
 

 令和元年度 淑徳祭出品ＰＲ文  
 

ステージの部 

 

１．ファッションショー 

   「Wish ～願いをひとつに〜」 

アパレルファッション系列 

 今年のテーマは、「Wish～願いをひと

つに～」です。「Wish」には、「願い」、

「希望」という意味があります。アパレ

ル系列ではファッションショーを成功

させたいという願いをひとつにして今

日まで作品制作・ステージ練習に取り

組んできました。ショーを見に来てく

ださった皆様に、「ありがとう」の気持

ちが伝わりますように、笑顔が溢れま

すように、私たちの思いがどうか届き

ますように・・・という思いを込めて発

表します。どうぞごゆっくりご覧くだ

さい。 

２．Colorful 

合唱部 

 幼児教育系列、和太鼓部、他系列の有

志など、歌が大好きな総勢 95 名で合唱

を披露します！また、曲の途中にはダン

スもあるので楽しめること間違いな

し！！学年の枠を飛び越えて、毎日一緒

に頑張ってきました。是非ご覧ください 

 

３．ピアノアンサンブルの世界 

幼児教育系列３年 

 みなさんはピアノ連弾の演奏を聴か

れたことはありますか？ 

 私たち幼児教育系列では、１年生か

らピアノを学び、３年生で初めてピア

ノアンサンブルにチャレンジしました。

一人で弾くこととの違いに戸惑いつつ

も、仲間と一緒に演奏する楽しさを感

じながら今日を迎えました。どうぞお

楽しみください。 

 

４．「Parade ～夢と希望～ 」 

        幼児教育系列２年生 

 私たちは、一年生の時からこのステ

ージを楽しみに日々の授業や保育園実

習等に取り組んできました。見てくだ

さる方も、私たち自身も楽しめるそん

な ス テ ー ジ に し よ う とい う 思 い で

「Parade ～夢と希望～ 」というテ

ーマにしました。一人一人が自分と向

き合い、みんなと向き合ったからこそ

できた 28 人の力、笑顔をご覧くださ

い。皆様にも夢と希望を届けられる時

間になればと願っています。どうぞ、お

楽しみください。 
 

 
 

５．結 ～人と人との心を繋ぐ輪～ 

福祉系列 

こんにちは、福祉系列です。私たちの

テーマは「結 ～人と人との心を繋ぐ

輪～」です。このテーマにした理由は、

困難は一人では生きていけません。う

れしい時もつらい時も周りに誰かがい

て、いつも支えてくれています。そんな

気持ちを出来るだけ多くの人に伝える

ため、歌と手話で合唱をします。是非、

手話に注目してお聴きください。 

 

６．みんなで楽しく！ 

   アコースティックギター講座 

アコースティックギター講座です。1

年生 8 人、2 年生 4 人、3 年生 7 人計

19 人です。昨年とは違い土曜日は全員

でステージ発表をします。オカリナ講

座とのコラボで演奏する曲もあるので、

ぜひ楽しんで聞いてみてください。皆

さんが知っている曲を演奏するので楽

しみにしていてください。 

Let’s enjoy singing！！ 

 

７．「初輝」 

淑徳和太鼓 

私たち淑徳和太鼓部は、年間 50 回以

上もの公演依頼を頂き、感謝の気持ち

を忘れず日々活動してきています。来

年の 1 月には、東京ドームにて日本の

ふるさと祭りに出演させていただき、

ありがたいお話に今からワクワクして

います。もちろん、今日この日のために

もこだわりを持って練習を重ねてきま

した。私たち 25 代目淑徳和太鼓部の集

大成をどうぞご覧ください。 

 

８．「なにが、できるかな⁈」 

人形劇講座 

 《なにができるかな》をテーマに『〇

と△と□』『てとてとて』『マンボでラン

チ』の 3 作品を送りします。みんなで

考え、ひらめき、動いて、ようやく形に

なりました。今年は 1 年生から 3 年生

の生徒 6 人。それぞれの個性を生かし

ながら日々の練習に励んでいます。図

書館、児童館、幼稚園。そして、北部演

劇祭りや京都演劇フェスティバルにも

招待して頂いています。今日も、楽しん

で頂けるように全力で頑張ります。 

 

９．ソロとアンサンブルの世界 

 管弦楽部 

 こんにちは。管弦楽部です。僕たちは

5 月頃から淑徳祭に向けて練習してき

ました。今年は 1 年生も入学して幅が

広まったと思います。今日は 3 組演奏

します。練習してきた事を全て出し切

りたいと思います。それではお聴きく

ださい。 

 

10． Let’s  Dance !! 

レッツダンス講座 

ステージ発表に向けて一から自分た

ちで曲を選び振り付けをして衣装もそ

ろえ頑張って練習してきました。どう

ぞお楽しみください。 

 

11．ドキドキのオカリナ 

           オカリナ講座 

 いやしの音色にはまだまだですが、

一生懸命練習してきましたので、温か

い気持ちで見守っていただけるとあり

がたいです。ギターとのコラボもお楽

しみください。 

 

バザーの部 

 

【各会場詳細は校地図をご覧ください】 

 

１．安心・安全（模擬店） 

調理系列 

 安心かつ安全、そして旨い！！で、み

なさんが喜んでもらえるものを提供し

ます。 

【芝生・お祭り広場，東棟１階食堂】 

 

２．Sourire de lange  

   ～天使の笑顔～  

製菓講座 

 食べて下さった方が、幸せな気持ち

になれるよう工夫をし一生懸命作りま

した。是非お召し上がりください 

      【東棟１階昇降口付近】 

 

３．お茶席 

茶道講座 

 お茶の効果→リフレッシュ・美白・虫

歯予防。一生懸命おもてなしいたしま

す。日本文化を一緒に体感しましょう。 

【中央棟１階玄関ロビー】 

 

４．世界を結ぼう♡愛♡の絆 

       インターアクトクラブ 

ネパール震災復興支援募金・バザー

です。手作りシュシュ、ミサンガなどの

雑貨、オリジナル缶バッジを販売。収益

は２０１５年に大地震で被災したネパ

ールの小さな村に届けます。 

   【中央棟２階 会議室前】 

 

５．育友会バザー       育友会 

温かいおうどん、炊き込みご飯はい

かがでしょう。図書室では会員様より

提供された農作物や雑貨も販売いたし

ます。 

【駐輪場周辺・図書室】 

 

 

 

 



６．笑顔、平和、幸せ！！！😊 

（チャリティーバザー） 

ヘンプアクセサリー講座 

私たちヘンプアクセサリー講座は、

毎週木曜日みんなで楽しくアクセサリ

－を作っています。このアクセサリ－

は編んで作るので手は抜けません。心

がこもったアクセサリ－を大切に使っ

てください。買ってくださった人が笑

顔になってもらえたら嬉しいです。 

 【中央棟２階 会議室前】 

 

７. 表現 

 アートデザイン系列 

 アートデザインの作品をグッズにし

て販売します。どうぞお越し下さい。 

【東棟２階 生徒会室前】 

 

展示の部 
 

【各展示場所は校地図をご覧ください】 

 

１．洋裁・和裁展示 

アパレルファッション系列 

洋裁ではブラウス・ワンピース・スー

ツなどの他にファッションショーに向

けて製作した作品やウェディングドレ

スなどを展示しています。和裁では、浴

衣、甚平や創作浴衣などを展示してい

ます。ファッションショーに出品しま

すので早めにお越しください。 

 

 

２．ファッションデザイン画展示 

アパレルファッション系列 

マイプロフィールマップ・カラーコ

ーディネイト・デザイン画・立体構成・

コラージュなど、最新のファッション

に注目した展示をご覧ください。 

 

 

３．自慢料理＆コンテスト優秀作品 

１・２・３年生調理系列 

自慢料理大会の優秀賞作品と、各種

コンテストの入賞作品を展示します。 

 

 

４．秘密基地 

          幼児教育系列 

 幼児教育系列の授業の一つである造

形で制作した作品を展示しています。

テーマは「秘密基地」ドキドキ、ワクワ

クしながら作った子供だけの秘密の場

所を表現しています。是非、のぞいて見

て下さい！ 

 

５．Team 福祉 車いす体験 

            福祉系列 

 みなさん車いすに乗ったことはあり

ますか？福祉系列では車いすを使った

授業をしています。是非皆さんも体験

してみてください。 

 

 
  

 

 

 

６．表現      

アートデザイン系列 

油絵、透明水彩、デッサン,CG 作品、

立体、絵本や画集、公募入選作品など

様々なジャンルの作品展示をします。 

コミックイラストではコピックや透

明水彩、油絵でメイキングを行います。

また、作品をグッズにして販売します。

ぜひ見に来てください。 

  

 

７. 美しい和の装いへ変身 

着付け講座 

小紋の着付け、振袖の着付け、自分に

合った難しい技術にチャレンジして変

身します。是非、見て下さい。 

      

 

８．秋・彩り華やぐいけばな展 

華道部（未生流） 

秋に咲く色あざやかな花を中心に、

若さあふれる作品を展示しています。 

 

 

９．No photo ，No life 

              写真部 

 写真部は少人数で活動しています。

今年の目標は、学期ごとに情報室の壁

の写真を貼り変えることです。そのた

め部員はプライベートで写真を撮った

り、その写真を見せ合ったりして、壁に

貼る写真を決めたりします。時には、一

眼レフを使いテーマに合った写真を撮

ったりもします。その中からお気に入

りの写真を淑徳祭に展示します。ぜひ、

見に来てください。 

 

 

10. ナマステ！～ネパール～ 

インターアクト 

 募金の届け先、ネパールについて学

んできました。ネパールの“素敵なとこ

ろ″“課題″など、私たちが考えてきた

ことを発信します。 

 

 

11. 映え チャイナ ☆ 

            中国語講座 

 日本の歌を中国語で歌う映像を放映。 

自作 T シャツにもご注目！その他、バ

エるスポットを提供します。 

 

 

12. いろどりティーマット 

   2 年生 F 選択フードデザイン 

食生活の学習の中で、テーブルコー

ディネートに向けて刺し子で模様を施

したティーマットを各自が制作しまし

た。ご覧ください。 

 

 

13. 刺し子とフランス刺繍にチャレンジ 

               刺繍講座      

 色の配色や模様に個性が豊かに現れ

て、ステキな作品に仕上がっています。 

是非、ご覧ください。                 

                  

          

 
 

 

14. 鮮やかな書 

             書講座 

 私たち書講座は淑徳祭に向けて一人

でも多くのお客様に良い作品だと思っ

てもらえるように制作しました。是非、

ご覧ください。 

 

 

15. ACTIVE LIFE 

          アクティブ系列 

 今回の展示は「アクティブ系列全員

が取り組みに参加すること」を目標に

作品制作をしてきました。どうぞ、ご覧

ください。 

 

 

16. 入試相談室 

 入試等の相談、質問をうけたまわっ

ています。お気軽にどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

【各展示場所は校地図 

(当日受付にて配布予定) 

をご覧ください】 


