
 

なでしこ祭へようこそ 

1. ブース紹介 

食べ物ブース 

【本館 B1F】  米粉ドーナツ 

タピオカ 

スノーアイス 

Secret Garden（ハンドメイドサークル） 

フランクフルト・フライドポテト 

アスリートフード(なでしこ AFMサークル他) 

【新館 B1F】  お絵かきせんべい 

体験ブース 

【本館 1F】  折り紙サークル 

【本館 2F】  アナログゲームサークル 

             すごろく＆ミニゲーム 

2. 成果展示 

◇教養基礎演習Ⅱ（両専攻 2年）  

◇クラフト実習Ⅱ（家政専攻 2年） 

◇調理学実習Ⅱ（食物栄養専攻 2年） 

◇衣生活論（家政専攻 1年） 

◇ファッション造形実習Ⅰ（家政専攻 1年） 

◇調理学実験（食物栄養専攻 1年） 

◇製菓製パン実習Ⅰ（両専攻 1,2年） 

◇包装の文化と技術（両専攻 1,2年） 

◇基礎調理学実習（両専攻 1年） 

表紙：食物栄養専攻科 1 年 重本絵里 

※同日開催の愛国中学校・愛国高等学校なでしこ祭には、同校卒業生および同日発行の

入場券をお持ちの方のみの入場となっております。ご了承いただけますよう、よろし

くお願いいたします。 

なお、愛国中学校・愛国高等学校発行のチケットは短大でも使えます。 



1プレイ 100円 

たくさんの動物たちと魚さんたちと 

一緒にゲームを楽しみましょう♡ 

お待ちしています♡ 

アナログゲーム体験 無料 

缶バッジ 大 100円 小 50円 

ポストカード 50円 

部誌配布やグッズ販売、体験します！ 

ぜひ来てください！ 

ベビーカステラ：チーズ・ショコラベリー各 200円 

カラフルポップ：ストロベリー・アールグレイ・ 

         チョコ・ガーリック 各 100円 

アイスコーヒー・アイスティー     各 100円 

アクセサリー             200円～ 

おいしいお菓子と素敵なアクセサリーをご用意して

お待ちしております。ぜひお越しください！ 

  

ドーナツ A,B 150円 

揚げてないので食べやすい！ 

そしてもちもちして食べ応えもある！ 

そんなドーナツいかがですか？ 

ぜひお待ちしております♡ 

サイダー 

ミルクティーキャラメルソース 

コーヒー牛乳チョコレートソース 

All 400円 

タピオカでインスタ映えをねらえ！ 

ベースアイス:ミルク・チョコ 

ソース:ストロベリー・チョコ・キャラメル 

All 200円 

台湾生まれのふわふわのスノーアイスは 

いかがですか!? 

お好みのソースでどうぞ♡ 

今すぐ Instagramにのせよう♡ 

お待ちしております!!! 

フランクフルト 150円 

フライドポテト 100円 

(ソルト、ブラックペッパー、コンソメ味)

しょっぱいものも食べたくない!? 

お祭りの定番メニュー!ぜひご賞味ください! 

皆さん、お待ちしております!! 

アスリートプレート 500円 

アスリートご飯、食べてみませんか? 

ぜひいらしてください!! 

おえかきせんべい 100円 

気軽にきてね！待ってます 

「くちびる」「パンダ」「ジャック・オー・ランタン」 

このほか展示してあるものも体験できます 

 新たに導入した調理機器を実演します。 

試食は先着 100名様！ 各 50円 

 
【本館 1F】 【本館 2F】 【本館 2F】 

【本館 B1F】 

【新館 B1F】 【新館 B1F】 

【本館 B1F】 【本館 B1F】 【本館 B1F】 

【本館 B1F】 

【本館 B1F】 

✿今年もコンテストを開催しています✿ 

皆さまが総合的に一番いいなと思った 

ブースへ投票してください。 

ぜひご協力をお願いいたします!! 



 

  

米粉ドーナツ 

タピオカ 

Secret 

Garden 

フランクフルト 

フライドポテト 

折り紙 

サークル 

スノーアイス 

アスリート 

フード 

すごろく＆ 

ミニゲーム 

お絵かき 

せんべい 

アナログ 

サークル 

ヨナナス＆ 

バイタミックス体験 

アナログゲーム

サークル 

【本館１F】 【本館２F】 

【本館 B1F】 【新館 B1F】 

本館・新館 

連絡通路 

新館 B1F へ 

※イベントで使用している施設以外への立ち入りはご遠慮ください 

展示 

展示 

展示 

展示 



 
 

 

授業成果展示 

◇教養基礎演習Ⅱ(両専攻 2 年) 
各自が選択したクラスの全体テーマに沿って、自らのテーマを決定し、資料・情報 

の収集、洗濯・整理、分析とまとめを行い、論文作成、プレゼンテーションを行う 

2 年間の総まとめのような科目です。最後の発表会では、1 年生や教職員も聴講する 

前で、スライドを駆使して、堂々としたプレゼンテーションを行っていました。 

各クラスの全体テーマは次の通りです。 

a クラス：家族・消費に関する諸問題 

b クラス：衣生活、住生活、保育、教育に関する諸問題 

c クラス：人や動物にみられる病気の解析 

d クラス：食用油脂、タンパク質・アミノ酸、地球環境問題 

e クラス：ライフステージにおける健康と栄養 

f クラス：地球と生活 

g クラス：先人の他者への思いやり文化に学ぶ 

 

◇衣生活論(家政専攻 1 年) 
 日本服飾史の和服の構成を確実に学ぶために、手ぬぐいの幅を 4 等分し、それを反
物に見立てて、ミニ浴衣を作成しました。仕上がってからたたみ方の練習をし、ペッ
トボトルに着せ、リボンで文庫結びにしました。 

 衿付けと着付けが難しかったようです。仕上がって、みんな大喜びでした。かわい
らしい姿を是非ご覧ください。 

◇ファッション造形実習Ⅰ(家政専攻 1年) 
 布を購入し、採寸して自分の寸法に合った型紙を切ります。シャツは布に型紙を載
せ、縫い代をつけて裁断後、衿や前身ごろに芯地をはり、ヨーク縫い、衿作り、衿付
け、袖作り、袖つけ、脇縫い、裾、ボタン穴かがり、ボタン付けをして完成です。 

 次は、ハーフパンツの布を裁断し、縫い、ゴムを通して完成です。夏らしい作品が
できました。 

◇調理学実習Ⅱ(食物栄養専攻 2 年) 
 調理学実習Ⅱは、調理技術に長けた栄養士を輩出するため、応用力を身につけさせ
る授業です。実習最後の時間に「世界の料理」をテーマとして、各自で国名、季節、
対象を考え、それに沿った献立を立案し、主催と副菜又は汁物を作成した成果発表で
す。同じ料理でも学生によって雰囲気が違いますね。どうぞお楽しみください。 

◇基礎調理学実習(両専攻 1 年) 
 各自が家庭で調理を実践できるよう、日常の献立を取り上げて基礎から調理実習を
行っています。「1 人で自分のお弁当を作る」という最終課題に、各自が中身（主食・
主菜・副菜）を企画立案して挑戦した成果を展示しました。入学から約 3 か月半、自
分の成長も感じたようです。手作りの楽しさに加え、各自の個性がよく出ています。 

◇クラフト実習Ⅱ（家政専攻 2 年） 
 染色（型染め、絞り染め）と、手織り（裂き織り、ビーズ織り）の作品です。伝統
工芸の技術を学び、現代感覚のデザインで作品を制作しました。各自オリジナルのデ
ザインを考え、図面を描き、製作工程すべて自分たちで行いました。 

✿学友会会長挨拶✿   食物栄養専攻 2年  柴沼 茜 
なでしこ祭にお越しの皆様、本日はご来校いただきありがとうございます。今年も無事この日を迎えられたこと、大変うれしく思います。今年のなでしこ祭は、二年生

が主となりグループごとに、何を行うのか話し合って決めました。ブースごとの特色が出ていると思います。今年も昨年より皆様に楽しんでいただけるなでしこ祭となる
よう私達学友会執行部をはじめとした、生徒全員で盛り上げてまいります。ご来場の皆様もどうぞお楽しみください。 

 

 
 

 

✿学長挨拶✿ 学長 平尾和子 
本日は愛国学園短期大学学園祭「なでしこ祭」に、ようこそおいでくださいました。学友会会長をはじめ、全学生が皆様のお越しをお待ちしておりました。今年も学生

のアイディアに満ちた企画が行われ、サークル活動の成果も発表されています。学生達は夏休みも学校に来て１年生と２年生が協力し合って内容を詰め、試作や練習を重
ねました。この自主性、共働性の経験は、楽しい思い出と共に、必ずや今後の学生達の力となってくれるでしょう。教職員も協賛し、日頃の授業の成果物を展示させてい
ただきましたので、是非ご覧ください。また、明日までの２日間、愛国高等学校３階のも短期大学のサテライト会場をお借りしています。皆様も学生と共に楽しい時間を
お過ごしくださいますように、お願い申し上げます。 

◇製菓製パン実習Ⅰ(両専攻 1，2年) 
製菓製パン実習では、半期 15 の授業で洋菓子・和菓子・パン作りの基本を学びます。

全 15 回の集大成として、これまで学んだ知識と技術を活かし、それぞれのグループ毎
に話し合いを行い、独自のパンを立案、作製しました。今回は、その成果を写真でご
紹介しております。どのグループも創造性、応用性に富んだ作品になりました。 

◇包装の文化と技術(両専攻 1，2年) 
 包装の文化と技術の授業では、日本の文化やしきたりにのっとった和の包装と、美
しく華やかに飾る用の包装について学びます。今回は、「贈る相手をイメージしたラッ
ピング」という題で、受講生の皆さんに作品を発表していただきました。コンテスト
形式で展示しておりますので、是非ご覧ください。 

◇調理学実験(食物栄養専攻 1年) 
 調理のなぜ？を毎回実験をしています。実験を通して調理するときの疑問やコツを
科学的に考え、実際の調理実習へつなげて、美味しく失敗のないように調理できるよ
うにします。実験の結果を班ごとにまとめ、全員がスライド発表をしました。学期間
に 2 回の発表会があります。各自工夫をこらし、とてもよい発表ができました。 

2 年：◎柴沼茜 ○鈴木仁美 大木ななグレース 吉岡幸栄 佐藤亜美 工藤未空 美濃彩花 
1 年：飯田智子 上夏井梨紗 重本絵里 関口弘美 栂野彩香 村島あみ 

ご挨拶 

2017 年度なでしこ祭実行委員 


