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佐竹秋田県知事が観光学科の学生に講演 「秋田の法文化」をテーマに市民講座を開催

明桜高校剣道部　男子団体で全国大会へ 高校生が園児に音楽の楽しさを紹介

【特集１】 西明寺栗を使った自慢のレシピを仙北市に提案
 ～秋田栄養短期大学「移動公開講座」～
 移動公開講座　レシピ紹介

【特集２】 幼児教育特集
 のびのびこども園　絵本とともに
 さくら幼稚園　年長組　小学校につながる英語教室

【特集１】 西明寺栗を使った自慢のレシピを仙北市に提案
 ～秋田栄養短期大学「移動公開講座」～
 移動公開講座　レシピ紹介

【特集２】 幼児教育特集
 のびのびこども園　絵本とともに
 さくら幼稚園　年長組　小学校につながる英語教室

【学園広報誌】
学校法人ノースアジア大学
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行事ピックアップ

　観光学科の授業「地域再生論」の一環として、秋田県知事佐竹敬久氏によ
る特別講演「21世紀の観光産業と地域再生」を行いました。佐竹知事が、日
本の観光産業の現状や諸外国との比較、秋田の観光について語りました。

　法律学科と国家試験等センター主催の市民講座を3日間にわたっ
て開催しました。専任教員が災害に関する心理学、介護保険制度など、
それぞれの専門分野を生かした内容で講義し、好評を得ていました。

ノースアジア大 ノースアジア大

　全国高等学校選抜剣道大会秋田県予選会で準優勝した明桜高校剣道部
は、全国大会への出場を懸けた代表決定戦で勝利し、全国大会への出場権を
勝ち取りました。全国大会は、3月下旬に愛知県で開催されます。

　のびのびこども園で、明桜高校吹奏楽部との交流会を開きました。
部員がユーモアたっぷりに楽器を紹介すると、こどもたちの笑顔がは
じけ、興味関心の芽が刺激された様子でした。

高校 こども園
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部活動の活躍 【学校法人ノースアジア大学　強化部】 平成30年度 主な大会成績

◎硬式野球部　北東北大学野球連盟 1部所属
春季リーグ戦　4位、秋季リーグ戦　4位、新人戦　ベスト4

◎サッカー部　東北地区大学サッカー連盟 2部A所属
　【ノースアジア大学サッカー部】

東北地区大学サッカーリーグ（2部Ａ）　4位　上位リーグ進出、東北地区大学体育大会　ベスト８
【ノースアジア大学FC】　秋田県社会人リーグ　優勝　※来年度は東北社会人サッカーリーグ（2部北）へ
全国社会人サッカー選手権大会秋田県予選会　準優勝、全国クラブチームサッカー選手権大会　東北大会　ベスト4

◎硬式野球部
春季東北地区高校野球秋田県大会　3位、春季東北地区高校野球大会　ベスト8、全国高校野球選手権大会秋田大会　準優勝
秋季東北地区高校野球秋田県大会　ベスト8

◎男子サッカー部
秋田県高校総合体育大会サッカー競技　ベスト4、全国高校サッカー選手権秋田県大会　準優勝
全県高校新人サッカー大会　ベスト8、高円宮杯秋田県ユースサッカーリーグ（1部）6位

◎女子サッカー部
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会秋田県予選　優勝（6連覇）、東北高校新人サッカー大会　ベスト4
※秋田県サッカー協会選出　平成30年度秋田県女子ベストイレブンU-18に和田菜月（GK）ほか10人選出

◎吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール東北大会　銀賞（5年連続出場）、全日本アンサンブルコンテスト東北大会【銀賞・打楽器3重
奏／銅賞・クラリネット8重奏】、シンフォニックジャズ＆ポップスコンテスト（全国大会）銀賞

明桜高校

ノースアジア大



西明寺栗を使った自慢のレシピを仙北市に提案
～秋田栄養短期大学「移動公開講座」～

SAKURA 2019.32 SAKURA 2019.3 3

　秋田栄養短期大学では、自治体と連携した移動公開講座を県内各地で開催しています。学生が考案したレシピの調理実習と講

演を組み合わせている公開講座は、毎回、地域の方から好評を得ています。

STEP1

STEP3

STEP2

　桃豚（小坂町）、とんぶり（大館市）、浜のそば（男鹿市）といった県内

各地の特産品を活用した調理実習と講演を組み合わせた公開講座を開催し

ている栄養短大。実習のレシピは学生がゼミナール活動のなかで考案した

ものです。学生たちは、ゼミナールの時間を使って、これまで取り上げた

食材を参考にしながら、メイン食材を決めます。

　今回、廣田ゼミナールの学生が選んだ食材は“西明寺栗”。地元の方に長

年愛され、公開講座を行う秋に旬をむかえることから、メイン食材に決定

しました。大粒で、ホクホクとした食感が魅力の西明寺栗。この特長を最

大限に生かす、学生ならではのレシピ作りが始まります。

　この他、移動公開講座では、「減塩」をテーマにした野菜のレシピ作りに

取り組むゼミナールも調査研究を行っていました。

　食材の特性や栄養価などを研究したあとは、その特性をよ

り良く生かすためのレシピ考案、試作品づくりに取りかかり

ます。ゼミナールの時間に、教員のアドバイスや過去のレシ

ピを参考にしながら、地域の方と一緒に調理するレシピを決

めていきます。「栄養価を引き出す調理方法は？」「彩りを良

くするために、どんな食材と組み合わせたらいいだろうか？」

など、学生のアイデアを凝縮し、試作を何度も重ね、自慢の

レシピが完成します。学生たちは、実習の手順や役割なども

イメージしながら準備を進めていきます。

　今回、学生が考案したレシピは 15 種類。前菜、副菜、主食、

デザートなど、どれも西明寺栗をふんだんに使ったものばか

り。ホクホクとした食感や甘みを存分に生かすことができる

レシピの中から、より特長を生かすことができる選りすぐり

のレシピを、いよいよ公開講座で提案します。

　地元の食材をよく理解し、その特性を生かすために欠かせないの

が、文献調査やフィールドワークです。

　移動公開講座を前に、学生たちは、仙北市西木の栗農園を訪れ、

フィールドワークを行いました。西明寺栗について学んだあと、農

園で実際に栗拾いをしたほか、加工作業を体験。ゼミナールの時間

には、事後学習として、西明寺栗の特徴などのまとめ、認知度調査

を行い、食材への理解を深めました。

　学生たちは、研究活動で得た知識をもとに食材の特長を最大限に

生かすレシピを考案します。また、研究の成果は、レシピを考える

際のアイデアとして活用するだけではなく、まとめた内容を公開講

座で発表し、特産品の知られざる一面や魅力を紹介しています。

地元で愛される食材をメインに地元で愛される食材をメインに

文献調査、フィールドワーク文献調査、フィールドワーク
移動公開講座　実施実績移動公開講座　実施実績
（平成23年度～平成30年度）（平成23年度～平成30年度）

レシピ考案・試作品づくりレシピ考案・試作品づくり

STEP4

　そしてむかえた本番。学生たちと地域の方が数人のグループになり、学生が

考案したメニューを調理・試食しました。どのグループも、和やかな雰囲気の

もと、学生が調理の方法を分かりやすく地域の方へ説明したほか、役割を分担

するなどして手際よく調理を行っていました。調理をしながら普段の食べ方を

地域の方から聞くなど、熱心に情報収集する学生の姿も見られました。

移動公開講座当日移動公開講座当日

移動公開講座の開催まで密着！移動公開講座の開催まで密着！

◆旬の西明寺栗を地域の方と調理◆旬の西明寺栗を地域の方と調理

◆西明寺栗の歴史や特性、体への効果を紹介◆西明寺栗の歴史や特性、体への効果を紹介
　講座では、3人の学生が、西明寺栗についての研究内容を発表しました。西明

寺栗の歴史をはじめ、ビタミン B1やビタミン C が多く含まれていること、栗の

形には丸みを帯びたものから尖ったものまで、その大きさや形に違いがあるこ

となどを説明。体への効果など、栄養学科の学生ならではの視点に立った研究

発表を通して、西明寺栗の新しい情報を仙北市の方へ提供することができました。

◆参加者の満足度100％を達成◆参加者の満足度100％を達成
　参加者を対象に実施したアンケートのうち「Ｑ 移動公開講座を受講してよかっ

たですか」の問いには、全員が「はい」と回答し、参加者の満足度は 100％を達成。

「学生の皆さんと楽しく実習ができた」「学生の研究の成果が地域おこしにつな

がればうれしい」「素晴らしい講座だった」といった感想が聞かれるなど、好評

を得ていました。

　今回の講座は、参加者にとって、仙北市で長年愛されている“西明寺栗”へ

の理解や関心を深めることにつながる貴重な機会となった様子でした。

秋田栄養短期大学　秋田県特産品マップ秋田栄養短期大学　秋田県特産品マップPICK UP
　本学のホームページでは、学生のゼミナール活動とリンクして行っている移動公開講座で提案したレシピを紹介して

います。お住まいの地域の特産品の新たな魅力を発見してみてください。

【秋田県特産品マップ】http://www.akita-eiyo.ac.jp/nutrition/report.html

特集

県北
（鹿角・北秋田・能代山本）

県北
（鹿角・北秋田・能代山本）

中央
（男鹿・南秋田・秋田・由利）

中央
（男鹿・南秋田・秋田・由利）

県南
（仙北・平鹿・雄勝）

県南
（仙北・平鹿・雄勝）

野菜、浜のそば
しょっつる、ジャージー牛乳
フランス鴨、鱈

野菜、浜のそば
しょっつる、ジャージー牛乳
フランス鴨、鱈

西明寺栗、三梨牛、寒天西明寺栗、三梨牛、寒天

桃豚、かづの牛
淡雪こまち（玄米）
桧山納豆、フキ、とんぶり

桃豚、かづの牛
淡雪こまち（玄米）
桧山納豆、フキ、とんぶり

栗のリゾット

栗のドライカレー

魚の栗あんかけ

栗入り肉じゃが

栗のトマト冷製スープ

栗クロワッサンスコーン

栗抹茶プリン

　　　　etc・・・・

栗のリゾット

栗のドライカレー

魚の栗あんかけ

栗入り肉じゃが

栗のトマト冷製スープ

栗クロワッサンスコーン

栗抹茶プリン

　　　　etc・・・・

講座で提案したレシピは、次のページで紹介しています。

P4へ移動公開講座　レシピ紹介

［学生が考案　西明寺栗を使ったレシピ］［学生が考案　西明寺栗を使ったレシピ］
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抜群の練習環境でサッカーに熱中
　今年度、ノースアジア大学サッカー部にとって大きなニュースが二つありました。一つ目は、練習場所となっている大学の総

合グラウンドに人工芝が敷設されリニューアルしたことです。日ごろから公式戦と同じ環境で練習できるようになり、部員たち

は質の高い練習に取り組んでいます。

　二つ目は、部員全体の競技レベルの向上を目的に、トップチームとノースアジア大学 FC に分かれて、大学リーグと県社会人リー

グに出場していることです。トップチームは、ノースアジア大学サッカー部として、東北地区大学サッカーリーグで活躍し、力

を高めています。今季のリーグ戦では、上位リーグに進出して無敗の成績を残すなど、来季へとつなげました。一方、ノースア

ジア大学 FC は、県社会人リーグに出場し、今季は初出場で優勝。上位リーグの東北社会人リーグ（2部北）への昇格を決めたほか、

全国クラブチームサッカー選手権大会東北大会ではベスト 4 入りをする成績を挙げました。

　両チーム、それぞれの活躍が刺激となり、相乗効果を生んでいる大学サッカー部。活躍にご期待ください。

【東北地区大学サッカーリーグ】
リーグ戦では上位リーグに進出し、活躍。

【秋田県社会人サッカーリーグ】
リーグ優勝を決め、来季から東北社会人リーグに
昇格。

【大学総合グラウンド】
人工芝にリニューアルした練習拠点。

東北地区大学サッ
カーリ

ーグと社会人リーグで活躍

部活動紹介
－ノースアジア大学－

サッカー部

西明寺栗のドライカレー

移動公開講座　レシピ紹介
［仙北市西木］

～ほくほくした栗の食感がアクセント～

牛ひき肉 100g
ゆで栗 30ｇ
玉ねぎ 40g
にんじん 20g
ピーマン 20g
セロリ 10g
にんにく ( チューブ ) 少々
サラダ油 6g　水 100ｇ
カレールウの素１片 20ｇ

［材料（2人分）］ ［作り方］
１．にんじんとセロリを角切り、

　　ピーマンはみじん切り、玉ねぎを薄切りにする。

２．熱したフライパンに油をひいてにんにくを入れ、香りを出す。

　　ひき肉を炒め、にんじん・ピーマン・玉ねぎ・セロリの順に炒める。

３．水を入れ、刻んだルウを溶かし煮込む。

４．大きめに切ったゆで栗を入れる。

担当教員から一言

　栗は自己主張しないため、いろいろな料理に合います。今回は、ほんのりした甘みを生かすため、ドラ
イカレーに加えて、一味違った味を提案しました。パンやご飯にのせて、または生野菜と一緒にクレープ
に巻いてもおいしくいただけます。ぜひ、お試しください。

（栄養短大　廣田 由利 講師）

西明寺栗の抹茶プリン
～濃厚な栗の甘みが広がる和風スイーツ～

ゆで栗 10ｇ
抹茶 2ｇ
豆乳 120ｇ
栗の甘露煮 10ｇ
ゼラチン 3ｇ

（水 30ｇに膨潤）
きな粉 3ｇ
上白糖 16ｇ

［材料（2人分）］ ［作り方］
１．ゼラチンを水にふり入れ 10 分膨潤させる。

２．豆乳・砂糖・膨潤ゼラチンを鍋にかけて溶かし、抹茶を入れる。

３．器に流し入れ、冷やす。

４．やや固まってきたら、刻んだゆで栗を入れて再び冷やす。

５．出来上がったプリンに薄切りした栗の甘露煮を飾る。

６．仕上げにきな粉をふりかける。

担当教員から一言

　抹茶を豆乳で溶いてまろやかに、トッピングには“栗の甘露煮”をのせ、きなこを振って和風に仕上げ
ています。西明寺栗を使用する場合は“ゆでた栗”または“渋皮煮”がオススメです。見た目も豪華になり、
栗の旨味を堪能できます。

（栄養短大　廣田 由利 講師）

秋田栄養短期大学

参加者

人気Ｎo１

参加者

人気Ｎo
2
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　朝の自由遊びの時間や昼休み、バスの待機時間など、いろいろな場面で、こど

もたちが絵本に親しんでいる、のびのびこども園。特に、さまざまな年齢のこど

もたちが自由に使える絵本コーナーと、クラスで行っている絵本の読み聞かせが

人気です。

　絵本コーナーには、保育者の視点で選んだ年齢や発達にあったもの、こどもた

ちと一緒に読みたいと思うような、季節や行事にあったものなど、教員の思いが

つまった絵本がたくさん揃っています。

　また、クラスの活動でも日常的に絵本の読み聞かせを行うことで、こどもたち

にとって絵本が身近な存在になっています。こどもたちが話の中に引きこまれる

ように、また、想像力がふくらむように読むなど、教員たちも工夫しながら取り

組んでいます。教員が絵本を読み始まると、こどもたちの目がキラキラと輝き出

します。各クラスにも本棚があり、ちょっとした時間にも、絵本を読むことがで

きます。

絵本コーナー、絵本の読み聞かせが人気

　さくら幼稚園では、学園内交流の一環として、早い時期から英語教室を開いていま
す。ネイティブな発音に慣れ、英語に親しむことが目的です。
　英語教室には、クラス担任もこどもたちと一緒に参加して、英語の楽しさを伝えるな
どの支援を行っています。また、前日には「明日は英語教室、楽しみだね。今度は何を
するのかな？」など、こどもたちが期待感をもって当日を迎えることができるように働
きかけています。

「楽しい」「挑戦したい」気持ちが芽生える

絵本を通じて
想像力・表現力を
育む工夫

◎こどもとしっかりコミュニケーション

◎抑揚をつけて読んで興味を持たせる

◎絵本と関連づけたクラス活動を行う

　各クラスでは、教員が絵本の読み聞かせをしたあと、物語の内容を想像した

り、表現力を豊かにしたりするため、画用紙に絵本の世界を思い思いに描く活動

を行っています。こどもたちは、絵本の世界に浸り、感受性豊かに絵本の登場人

物や、お気に入りのシーンを、楽しそうに描いています。

　絵本を通じて、興味・関心を広げていくこどもたちは、模倣したり、イメージ

を広げたりすることで、想像力、表現力を高めています。また、絵本の読み聞か

せの機会を多く設けて、たくさんの言葉に触れられるようにしているため、言葉

の修得にもつながっています。毎日、絵本の読み聞かせをすることで生活の一部

となっているようです。

　のびのびこども園では、これからも、絵本をとおして、こどもたちの表現力、

想像力を高め、言葉の修得につながるように支援していきます。

絵本を通じて、想像力・表現力を高める

絵本とともに

のびのびこども園

年長組　小学校につながる英語教室

さくら幼稚園

　2020年度から、大きく変わる小学校の英語教育。小学校5・6年生から「英語」が教
科として新たに加わり、3・4年生から「外国語活動」が始まります。
　さくら幼稚園では、英語教室を通常の保育時間内に行うことで、こどもたちが英語の
学習は特別なことと感じないように配慮しています。また、英語に興味を持ち始めたこ
どもを講師に知らせて英語でやりとりをしてもらって満足感を持たせたり、その姿を周
囲にも見せたりすることで、ほかのこどもたちへも刺激を与えています。帰りの会で、
“See you”と覚えた英語を使うこどもたちの姿が見られるなど、こどもたちの「英
語って楽しい」「英語を使ってみたい」といった気持ちを大切に育み、小学校での英語
へとつなげています。

覚えた英語をすぐに使いたくなる

　この日は、年長組のこどもたちにとって、最後の英語教室。英語を教えてくれ
るのは、明桜高校のソーフィン・テイト先生です。優しい笑顔がこどもたちに人
気で、いつも楽しく英語を教えてくれます。
　最後の英語教室は、3年間の総まとめとなるスペシャルプログラム。絵本の読み
きかせや、ゲーム、簡単な会話など、これまで取り上げた内容の中から、こども
たちの意見を聞きながら、こどもたちと一緒にプログラムを決めていきました。
　そして、3年間、楽しく英語を教えてくれたソーフィン先生に元気よくあいさつ
をして、ハイタッチ。「小学校でも英語を頑張るよ。楽しく英語を教えてくれて
ありがとう」と感謝の思いを伝えていました。

スペシャルプログラムで、3年間の成長を実感ABC

ABC

ABC

のびのびこども園流

ここが自慢
◎学園内交流のため、親しみをもって
　英語教室に参加できる
◎明桜高校の海外留学生も英語教室に
　来てくれる
◎絵本や体を使ったゲームなど飽きの
　こないプログラム

さくら幼稚園の英語教室

クラスでの読み聞かせ

絵本の世界を絵で表現

幼児教育特集特集


