
実習例

コード番号 定価

1947020-01 273円+税

大人気の平面計画シール、リニューアルしました !!

平面計画マスターシール（マンション） 2～3h

台紙 解説書

アクティブ学習シール活用① クリアファイル提出貼って，はがして
また貼れる！

シール

平面計画実習が手軽にできます。
設備・家具はオールカラー。平面図にわかりやすく配置
できます。
シール台紙は、1DK、2DK、3LDKの広さのマンショ
ンの壁になっており、両面活用できます。
足りない家具パーツなどに使える白地シール付きです。

●ワークシートで学習のまとめができます。

Point
クリアファイル

セット内容 台紙（A4判）1枚，設備・家具シール（A4判）1枚，提出用クリアファイル1枚，
白地・アクティブ学習シール1枚，解説書・ワークシート（A4判）1枚

アクティブシール

横になる②

立ち話車いす

横になる①

直立 床に座る

しゃがむ

杖をつく

物を取る
おんぶ抱っこ

大股で歩く

すれ違う

動線シール

評価シール（他の人用）

白紙シール 評価シール（自分用）

ここ，工夫しました！ここ，工夫しました！

　　　　　　　　さんのコメント

注 目‼いいね‼いいね‼ 注 目‼

　　　　　　　　さんのコメント

家具シール（A4判
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大好評！一番人気のシール教材です。

平面計画マスターシール（一戸建て） 2～3h

アクティブ学習シール活用②

コード番号 定価

1947030-01 273円+税

家具シール（A4判

台紙

▲平面計画マスターシール（一戸建て）▼

0.9m 1.8m 2.7m

年　　　組　　　番号　　　　氏名

解説書

「デジタル平面計画」
との同時活用で
学習効果ＵＰ！

● 電子黒板やプロジェクタで
映し出し、平面図の作成の
ポイントを簡単指導！

● 資料編を活用して、間取り
の注意ポイントや完成形の
イメージも見せられる♪

● 基本家具配置済みテンプ
レートを使って、空間や動
線の確認もできる

先生は『デジタル平面計画』で
生徒は紙のシール教材『平面計画マスターシール』で

Digital教材　×　Analog教
材の融合

※「デジタル平面計画」の詳細は、ｐ.62をご覧ください。

一戸建ての平面計画実習が手軽にできる。
2階建ての平面計画ができる階段シールが付いています。
足りない家具パーツなどに使える白地シール付きです。
ワークシートで学習のまとめができます。

Point

クリアファイル

セット内容 台紙（A4判）1枚，設備・家具シール（A4判）1枚，提出用クリアファイル1枚，
白地・アクティブ学習シール1枚，解説書・ワークシート（A4判）1枚

アクティブシール

横になる②

立ち話車いす

横になる①

直立 床に座る

しゃがむ

杖をつく

物を取る
おんぶ抱っこ

大股で歩く

すれ違う

動線シール

評価シール（他の人用）

白紙シール 評価シール（自分用）

ここ，工夫しました！ここ，工夫しました！

　　　　　　　　さんのコメント

注 目‼いいね‼いいね‼ 注 目‼

　　　　　　　　さんのコメント
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