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講師養成講座

カリキュラムBOOK

レベル１

一般社団法人日本ミクロモザイク協会

ミクロモザイク



楽しく作る

楽しく学ぶ

「ふうっ」と思えば、ちょっと休憩。

「うーん」だったら、やり直し。

ちょっとの合い間に、コツコツと。

それをできることが、ミクロモザイクの長所です。

P1202003

本部記載

レベル２合格証

     
フリガナ
受講者名

住所　〒
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受講No.



P3P２

講座で使用するもの
（講師側で用意する場合もあります）

□カリキュラムＢＯＸ（材料一式、カリキュラムＢＯＯＫ）

□基本の工具（ピンセット、クイキリ、ヤスリ、スパチュラ）

□作品持ち帰り用の小箱

□カットパーツや棒状のパーツを入れる袋や小箱

□カットしたガラスパーツの受け皿

□筆記用具

□下に敷く紙

□ノギス（0.1㎜単位の計測が可能なもの、必要な方のみ）

確認事項
・　この講座では、修了までに講師のレベルになる設定をしています。
　　ただよい作品を作るためではなく、自分の頭の中で、きちんと理由
　　を整頓し、人に教えられるレベルです。
　　このため、このカリキュラムBOOKも書き込み式にしてあります。
　　出来る範囲で構いませんので、ポイント書き込んでください。

・　レベル１、２で制作した課題は、レベル３Nスクーリングにて使用し
　　ます。必ず仕上げて、お持ちください。

・　手作りのガラスパーツの特性を学ぶため、ガラスパーツの色や形は
　　異なる場合が多くあり、見本と全く同じように作ることはできません。

・　このカリキュラムＢＯＯＫは、レベルごとの修了課題と一緒にご提出
　　下さい。（記入項目が評価に影響することはありません。）
　　他人の個人情報など、メモ書きをしないようにご注意ください

・　ここで制作した課題は、日本ミクロモザイク協会（年間登録制）の会員
　　講師は、課題として使用可能です。
　　会員以外の使用、同デザインでの作品販売は不可です。

・　カリキュラムBOOK掲載、制作の手法、道具、材料など、全ての講座
　　内容はインターネット・SNSなどでの情報発信・公開を禁止します。
　　ご自身の作品は掲載可能です。

・　カリキュラムBOOKのコピー及び複製を禁じます。



P5P4

目
的

課
題

受講日　　　　年　　　月　　　日
開始日から１年以内に課題Fを提出

・強アルカリ性のため、肌が弱い方は注意すること
・ミクロモザイク専用の特殊な粘土なので、焦らず作業できる
・手入れをすれば使用期限に限らず長持ちする

・もんでいると体温で柔らかくなる
・分離して塊ができてしまうため、なるべく２～３週間に一度もむ

・使いやすい固さを確認する（押さえて変形する程度）
・ラップにくるみ、チャックポリなどに入れて乾燥しないように保管
・ラップは劣化が早いので、その都度取り換える方がよい

・気温と共に粘土が冷たくなると固くなりやすい。よく手でもんで
　いると体温で柔らかくなる。
・手が冷たい人や、硬くてもめない場合はレンジで「５秒」程度熱し、
　ムラなく揉む。
　粘土の様子を見て、２～３回繰り返してみる。
　部分的に非常に暑くなるため、火傷に注意する。
・長く使っていて固くなった場合は、「サンシックンドリンシードオイル」
　を指先に少しずつつけて加えていく。
・粒ができてしまうと、すり鉢で練ったり再生に非常に手間がかかるため
　手入れを忘れない

※講師の先生方へ
　　講座の時間によって伝えきれない場合は、ポイントを絞って
　　お伝え頂いてもかまいません。
　　その場合、各生徒が出来ていない箇所を見つけてた時に
　　指導してください。
　　時間が余った時に再度、見直すのもおススメです。

　　受講者は、項目の全てを記入する必要はありません。
　　重要な項目の単語を拾ったメモ程度でも構いません。

↓ご確認ください

１．取り扱いで注意する点

４．固くなった粘土の処理

３．使いやすい固さ・保存方法を確認

２．粘土の手入れ方法

ミクロモザイク専用粘土

粘土の手入れ0

ミクロモザイク専用粘土、
手袋（ラップでも可）、
サンシックンド・リンシードオイル
　（少量の場合はオリーブオイルでも可）　　　

＜使うもの＞

使用する材料について

【粘土】ミクロモザイク専用粘土

ヴァチカン発祥、秘伝とされてきたミクロモザイクの専用粘土です。

２週間～半年ほどかけてじっくり自然乾燥するため、長時間かかる制作や

やり直しもできます。イタリアでは制作者が個々で調合し、手間暇をかけて

作られています。

【ベース皿】

金属・木製・陶器などいろいろなものが使えますが、相性があるため、

使えるものを選べるように、講座の中でも学びます。

【ガラスパーツ】

講座で使用しているガラスは、複雑なパーツを作るのにも適した国産の

バーナーワーク用のガラスを主に使っています。

バーナーを覚えればご自身のオリジナルパーツをつくることも可能ですが、

技術とガラスの知識が必要になります。

フュージングやステンドグラスなどのガラスで作ることも可能です。



ベース皿

専用粘土

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　　　　ｇ

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日木枠　花

花のカットと配置A （本誌　P23）

黄赤
赤黄
白赤

　　　

１． 材料の確認

花のパーツの太さ　：　太　　　　　　　　ｍｍ　～　細　　　　　　　　ｍｍ

【ベース皿】　内の幅　　　　　　ｍｍ、　　　深さ（ｔ）　　　　　ｍｍ

５． クイキリの使い方

６． 切ったガラスパーツの高さはどのくらいが良いか確認する

７． 各色 5個ずつ切る。 太さごとの特徴、 切ったガラスの注意点

８． パーツを配置するときの注意点

９． 大体置けたらチェック

10． 隙間の埋め方、 ヤスリの使い方

11. 仕上げ、 体験者や生徒に人に伝えるべきこと

P７P６

SW403　　　　

花

5

４． 粘土を入れるとき注意点

3． このベースの深さ、 特徴

2． ノギスの使い方 「幅」 「高さ」 の測り方

持ち方、刃の真ん中、直角、高さの確認

粘土の上に、おいてみてよい高さのパーツを確認する、

良い高さをノギスで測ってみる

かなり深め、パーツが長く、カットしやすく埋めやすい。
小さいので 30 分から 1時間のワークショップ向き

尖ったものがあったらどうするか（片方なら下に向ける、やする）

押し込まない。最後に高さを調節する

極端に飛び出したもの、低く埋もれているものはないか
グラグラしたパーツはないか

スパチュラを使い、隅々までいれる。

ベース皿木枠
粘土の量　0.5ｇ（上に記入）
ガラスの種類は今回は花のみ。カットしやすく詰めやすい
色は外内の順

綺麗な面はどちらか、尖って危なくないか

棒のまま入れてみて、入るか太さのチェックする

・表面を均す、飛び出たパーツ、尖ったパーツでひっかけないか
・袋から出して、風通しの良い日陰で１～２週間乾燥させる

・今は粘土が柔らかい状態なので、触らない・押し込まない

ヤスリの角を使って軽く線を入れ、ピンセットの太い部分でカット



ベース皿

専用粘土

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　　　　ｇ

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日体験キット 「花」

配置の流れＢ （本　P32）

　　　

１． 材料の確認

２． パーツを種類 ・ 色ごとに分け、 形と色 ・ 大きさを確認

3． このベースの深さ、 特徴

４． 粘土を入れるとき注意する点

５． 置き方の特徴、 順序

7． 制作で苦手なところ、 上手くいったところ

P９P８

花　　　　　大　　　　　ｍｍ、 小　　　　　ｍｍ

花びら 　大　　　　　ｍｍ、 小　　　　　ｍｍ

葉っぱ　　　　　　ｍｍ　、 正方形　　　　　　ｍｍ　、 花芯　　　　　ｍｍ

６． 仕上げ ・ 確認

ＳＯ203　　φ26　　深さｔ　　　ｍｍ

カット済みキット商品

６ ・全て　　粘土に押し込まない。隣同士を詰めて置く
　　　　　途中ピンセットやスパチュラで横に詰める
・正方形 -最後が上手く入らなければ３～５個取り出し回転してみる
　　　　花びら -大きいものから置く。半円や八重もできる
　　　　隣同士の花びらの隙間があるとガタつき、形崩れの原因に
・花芯 -花びら中心の穴に合うよう複数置いたり、花を使っても
・葉っぱ -花から出ていくように意識。
　　　　　画像右上のように斜め交互に重ねても
・花 -　大きなものから全体の色のバランスを意識して。
　　　一番細いものは隙間を埋めるために取っておく

今後の目安になります

ベース皿深さを確認し、ベース皿の　　　ｔの横に記入
粘土の量約　2ｇ（上に記入）
今回はカット・色合わせ済みの、初めての方用に販売しているもの。
カットはせず、パーツの置き方や花びらのデザインなどを学びます。
作ったことがある方は、正方形の使い方を変えるなど、オリジナル
アレンジに挑戦してみてください。

・パーツが既にカットしてあるので、パーツに合わせて粘土の高さ
　を調節する。
・スパチュラを使い、隅々まできちんといれる。
・端が高くならない（粘土が端から出てくる原因に）

グラグラしているパーツはないか　→横に詰めてパーツを追加する
埋もれているパーツはないか　→抜き取りにくかったら隣から取る
　　　　　　　　　　　　状態に応じて粘土を追加して入れなおす
表面が凸凹していたら平らな場所に裏向けに押し付けて

深めでパーツの高さがとれるので、埋めやすい。
メキシコ製（USAブランド）のハンドメイド輸入品。
真鍮本銀メッキ製品のため、作品販売には傷・摩耗に注意が必要

今後、ガラス購入時の目安のため
ガラスパーツ　６ｇでどのくらい余りが出たか確認してください



ベース皿

専用粘土

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　　　　ｇ

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日アルファベット

配置のレベルアップC （本　P116）

　　　

１． ベース皿の確認

２． ガラスパーツの大きさの確認

３． ガラスパーツについて

４． 置き方の特徴、 順序

６． 制作で苦手なところ、 上手くいったところ

P11P10

アルファベット　　　　　　　　　　　ｍｍ

花　　　　　　　　　　 　大　　　　　ｍｍ、 小　　　　　ｍｍ

葉っぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ　

５． 仕上げ ・ 確認

SW407　　　　深さｔ　　　㎜

1

黄オレンジ
白黄
オレンジ黄

アルファベットパーツ
花

葉っぱ
５

粘土　-　1/3 くらい
ガラスパーツ　-　手作りなので、大きさは均一ではない。
　　そこを活かして作るのが魅力のポイント
　　隣通しをしっかり詰めていかないと最後に形が崩れる原因に
・アルファベット　-　高さがまちまちなので、パーツの部分のみ
　　　　　　　　　　粘土を継ぎ足す
・花　-　大きいものから配置する。一番小さいのは隙間埋め用
・葉っぱ　-　角度と組合せで花が置けない細い隙間を活かす

今後の目安に

ベースは木製。
ブローチ金具をつけたり、マグネットにしたり、額縁につけるなど
色んな用途に使える

レーザー加工による茶色。水濡れで色移り注意
木とガラスの相性は良いが、白木だと厚みによっては粘土の
油分にじむので時間をかけてしっかり試してから使う事。

オーバルは丸より上下左右が決まりやすいので、左右対称を作りや
すいが、ずれると心地悪いデザインになる。
対象にするか非対称にするか、先に決めるのがベスト。

・アルファベットパーツは、ヴェネチア製のガラスフュージング用。
　溶かして使うものなので、カット面が雑なので尖っていたら
　けがをしないようヤスリでやする
・ガラスは溶かして加工する場合、種類の異なるガラス同士を混ぜ
　ると膨張係数が違うので、冷めるときに割れる。
・ミクロモザイクでは溶かさないので、色んなガラスを使える。

グラグラしているパーツはないか　→横に詰めてパーツを追加する
埋もれているパーツはないか　→抜き取りにくかったら隣から取る
　　　　　　　　　　　　状態に応じて粘土を追加して入れなおす
表面が凸凹していたら平らな場所に裏向けに押し付けて



ベース皿

専用粘土

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　　　　ｇ

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日アルファベット

配置のレベルアップC （本　P116）

　　　

１． ベース皿の確認

２． ガラスパーツの大きさの確認

３． ガラスパーツについて

４． 置き方の特徴、 順序

６． 制作で苦手なところ、 上手くいったところ

P11P10

アルファベット　　　　　　　　　　　ｍｍ

花　　　　　　　　　　 　大　　　　　ｍｍ、 小　　　　　ｍｍ

葉っぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ　

５． 仕上げ ・ 確認

SW407　　　　深さｔ　　　㎜

1

黄オレンジ
白黄
オレンジ黄

アルファベットパーツ
花

葉っぱ
５

粘土　-　1/3 くらい
ガラスパーツ　-　手作りなので、大きさは均一ではない。
　　そこを活かして作るのが魅力のポイント
　　隣通しをしっかり詰めていかないと最後に形が崩れる原因に
・アルファベット　-　高さがまちまちなので、パーツの部分のみ
　　　　　　　　　　粘土を継ぎ足す
・花　-　大きいものから配置する。一番小さいのは隙間埋め用
・葉っぱ　-　角度と組合せで花が置けない細い隙間を活かす

今後の目安に

ベースは木製。
ブローチ金具をつけたり、マグネットにしたり、額縁につけるなど
色んな用途に使える

レーザー加工による茶色。水濡れで色移り注意
木とガラスの相性は良いが、白木だと厚みによっては粘土の
油分にじむので時間をかけてしっかり試してから使う事。

オーバルは丸より上下左右が決まりやすいので、左右対称を作りや
すいが、ずれると心地悪いデザインになる。
対象にするか非対称にするか、先に決めるのがベスト。

・アルファベットパーツは、ヴェネチア製のガラスフュージング用。
　溶かして使うものなので、カット面が雑なので尖っていたら
　けがをしないようヤスリでやする
・ガラスは溶かして加工する場合、種類の異なるガラス同士を混ぜ
　ると膨張係数が違うので、冷めるときに割れる。
・ミクロモザイクでは溶かさないので、色んなガラスを使える。

グラグラしているパーツはないか　→横に詰めてパーツを追加する
埋もれているパーツはないか　→抜き取りにくかったら隣から取る
　　　　　　　　　　　　状態に応じて粘土を追加して入れなおす
表面が凸凹していたら平らな場所に裏向けに押し付けて



ベース皿

専用粘土

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　　　　ｇ

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日スクエア

四角いパーツ

D （本誌　P119）

太

　　　　　　　　ｍｍ
細　　　

　　　　　　　　ｍｍ

１． ベース皿の確認

２． ガラスパーツの大きさの確認

３． 正方形のパーツについて

4． 置き方の特徴、 順序

7． 制作で苦手なところ、 上手くいったところ

P1３P1２

６． 仕上げ ・確認

SO209　　□26

アイボリー
グレー
混青２～３種

正方形

2
深さｔ　4㎜

5． 四角いパーツのカット
10

粘土　-　1/3 くらい、端が高くならないように
ガラスパーツの高さ、丁度合うものを確認し、見本にする
始める場所はデザインにもよるが、縦の場合最後は反対側も
少し埋めてから内側で終わる方がきれい。
端に細いものを詰めると、ひっかかやすく、取れることも
縁に沿って並べ、スパチュラで押しながら「隙間なく」「真っすぐ
立てながら」埋めていく。

本銀メッキ輸入品、深いので初心者向け。
深い分使いやすいが重みがでる。

バチカン部分も大きいので、ネックレスには太目の紐がおススメ。

正方形なので、ラインをきれいに作りやすい

ガラスは全てハンドメイドなので、正確な正方形ではない。
大きさや角度もそれぞれ違うので、直線を作るときはなるべく
似た大きさ・形の物を使う。
ずれがあるため、全体を市松模様にするのはかなりハード。
また、形を描くにはドットが粗い
規格的にならないことを活かしてどうデザインするかがポイント。
縦・もしくは横のラインが一番作りやすい

グラグラしているパーツはないか　→横に詰めてパーツを追加する
埋もれているパーツはないか　→抜き取りにくかったら隣から取る
　　　　　　　　　　　　状態に応じて粘土を追加して入れなおす
表面が凸凹していたら平らな場所に裏向けに押し付けて

直線の辺は、刃先のあたる部分が広くなり切り口がきれいになら
ないことがある。太さや握力の加減でも変わる。
→クイキリの頂点の位置を再確認する、四角の角を刃先の頂点に
　して切ってみる、ヤスリを使ってみる、など上手く切れる方法
　を見つける。
　それでも上手くいかない場合は、今後主に細めのパーツを選ぶ

均一にはならない手作りのパーツ、大きさの組合せ・微妙な色合い
の変化などで、シンプルなデザインでも独特のモザイクの魅力が
活かせます

一番太いものと、細いものを計って↑に記入、太さの目安に



ベース皿

専用粘土

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　　　　ｇ

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日市販のベース皿

浅いベース皿 ・丸パーツE

　　　

１． ベース皿の確認

２． 丸パーツの特徴

３． ピンクの特徴

６． 制作で苦手なところ、 上手くいったところ

P1５P1４

５． 仕上げ ・確認

白
混色ピンク
　　　　　1～２種

丸

1

深さｔ1～２㎜

４． カットと配置時の注意

※都度変わります

太
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※材料の内容は
　　都度異なります

講座で主に使用しているガラスは、バーナーワーク用の国産の
佐竹ガラス。
赤・ピンクは金で発色していて、色のバリエーションが少ない。
細く引くと透明に近くなり、配置すると周りの色の影響を受けて
くすんだ色になるので、周囲の色との組み合わせに注意する。
白が不透明なので、白と混色している
ガラスは基本的に鉱物で色を出すため、一例として「ソーダの赤
＋白＝グレー」など、化学反応で通常とは異なる色に変色する
組合せもある

レジン用など、一般的に市販されているもの。
（形は仕入れ状況によってかわります）
安価で入手しやすいが、深さ１～２㎜が主体。
　・太い棒のカットを薄くカットする必要
　・高さのない小さいパーツの扱い
　・粘土の調整など
　初心者には難しいのでワークショップには不向き
作品作りの練習には、とても良い。

深さがない分パーツが取れやすいので、販売するときには十分な
確認が必要。

グラグラしているパーツはないか　→横に詰めてパーツを追加する
高いパーツ、引っ掛かるパーツはないか。
カットが真っすぐいかず、尖っているものは必ず交換する。
浅いので、粘土の厚みで最後にそろえることが難しいので、うまく
いかなかったところは抜いて再度カットしてやり直す。

自分の得手不得手をしっかり把握しておきましょう。
これまでの課題で残ったパーツや粘土を使用し、市販のものを
買って作ってみましょう。
粘土やパーツが足りなければ、講師を通して購入してください。

粘土　-　1/2 くらい、端が高くならないように
ガラスパーツの高さ、丁度合うものを確認し、見本にする
縁より出っ張ると引っ掛かって取れることがあり、低すぎると
粘土がはみ出る。
丁度良い高さを見極め、同じ高さできる
デザインはどんな形でもよい。幾何学的でもランダムでも
作りやすい形を考えてみる。

正方形と同じく大きさや並べ方でモザイクの良さを生み出せる
一方、丸と丸の間に空間ができるので、粘土が見えやすく、小さい
パーツで埋める必要がある



ベース皿

専用粘土

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　　　　ｇ

目
的

課
題

受講日　　　　年　　　月　　　日
レベル１開始日から１年以内に提出幾何学　（レベル１評価課題）

透明ガラスと幾何学模様F

　　　

１． ベース皿の特徴

５． デザインメモ

P1７P1６

透明３種

特殊２種

正方形

2
SO212　　　□26　　　　　ｔ　　　　　ｍｍ　　　　　

８

難易度　低 高

２． 透明パーツの注意点①　濁り

４． 横置きをした場合の角の使い方

３． 透明パーツの注意点②　色

太

　　　　　　　　ｍｍ
細　　　

　　　　　　　　ｍｍ

次ページも確認→

・深さ 3.6 ㎜　Aの皿と比べて若干浅くなるが市販のミール皿
　（約 0.5 ～ 2 ㎜が多い）よりは作業しやすい
・パーツを横に置くときにも程よい深さ
・四角の形状は角・中心を活かして幾何学にしやすい。
・本銀メッキ

棒で見ている色と全く違うイメージになることがある
　・色を確認するときは、束ねて断面を確認
　・思った色にならないこともあるが、同じ色を集める、白い
　　パーツを周辺に合わせるなど、きれいな色に仕上がること
　　もあるので、色々やってみると面白い。　

必要であれば、幾何学の模様を描いてみる。
手元にあるパーツの種類、大きさに注意

色の濁りが出やすい
　・カット時クイキリの刃の当たる場所が白くなりやすい
　・波が出来て濁りの原因となる　→　ヤスリでカットしてみる
　・ベース皿が薄いほど、粘土の色に影響されやすい
　・制作中にパーツを押す癖のある人は、手の油で仕上がり時に
　　濁りやすい
　・尖った部分をヤスリでやすると濁る



P1８

課題評価中も次の課題受講可能です。

レベル２もお楽しみに！

この課題は提出課題です。

　　上手くいかなかったところは講師に確認し、
　　納得のいくまでしっかり仕上げてからご提出ください。

　　講師の手による修正は不可です。
　必ずご自身の手で修正してください。

チェックシート

　　　□ 横から見て、触って、尖ったパーツはありませんか？

　　　□ 指で触って、ゆらゆらしているパーツはありませんか？

　　　□ 粘土が目立って見えている個所はありませんか？

　　　□ デザインは納得のいくものになりましたか？

P1９

６． 制作で苦手なところ、 上手くいったところ



P20

１回目

課題提出（講師↔本部）　　　     　郵送　　　/　　　持ち込み　　　　日付　　　　　　　　　/　　　　　　　　　/

講師からの評価（あなたの作品の特徴、今後伸ばしていくべきところ）

本部からの評価

判定日

点
合　・　否

サイン

判定日

点
合　・　否

サイン

判定日

点
合　・　否

サイン

２回目

課題提出（講師↔本部）　　　     　郵送　　　/　　　持ち込み　　　　日付　　　　　　　　　/　　　　　　　　　/

３回目

課題提出（講師↔本部）　　　     　郵送　　　/　　　持ち込み　　　　日付　　　　　　　　　/　　　　　　　　　/


