
Micro Mosaic
講師養成講座

カリキュラムBOOK

レベル２

一般社団法人日本ミクロモザイク協会

ミクロモザイク



P1202003

本部記載

レベル２合格証

     
フリガナ
受講者名

住所　〒

TEL

     
教室名
   
講師

住所　〒

TEL 

受講生記載

講師記載

受講No.

同じものをつくるか

オリジナルをつくるか

どっちが楽しい？

自分の向き不向きは

オリジナル作品づくりのヒントに



P3P２

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。

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）

□ハサミ

□下絵用の白い紙



ベース皿

専用粘土

目
的

課
題

太さmm形 色ガ
ラ
ス
パ
ー
ツ　　　　　　　
ｇ

標準使用量　　　　　　　　２　　　ｇ

花

基本パーツを使ったアレンジG

　　　

１． ガラスパーツの確認

２． 配置のアレンジ

９． 大体置けたらチェック

11. 仕上げ　（未来の体験者や生徒に人に伝えるべきこと）

P５P４

SO203　Φ26　ｔ4
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種類

花びら　３色

    　　　  ２色

　　　　

　花  　　大

　　　　  中

　　　　  中

　　　　  小

花芯

葉っぱ  

正方形

色（外側から） 太さ（mm）

一つ一つのガラスパーツを確認し、 今後オリジナル作品の材料を
集める時の参考にしましょう

下に記入

粘土とガラスのバランスによって使用する量は大きく異なりますが、

SW２03 ではおおよそ、 粘土２ｇ、 ガラスパーツ３～４ｇ使用します。

セット内ではガラスパーツが１２ｇあるので、 使用しないパーツが

あっても大丈夫です。

固定観念にとらわれず、 オリジナルにアレンジをしてみましょう。

正方形を使わない

＜例＞

正方形をアレンジ 幾何学的な模様に

受講日　　　　年　　　月　　　日
開始日から１年以内に課題Mを提出

（レベル１の再確認）
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
カットの切り口と配置を再確認

（レベル１の再確認）
・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２週間以上乾燥させる
・今は粘土が柔らかい状態なので、触らない・押し込まない

↓ご確認ください



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　　　　　　　　　　　　ｇ2

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日

色について ・△の使い方
マーガレットH

　　　

１． ガラスパーツの確認 ・デザインの準備

２． ベース皿の確認

３． 色について

５． マーガレットのポイント ・ 三角の使用

４． 長方形の置き方

P７P６

SO214　39*19　ｔ2

・ 一つ一つのガラスパーツを確認し、 今後オリジナル作品を作るうえで
　材料を集める時の参考にしましょう

・ 花びらパーツの大きさを考慮に入れながら、 紙に花の配置のバランスを
　　描いてみましょう。 　（後の課題の具象的なデザインや大きなベース皿
　　で、 紙にデザインしてから描く手法のための練習です）

ミクロモザイクにおいて、 考慮が必要なのがガラスの透明感

10

花びら

花芯

長方形

丸　大

　　中

　　小

三角

葉っぱ

透明感が出やすい 透明感が出にくい

特徴

モザイク
使用時の
変化

失敗例

色

白が主張しやすい色。
細身の花びらが不安定　→　三角を置いて安定させる
枚数によって花芯を調整、小さい場合は複数いれても
三角は丸の隙間を埋めるのにも有効

ハンドメイドの本銀メッキ。
細身のオーバル、２㎜程の浅めのベース皿。
粘土を入れるとき、端の粘土が高くなるとはみ出す原因に。

カーブがきついので、長方形を使う場合、長編が長いと
カクカクして綺麗に並ばない。

長方形は制作時の手加減で厚みや幅が変わる。少量ずつカット
して配置すると場所によっての大きさの違いが大きくなるため、
多めにカットして混ぜて配置する。
二重・三重でもよいが、きっちり埋めてしまうと堅苦しいデザ
インになりがちなので、途中花びらを差し込み動きをだす

周囲の色の影響を受ける 存在の認識が高い

周囲の色によって、
くすみやすく、思った
色にならないことも

目立ちやすい

主役で使ったつもりが
存在感を感じない

背景で使ったつもりが
主張して変な形に見える

水色・ピンク
（今回の水色はキナリ
　ガラスの水色を使用）

白・黄色・赤
※準備物　白い紙（デザイン用、メモ用紙程度の大きさ）

１、紙にベース皿の縁をなぞる。
２、内径に合うよう一回り小さな縁を描く
３、描いたら切り取ってベース皿に入れてみる



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　　　　　　　　　　　　ｇ2

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日

イタリアのパーツ
バラI

　　　

１． イタリアのガラスパーツの特徴

２． イタリアのガラスパーツ ・湾曲型パーツのカット

４． バラの置き方、 その他の配置

P9P8

SO214　39*19　ｔ2
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バラ*

蒲鉾型*

花びら*

長方形

花*

花

葉っぱ*

※材料の内容は
　　都度異なります

３． ベース皿の確認

Hマーガレットと同じベース皿。
マーガレットでのカットの高さや粘土の深さなどを振り返りな
がら、気を付けてつくる

・尖ったパーツは絶対使わない。
・パーツの上下が斜めに配置されると、最後の詰めで急にバラが
　小さくなり、バランスが悪くなる
・花芯（蒲鉾型）を使うやり方と、バラのみだけでつくる方法を
　確認
・隙間があってもよいが、ゆらゆらしないか必ず指で確認。

日本のガラスより固く、切り方によってはバラバラになる。
ヤスリでカットがおススメ
上手く切れない場合、「高さをしっかり確認してから」
・カーブに沿うように丁寧に、真っすぐ１本、ヤスリをかける
・ピンセットの太い部分で、ピンセットの角と、ヤスリがけした
　ラインがぴったりと合うように押さえる
・ピンセットのエッジに力を込めるイメージで、下に折る

・*はイタリア製のガラス

・壁画などに用いるモザイク用のガラスを溶かして使用。
　モザイクガラスは他の一般的なガラスと異なり、
　極力周囲の色に影響されないよう、不透明を追求している

・主張が強く、メリハリが利くので、全体的なバランスをよく
　確認しながら作る。 例えば主役を佐竹の淡い水色で、背景を
　イタリアのガラスで使うと、主役が全く目立たないなど。



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　　　　　　　　　　　　ｇ１

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日

ローマンモザイクの手法
リング 「樹」J

　　　

１． ローマンモザイクの手法

３． デザインが決まったら、 見本にコピーをとるか
　　　こちらに再度描いておく

５． 台を用意する

P11P10　

SO205　28*14　ｔ４
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正方形

三角

長方形

葉っぱ

花芯

２． 下絵を準備する

アイボリー

アイボリー

混茶

混黄

緑

黄緑

４． ベース皿の確認

６． 配置について

・今後の大きなベース皿を作る際の練習として、
　下絵をパーツごとにカットしながら積み上げるように描いてみる。
・始めの部分が大きくなることが多いので、バランスをみておかし
　ければ抜いて再度やりなおす。
・高さを時々確認する
・茎や枝のラインにすき間が出来ないように注意。

＜準備物＞

・下書き用紙
・はさみ
・発泡スチロールの台

・曲線は長い長方形だとカクカクして不向き。手元のパーツの
　大きさ形をよく確認しながらデザインする
・バランスよく描く練習のため、紙に描いてみる。
　１、紙にベース皿のラインをとり、　一回り小さな縁を描く
　２、出来たら切り取り、ベース皿においてバランスを確認

初心者用と同じく　深さ４㎜。
パーツが細かくなると、粘土が間から出やすくなるので
粘土は 1/3 以内
ガラスが縁より高くなると引っ掛けやすく、重くなるので
高さに注意

発泡スチロールの台に穴をあけ、リングを固定し、
ピンセットの作業性が良い様にまわしながら作る

ヴァチカンで発祥の手法。
正方形・長方形・三角・丸といったパーツを主に使う
〇　花にこだわらず、風景・人物など色んな模様を自由に描ける
〇　パーツの制作が花などより簡単
・　点描なのでドットが粗いとインベーダーゲームのようになる
・　線や形をきちんと描かないと、何を描いたかわからなくなる



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　　　　　　　　　　　　ｇ1

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日

顔を描く （研磨仕上げ用制作）

真鍮ネコK

　　　

３． 研磨の長所 ・ 短所

P13

円盤φ５0mm

８

１． 制作についての確認事項

P12

４、 配置について   
　　　　　　

（本誌P136　※掲載は
　　研磨しないバージョン）

＋
ネ
コ
セ
ッ
ト

※海津屋販売作品を
講座用にデザイン提供
しているため、
同ベース皿を使用する
作品販売は不可です

長方形

三角

ネコ
セット

白

黒

ピンク

グレー

白

黒

目

鼻（ピンク）

ひげ袋（白黒）

あご（白黒）

２． ベース皿の確認

こちらの課題は、レベル３　Nスクーリングで、磨き仕上げを行います。
参加２週間前までには必ず仕上げ、しっかり乾燥させて当日お持ち
下さい。（スクーリング申し込みについてはP1９）

真鍮製、メッキなし。
研磨仕上げをする作品は、メッキは不可
（傷ついても、後から再度メッキできない）

・これまでのカット面を表に出す手法は、教会壁画から由来。
　日差しの移り変わりや、装飾品は人の動きに合わせてキラキラ
と乱反射する。この手法は主にビザンチンモザイクに多い。

・研磨はローマンモザイクに多い。
　初期の建造物を描く場合など、線をきれいに見せるために
　研磨して仕上げている。

・猫や人の顔など、凹凸してゆがみが気になる場合
・帯留めなど、こすれなどで布を傷めないよう配慮が必要な場合

・より手間がかかるため、安価なアクセサリーには用いない

・ベース皿が浅いが、目地をロウで埋めるため、粘土がでてもOK
・ガラスパーツは縁より研磨分 0.5 ～ 1ｍｍ高く
　（高すぎたり、高低差が大きいと研磨が大変）
・予めカットしてある、目・鼻・ひげ袋は粘土の量で高さを調整
・本誌 P136　に配置の説明があるが、研磨をしないデザイン

・最初に目の位置をきめる（下よりにすると、子供っぽく）
・白黒は多めに入っているので、真っ白、真っ黒も可
・始めた部分が大きくなりがちで、粘土が押されることで目や
　花の位置が変わってくるので確認しながら配置する
・研磨の際に力が加わるとパーツが動く恐れがあるので、隙間は
しっかりと埋める
・黒は特に穴が見えにくいので、角度を変えて確認する



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　　　　　　　　　　　　ｇ1

目
的

課
題 受講日　　　　年　　　月　　　日

ペアの配置 ・ R底のベース皿
ピアスL

　　　

１． ベース皿の特徴

２． ペアで模様を作る

３． 小さなスペースでの色合わせのポイント

P15P14

SO208　17*10　　ｔ3

５

特殊

花びら
花

葉っぱ
三角

→

※材料の内容は
　　都度異なります

配置は
どちらでも OK

同じ向き 対称

→

・本銀メッキ製
・約３㎜と深め
　しかし、底が R状（直角ではない）で上に向かって若干
　広がっている形状。（下図）
・粘土を薄めにしたいが、低すぎると端まで置けないので
　粘土の調整が必要
・作業に邪魔な場合は、ピアス金具をとって作業する

・練習のため、同じ模様を２つ作る。
・ハンドメイドパーツの為、片方ずつ作ると、微妙な大きさの
　違いができるため、同じ大きさになるようにカットパーツを
　２つに分けながら作業をすすめる

・形そのものよりも、主張の強い白っぽい色で目が認識する
・画像のような青い花であれば、外側の縁はほぼ認識されず
　グラデーションのように黒になじんでいく
・左右全く同じでなくてもよいが、目立つ色を同じ位置に
　置くことを意識してつくるとよい

・背景が黒の場合、はみ出た粘土や指跡などの油分で
　くすみが出る
　カット時に高さに注意し、押し込まない。

・黒は多少穴があっても目立たないが、グラグラしないか
　きちんと確認する

＜準備物＞
ヤットコ
（ピアス金具の取り外し）

隙間ができる 縁は粘土を足してパーツを低めに



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　　　　　　   3　　ｇ

目
的

課
題

受講日　　　　年　　　月　　　日
レベル２開始日から１年以内に提出

花パーツで形を描く
貝　（レベル２評価課題）M

　　　

１． ベース皿の特徴

３． 花のパーツで花以外の模様を描く特徴

P16

SO201　51*32　　ｔ2

20

花

花びら

長方形

※材料の内容は
　　都度異なります

２． 下絵を利用する

４． 配置のコツ

次ページも確認→

P17

・真鍮本銀メッキ製、5cmの大きなベース
・大きい分、ガラスの高さでかなり重くなるため、縁の高さに
　揃えられるようカットに注意する

・長方形で細かく描くより、大きなパーツで早くできる。
・丸より隙間ができにくく、動きにくいので、作業性が良い
・花パーツを「花」として描くときは、外側と中心の色の
　メリハリがあるもの、今回は「花」としての主張が少ない
　色の近いパーツを使っている。
・単色パーツもあるが、多くの色を使うことで複雑化し、
　アート的に描ける

下絵を使って描きます（紙をカット、もしくは粘土に描く）
貝の外側のラインや縞々の向きなどに注意して
「貝」とわかる形を描く。
レベル３の最終課題で模様を描くための練習
多少形が変わってもいいが、ちゃんと「貝」見えるように
ベース皿の中にバランスよく入れる

・後で隙間を埋めようとすると形が崩れやすいので、一つずつ
　隣としっかりくっつくように配置する

・花と花びらは凹凸なりがち。
　きれいなラインになるように丁寧に詰めていく

・白がきれいな曲線を描けるように意識。
　花に影響されてあちこち向かないようにする。
　どこが太くてどこが細い方が良いか考えて作業し、
　最後に離れて白のラインが
　ちゃんと貝の形をしているか

・それぞれの色合いが行かされる場所・
　形に使われているか

・HP会員専用ページの
　下絵コピー
・カッターかハサミ

印刷物「１ｇ」
間違い
訂正してください



課題評価中、レベル３N、Oの課題受講可能です。

レベル３Nは東京本部でのスクーリングです。

チェックシート

　　□　尖ったパーツはありませんか？

　　□　さわってゆらゆらしているものはありませんか？

　　□　粘土が目立って見えている個所はありませんか？

　　□　外側の白いライン、もしくは背景と貝の境目のラインが

　　　　　きれいに描けていますか？

　　□　貝に使われた色それぞれが、貝の丸みが伝わるように

　　　　　描かれていますか？

　　□　背景がぎこちない模様になっていませんか？

P19

６． 制作で苦手なところ、 上手くいったところ

＜N　スクーリングについて＞

レベル３「お支払い」「キット受領」の上、
最終課題Pに入る前までに、必ず受講してください。

〇日程　事前予約制（１日）　10：00～15：00　（月・水・金・土・日）
　　　　　　昼食１時間（商店街のため、コンビニ・飲食店多数あり）

〇課題Kネコ修了後２週間～希望の受講日の２週間前までご予約可
　　
〇受講場所
　一般社団法人日本ミクロモザイク協会本部
　とんぼ玉とミクロモザイク海津屋内
〒114-0001　東京都北区東十条４－７－１８－２F
詳しい場所は　https://www.kaizuya.tokyo/　　　＜アクセス＞参照

〇持ち物
　・カリキュラムBOOK3
　・レベル１・２の作品すべて
　　　（Kネコは研磨に使用しますので、しっかり乾燥させて）
　・筆記用具
　・エプロン

〇お申込み（直接本部へご連絡ください）
　「スクーリング希望」「お名前」「受講№」「講師名」
　「ご希望日２～３候補」
　TEL　　03-3927-2217
　Mail 　 cadoro@ab.auone-net.jp

　※日にちが決まったら、確認のため講師へお伝えください

受講予定日

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。

P18



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　　　　　　　　　/　　　　　　　　　/


