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第 59回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 意見発表競技にて有馬高校が２部門制覇！！農

業鑑定競技でも優秀賞獲得！！ 

木曜日, 7月 28th, 2011 

 ７月２５～２７日 山崎文化会館（県立山崎高校）にて、県下１１校の農業高校の農業クラブ員が参加し、

第５９回兵庫県学校農業クラブ連盟大会が開催され、意見発表 環境の部、生活・文化の部に出場した

有馬高校農業クラブ員が見事最優秀賞を獲得しました。さらに農業鑑定競技 園芸の部においても、優

秀賞を獲得しました。 

 この農業クラブ連盟大会は、日頃の学習の成果を発表し、競い合う大会で、別名『農業高校の甲子園』

と呼ばれています。競技には、野菜や果樹の病気や種子、農具などの実物を見ながら問題を解いていき、

農業に関する知識を競い合う『農業鑑定競技』や、日頃の研究成果を発表し競い合う『プロジェクト発表競

技』、身近な課題、将来への抱負などを原稿にまとめ発表する『意見発表競技』などがあります。 

 大会は各校農業クラブ会長による、農業クラブ旗の入場でスタートです。 

 

 そして今年度は、大会の花形種目である意見発表競技において、何と有馬高校が環境の部・生活・文

化の部の 2部門で最優秀賞を獲得するという快挙を成し遂げました。これは人と自然科創設以来の初め

てのことです。 

 出場した生徒は、７分以内という限られた時間の中で、自分が経験してきたことを活かしての意見を精

いっぱい発表し、会場から大きな拍手を受けていました。 

 

 今回最優秀賞に選ばれた２名は、８月１８日～１９日に京都府で開催される、第５９回近畿学校農業クラ

ブ連盟大会に兵庫県連盟の代表として出場します。そして近畿大会で最優秀賞を受賞した場合は１０月

２６日～２７日に長崎県で開催される第６２回日本学校農業クラブ全国大会に出場します。 
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 全国大会出場を目指し、近畿大会でも頑張ります。 

 

夏の交通安全キャンペーン 

火曜日, 7月 26th, 2011 

７月２２日（金） 三田市交通対策委員会为催 夏の交通事故防止運動の一環として、えるむプラザ周辺

で行われた、交通安全街頭啓発キャンペーンに本校生徒会役員３名が参加しました。 

キャンペーンとして「高齢者と子どもの交通安全」「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい

着用の徹底」を市民の方々に呼びかけました。 

交通安全を呼びかけたクリアファイルを生徒が为体となって配布し、市民の方々にも笑顔で受け取ってい

ただきました。 

 

人と自然科 農業科学基礎 スイートコーン収穫！！ 

火曜日, 7月 26th, 2011 

人と自然科 農業科学基礎の圃場ではスイートコーンの収穫が始まっています。４月に播種したスイート

コーンですが、今年は４月後半の気温が思ったほど上がらず、発芽がそろわずに苦労しました。しかし、１

年生が放課後毎日のように農場に足を運んで手入れした結果、ついに収穫を迎えました。 

 

 生徒は実をもぎ取り、中を確認。有馬高校では農薬を減らして栽培しているため、いくつかの実にはア

ワノメイガやオオタバコガの幼虫が潜んでいましたが、とても甘く上出来でした。 
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 収穫したスイートコーンは調整し、すぐに販売。この日は昼休みに職員室をまわり、自分たちの手で販

売しました。 

 

『農業科学基礎で栽培したスイートコーンはいかがですか？甘いですよ』  

用意した６０セットは３０分もたたないうちにすべて完売。自分たちが丹精込めて栽培した収穫物が売れた

瞬間は何とも言えない充実感でいっぱいになります。 

大学見学会 総合学科２年次アドバンストクラス 

金曜日, 7月 22nd, 2011 

７月１９日（火）に総合学科２年次アドバンストクラスの７、８組の生徒が大学見学を行いました。 

７組（文系）は兵庫県立大学経済・経営学部がある神戸学園都市キャンパスを、８組（理系）は同じく兵庫

県立大学工学部のある姫路書写キャンパスをそれぞれ訪問しました。 

 

当日は台風が近づいてきていたこともあって、大雨や暴風の警報が出て見学会が中止になることも危惧

されたのですが、幸いなことに午前中いっぱいはなんとか持ってくれて、予定していたほとんどのスケジュ

ールを終えることができました。 

見学会では大学紹介のビデオを見たり、 大学教授から大学・学部の紹介をしていただいたりして過ごし

ました。 
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その後は模擬講義や、学生食堂を体験しました。 

 

 

結局、午後に警報が発令されてキャンパス見学の予定が縮小されるなどあわただしくなってしまいました

が、この見学会をきっかけにして進路への意識を高めてくれたらと思います。 

生物活用 梅ジュース・梅ジャムの加工実習 

金曜日, 7月 22nd, 2011 

 連日真夏のような暑さが続くこの季節。人と自然科・総合学科３年生選択科目『生物活用』の授業では、

梅について学ぶため自分たちで梅ジュースを加工しました。生物活用では昨年度から、梅の本場和歌山

県みなべ町の企業と連携し、梅ジュースの加工を行っています。（下の写真は、昨年度の授業内容が、企

業のパンフレットに掲載されたものです） 
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 まずは梅について学びます。バラ科の植物である梅にはクエン酸が多く含まれ、疲労回復効果が期待

されます。さらに殺菌・抗菌作用により食中毒を防止したり、整腸作用、肝機能向上、血液の浄化などな

ど多くの健康効果が期待される優れた食材であると学習しました。 

 そして早速加工に入ります。今年も連携する企業から本場の南高梅を仕入れました。 

 

 ふたを開けるとモモのような甘い香りが広がります。生の梅を食べたことがないということで、比較的熟

しているものを一口味見してみました。味は・・・やっぱりウメでした。 

 

 到着した梅は水洗いし、一つ一つ水気を取っていきます。 

 

 そして急速冷凍。冷凍することで短期間に失敗なく作れます。（細胞壁が壊れるためといわれています） 

 

 いよいよ瓶詰め作業。果実用の瓶を熱湯の中に入れ十分消毒し、氷砂糖と梅を１：１の割合で交互に入

れていきます。上のほうに氷砂糖を多めに入れるのがポイントです。これで準備OK。本当に簡単ですね。

また今回は、発酵を抑え保存性を高めるために、何班かは食酢を足してみました。 
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 そして約１０日後、保存料・着色料無添加の梅ジュースの完成です。（一切水は足していません。全て梅

から出たエキスです） 

 

  完成した梅ジュースを早速試飲。お好みにより３～５倍で薄めていただきます。尐し酸っぱく、さっぱり

とした味は３０度を超える暑い日には最高でした。 

 

 そして、梅ジュースをつくる際に残ったしわしわになったウメの実は、捨てるのがもったいないということ

で、梅ジャムに加工しました。種を取り除き、細かく切り、鍋の中でシロップを足しながら煮ていきます。 

 

 

 完成したジャムは瓶に詰め、クラッカーにのせて早速試食。特にできたてのジャムは美味しかったです。

季節に合った食材を用いて無駄なく加工する。これが人間にとって有益である。生物活用で大切にしてい

る理念です。 
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ブドウの栽培 摘粒作業実施中 

木曜日, 7月 14th, 2011 

 ７月に入り有高名物ブドウの栽培では、摘粒作業を行っています。摘粒とはその名の通りブドウの粒を

摘んでいくこと。混み合ったまま粒が肥大してしまうと、裂果や変形、そして病害虫の発生を招いてしまう

恐れがあります。さらに見た目も良くするため、一粒一粒ハサミで摘粒を行っていくのです。 

 

 人と自然科１年生農業科学基礎、総合学科３年生農業科学基礎で栽培しているベリーAは、最終的に

一房７５粒を目安に摘粒していきます。内側の粒を中心に取り除いていき、最終的に釣針のように曲がれ

ば完成です。 

 

 

人と自然科３年生ガーデニングの授業で栽培しているピオーネは最終的に一房４５粒を目安に摘粒しま

す。房をねじったときに全ての粒が尐し動く程度に摘粒していきます。 

 

 ブドウの果粒は日に日に肥大し変化するため、生徒は放課後など時間を見つけては農場に足を運び、

尐しずつ摘粒していきます。その目はみな真剣かつ愛情たっぷりです。 

 いよいよ来週はブドウの房を守るため、袋掛け作業を行います。 
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人と自然科 地域自然保護 有馬富士公園オリジナル地図をつくる 

火曜日, 7月 5th, 2011 

 ７月に入り、人と自然科 地域自然保護の授業では、有馬富士公園の魅力を再確認する作業を行って

います。地域自然保護では今年度も有馬富士公開セミナーと連携し、公園で地域の方々に楽しんで頂け

るプログラム作りの作成を目標に授業を行っています。そのプログラム作りの参考となる資料として、現

在自分たちで公園の魅力を再発見する地図作りを行っています。 

 

 ７月まで約３ヵ月間、公園内で様々な活動をする中で、生徒自身がデジタルカメラで有馬富士公園内の

風景を片っ端から撮影してきました。その写真を巨大な白地図に貼っていき、メモを書き込むことでプログ

ラム作りのきっかけにしていきます。 

 

 各班に分かれまずは今まで撮影した写真を確認しあいました。 

 

 園内にある植物や遊具・自然を感じるための様々な仕掛けを生徒は撮影していました。そして様々なプ

ログラムを体験するなかで、自分が楽しいと感じた瞬間や場所もあったようです。その気持ちをストレート

に白地図に記入していきました。 
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 今後はこの作業を９月まで続け、各班ごとに発表します。そしてその発表をもとにいよいよ体験プログラ

ムの制作に入っていきます。 

人と自然科生徒１１９名 三田市表彰『さつき賞』受賞 

月曜日, 7月 4th, 2011 

 このたび三田市より、人と自然科生徒１１９名全員に三田市表彰『さつき賞』が授与されました。 

 

この賞は、三田のまちづくりや地域社会づくりのためにあらゆる分野で市民の模範となる活動を続けてい

る個人・団体に授与する大変名誉ある賞です。その中でも今後の活躍が期待される個人、団体を対象に

表彰を行う特別賞に、今年度人と自然科の生徒が選ばれました。 

受賞に関する新聞記事（朝日新聞 H２３.６.２８）はこちら↓ 

 

 受賞理由は、２０００年４月に農業科から人と自然科に改変して以来、下記のような様々な活動を通して

三田のまちづくりに貢献してきたことが評価されました。 

・JR三田駅前や消防署・警察署などの花壇制作 

・フラワーアレンジメント全国大会 3 年連続金賞受賞。それを活かしてチャレンジ教育（地域の方を対象に、

生徒がフラワーアレンジメントを指導する授業）を開講 

・クラインガルテンという授業では、地域の方を招き、校内の農場を使って、生徒が野菜やブドウの栽培に

ついて教えている 

・世界田植え選手権・稲刈り選手権など、地域イベントでの大会運営協力 

・JR三田駅前での草花苗無料配布事業   

などなどここには書ききれないたくさんの生徒の活動が評価されました。 

 ７月１日（金）に開催された三田市制施行５３周年記念式典にて表彰式があり、生徒代表として農業クラ

ブ会長・副会長が出席し、三田市長から直接、賞状と記念品を頂きました。 
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 市長からは『今までの活動に感謝するとともに、今後もさらに三田市の発展にぜひ協力してください』と

温かいお言葉を頂きました。 

 そしてこの日、Honey FMの収録にも参加。このたびの受賞に関して是非話を聞きたいということで、急

きょラジオ出演となりました。この様子は７月５日１７：００～のハイスクール特派員のコーナーで放送され

ます。是非聴いてくださいね。 

 

 人と自然科はこれからも三田市の発展のお役にたてるよう頑張っていきます。ありがとうございました。 

総合学科 農業科学基礎 夏野菜収穫はじまりました 

月曜日, 7月 4th, 2011 

  総合学科３年生農業科学基礎選択生が授業内で栽培している野菜が収穫期を迎えています。この授

業では、座学ではなく実際に人と自然科の圃場を借りて、自分たちで野菜を栽培しながら、野菜の整枝法

や肥料、病気などについて学んでいます。 

 

 本当に収穫まで大変でした。とにかく雑草との戦いが大変で抜いても抜いても生えてきました。下の写

真はニンジンの除草・間引きを行っている様子です。 

 

 次に苦しめたのがヤブカの存在。圃場が竹林の近くにあるため６月中旬にはヤブカが大量発生。多い

生徒で１０か所以上刺されることも。そこで実習前には虫よけスプレーを使用し、さらには蚊取り線香をた

きながら作業しました。 
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 そして最大の敵はカラス。せっかく実ったキュウリやトマトを毎朝食べに来ます。 

 

 これは大変と、大雨の中でしたがカッパを着て寒冷遮で囲みました。 

 

 そして翌週にはこれから実ってくるスイートコーンも未然にカラスからの攻撃を防ぐために同じく寒冷遮

で囲みました。 

 

 こんな努力の結果、現在キュウリやナス・トマト・ピーマン・ネギ・レタスなど多くの野菜が収穫期を迎えて

います。ほとんどの野菜で農薬を使用していないので、収穫物はその場で丸かじりです。 

 

 

 今後はモロヘイヤ・クウシンサイ・カボチャ・オクラそしてスイートコーンが収穫できるようになります。楽

しみですね。 
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農業科目にて栽培中の有高ブドウ ジベレリン処理を実施 

月曜日, 7月 4th, 2011 

 ６月下旬にかけ、本校で栽培しているブドウ、ベリーA、ピオーネ、マスカットの栽培において今年度 2回

目となるジベレリン処理を実施しました。ジベレリン処理はブドウ栽培においてとても重要な作業の一つで、

一般的には収穫までに２回行います。１回目の処理はブドウを無核化（種なし）にするため、そして２回目

は無核化したブドウを肥大化させることを大きな目的として実施します。 

 作業の前には、副梢、巻きひげ取りなど、日々の手入れを行います。ツルは既に２メートルを超え、ジャ

ングルのようになっています。そのツルを１本１本丁寧に調整していきます。 

 

 

 人と自然科１年生、総合学科３年生選択生が農業科学基礎で栽培しているベリーAは、花房満開後約１

０～１４日となる、６月１５日を中心に行いました。100ppmに薄めたジベレリン液に中に一房ずつ丁寧に浸

していきます。果粒にまんべんなく浸すために、液の中で房をゆすってやることが成功のコツです。 

 

 ３年生のガーデニングなどで为に栽培しているピオーネは、１回目の処理後１０～１４日後となる６月２８

日に実施しました。粒が既に小豆大になっており、ベリーA同様一房ずつ丁寧に浸していきます。この日

は快晴で気温が３０度を超える真夏日。このような天気の日には浸したジベレリン液がすぐに蒸発し、ジ

ベレリンの成分濃度が高くなり、果皮が汚れてしまう可能性があるため、浸した後に余分な液を軽く落とし

てやることが成功のカギとなります。 
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 この作業が終わるといよいよ作業も終盤戦に。今後は摘粒をして房の形を整えていき、袋掛けをする作

業へと続きます。おいしいブドウを収穫するため、みなさん頑張りましょう。 
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