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人と自然科 教育実習生３名 無事全日程終了しました 

金曜日, 6月 28th, 2013 

 ６月３日（月）から１ヶ月間、人と自然科に３名の教育実習生が来られ、６月２８日（金）無事終了しました。

４年前に人と自然科を卒業された３名の先輩方。島根大学、近畿大学、名城大学にそれぞれ進学され、

農業の教員を目指し、母校に教育実習生として戻ってこられました。 

 はじめは緊張している様子でしたが、時間が過ぎるにつれ、顔つきが先生に変わってきました。 

  

 ３名の先生がそれぞれ、野菜・草花・造園についての授業を担当されました。聞いている後輩達も、先

輩の迫力ある授業に皆真剣です。 

   

 実習生からは普段の授業で農業について話を頂いただけでなく、どのように大学進学を実現されたの

か、さらに教員を目指すようになったきっかけ、人と自然科の生徒としての誇りなど、熱意のある話を後輩

にしていただきました。どの実習生もおっしゃっていた『人と自然科に入って本当に良かったと卒業した今

でも強く思っている』『人と自然科で一生懸命頑張って自分の夢を実現してほしい』という言葉が一番印象

的でした。 

   

 そしてついに実習最後の日。担任として頑張ったクラスの生徒から、寄せ書きの色紙と、先輩に向けて

のメッセージが送られ、教育実習生は感無量でした。 
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 最後に人と自然科の生徒と集合写真。教育実習生の先輩の姿を見て、私も大学に進学したいという思

いが強くなった生徒も多かったのではないでしょうか。 

   

   

 教育実習生のみなさん。教員を目指し頑張ってください。そして母校の教壇に帰ってくる日を心から待っ

ています。 

ブドウ栽培 摘粒作業開始 

木曜日, 6月 27th, 2013 

 ４月の芽かき作業から始まったブドウ栽培も、はや３か月。そろそろ終盤にさしかかってきました。ブドウ

のつるも地面に付くまで伸びてきて、まるで緑のカーテンです。（ちなみに地面につきそうになったブドウ

のつるは、地上約 20cmで摘みます。これを摘芯と言います。） 

 

 さて、７月上旪の袋掛け作業を前に、ブドウ畑では現在摘粒作業の真っ最中です。摘粒作業とは、たくさ

ん付いているブドウの粒を一粒一粒ハサミで落としていく作業のこと。形を整えたり、裂果・変形果・病害

虫を防ぐ役目があります。 

 人と自然科１年生『農業と環境』、総合学科選択科目『農業科学基礎』で学んでいるベリーA という品種

では、最終的に１房７５粒を目標に落としていきます。 

    

 変形している果粒や、内側に向いている粒を中心に落としていきます。そして最終的に房が釣針状に曲

がる程度に落とします。 
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 人と自然科３年生選択科目『ガーデニング』で学んでいるピオーネという品種では、最終的に１房４０粒

を目標に落としていきます。軽く触ってみて、全く粒が動かない房を中心に落としていきます。  

   

 みんな目つきが真剣です。さすがに自分の担当区を設けて、継続的に栽培しているので、気持ちが入っ

ていますね。 

 いよいよ次回は袋掛け。収穫・販売に向け、作業もラストスパートです。  

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 

水曜日, 6月 26th, 2013 

人と自然科 地域自然保護の授業では、６月後半から、巨大白地図に写真やコメントを記入し、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（今年は大学生を対象としたプログラム）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。 

 巨大白地図は模造紙４枚分。かなりの大きさです。 

  

 ４月から６月まで、毎週のように有馬富士公園へ行き、公園散策やプログラム体験などの公園内で様々

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。 
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 生徒は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。その気持ちを班員同士

でぶつけあい、ストレートに白地図に記入していきました。 

   

 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。 

第８回「産業社会と人間」～適正検査振り返り・科目選択その４・コミトレ４回目～ 

水曜日, 6月 26th, 2013 

総合学科１年次生「産業社会と人間」 

第８回目の授業は・・・ 

適正検査振り返り・科目選択その４・コミトレ４回目 です。 

内容  ①適性検査の返却と振り返りの作業をおこなう  

       コミトレ ストレスマネジメント１ 思い込みチェック 

     ②科目選択のためにシラバスを活用する方法を学ぶ 

       「わたしのシラバス」作成 

   

 みなさん、“ジョハリの窓”をご存知ですか？ 
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人には、知らず知らずに身に付いた思い込みがあり、 

それがコミュニケーションを難しくしている場合もあります。 

自分も知っているし、相手も知っている一面の窓（＝開かれた窓）が 

大きいほうが、楽に生活できるかもしれませんね。 

今回の産社では、適性検査や思い込みチェックを通し、 

自分も他人も知らない一面の窓（＝暗黒の窓）を覗いてみました。 

しかし、これはあくまでも参考程度・・・ 

進路パーソナルレポートの結果も見ながら、みなさんなりたい職業の他に、 

向いている職業や学問分野を一生懸命に探していました。 

    

６時間目は５時間目を踏まえ、自分の進路に近づける科目を 

シラバスで確認しました。 

しかしシラバスは難しいことがたくさん書いてあります・・・ 

そこで今年から、 

より選択した科目を理解してもらうために！ 

より選択した科目に責任をもってもらうために！ 

科目登録する前に、各教科の先生に直接、注意点や内容を確認しにいこうではないか！ 

という取り組みを始めることにしました。 
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まだ話したことがない先生とも話ができるいい機会です。 

ひょっとしたら、来年担当になる先生かもしれませんね。 

「わたしのシラバス」作りは７月９日が期限です。いくつでも構いません、気になる科目はどんどん調べて

みましょう。 

   

そしていよいよ・・・６月２８日(金)５・６時間目は上級学校訪問発表会です！ 

  

 ２回目の宣伝になりますが、保護者の皆さま、文化祭同様、こちらもお子様の学習活動をご覧いただけ

ます。是非いらしてください！ 

生物活用 タケノコを通して竹について学ぶ 

月曜日, 6月 24th, 2013 

 生物活用（人と自然科・総合学科３年生選択科目）にて、『竹について学ぶ』と題し、タケノコの収穫・試

食を行いました。  

 

 まず竹の種類と用途について勉強します。日本で代表的な竹といえば、マダケ・モウソウチク・ハチク。

その見分け方はまず節を見ます。節（突起）が１本のものがモウソウチク。２本のものはマダケ・ハチクと

なります。ではマダケとハチクの見分け方は・・・一番簡単な方法はタケノコを見ます。タケノコの皮にまだ

ら模様があるのがマダケ。まだら模様がないのがハチクです。  

 竹について勉強した後は、いよいよ現地実習。学校裏の竹林に入ります。 
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 早速竹の見分け方を実践しました。節が２本あり、タケノコの皮にまだら模様がないということで、今回

はハチクのタケノコを収穫です。 

 鍬を使い根元から掘っていきます。探せば意外とあるもので、どんどん収穫できました。 

 

 

 ご覧のとおり、約３０分で食べきれない量のタケノコが収穫できました。  

 

 収穫したタケノコは、すぐにえぐみを抜く『あく抜き』をします。ここではあく抜きについて専門的に学習し

ました。 

 タケノコのアクはシュウ酸やホモゲンチジン酸などが主成分ということで、アルカリ性の水で除くことがで

きます。そこに使用するのが米ぬか。その他にも米のとぎ汁や重曹でもOKです。さらにホモゲンチジン酸

はタケノコに含まれるアミノ酸の一種、チロシンが酵素によって変化するもので、酵素を失活させるために、

お湯で３０分から４０分茹でます。 

 本来なら、以下の写真のように先を斜めに落とし、縦に包丁を入れ、皮付きのままゆでたほうが旨みが

増すそうです。 

 

 しかし今回は時間がなかったため、皮をむいて（皮をむくと早く確実にアクが抜けるようです）茹でていき

ました。 
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 皮をむいたタケノコを、大きな鍋に投入していきます。 

 

 そして米ぬかを加え、キッチンペーパーで落とし蓋をしたら、４０分ほど茹でます。 

 

 茹でたら自然冷却し水を捨て、米ぬかを洗い流します。これで下ごしらえ完成です。 

 

 今回は、タケノコの天ぷら、そしてタケノコの炊き込みご飯にして試食しました。いくらでもタケノコがある

のでボリュウム満点。揚げたてのタケノコの天ぷらはアクもしっかり抜け、甘くて最高でした。また、タケノ

コごはんもおこげまで出来て最高でした。 

 

 

 

 身近に竹林があり、タケノコが生えているのはよく見るけど、こんなに手軽に食べられるなんて・・・そう

思った生徒も多かったようで、充実した授業となりました。 

有高祭２日目 
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月曜日, 6月 24th, 2013 

６月２１日（金）ステージ発表と食品バザー＆物品バザー＆展示が行われました。 

演劇部による『ハンバーガーショップの野望』 

 

農業クラブによる『農業クラブの１年間』 

 

科学部による『生き物の住みやすい川づくり』 

 

音楽Ⅱによる『We are the world』 

音楽Ⅲによる『Let’s Music!!!』 

 

続いて、有志による歌・ダンス・バンド発表も大変盛り上がりました。 

あいにくの雨で、書道部のパフォーマンスは中止、バザーも体育館下に移動しての出店となりましたが、

笑顔と歓声の絶えない楽しい有高祭となりました。 
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ステージ部門 

 最優秀賞 ３－７『NEW!ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ３７』 

 優秀賞 ３－６『アラジン』 

食品部門 

 最優秀賞 ２－６『はしまきまっきー』 

 優秀賞 ２－２『ＤＦＣ~Deep Fried Chicken~ 』 

物品バザー部門 

 最優秀賞 ２－４『モンキーパラダイス』 

展示部門 

 最優秀賞 １－１『Ａｒｉｍａ ｇａｒｄｅｎ ｉｎ １－１』 

 優秀賞 １－６『ふぇす』 

総合優勝 ３－７！ おめでとうございます！！ 

育友会の方、保護者の皆様にもたくさん来ていただき、大変に充実した有高祭となりました。ありがとうご

ざいました。 

２年アド６，７組 夢ナビライブ２０１３ 

土曜日, 6月 22nd, 2013 
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6/22(土)インテックス大阪で開催された，高校生のための「夢ナビ」ライブ 2013に本校２年生６，７組の生

徒が行ってきました。バスで約1時間。会場付近は奈良や京都の高校からのバスもいたりで大渋滞。バス

を降りると，今度は会場内が高校生高校生高校生で大混雑。それでも何とか各自が予約したブースにた

どり着き，様々な大学の教授の講義を受講することができました。事前に希望していた専門性の高い講

義内容に心魅かれ，大学教授のユーモアも印象的でした。 

     

また，全国の各大学の資料を無料で持ち帰ることができたり，大学ごとの設置ブースもありました。5月キ

ッピーモールでまだまだ聞きたかったことを，各大学の担当者に質問することもできました。そして，こんな

にも多くの高校生が受験に本気なんだということを肌で感じることができました。多くの受験生と共に，大

学の講義の雰囲気に包まれ，受験に対して緊張感を高めることができた１日でした。 

有高祭 １日目 

木曜日, 6月 20th, 2013 

有高祭１日目の 6月 20日（木）は体育館でのステージ発表。 

折からの雨を吹き飛ばすように、３年次の７クラスと、文化部の箏曲部と吹奏楽部が１日目のステージを

盛り上げてくれました。 

   

   箏曲部         ３－３         ３－２ 

   

   ３－６          ３－４         ３－１         
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   ３－５          ３－７       吹奏楽部  

雨の中にもかかわらず多数の保護者の方が来場してくださいました。ありがとうございました。 

人と自然科 地域自然保護 自然と共生した棚田の管理作業を行う 

火曜日, 6月 18th, 2013 

 ６月１８日（火）、人と自然科『地域自然保護』の授業で、有馬富士公園内にある棚田の管理作業を行い

ました。地域自然保護の授業では今年度も有馬富士公開セミナーと連携し、実習やプログラム作りを行っ

ています。この日は、有馬富士公園内に残された自然環境の調査・保護活動、さらには普及活動を行っ

ている団体『自然の学校』の代表 吉田様の指導を仰ぎながら、自然と共生した棚田の管理作業を行い

ました。 

   

 まずは棚田を一周まわりながら、周囲の環境を観察していきます。 

  

 棚田を守るということは周囲の環境、生き物と共存するということ。例えばここの棚田は無農薬有機栽培

のため、たんぼの中を見てみるとカエルの卵、オタマジャクシ、エビなど多くの生き物が活発に活動してい

ました。それとは引き換えに、稲の間には無数の雑草が生えています。 
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 また田んぼの畦を観察すると、スズサイコやハナショウブなどの絶滅危惧種の植物も見ることができま

した。これらの植物は人間が草刈りなどの管理をしているからこそ生息出来ているという一面もあります。 

 

 ということでこの日は手作業で、ヒエなどの水田雑草を取り除く作業を行いました。道具の使い方の説明

を受けた後、早速田んぼの中に。全員やる気まんまんで、積極的に裸足になって、手押し式の中耕除草

機を使い、雑草と戦いました。 

 

 さらにコツコツと手作業・足作業で。一見乱暴に見えますが、歩くだけでも除草につながります。作業が

進むにつれ、全員のテンションが上がってしまい、いつの間にかどろどろになりながらの作業となりまし

た。 

   

 作業終了後はかやぶき民家で足と道具を洗い、『楽しく棚田を続けるために』というテーマで、自然の学

校が取り組まれている活動について、青空教室で説明を受けました。無農薬有機栽培の棚田があること

で、シュノーゲルアオガエルなどの両生類、アキアカネなど昆虫の産卵場所になっていること、さらに周囲

に里山林があることで、ホソミオツネントンボなどは水田で生活し、冬は森で越冬していることなど、里山と

棚田が生物界に与える影響について講義を受けました。 

  

 生徒は作業の達成感だけでなく、泥だらけになりながらの作業の魅力も十分に感じていたようでした。こ

れらの経験を今後のプログラム作りに活かしていきたいと思います。 

家庭科 食物調理検定４級実施 

月曜日, 6月 17th, 2013 

有馬高校総合学科では「フードデザイン」・「調理」を受講すると、 
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全国高等学校家庭科食物調理技術検定を受けることが可能です。 

科目選択の仕方によっては１級まで取得可能です。 

今年も２年生３０名が４級から受験をします。 

４級の実技検定で使用したきゅうりは、今回、 

有馬高校「人と自然科」産 のものです。 

検定合格には努力が必要ですが、自信と技術を身につけて、 

食物栄養系の大学や専門学校に進学していく人たちもいます。 

    

     

さぁ、頑張りましょう！！ 
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