
　　　　　　　　　　平成30年度　厚生労働省委託事業                    　　　(別紙）

【石川県職業能力開発協会ＨＰ　➡「若年者育成事業」➡「出前ものづくり講座応募資料」】

　      講師　　建具製作ものづくりマイスター　　　　　　対象者　　　　小学生１年～３年、教師、保護者

　      講師　　建具製作ものづくりマイスター　　　　　　対象者　　　　小学生４年～６年、教師、保護者

　　　　　講師　　      畳製作ものづくりマイスター

　　　 　対象者　　小学生全学年、教師、保護者

　　　　講師　　      建築大工ものづくりマイスター

　　　 対象者　　中学生、小学生５～６年、教師、保護者

　　　　講師　　      和菓子製造ものづくりマイスター

　　　 対象者　　中学生、小学生３～６年、教師、保護者

          　　　　　　　　平成３１年度　厚生労働省委託事業

1 木工作り講座

Ａコース
建具に関する講話を聴き、製作実演を観た後、各自が多種類の木片を使って”オリジナル作品作り”を体験し
ます。         　　　(作成した”オリジナル木工作品”は、各自家庭に持ち帰っていただけます）

Bコース.
建具に関する講話を聴き、建具の組立実演を生徒参加型で行います。、また、各自コースター組立て・マイ箸
作りを体験します。（作成した箸、コースター等の作品は、各自家庭に持ち帰り活用いただけます）

ものづくりの魅力を伝える授業「出前ものづくり講座」内容一覧  金沢・加賀地区

石川県職業能力開発協会     

技能振興コーナー　　　　　　　

講座名 内　　容

具体的な「出前ものづくり講座」の内容は、石川県職業能力開発協会ＨＰ(http://ishivada.com)　から
ご覧ください

2 畳作り講座

畳製作の仕事に関する講話を聴き、畳の表替えの実演を生徒参加形式で行います。また、畳表を使った小さ
な敷物作りを体験します。（小さな畳の敷物は家庭に持ち帰り使い方を工夫してご活用いただけます）

3
建築大工体験

講座

大工仕事についての説明を聞き、実演を観た後、マイスターの指導に従い実際に工具を使って大工作業を体
験することにより、建築物をつくる楽しさ、難しさを体感していただきます。

4
和菓子作り

講座

まず、和菓子作りの実演を参考にして上生菓子作りを体験します。
（作成した上生菓子は各自家庭に持ち帰り、味わっていただけます）
その後、ものづくマイスターによる”和菓子作りの技”を身近で観ていただき、職人の技術の素晴らしさを知るこ
とにより、ものづくりの楽しさを感じ取っていただきます。



　　　　講師　　      　建築板金ものづくりマイスター

　　　 対象者　　小学生３～６年、教師、保護者

　　　　講師　　      　陶磁器製造ものづくりマイスター

　　　 対象者　　中学生、小学生３～６年、教師、保護者

　　　　講師　　      和裁ものづくりマイスター

　　　 対象者　　中学生、小学生５～６年、教師、保護者

　　　　講師　　    表装（表具）ものづくりマイスター

　　　 対象者　　中学生、小学生５～６年、教師、保護者

9

　　　　講師　　      タイル張りものづくりマイスター

　　　 対象者　　小学生４～６年、教師、保護者

　　　　講師　　      印章彫刻ものづくりマイスター

　　　 対象者　　中学生、小学生5～６年、教師、保護者

タイル張り
小物入れ作り

講座

タイル張り職人の仕事について理解して頂くための講話を聴き、受講者参加形式でタイルを張りの実演を行い
ます。その後、生徒各自が木製の木箱にガラスのモザイクタイルを張り付けて独自の小物入れを完成させて
ていただきます。　(作成した作品は、各自家庭に持ち帰ってご利用いただけます）

　※講座の進め方につきましては、事前講座時に担当教師の要望を調整しながら開催致します。

  ※平成31年度実施予定は50講座程度といたします。（応募多数の場合は抽選とさせていただきます）。

10
はんこ彫り体

験講座

"はんこ”の起源、”はんこ”の使い方等についての講話を聴き、ものづくりマイスターが”はんこ”を彫る実演を
参考にして、「石のはんこ」を彫る体験をして頂きます。（作成した作品は授業でも家庭でも使用出来る”マイは
んこ”としてご活用いただけます）
※事前に、受講者の氏名から”はんこ”にしたい１文字を選んでもらい、マイスターが”はんこ”用の文字に変換
いたします。

7
布製ティッシュ
ペーパーケー
ス作り講座

ものづくりマイスターから和裁全般についての講話を聴き、指導を受けながら、生徒一人ひとりが”布製ティッ
シュペーパーケース”を作り上げます。
（作成した布製ティッシュペーパーケースは、各自家庭に持ち帰ってご活用いただけます）

8
表具裏打ち
体験講座

表具について講話を聞き、その後生徒自身の書写作品を用いて”裏打ち”を体験します。裏打ちした作品は、
ものづくりマイスターが持ち帰り自然乾燥させた後、裁断して学校に届けます。届いた作品は講座受講時にお
渡しする「仮巻」を使って簡易掛け軸に仕上げて下さい。　(作成した作品は、各自家庭に持ち帰ってご利用い
ただけます）

5
銅製紅葉づくり

講座

ＤＶＤ映像、講話により建築板金職人の仕事を理解していただき、制作実演を観た後、各自銅板を使った紅葉
づくりを体験します。（作成した銅板のもみじは、各自家庭に持ち帰っていただきます）

6
九谷焼絵付け

講座

九谷焼についての説明を聞き、絵付けの実演と釉薬の使用方法等の説明後、実際に絵付けの作業をして”オ
リジナル湯呑み”を仕上げます（絵付けした作品はものづくりマイスターが持ち帰り、焼成した後,受講者に配布
し、学校やご家庭でご利用いただけます）

講座名 内　　容



◆ 講座概要

ものづくりマイスターの技術に触れ、精緻さを感じ、感動を知る。

児童各自が、「自分の考えで1つのものをつくりあげる楽しさ」を実感する。

材料（いろいろな形状の木片）・工具類　　【マイスターが持参する】

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）       ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

・

質問・感想 ・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する 5分

後片付け ・みんなで協力して後片付けを行う。 5分

６０分

木工作品の制作
・３０ｃｍ角の板上に木片を組み合わせ、接着
剤を用いて木工作品を作る。何を作るかは自
由奔放に受講者の自主性を尊重する。

所要時間

10分

・障子の組立実演を見せることで「建具技能
士」の仕事の一部を理解させる

実演を兼ねた工具の説明
と作成手順の説明

１０分

講師である「ものづくりマイ
スター」の紹介と講義内容
の説明

指導内容 学習活動 指導上の留意点

・ものづくりマイスターが、建具制作作業におい
て使用する工具と使用方法を説明する

”建具屋さん”とはどのようなものを作っている
職人なのか。
また、今日の授業でどのようなものを使い、何
を感じてもらいたいのか。

一つのものを作り上げる喜び、楽しさを受講
者に理解してもらいたい。

対　象　者

目    　標

使用教材

出前ものづくり講座 〔木工作りＡコース 〕

講義内容
建具職人の仕事について理解を深め、木材を使ったものづくりの楽しさを体感してもらう。

小学生1年～3年、教師、保護者



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）       ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

目    　標

使用教材

出前ものづくり講座 〔木工作りＢコース 〕

講義内容
ものづくりマイスターによる講話を聴き、実演を見た後、コースター組立・マイ箸づくりを体験す
る。

対　象　者 小学生４年～６年、教師、保護者

ものづくりマイスターの技に触れ、精緻さを感じ、感動を知る。
実際にマイスターの欄間づくりの実演に参加したり、組子の組立てや鉋（カンナ）削りを体験
し、コースター及び自分の箸を製作することで、ものを作る楽しさや喜びを体感する。

木材、工具類（マイスターが持参する）

・講師である「ものづくりマ
イスター」の紹介と講義内
容の説明

ものを作る仕事の重要性を理解してもらいたい
（技能尊重意識の醸成）

10分

指導内容 学習活動 指導上の留意点 所要時間

けがをしないための注意点をしっかり教える。

建具制作の「ものづくりマイスター」とはどのよ
うなものを作る人なのか。　これからどのような
ことを体験するのか

・実演を兼ねた工具の説明
と作成手順の説明

・ものづくりマイスターが、建具制作作業におい
て使用する工具と使用方法を説明する

１０分

・生徒各自が”組子”を使ったコースター、及び
３ｃｍの棒材を鉋（カンナ）で削り１対の箸を作
成する。

６０分

・欄間の制作実演を見せ、欄間の制作に生徒
を参加させることで、「建具技能士」の仕事の
一部を理解させる

・組子組立、鉋（カンナ）削
り、　　欄間づくり体験

質問・感想 ・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する 5分

後片付け ・みんなで協力して後片付けを行う。 5分



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）      ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

畳製作実演

20分

4０分

・作業工程でけがの無いように、特に畳の
縫い針の扱いに最大の注意を払うこと

講師である「ものづくり
マイスター」の紹介と講
義内容の説明

・講師の氏名、経歴等を紹介する
・日本独自の文化である"畳"の歴史につ
いて、また、講師のマイスターが日々どの
ような仕事をしているかの説明を聞く。

・”畳の表張り”の製作実演を受講者参加
を交えて行う。

出前ものづくり講座 〔畳敷物作り〕

講義内容
ものづくりマイスターから畳製作の仕事について講話を聞き、畳の表替えの実演を見て、
畳の敷物作りを体験します。

対　象　者
小学生全学年、教師、保護者等

目    　標
熟練技能者の技に実際に触れ、確かさやすばらしさを知る。
実際に本物の畳に触れ敷物作りを体験する。

使用教材
畳敷物の材料、接着剤等（マイスターが持参する）ハサミ（受講者が用意する）

指導内容 学習活動 指導上の留意点
所要
時間

5分

5分後片付け

技能者の実演や作品を
見て、小さな畳の敷物
作りの体験

質問・感想 ・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する

・みんなで協力して後片付けを行う。

２０分

・ものづくりマイスタの指導により、小さな
畳の敷物を作る。

・教師・マイスターが見回り、注意点等の
助言を行う



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）中学校（50分×2）        ※時間配分は目安です。

表

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する 5分

40分

講師である「ものづく
りマイスター」の紹介 5分

・和菓子作りの仕事が分かりやすく受講
者に伝わるように説明する

・受講者の担当教師に、使用する食材に
係るアレルギー保持者の有無について必
ず確認いただく　　　　　　　　　　　　　　・
事前に使用する作業台の消毒を励行し
ていただく。
・受講者に直前の「手洗い」・「アルコール
消毒」を指導する。・

・講師である「ものづくりマイスター」の紹介
と、仕事内容等、及び講義内容の説明。

上生菓子づくり体験 ・「ものづくりマイスター」の指導により、２種
類の上生菓子づくりを体験する。

4０分

質問・感想

・ものづくりマイスターが難易度が高い上生
菓子づくりの実演を行い、使用した道具、金
沢における和菓子づくりの歴史などを説明
する。

目    　標
実際に和菓子作りを体験することで和菓子作り職人の仕事を理解する。
和菓子作りマイスターが難易度が高い和菓子作りの実演を行うことで、職人技の奥の深さ
を感じてもらう。

使用教材
和菓子の材料・木ベラ等の道具（マイスターが持参する）、消毒用アルコール（各学校で用
意する）、おしぼりもしくはハンドタオル（受講者が用意する）

所指導内容 学習活動 指導上の留意点

出前ものづくり講座 〔和菓子作り〕

講義内容
上生菓子づくりを体験した後、ものづくマイスターの実演を見て和菓作りの技、道具、歴史
等を学ぶ。

対　象　者 中学生、小学生３～６年、教師、保護者等



◆ 講座概要

　
◆ 本時の展開　小学校（45分×2）中学校（50分×2）        ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

講師である「ものづくり
マイスター」の紹介と講
義内容の説明

工具の説明

技能者の実演と受講者
の工具体験

・講師の氏名、経歴等を紹介する
・講師のものづくりマイスターがどのような
仕事をしているのか説明を聞く。

・工具を見て使用目的や使用方法、及び
使用上の注意点を学ぶ。

・建築大工作業の基本的な技術である”く
ぎ打ち”、”鉋（カンナ）掛け”鋸引き”をもの
づくりマイスターの実演を参考に体験す
る。

・受講者を尐人数のグループに分け、グ
ループ毎に技能者がつき、危険が無いよ
うに注意しながら指導する。

50分

10分

出前ものづくり講座 〔建築大工体験〕

指導内容 所要指導上の留意点学習活動

講義内容

対　象　者

目    　標

使用教材

建築大工ものづくりマイスターによる講話を聞き実演を見た後、マイスターの指導の下で
工具を使って大工作業を体験する。

中学生、小学生５～６年、教師、保護者等

熟練技能者の技に実際に触れ、確かさやすばらしさを知る。
実際に工具を使って作業を体験することで建築大工の仕事を理解するするとともにものづ
くりの楽しさを感じ取る。

木材、工具類（マイスターが持参する）

後片付け ・みんなで協力して後片付けを行う。 5分

質問・感想 ・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する

20分

5分



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）       ※時間配分は目安です。

技能者の実演

・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する 5分
5分

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

・板金職人の仕事内容のＤＶＤを見た後、講
師のものづくりマイスターがどんな仕事をし
ているのか説明を聞く。

講師である「ものづくり
マイスター」の紹介と講
義内容の説明

20分

もみじづくり体験 ・銅板を加工し、紅葉の形に仕上げる ・技能者が見回り注意点等助言する。

目    　標
ものづくりマイスターの熟練した技に実際に触れ、確かさやすばらしさを知る。
実際に銅板に触れ、作品作りを体験することにより板金職人の仕事を理解する。

使用教材 銅板等（マイスターが用意する）、はさみ・軍手（受講者が用意する）

指導内容 学習活動 指導上の留意点
所要
時間

出前ものづくり講座 〔銅製もみじづくり〕

講義内容
建築板金ものづくりマイスターから仕事についての話を聞き、実演を見て、銅板を使ったも
みじづくりを体験する。

対　象　者 小学生３～６年、教師、保護者等

後片付け
質問・感想

２０分

40分

・みんなで協力して後片付けを行う。

技能者の実演見て、一枚の銅板がどのよう
に変化するかを体感する



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）中学校（50分×2）        ※時間配分は目安です。

・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する 5分

5分

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

目    　標
九谷焼について発展の歴史、種類、製造方法を学ぶ。
実際に九谷焼の絵付けを体験し、ものを作る楽しさを体感する。

出前ものづくり講座〔九谷焼絵付け〕 

講義内容
九谷焼についての講話を聞き、九谷焼作家であるものづくりマイスターの指導で九谷五彩を
使って湯呑みに絵付けを体験する

対　象　者
中学生、小学生４～６年、教師、保護者等

10分

・ものづくりマイスターが作業手順を実演を
交えて説明する.受講者は各自のデザイン
を湯呑みに描き、釉薬を使って絵付けを体
験する

・ものづくりマイスターから九谷焼の歴史等
について、また伝統ある”九谷五彩”を使っ
て絵付けをする方法などの講話を聞き、作
業の手順についての説明を受ける。

使用教材
素焼きの湯呑み・釉薬・絵筆等（マイスターが持参する）、絵付けのもとになるデザイン画（事
前に受講者が作成する）、鉛筆・筆洗い・筆拭き等（受講者が用意する）

指導内容 学習活動 指導上の留意点 所要

・みんなで協力して後片付けを行う。

質問・感想

後片付け

・講師である「ものづ
くりマイスター」の紹
介と講義内容の説明
と実演

・九谷焼絵付け体験

・デザイン画,筆洗い用バケツの準備等、
事前の準備を充分行って、受講者がもの
づくりを楽しむ環境を整えていただきたい

　・体験中でも質問があればいつでもマイ
スターに質問するようご指導ください。



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）中学校（50分×2）        ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

後片付け ・みんなで協力して後片付けを行う。 5分

質問時間 ・ものづくりマイスターへの質問 5分

20分

60分

講師である「ものづく
りマイスター」の紹介
と講義内容の説明

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰｹｰｽ作
りの体験

　・ものづくりマイスターの指導を受けながら
布製ティッシュカバーケースをつくる。

・各グループの担当マイスターの紹介をはじ
め、和裁技能士はどのような仕事をしている
のか？材料である布はどのようにしてつくら
れるのか？等の説明を聞く。

・4～5名の班ごとに1名の指導者が担
当し、生徒一人ひとりが注意すべき点
を指導し、受講者全員が布製ティッ
シュカバーケースを完成できるように
指導する。

使用教材
布地等の材料（マイスターが持参する）、裁縫道具一式（受講者が用意する）
アイロン、アイロン台（学校側が用意する）

指導内容 学習活動 指導上の留意点
所要
時間

目    　標
和裁士の仕事内容、裁縫（針仕事）の方法・注意点等を学ぶ。
ものづくりマイスターの指導のもと、各自が布製ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰｹｰｽを作りあげる。

出前ものづくり講座 〔布製ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰｹｰｽ作り〕

講義内容
ものづくりマイスターから和裁についての講話を聞き、一人ひとりが布製ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ
ｹｰｽ作りを体験する。

対　象　者 中学生、小学生5～6年、教師、保護者等



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）中学校（50分×2）        ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

目    　標
表具の歴史、種類、製造方法などを学ぶ。
実際に「表具の裏打ち」を体験し、掛軸に仕上げる。

出前ものづくり講座 〔表具裏打ち体験〕

講義内容
ものづくりマイスターから表具に関する講話を聞き、ものづくりマイスターによる実演を参考にして、各自
が作成した書写作品の”裏打ち”を体験する。

対　象　者
中学生、小学生5～6年、教師、保護者等

使用教材

表具の材料・のり・ハケ等（マイスターが用意する）
受講者の書写作品（受講者が用意するが、絶対に墨汁は使わず、墨を磨って作成し、落款もスタンプ類
は使わず印肉を使用すること）

指導内容 学習活動 指導上の留意点 所要

後片付け 5分

講師である「ものづくり
マイスター」の紹介と講
義内容の説明

・ものづくりマイスターが表具の裏打ちに関する
一連の作業を工程ごとに説明を加えながら実演
する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・生徒各
自が、自作の書写作品に裏打ちをして、簡易掛
け軸を作る。

・受講者を4名～5名のグループに分け、グ
ループごとに1名のものづくりマイスターが指
導につき、受講者各自が自作の書写作品の
裏打ちを体験するための助言を行う。

・日本の伝統的な生活様式が変わりつつある
現代においても、表具師の仕事がいかに重
要であるかを受講者に伝わるように指導する

・講師の「ものづくりマイスター」から、表具とは何
か？、表具師の仕事にどのようなものがある
か？、これまでどのような仕事をしてきたのか、等
の講話を聞き、表具師の仕事についての理解を
深める。

・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する

・みんなで協力して後片付けを行う。

20分

60分

質問・感想 5分

表具の裏打ちの体



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）　　 ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

目    　標
各自、木製の小箱に自由な発想の下にガラスモザイク（1ｃｍ角）を張り付けて、タイル張りの
小物入れを完成させる。

出前ものづくり講座 〔タイル張り小物入れ作り〕 

講義内容 タイル張り・レンガ積み等仕事について理解を深め、タイル張り小物入れ作りを体験する

対　象　者 小学生4～6年、教師、保護者等

使用教材 木製の木箱、ガラスモザイク（1ｃｍ角）、木工用ボンド等（マイスターが用意する）

指導内容 学習活動 指導上の留意点
所要
時間

・みんなで協力して後片付けを行う。後片付け 5分

講師の「ものづくりマイ
スター」の紹介と講義
内容の説明

30分

　タイル張り小物入れ
の作成

ものづくりマイスターから、レンガ積みからタイル
張りに至る歴史等の話を聞く
タイル張り・レンガ積み等の仕事に使われる道具
の説明を聞き、マイスターが道具を使用している
実演を見た後、生徒も参加してタイル張りを経験
し、タイル職人の仕事について理解を深める。

・ものづくり体験後の疑問等をマイスターに質問したり、感想を発表する

・各自、彩色された木製の小箱に、自由な発
想の下でガラスモザイク（1ｃｍ角）を張り付け
て、タイル張りの小物入れ(14×10×6ｃｍ）を
完成させる。

・既存の常識にとらわれず、各自オリジナ
ルに富むタイル張り小物入れを作るよう
に指導する。

５０分

5分質問・感想



◆ 講座概要

◆ 本時の展開　小学校（45分×2）中学校（50分×2）       ※時間配分は目安です。

【お問い合わせ】 石川県職業能力開発協会 技能振興コーナー

〒920-0862 金沢市芳斉１丁目１５番１５号

℡　　　076-254-6487 Fax　　076-262-3913

5分
後片付け ・みんなで協力して後片付けを行う。 5分
質問時間 ・ものづくりマイスターへの質問

使用教材 石の印材、アーティック（篆刻作業台）、鉄筆、印泥、朱肉、等（マイスターが用意する）・2Ｂ以
上の鉛筆（生徒が用意する）・テーブルライト用電源接続延長ケーブル（５台分学校側が用意
する）

事前作業 講座開始までに受講者が彫りたい文字を選び、篆書体に変換する（マイスターが変換する）

指導内容 学習活動 指導の風景・留意点 所要

1５分

５０分

15分
・印材や工具の説明を受けて使用目的や使
用方法を学ぶ。

・印材と工具の説明

・ものづくりマイスターの
はんこ彫り制作実演

・ものづくりマイスターによる篆刻作品の製
造実演を見て、具体的な道具の使い方と彫
り方を学ぶ。

講師である「ものづくり
マイスター」の紹介と講
義内容の説明

・講師の氏名、経歴等を紹介する
・はんこの歴史や文字の起源に関する講話
を聴き、篆刻作業についての注意事項の説
明を受ける

・５つの班に分かれ、各班に１名のマイス
ターが指導につき、各自が自分のはんこ彫
りに挑戦する。

目    　標 ものづくりマイスターの技術に触れ、確かさやすばらしさを知る。
篆書体とは？、鉄筆の持ち方、彫り方、はんこの捺し方等”はんこ”に関する知識を身につけ
る

出前ものづくり講座 〔はんこ彫り体験コース 〕

講義内容 印章彫刻ものづくりマイスターによるはんこの歴史や文字の起源に関する講話と、石の印材に
氏名の中から１文字を選び、篆書体での”はんこ彫り”を体験する。

対　象　者 小学生５年～６年、中学生、教師、保護者


