教科書
の記号・
番号

書　名　・　内　容 価　格

書Ⅰ302　書Ⅰ　指導資料セット
　　　　　　 指導資料  B5 判 128 頁
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書Ⅱ302　書Ⅱ　指導資料セット
　　　　　　 指導資料  B5 判 112 頁
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　　　　　　 指導資料  B5 判 112 頁
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9,700 円＋税
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27,000 円＋税

6,000 円＋税

教科書
の記号・
番号

書　名　・　内　容 価　格
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　　B4 判 16 枚両面印刷〈32シート〉
　　　　③教科書サポートDVD
　　　　　教科書素材集
　　　　　評価ワークシート集
　　　　　〈word 版 33シート・pdf 版 45シート〉
　　　　　準拠シラバス・評価規準例
　　　　　鑑賞学習用映像教材〈40 分〉

① ②

②
　 B4
　 　
　 　　　
　　 　
　 　
　 　
　　　 　　
③

価格　本体11,000円＋税

教師用指導書・指導資料内容・目録　　  　　　【第1部】（現行学習指導要領対応）・【第2部】（旧学習指導要領対応）

書 Ⅱ［書Ⅱ302］指導資料セット
【セット内容】
①指導資料（教師用指導書）　
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6教図  書Ⅲ 302

Ⅲ

Ⅲ

※こちらの目録に掲載の商品は、各学校で決められた時期に取り纏めてご購入ください。
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•　15　•

教師用指導書・指導資料 編集のポイント　　　　　教育図書発行教科書［書Ⅰ 302］・［書Ⅱ 302］・［書Ⅲ 302］対応

平成 28 年度用教科書教師用指導書・指導資料のご案内

書 Ⅰ［書Ⅰ302］

☜

●「書Ⅰ」・「書Ⅱ」・「書Ⅲ」各指導資料に概ね共通するページパターン例

【『指導資料』編集の特色】
①古典の詳しい解説や、作者の人物伝など、教
　科書の内容をより深く・広く学習できるよう、
　ていねいに補足解説しました。
②学習指導案やシラバス、評価規準の作成に役
　立つ資料を、単元ごとに詳しく掲載しました。
③筆路のわかりにくい文字や筆順指導のため、
　教科書に掲載されている漢字古典の、全ての
　文字の硬筆図版と、注意したい筆順を掲載し
　ました。
④教科書の内容に関連するコラムを豊富に掲
　載しました。

教科書をフォローし、授業を強力にサポートする充実した内容。 学習の理解を深めたり幅を広げるためのワーク、内容の確
認や自己評価など、授業の記録としても役立つ豊富なワー
クシートを単元ごとに用意。

●「書Ⅰ」評価ワークシート集　シート例

●「書Ⅱ」評価ワークシート集　シート例

『書Ⅰ指導資料セット』には、初心者向けに、美術館・博
物館での鑑賞のマナーや、書が読めても読めなくても楽し
むことができる鑑賞の方法を紹介するDVD教材が付属。

●「書Ⅰ」教科書サポートDVD　鑑賞学習用映像教材（40 分）

書 Ⅱ［書Ⅱ302］ 書 Ⅲ［書Ⅲ302］

Point 1

Point 3

Point 2

みる・くらべる・はなす快適鑑賞のヒント

はやわかり！ゼロから始める書の鑑賞

●「書Ⅲ」評価ワークシート集　ページ例

『書Ⅲ指導資料』100～101 ページ掲載⑴篆書の古典に学ぼう①　篆書の変遷　

⑵楷書の古典に学ぼう④　九成宮醴泉銘に学ぶ　 ⑵楷書の古典に学ぼう⑨　牛橛造像記に学ぶ　⑵楷書の古典に学ぼう⑨ 牛橛造像記に学ぶ

•　15　•
〈原寸大筆路・筆順例〉

〈古典教材解説・作者人物伝 等〉

〈学習指導案例・評価規準例 等〉

『書Ⅰ指導資料』36～37 ページ

〈コラム　側款を読む〉『書Ⅱ指導資料』30～31 ページ〈評価規準例 等〉
『書Ⅱ指導資料』28～29 ページ
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