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牛乳パックでつくる果物タワシ

【学習のねらい】
家庭や学校で毎日のように飲む牛乳を統一テーマ
にし、消費について学びます。
生徒各自が持ち寄り、多くの銘柄の紙パックを観る
機会になり、同じ飲み物・同形の容器でありながら、
成分表など共通項目や各社独自の表現などがあ
ることがわかります。消費者として選択理由が比較
しやすく、購入の判断基準について、話し合いがで
きる題材です。消費の学習に使用した後、持ち寄っ
た紙パックは編み機として利用し、環境にやさしい
エコたわしを製作します。かわいい果物形のエコた
わし作りなので、生徒が意欲的に製作に取り組む
ことができます。洗剤による環境への影響を調べ、
考え、洗剤の選び方・使い方を意識した生活のきっ
かけになる消費＋環境の教材です。調べ学習や話
し合いのテーマは、2種類のワークシートとテキスト
を使い進めることが可能です。
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牛乳を題材に
消費について

調べる
話し合う
考える

牛乳パックを編み機として再利用して
洗剤を減らす
アクリルタワシを製作しよう

A〜Dよりご指定下さい（用途は目安です）

消費＋環境の学習

A.ミカン ※3個作れます
小〜中  食器用

B.リンゴ ※2個作れます
中〜大  食器用

Ｃ.バナナ ※2本作れます
コップ用

D.メロン ※1個作れます
鍋・シンク・浴室用

消費生活¥

賢い消費者として、商品購入に際して必要な情報の収集や、 注意点 ・ 選択方法などを習得し、
消費生活に活かし、 工夫する知識を身につけます。

消費と環境の
ワークシート付（2種）

2〜 時間は たわし製作時間です。

■牛乳パックでつくる果物タワシ
54-0720 本体価格 400円

税込 440円
□セット内容
毛糸1玉、フェルト、シール型紙、テキスト、ワークシート2種

□用意するもの
牛乳の空パック（1ℓ）1本（Dは2本必要です。）

※同形であれば他の飲料パックでも可

10％

■「改訂」省エネ行動スタート BOOK
D7-9927 A4判 80頁 本体価格 1,500円

税込 1,650円10％

アクティブ・ラーニングに最適　授業で使えるワークシート＆指導案付

01.省エネについて考えてみよう！
02.エネルギーはどこからくるの？
03.地球からのSOS
04.家で使うエネルギーをはかってみよう！
05.暑い夏をすずしく過ごそう！
06.寒い冬をあたたかく過ごそう！
07.お湯の上手な使い方
08.照明とテレビについて考えてみよう！
09.家にある家電製品の使い方
10.省エネ機器について調べてみよう！
11.食生活と省エネのかかわり

12.エコクッキングにチャレンジ
13.ごみを減らす工夫
14.水を使うときにできること
15.火の使い方を考えてみよう！
16.これからの省エネルギー
17.昔の暮らしのよいところ

省エネ成績表
ワークシート（新聞・レシピ・ふりかえり）
用語の説明
ゲームで学ぶ省エネ行動

目次　はじめに・本テキストの活用方法各教科との対応

監修　松葉口玲子、岩瀬正幸、三神彩子
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…製作時間 …手縫い …ミシン …短時間 …洗うと消える印刷布価格は注文時の消費税率を適用いたします。

¥

色をご指定下さい

Option

布製品を活用した裂き織りで
コースター、ミニ敷物、
プチポーチetc.
をつくろう

古着やシーツなどの布製品を
リサイクルしてつくる
環境にもやさしい手織りです。
かんたんリサイクル手織機を
使うので、短時間で
裂き織りが体験できます。

裂きやすい布をセットした
裂き織り体験セット

古着などの手持ちの布を使うリサイクル裂き織りセット

ピンク ベージュ 紺 グレー

オプションの細ハギレセットを利用すれば、安価・短時間で製作
できます。布の色、柄が豊富なのでカラフルな作品が作れます。 細ハギレを使った作品例

ものづくりのアレンジにあると便利なハギレセット
リサイクル容器に貼ったり、
カード等に貼ったり、
使い方いろいろ

※写真は一例です。
（布の柄・大きさはランダムです。）

いろいろハギレセット

細ハギレセット

裂き織りの小物づくり

SP-8803 細ハギレセット 箱サイズ 約24×32×17cm
               ................................................................................................... 本体価格 700円 税込 770円

薄手〜中厚地のいろいろな柄･色の約1〜3cmの帯状布。裂き織りコースターなら
30〜40枚製作可能です。※時期によりお時間を頂く場合があります。

SP-8801 いろいろハギレセット（S）箱サイズ 約24×32×17cm
               ............................................................................................ 本体価格 1,000円 税込 1,100円
SP-8800 いろいろハギレセット（M）箱サイズ 約30×49×21cm
            ............................................................................................ 本体価格 2,400円 税込 2,640円

10％

10％

10％

1〜
■裂き織りの小物づくり布付

53-9151 本体価格 750円
税込 825円

□セット内容
裂き織り用布(幅112×30cm)、たて糸用フレーム
2枚、シャトル、レインボー糸、先曲り針、テキスト

※手織機の空箱はセットに含まれません。

10％

1〜
■裂き織りの小物づくりリサイクル

53-9152 本体価格 500円
税込 550円

□セット内容
たて糸用フレーム2枚、シャトル、レインボー糸、先曲り針、テキスト
※布・空箱はセットされていません。

10％
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¥

好みのアレンジ布で柄ポケットや
エプロンのアクセントに…

アレンジ布で
作った巾着

※ゴム ・ ロープは
セットに含まれません。

学習内容

●すそあげ
●ポケットつけ
●ボタンつけ
（2つ穴・4つ穴）

アレンジエプロン

■アレンジエプロン Ｍサイズ
18-8836 本体価格 2,200円

税込 2,420円
■アレンジエプロン L〜2Ｌサイズ

18-8837 本体価格 2,200円
税込 2,420円

□セット内容
半加工エプロン本体(黒)、ポケット用布(黒)、
アレンジ用布、参考図案集(B4サイズ)、
チャコペーパー、2つ穴・4つ穴ボタン、テキスト

10％

10％

4〜

アレンジ用布の柄番号をご指定下さい。柄は縮小しています。布見本をご請求下さい。

⑥ ⑦

⑯ ⑰

⑧

⑳

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

○21 ○24 ○25 ○33 ○34 ○35

2カ所の
ボタンで
サイズ調整

ボタンホール
加工済!!

肩ひもの
ボタン位置で
長さ調節

直線縫い、
ボタンつけの
練習ができる

すそは好みの位置で仕上げましょう

※エプロン丈は
裾裁ち切りの状態です。
M 81cm、 L〜2L 87cm

前
後

サイズ 胴回り
（目安）

M 80cm
L〜2L 90cm

羊毛を使いリメイクしよう
手持ちの洋服やバッグetc.　身の回りのものを
羊毛でかんたん・楽しくアレンジ

■羊毛リメイクセット
18-9926 本体価格 1,200円

税込 1,320円
□セット内容
羊毛6色セット、専用針、専用マット、練習用仕
立済コースター（1枚）、テキスト

10％

1〜

羊毛リメイクセット

☆羊毛6色付
☆練習用仕立済
コースター付

エプロン半加工済だから、
修繕の基礎のすそあげ、
ボタンつけとポケットつけで
仕上げられます

ボタンホール
加工済

色をご指定下さい

紺 ナチュラル ブラック 赤

アレンジバッグ

【学習のねらい】
仕立て済みのバッグを使い、オリジナルアレンジをする体験から、古着などのリメイク技
術を学びます。また市販の製品に少し手を加えるだけで、自分らしさと機能性を工夫する
技術を身につけることができます。
基礎技術をしっかり身につけることで、アレンジのバリエーション・完成度が異なってく
るため、意欲的に基礎練習に取り組めます。

●
●
●
●
●
●

■

■

■
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■

■

W35×H36×D10cm持ち手含まず

■アレンジバッグ
18-8867 本体価格 950円

税込 1,045円
□セット内容
仕立済バッグ、アレンジ方法テキスト

10％

パッチワーク風▶

綿100% キャンバス地の丈夫なバッグにオリジナルアレンジをして、
世界に1つだけのバッグをつくろう!!
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よもぎ（葉）綿100％トート
左：鉄　右：アルミナ媒染剤

紅花　赤液染め　綿100％ハンカチ
酸媒染剤

媒染剤の選び方
天然染料の場合、それぞれ適している媒染剤は異なりますが、
目安として染料の素材に近い色に染める場合はアルミナをご使
用下さい。赤系の場合は酸を使用すると発色が良くなります。
鉄を使用すると茶からグレーがかった渋めの色になります。
アルカリは発色を良くし、酸化促進効果があります。

紅　　花─黄系・赤系
(黄〜オレンジ〜ピンク)

す お う─赤系(ピンク)

えんじゅ─黄系(レモン色)

かりやす─黄系(薄ベージュ)

あ か ね─赤系(茜色)
※媒染剤によって、染めた色素の
発色が変わります。

色の目安

藍は育てやすく
栽培に手がかかりません。
摘みたての葉を使えば
かんたん・短時間に藍染めができます。

3月中旬 地ごしらえをして種をまく
〜4月下旬 本葉が出たら間引く（間引いた藍は別のプランターに移す）

5月 移植・間引き後、追肥
6月 追肥
6月下旬 1番刈り 生葉染め・生葉のたたき染め・こすり染め〜7月
8月 2番刈り 染色に使用したり乾燥葉を作る
9月 開花
10月中旬
〜11月 種取り

染色適期　6月〜9月初旬（気候等により若干前後します。）

藍は水を好むので、十分に与えることが大切です。
プランターで栽培する場合、大きめのサイズにしましょう。

藍の栽培方法

※生葉染めは葉を多く使うので、ふやして挑戦しましょう。

藍の栽培をしてカンタン染色藍の栽培をしてカンタン染色

たたかずに、こすって染める  簡単染色。
葉の形がそのまま藍色に染まります。

51-0741は染色方法・用具付き

タタキ染め作品（綿）

タタキ染め作品（綿）

生葉染め作品（シルク）

■草木染用染料 100g 各 本体価格 2,200円
税込 2,420円

51-0746 紅　　花 51-0747 す お う
51-0748 えんじゅ 51-0751 あ か ね
51-0750 かりやす

※薄手のTシャツ1枚またはハンカチ10枚位が染色目安です。
※染料以外（媒染剤等）は入っていません。

10％

■草木染の媒染剤 100g 各 本体価格 600円
税込 660円

51-0753 アルカリ 51-0754 アルミナ
51-0755 酸

■草木染の媒染剤 50g 本体価格 600円
51-0752 鉄 税込 660円

10％

10％

■藍の栽培＋かんたん染色セット(20名分)
51-0741 本体価格 6,000円

税込 6,600円
□セット内容
種、 トートバッグ （A4サイズ 綿100％） 20枚、
PPシート20枚、ビニール袋10枚、おはじき20
個、テキスト

※販売期間：3月初旬〜6月初旬
※製作時間に栽培期間は含みません。

10％

■藍の栽培(プランター20ℓ×2個用)
51-0740 本体価格 900円

税込 990円
□セット内容
種（丸葉・細葉）、 栽培テキスト、 染色活用方法
テキスト、ワークシート
※販売期間：3月初旬〜6月初旬

10％

0.5〜

リーズナブルな量販品や古着などを染めて
オリジナルな作品に仕上げよう

藍の栽培

草木染め

グループグループ

細葉
つまみ縫いをして絞った作品

丸葉

乾燥葉にしておけば
1年中染色可能
白いTシャツが
おしゃれに変身!!

※こすり染め、タタキ染めは夏季のつみたての葉を使用します。

※プランター（容量20ℓ程度・2個）・土・肥料を別途
ご用意下さい。畑や花壇で栽培の場合
プランターは不要



消費生活と環境▶消費生活

193

消
費
生
活

■ 特注見積りいたします ■ 価格は注文時の消費税率を適用いたします。

¥

①紅茶　②コーヒー　③よもぎ　④巨峰の皮　⑤里芋のくき
⑥玉ねぎの皮（鉄・アルミナの順）

手紡ぎ糸を食物染めした作品

羊毛綿

●1●1

●2

●3

●4

●5

●6

●2

●3

●4

●5

●6

染色の流れ
下　処　理

媒染液づくり

染色液づくり

模様づくり

染　　　色

媒　　　染

乾燥（日陰干し）

アイロン

食物を使った環境に優しい染色

賞味期限の過ぎたお茶や、料理などで使用した野菜の
皮を捨てずに有効利用して、染料にします。
染料も下処理剤も食品を使用するので、お鍋やボー
ルなども料理用をそのまま使え、調理室で安心して
染色を楽しめます。
黄ばんだり、色落ちした綿・麻・羊毛・絹製の服や
バッグ・小物を自然な色に染めて、おしゃれにリメ
イクしてみましょう。
玉ねぎの皮であれば調理実習と平行して染料作り、
染色も可能です。

○プレゼントにも最適な綿のハンカチ
○輪ゴム・たこ糸を使い、かんたん・短時間で模様染めが
できます
○白布を染めるので鮮やかできれいな色に染まります

作品例　上：玉ねぎの皮
中：コーヒー
下：ブルーベリー

食物染め

2〜
■食物染めハンカチセット

51-0715 本体価格 550円
税込 605円

□セット内容
仕立済ハンカチ（1枚）、媒染剤（アルミナ）、
輪ゴム、たこ糸、テキスト
□染色前サイズ 約40×40cm（目安）

10％

○いろいろな                                                                
用途に使えるたて型のミニトート

○輪ゴム・たこ糸を使い、かんたん・短時間で模様染めが
できます
○落ち着いたアースカラーに染まります

2〜
■食物染めトートセット

51-0711 本体価格 450円
税込 495円

□セット内容
仕立済トートバッグ（1枚）、媒染剤（アルミナ）、
輪ゴム、たこ糸、テキスト
□染色前サイズ 約27×21cm（目安）

※持ち手含まず

10％

○下処理不要
○染め・媒染が短時間でOK
○自由な柄が染められる

マジック染色

2〜
■マジック染色セット

51-0714 本体価格 700円
税込 770円

□セット内容
綿ハンカチ（1枚）、媒染剤（アルミナ）、筆1本、敷き紙、
ワークシート、テキスト
□染色前サイズ 約40×40cm（目安）

10％

賞味期限の切れた紅茶、コーヒーや
玉ねぎの皮などを使い
豆乳で自由に描いたオリジナル柄が
簡単に染められる不思議な染色

※無調整豆乳、染料（玉ね
ぎの皮または紅茶等）を
別途ご用意下さい。

生徒作品

※無調整豆乳、染料（玉ねぎの皮等）を別途ご用意下さい。 ※無調整豆乳、染料（玉ねぎの皮等）を別途ご用意下さい。

日下部信幸先生ご考案のマジック染色の1つです。
豆乳で描いた絵柄が乾き、何も見えなくなった白い布を染めると
描いた絵柄がくっきりと浮きあがる不思議な染色です。

愛知教育大学　名誉教授　日下部 信幸 監修

作品例
左：紅茶
右：玉ねぎの皮
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丈夫な堅牢ホーロー製で、各種染料薬品に耐えます。写真はC5-4003

ハピネス用仕立済製品
ご指定下さい

布

ハピネス
カラーマット
（染色目安）

エコ染色してポリエステル素材を
自分らしくアレンジしたり、
ポリエステル布の
再利用に活かそう
水を使わないハピネスカラーマットで
葉っぱ、花びら、鳥の羽根…自然物の

形が思いのまま

★ポリエステル布に
アイロンで染める
ので短時間で楽しい作品が作れます。

初めてのハピネス染色体験でつくる
おしゃれなポケットティッシュカバー
☆ハピネスが定着しやすいポリエステル
☆小さい作品だから、初めてのハピネスに最適
☆5色の布から選んで作る
☆ポケットティッシュカバー2個または
ティーマットが1枚作れます

A水色セット Bクリームセット C白セット Dピンクセット Eブルーグレーセット

アイロンで染める〈新しい染色〉ハピネス

1.5〜
■ハピネス染色ポケットティッシュカバー

51-0952 本体価格 500円
税込 550円

□セット内容
布（ポリエステル100％）、ハピネスカラーマット（1/2サイズ）
2色各1枚、テキスト

10％

51-0931   ハピネス用仕立済ランチマット
                （Gポプリン）約42×33cm .....本体価格 600円
             ......................................... 税込 660円
             ランチマットの色をご指定下さい

51-0922   デシンふろしき 約74×74cm
                薄クリーム...........................本体価格 2,000円
             ...................................... 税込 2,200円
※仕立済のため、上記2種については納期がかかる場合があります。ご了承下さい。

10％

10％

カラー見本

SP-8111 A
染 色 目 安

マットの色

SP-8112 B
染 色 目 安

マットの色

SP-8113 C
染 色 目 安

マットの色

SP-8114 D
染 色 目 安

マットの色

SP-8115 E
染 色 目 安

マットの色

SP-8116 F
染 色 目 安

マットの色

■ハピネスカラー（B6サイズ  5色入）
染色マットのみ 各 本体価格800円

税込 880円10％

※発色は熱をかける時間・素材により変わります。
※マットの染料の色はアイロンの熱で変化し、白い布に染めると染色目安のような色相になります。
※カラー見本と現物の色は若干異なる場合があります。
※冷暗所で保管し、早めにご使用下さい。

ポリエステル布（淡色）専用

▲皆のカラーマットの残りや使用済の切れ端でこんな楽しい作品も作れます

or

白 ピンク

クリーム

51-0931 色見本

若草

※ポケットティッシュカバー・ティーマットは未仕立です。
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¥

すすぎ
不要

熱湯
不要

混色
可能

色落ち
解消 ■みゆき染(15g)

EAG-46 本体価格 680円
税込 748円

□成分
アクリル樹脂・顔料他
※1本で250gの布(Tシャツ5枚)が染められます。

10％

みゆき染

染め方（タイダイ染め）ベビー Tシャツの場合

色をご指定下さい

01 02 03 04 09 10

みゆき染、道具等を用意。 布の、のり気を洗い落とす。 布を輪ゴムでとめる。 輪ゴムはお好みで数か所とめる。

水800㏄に対して青25滴、黒
10滴を入れしっかりと混ぜる。

染色液に布を浸して揉みこむ。 しっかりと染まり終わったら（約
2〜3分）絞ってそのまま干す。

乾いた布から輪ゴムを切り
外す。

形を整えて完成。アイロンがけを
するとさらに色が定着します。

みゆき染をしっかり振り、    
好みの色の染色液を作る。

• 熱湯は使いません
みゆき染は水に溶ける液体顔料です。

• 少量の顔料で染まります
濃度の高い顔料なので、少量を水で溶いて使います。

• すすぎ無しの染めです
染め上がった布はすすがずにそのまま干して乾かしま
す。一度乾かした布は水洗いしても色は落ちません
が、アイロンがけにより、更に定着します。

• 染められる物
吸水性のある物・天然繊維、合成繊維
※繊維の素材により色差があります。

• 染められない物
防水・撥水など特殊な加工をした物
ラミネート加工されたもの等

●1 ●2 ●3 ●4

●5 ●6

●9 ●10

●7 ●8

×
藍染染料

■紺屋藍パック
SS-9521 本体価格 2,200円

税込 2,420円
□セット内容
紺屋藍15g、藍溶解剤125g、藍色止め剤20g、
ゴム手袋、説明書
□用意するもの
染める物、ポリバケツ2個（7〜8リットルの水の
入る容器）、新聞紙10枚程度、菜箸、お湯

10％

○1セットでTシャツやブラウス程度の
布など（約200g）が
何度も染められます。
○染まる素材は、コットン・麻・シルク・
レーヨン・ウールです。

紺屋藍で、本物の藍染が
手軽に楽しめます。

■注意事項
・表面加工してある素材や化学繊維との混紡品は色が薄くなります。ポリエステルなどの化学繊維は染まりません。
・1セットで5リットルの藍液（Tシャツやブラウスが浸る量）が作れます。染まる量は、この藍液に入る大きさのものです。
・大きなものを染める場合は、染めるものが浸る分量の紺屋藍と容器をご用意ください。
・何度も染めると徐々に色が薄くなります。

作品例

製作手順

水に紺屋藍と藍溶解剤を
入れて藍液を作ります。

藍液につけて染めます。 空気にあてて
藍色にします。

お湯でよく洗い、乾かして
完了です。

Option

SS-5926 藍還元剤（25g×2袋）
               ....................................本体価格 500円
            .............................. 税込 550円10％

紺屋藍の藍液を回復させる還元剤。
数日経過して染まらなくなった藍液を、元の藍
液に回復するものです。

□使い方
約5ℓの藍液に本品を1袋入れてかき混ぜます。
30分以上経つと元の黄色や黄緑色になります。

１ ２ ３ ４
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■技法用染料リアクト（定着剤付）
K-21475 本体価格 655円

税込 720円
□セット内容
染料 5ｇ×2包、定着剤 10ｇ×4包

10％ スカイブルー・レッド・ブラック・イエロー・グリン・
エメラルドグリン・ブルー・ネイビーブルー・パープ
ル・チェリーピンク・パールピンク・オレンジ・グレー

色をご指定下さい

簡単に染められる中温染め

浸し染め(ろうけつ染・しぼり染)、刷毛引き染め、模様着色染めができます。
浸し染めで約100gの白生地が染められます。

有害指定化学物質を含まない、肌と環境にやさしいエコ染料

ポリエステル混紡・100％品をコールダイ
ホットで濃色染めする時の補助剤です。
濃色促進剤を加えて煮染めした後に洗い
ます。1セットで布約250gに対応。

低温（30℃以上）でも染まる
綿･麻･レーヨン･絹･ウール･ナイロンの白生地
約250g（Tシャツ1〜2枚）が染められます。

お湯で濃く染まる染料
綿・麻・レーヨン・絹・ウール・ナイロン・ポリエステル混紡の白生地約250g
（Tシャツ1〜2枚）が染められます。

綿・麻・レーヨンの染色品の色止剤です。
コールダイオール・ホットで染色して水洗
い後に使用します。1瓶でTシャツ8枚分
(約1000g)の布が処理できます。

40〜60℃で染める堅牢染め…綿・麻・レーヨン用反応染料

還元剤付の堅牢スレン染料で、
植物繊維専用です。
日光・洗たく・摩さつの堅牢度
が高く、ろうけつ染めの堅牢染
色にも最適です。

A.脱色の場合
コールダイオール/ホットの染
め直し用（主に天然繊維用）30g
で布約250gが脱色できます。
※85℃の湯を使用

B.スレン染料の還元
堅牢スレン染料で、ろうけつ染
めする場合、還元溶解剤として
必要です。スレン染料500㎖に
対し100gを使用します。

■コールダイホット 約20g
K-10501B

本体価格 573円 税込 630円10％

②レッド ③エンジ ④オレンジ ⑤イエロー ⑦ブロン（茶）⑨グリン（黄緑） ⑩オリーブグリン（緑）
⑪スカイブルー ⑬ブルー ⑭ネイビーブルー ⑮グレー ⑯バイオレット ⑱ブラック

■ポリエステル濃色促進剤
K-21905 本体価格 437円

税込 480円
□セット内容　濃色促進剤 20g×1包

10％

■色止剤 ミカノール 50㎖
K-21911 本体価格 437円

税込 480円10％

■スレン安定補助液（徳用）500㎖
K-21397 本体価格800円 税込 880円

※堅牢スレン建染め染料（徳用）500㎖に対し1本使用します。
10％

■堅牢スレン建染め染料（徳用） 各本体価格2,000円
K-21387（濃藍） K-21386（藍色） 税込 2,200円

□内容量　500㎖
※1本500㎖で布約500gのろうけつ染めができます。
※還元溶解剤として脱色剤とスレン安定補助液も一緒にお求め下さい。

10％

■スレン染料還元剤用  脱色剤　30g
K-21926 本体価格437円 税込 480円10％

■コールダイオール 約20g
K-10401B

本体価格 573円 税込 630円10％

色をご指定下さい
①パールピンク　②レッド　③ディープレッド　④オレンジ　⑤イエロー　
⑦ブロン（こげ茶）　⑨グリン　⑩オリーブグリン　⑪スカイブルー　⑬ブルー　
⑭ネイビーブルー　⑯バイオレット　⑰グレー　⑱ブラック

色をご指定下さい

黄・深緑・緑・青・紫・藍色・
濃藍・桃・エンジ・赤・茶・
焦茶・金茶・黒・灰

色をご指定下さい■堅牢スレン建染め染料　全15色

K-21366 本体価格 1,300円 税込 1,430円
□セット内容
スレン染料（100㎖)、還元剤（20g)、安定補助液（100㎖）、
説明書

10％

化学染料

植物繊維（綿・麻・レーヨン）用　建て染め染料

■布えのぐ12色セット
SS-7066 本体価格 3,300円

税込 3,630円
□セット色
ホワイト・ブラック・イエロー・オレン
ジ・レッド・ピンク・ブラウン・リーフ
グリーン・グリーン・アクアブルー・ブ
ルー・バイオレット

10％

■布描きくれよん
SS-TS416 本体価格 720円

税込 792円
□16色（抜型付）
固形染色材で、くれよん・パステルと
同じ様に描けます。
布を上下から紙で挟み、アイロンをか
けるだけで染まります。

10％

布に鮮やかに塗れる !!
20㎖チューブ入
アイロンでの熱処理不要です。

※ろうけつ染めの場合、布約100g、絞り染めの場合、布約200gが染められます。

えのぐ・クレヨン
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Option

綿

絹

A花火

※染色すると柄が透けて、ハッキリ浮き出ます。（写真は化学染料で染めたもの）
柄の部分はポリエステルなので染まりません。

年度の途中で商品が変更に
なる場合があります

※厚手のTシャツは染めると色濃く染まりま
すが、染料を多く使用し、ムラも出やすく
なります。クラス等の多人数で染色をす
る場合、薄手のものが適しています。

Bうさぎ

■布・糸

■仕立済

51-0808  正絹
�����

布地（約74cm幅）
            .........1mあたり 本体価格 2,500円
            税込 2,750円
             絹は発色が良く染色に適した

布地です

51-0825  染色用ブロード（綿）
               （約116cm幅）
            ............1mあたり 本体価格 800円
            税込 880円
               布は幅×10cm単位で
             カット売りいたします

10％

10％

51-0806  小ぶろしき(綿)（約45×45cm）
            国産 .................... 本体価格 400円
            税込 440円

51-0828  綿ハンカチ（約40×40cm）
            国産 .....................本体価格 350円
            税込 385円

10％

10％

51-0833  絹ハンカチ（約43×43cm）
            ......................... 本体価格 1,000円
            税込 1,100円

51-0846  シルク大判スカーフ
            （約90×90cm）
            ......................... 本体価格 2,400円
            税込 2,640円

10％

10％

51-1149  スラブ糸(インド綿)約220g
            ......................... 本体価格 1,800円
            税込 1,980円10％

19-3132  紡ぎ糸(綿100％・生成)
               約200g 太
            ......................... 本体価格 2,400円
            税込 2,640円
             かせになっていて染色も

しやすい紡ぎ糸です

10％

51-0854  シルクロングスカーフ
               （約43×160cm）
            ......................... 本体価格 2,000円
            税込 2,200円10％

51-0826  トートバッグA4サイズ(綿･生成)
               （約30×25cm）まち無
            ............................ 本体価格 220円
            ......................... 税込 242円
             薄手で染色しやすい素材です。

大きさは多少前後します。

             ※（   ）内サイズは持ち手含まず。

10％

51-3006  ランチマット(綿･生成)
               （約30×45cm）
            ............................ 本体価格 600円
            ......................... 税込 660円10％

SP-3081 Tシャツ（白）厚手
            M・L・LL 綿100％
            ......................... 本体価格 1,100円

税込 1,210円
               ※サイズをご指定下さい

SP-3083 Tシャツ（白）薄手
            FM・FL 綿100％
            ............................ 本体価格 900円
            ......................... 税込 990円
               ※サイズをご指定下さい

10％

10％

19-5405  紡ぎ糸（麻：ラミー）約100g 太
            ......................... 本体価格 1,600円
            税込 1,760円
                 かせになっていて太糸なので織

りに向いています。強い糸なの
で たて糸にも使えます。

             コースター5〜7枚分

10％

51-0811  染色用特選さらし（やや厚手）
            約90cm .............. 本体価格 300円
            ......................... 税込 330円

51-0812  染色用特選さらし（やや厚手）
            約40cm .............. 本体価格 150円
            ......................... 税込 165円
             ※幅は約34cm

10％

10％

51-4025  染色用極太毛糸
            （やや細目・毛100%）
            約40g(約60m)
            ............................ 本体価格 580円
            ......................... 税込 638円10％

51-0861  スクリーン染色布（約37cm幅）綿・ポリエステル ...1mあたり 本体価格 700円
            ....................................................................................... 税込 770円
             布地の柄をご指定下さい

10％

染色用素材
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地球温暖化問題は待ったなし。家庭での省エ
ネ、CO2の削減が求められています。楽しく学
びながら日常生活の中の「省エネ行動」に触
れることで、生活を改善する意識を養います。
トランプ遊びを通して身についた省エネ行動
への意識は、世界規模で取り組まれている
SDGsの目標7「エネルギーをみんなに　そし
てクリーンに」だけでなく、他のSDGs目標に
もつながっていきます。

省エネ行動による節約できる
金額、CO2の削減量が見える
ことで、省エネ行動の効果を実
感することができます。

安心して生きる・働く・学ぶ

クイズカード  知ってる？ SDGs

○ワークシート　コピーして
（適宜、拡大して）使用。
○配布資料　ワークによっては、
生徒用配布資料もあります。

○衣生活、食生活、住生活と環境の授業で使える
アクティブ・ラーニング教材。
○ゲーミングシミュレーションの手法を用いて省エネ
行動の学習ができるツールです。
○家庭科はもちろん、総合的な学習の時間での利用
のほか、学校種を問わない多様な活用が可能です。
○省エネ行動は簡単な英文で併記しているので、      
英語教育にもお使いいただけます。

○SDGsの基本的な内容を解説する「知ってる？SDGs」と「SDGsクイズ」のカードで
構成されています。
○クイズにはSDGsの17のゴール（目標）に関するキーワードが含まれています。
○児童・生徒がSDGsについて考えられる問題を収録しています。
○すべてのカードを収録したデジタル版付き。                                                     
オンラインで電子黒板やタブレットPCなどでも
活用できます。（インターネット接続が必要です）

コピーしてそのまま使えるワークシートなどが満載！

クイズを通して楽しみながらSDGsについて考えられます

ー高校家庭科からの発信ー

1枚に1つの省エネ

行動を日本語と英

語で紹介

この行動を1年間す

ると節約できる金額

この行動を1年間す

ると減らせる二酸化

炭素（CO2）排出量

1つの鍋で
一緒にゆでる

なべ

いっしょ

￥
1,200

21
kg

Boil together in one pot

た
くさ

んあ
るね！ 省エネ行

動省エネ行動トランプ
を見てみましょう。

■安心して生きる・働く・学ぶ
D7-9951 本体価格 1,500円

税込 1,650円
□B5判　296頁
□セット内容
解説・補足・教師用資料
授業の詳細や学習のポイントを確認する／ゲー
ムやロールプレイなどを含む教材は、解説・補
足を工夫／制度や法律などを含む教材の資料を
充実／ワークシートの解答例

監修　大竹美登利
編集　中山節子、藤田昌子

10％

■クイズカード 知ってる？ SDGsデジタル版付
D7-9815 本体価格 22,000円

税込 24,200円
□セット内容

A4判(210×297mm)カード紙60枚組、教師用解説
書、デジタル版アクセスキー付、収納ケース入

10％

■省エネ行動トランプ
D7-9931 本体価格 1,500円

税込 1,650円
□セット内容
トランプ（52枚、ジョーカー2枚）／
説明書

監修　杉浦淳吉
制作　暮らし創造研究会

10％

省エネ行動トランプ

トランプのそれぞれに「リビング」、「キッチ
ン」、「バスルーム」、「ライフスタイル」ごと
に省エネ行動が取り上げられています。
イメージの持ちやすいイラストで、直感的
に省エネ行動をとらえることができます。

省エネ行動を読み上げる復唱。「省エネさん」を仮定
した省エネ行動の比較が省エネ意識の改善につな
がります。

高校生の今〜労働と生活の実態〜
生活資源―安定的な生活を営む上で必要なもの

第1章　一人暮らしを考えてみよう
教材①　一人暮らしでどのくらいお金が必要か 教材②　クレジットと多重財務
ＣＯＬＵＭＮ①　多重債務の整理事例

第2章　セーフティネットを保障する暮らし方・働き方を考える
教材③　社会保険ゲーム 教材④　ワーキングプアとセーフティネットについて
教材⑤　社会保障制度○×クイズ ＣＯＬＵＭＮ②　多様な若者支援の広がり

第3章　働く権利を守る
教材⑥　求人票を読む 教材⑦　自分や仲間の働く権利を守る
ＣＯＬＵＭＮ③　労働者の権利を実現した解決事例

第4章　生きる権利とそのための資源を考える
教材⑧　ハウジングプアから考える住まいの機能と住まう権利　　　教材⑨　ホームレスからの脱出法
教材⑩　暮らしを守るセーフティネット　生活保護　　　ＣＯＬＵＭＮ④　ノルウェーの教育と高校生たち

第5章　私たちには学ぶ権利がある
教材⑪　お金の心配なく高校に通いたい 教材⑫　もし進学費用を自分で賄うとしたら？

□デジタル版動作環境
対応ブラウザ：Google Chrome、Microsoft Edge、Apple Safari、
Mozilla Firefoxの各最新版が動作するPC、タブレット
インターネットに接続できる環境　推奨解像度　1280×768px
※インストールは不要です
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■ 特注見積りいたします ■ 価格は注文時の消費税率を適用いたします。

¥

食品、環境にかかわるマークを中心に、身のまわりにあふれている各種の
モノ・製品に付けられているマークを学び、自立した消費者・生活者としての
基礎を身に付ける。公共施設等で見られる案内用図記号のうち禁止・指示
の記号も収録。 ◆付録として「特色JASマーク」カード付

衣料品、住居、福祉、サービス、知的財産など、幅広い分野に存在するマーク
の学習を通じ、社会のさまざまなしくみや決まり事など将来の社会生活に不
可欠な知識を身に付ける。公共施設等で見られる案内用図記号のうち防災
関連・福祉関連の記号も収録。　　　  ◆新洗濯表示（JIS L0001）を収録

○クイズ形式で楽しく学べるカード
教材です。

○裏面に発問の仕方や詳しい解説が
あるので、手軽に活用できます。

○一覧ポスター付

○SDGs（持続可能な開発目標）の概要と17の目標をわかりやすく解説
○どんな目標か、どうして必要なのか、児童・生徒の目線に立って詳しく解説
自分たちがどのように行動すれば良いかを考えるサポートにもなります。
○家庭科、社会科、総合学習など幅広く活用できます。
○常時掲示しやすいポスタータイプと丈夫で長持ちするパネル版

■クイズで学ぶマーク
第1巻  身のまわりのマークに目を向けよう
D7-9801 本体価格 22,000円 税込 24,200円

□セット内容
A5判（148×210mm）カード120枚セット、解説書、一覧ポスター、収納ケース
□ケースサイズ たて220×よこ305×高さ40mm
※離島の場合、別途送料がかかります。

10％

■SDGsって何だろう？　パネル版
D7-9804 本体価格 27,500円 税込 30,250円

□セット内容
コート紙（アルミフレームパネル入り）5枚組　525×735×9mm
吊り下げ用金具付　※離島の場合、別途送料がかかります。

10％

■SDGsって何だろう？　ポスター版
D7-9805 本体価格 6,000円 税込 6,600円

□セット内容
コート紙ポスター5枚組　B2判（515×728mm）
※離島の場合、別途送料がかかります。

10％

JASマーク／特定保健用食品マーク／ふるさと食品認証マーク／ユニバーサルデザインフードマー
ク／JISマーク／Gマーク／バイオハザードマーク／PCリサイクルマーク／エコマーク／グリーンマ
ーク／スチール缶識別表示マーク／アルミ缶識別表示マーク／PET ボトル識別表示マーク／カーボ
ン･オフセット認証ラベル／グリーンプラマーク　　ほか全120枚組

【ポスター内容】
1.SDGsの概要と17の目標
2.解説（目標1〜4）
3.解説（目標5〜8）
4.解説（目標9〜12）
5.解説（目標13〜17）

■クイズで学ぶマーク
第2巻  安全・快適なくらしのためのマーク
D7-9802 本体価格 22,000円 税込 24,200円

□セット内容
A5判（148×210mm）カード120枚セット、解説書、一覧ポスター、収納ケース
□ケースサイズ たて220×よこ305×高さ40mm
※離島の場合、別途送料がかかります。

10％

ウールマーク／コットンマーク／標準型学生服認証マーク／災害時帰宅支援ステーション／防炎ラ
ベル／遊具安全利用表示シール／身体障害者標識／優先席／盲導犬マーク／マタニティマーク／ベ
ビーカーマーク／国際フェアトレード認証ラベル／違法コピー禁止／津波避難場所／津波注意（津
波危険地帯）／非常口／広域避難場所 ほか全120枚組

クイズで学ぶマーク

SDGsって何だろう

表面  マーク 裏面  解説

環境問題、製品の安全、
食品の安全、福祉、知財、防災など
様々なテーマに自在に対応！

SDGsの基本がよくわかる！　いつでも見られる! 17のゴール（目標）をわかりやすく解説

SDGs
とは？

SDGsは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発
目標）の略で、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際
目標です。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための2030アジェンダ」に記載されています。

貧困の根絶と持続可能な社会の両立、不平等の是正など、開発途上
国だけでなくすべての国に適応されることをポイントとして、17のゴー
ル・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない
（leave no one behind）」ことを誓っています。

基

本を知ろ

う

SDGsの

※この教材は環境に配慮した用紙・印刷方法を
採用しています（FSC認証紙、植物油インキ）

目標１：貧困をなくそう
目標２：飢饉をゼロに
目標３：すべての人に健康と福祉を
目標４：質の高い教育をみんなに
目標５：ジェンダー平等を実現しよう
目標６：安全な水とトイレを世界中に
目標７：エネルギーをみんなにそしてクリーンに
目標8：働きがいも経済成長も
目標９：産業と技術革新の基盤をつくろう

目標10：人や国の不平等をなくそう
目標11：住み続けられるまちづくりを
目標12：つくる責任つかう責任
目標13：気候変動に具体的な対策を
目標14：海の豊かさを守ろう
目標15：陸の豊かさも守ろう
目標16：平和と公正をすべての人に
目標17：パートナーシップで

目標を達成しよう


