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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 

木曜日, 6月 23rd, 2011 

 ６月２１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。 

 

 まずはかやぶき民家の前でガイダンス。  

 

 有馬富士公園の棚田では、赤米や香り米などの古代米を栽培しています。無農薬栽培のため田んぼに

は多くの生き物が生息おり、中には近年個体数の減尐が著しいギフチョウの幼虫のえさとなるヒメカンア

オイなども生息しているそうです。（実際この日も田んぼに中にオタマジャクシやミミズがたくさんいまし

た。） 

 

 除草剤も使っていないので、田んぼには雑草が生え始めています。 

 

 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。全員長靴では作業しにくいと、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。 
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 さらに株元はコツコツと手作業で。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、『かやぶき民家守しよう会』のボランティア

のお年寄りの方に泥落としをお手伝いいただきました。） 

 

 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。 

農業クラブ 県リーダー講習会に参加 

火曜日, 6月 21st, 2011 

 ６月１６日（木）山崎防災センターにて、農業クラブ 県リーダー講習会並びに理事会・評議員会が開催

され、本校人と自然科農業クラブからも、２・３年生の執行部役員６名が代表として参加しました。農業クラ

ブとは全国の農業関連学科で学ぶ生徒が全員加入する組織で、本校人と自然科で学ぶ生徒も全員、農

業クラブ員として活動しています。 

 

 今回開催されたリーダー講習会は、兵庫県内１１校の農業高校の代表生徒が集い、各校での活動状況

など紹介し合い、交流を深めることで農業クラブ活動を活性化させることを目的に開催されるものです。さ

らに、先月台風による警報発令でやむなく中止となった、理事会・評議員会も同時に開催されました。 

 開会式の後、会長・副会長は理事会・評議員会へ。先月承認される予定であった平成２３年度事業案、

予算案、役員案などが協議され、全会一致で承認されました。そして今年も７月に開催される、兵庫県学

校の農業クラブ連盟大会（別名農業高校の甲子園）のプロジェクト発表競技・意見発表競技などの発表
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順の抽選、ポスターの投票などが行われました。（本校のクラブ員が出品したポスターは得票数が２位と

いう結果となり、惜しくも採用されませんでした。） 

  

 

 そして同時に開催されたのは、防災体験。今回リーダー講習会が開催された山崎防災センターは、町

の中心部に山崎断層が走っているという事で、防災知識や災害時にとるべき行動を体験や展示・映像な

どを通して学習できる施設です。先日東日本大震災が発生したという事もあり、今回是非各校の農業クラ

ブのリーダーに防災について学んでほしいという事で、この体験が実現する運びとなりました。生徒は地

震発生装置による「震度７体験」や、模擬火災をモニターに映し消火器の使い方を学ぶ「初期消火体験」

などを行いました。大震災直後という事もあり、参加した生徒は全員気合が入り、真剣に行っていました。 

 

 午後からはクラブ活動発表会。スライドを用いて各校が行っている特色ある農業クラブ活動を紹介しま

す。本校も JR三田駅前での草花苗配布事業や、農業祭での豚汁販売。さらには昨年から始めた世界田

植え選手権、稲刈り選手権の運営協力などの活動をまとめ、発表しました。各校の発表も素晴らしく、小

高連携事業や東日本大震災にかかわる花苗のプレゼントや募金活動を通したボランティア活動に関する

紹介などがあり、本校の農業クラブ活動の参考になるものばかりでした。 

 

 その後の交流会では各校執行部役員と名刺交換などを行い、親交を深め、情報交換を行いました。こ

のように農業クラブ活動は兵庫県だけでなく日本中の農業高校生と交流が出来ることが大きな魅力の一

つです。 
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生物活用 タケノコについて学ぶ 

金曜日, 6月 10th, 2011 

 生物活用（人と自然科・総合学科３年生選択科目）にて、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。 

  そしていよいよ竹林に出発。 

  

 学校の裏にある竹林に入り、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。 
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 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。 

 ということで、早速あく抜き開始。総合学科では皮つきのまま（皮つきのままのほうがうまみが増すようで

す）、人と自然科では、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。 

 

 

 そして茹であがったタケノコは自然に熱を飛ばし、薄く切ってポン酢をつけ、刺身にして試食しました。さ

らに人と自然科では自分たちが農場で栽培しているニンジン・ゴボウを使用し、タケノコご飯にして試食し

ました。 

 

 

 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。 
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人と自然科 農業科学基礎 手植えによる田植え実習 

木曜日, 6月 9th, 2011 

 ６月９日（木）人と自然科１年生農業科学基礎の授業にて手植えによる田植え実習を行いました。有馬

高校ではうるち米ともち米を栽培しており、今回はヤマフクモチという品種のもち米の苗を手植えしまし

た。 

 まず最初に、イネは単子葉植物・有胚乳種子であり、１粒から１０００粒以上の収穫が可能な作物で、ス

イートコーン・コムギと並ぶ世界三大作物であるなど、イネについて簡単な説明を受けました。 

 

 そしてサンダルに履き替え全員で水田に向かいます。一か所３本ずつ、玉付きロープの手前に植えてい

くことなど、田植えの方法について学んだあと、４０人が１列に横並びし、笛の合図で一気に植えていきま

す。 

 

 水田に入った瞬間は、足に感じる何ともいえない触感に悲鳴を上げる生徒もいましたが、すぐに慣れ、

スピードはどんどん上がっていきます。約１時間で実習は終了。予想以上に等間隔に植えることができま

した。 

 

 

 今回栽培し収穫したもち米は餅に加工し、秋に開催される農業祭にて焼き餅にして販売する予定です。 
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空手道 女子団体 組手ベスト８ 

木曜日, 6月 9th, 2011 

空手道 

県総体 女子 団体組手 ベスト８ 

     丹有大会 女子 団体組手 優勝  個人 優勝 

     男子 団体組手 ２位 

卓球部 県総体 女子 団体県ベスト１６ ダブルス近畿大会出場 

木曜日, 6月 9th, 2011 

卓球部  

県総体  女子団体 県ベスト１６ 

      ダブルス 松本・井本組 ベスト１６ 近畿大会出場  

丹有地区 女子団体 ２位     

      ダブルス 松本・井本組 ２位  阪上・畑組 ３位 

      シングルス 井本 ３位 

人と自然科 地域自然保護 里山保全活動を実施 

水曜日, 6月 8th, 2011 

 ６月７日（火）人と自然科地域自然保護の授業で、里山管理実習を行いました。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

公園周辺の里山管理を通して、自然の大切さや里山保全の重要性を伝えている団体『緑の環境クラブ』

の方々の指導のもと、里山の管理実習を行いました。 

  

 緑の環境クラブの活動紹介、今回お世話になる方の自己紹介の後、早速現場に向かいます。有馬富士

の麓まで移動し、軍手・ヘルメット・剪定ばさみ・のこぎりを装備し、現場まで登山開始です。ヤマウルシな

ど、直接触れてはいけない樹木の説明などを受けながら進みます。途中スズメバチの集団にも遭遇し、

慎重に現場へと向かいました。（下写真一番右） 
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 途中作業の拠点となる山小屋で里山に関するお話をいただきました。 

 

 里山は本来人間の生活に欠かせない存在でした。台所やお風呂でお湯を沸かしたりするための炭や、

暖房に利用する薪を手に入れるため、さらには農業を営むために腐葉土などを山から持ち出し、畑に施

肥していました。結果的に人間がこまめに山に入り、管理を続けていたことで安定した状態が保たれてい

たのです。そして地面には一定の日光が降り注ぎ、多様な植物が生息できていました。 

 しかし、現在は日常生活で化石燃料、農業でも化成肥料を利用するため、山に入る必要がなくなり、山

は荒れ果てています。笹が生い茂り藪となり、ひどい場所では不法投棄によりゴミ捨て場と化していま

す。 

 この現状をどうにかしたいと、緑の環境クラブの方は日々活動されています。ちなみに下の写真の左が

手入れしていない里山、右が手入れした里山です。全く違いますね。 

 

 さて、現場につくと早速作業開始です。今回は生い茂っている笹を取り除くこと。そして樹木は常緑の樹

を中心に取り除くことを目標としました。（里山管理は、冬に葉を落とし地表面に日光が降りそそぐ落葉樹

を中心に残すのが基本だそうです。）生徒は指導員の方に道具の使い方や樹木の説明などを聞いた後、

約１時間作業を行いました。 
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終了後はパークセンターに戻り、実習のふり返り。里山に生息している代表的な樹木の復習を行った後、

生徒全員から作業を終えての感想を発表しました。作業の充実感・達成感を得ることができた。里山では

木を切ることが山を守ることにつながるという意識の変化があった。考えていた以上に樹木の種類が多く

驚いたなど、様々な意見が出され、充実した実習となりました。 

 

剣道部 県総体 女子ベスト１６ 男子ベスト３２（県） 

水曜日, 6月 8th, 2011 

剣道部 県総体 

 丹有地区大会 女子 団体優勝 個人３位 

           男子 団体２位 

 県大会      女子 県ベスト１６ 

           男子 県ベスト３２ 

バドミントン部 総体結果 

月曜日, 6月 6th, 2011 

バドミントン部  平成 23 年度 総合体育大会の結果  

 神戸地区大会 

   男子団体 準優勝 

   男子ダブルス 辻智也・畑祐司 9 位（県大会出場) 

女子ダブルス 大深ちひろ・井戸詩織 9 位（県大会出場）  

県大会  

 男子団体 5 位 
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トライやるウィーク 無事終了しました 

金曜日, 6月 3rd, 2011 

 ５月３０日（月）にブログでお伝えしましたが、有馬高校人と自然科にて、けやき台中学校２年生６人がト

ライやるウィークを実施し、一週間の予定を無事終了することができました。２日目以降の彼らの様子を

紹介します。 

 ５月３１日（火） ２日目 

 午前中は、教職員の指導のもと、校内に植栽されている植木の剪定作業を行いました。刈り込みばさみ

に慣れるまで時間はかかりましたが、仕上がりは満足のいくものとなりました。午後からは工事現場など

で行われる測量作業を体験しました。今回はトランシットによる測量を学びました。 

 

 

 ６月１日（水） ３日目 

 午前中は草花の鉢上げ作業を行いました。鉢上げとは、トレイに発芽している草花の苗をポリポット内

に植え替える作業のことです。午後からは農場管理ということで、普段使用している一輪車にペンキを塗

る作業を行いました。ペンキがつかないようカッパを着こんで一生懸命頑張りました。 

  

 

 ６月２日（木） ４日目 

 午前中は草花部門で花の苗を栽培するための土づくりの作業を行いました。普段あんまり感じたことは

なかったのですが、土は本当に重たかったです。午後からはビニルハウスいっぱいに置かれている草花
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の苗に灌水してく作業を行いました。びっくりするほど数が多く、水のやり残しがないように丁寧に作業し

ました。 

 

 

 ６月３日（金） 最終日 

 午前中は草花部音でペチュニアの花柄摘みの作業を行いました。咲き終わった花を一つ一つ丁寧に摘

んでいき、見た目を良くしたり病気を防いだりするために行う作業です。そして最後の作業。午後からはジ

ャガイモの収穫を行いました。傷をつけいないように気をつけながら収穫しました。 

 

 

 一週間という短い期間でしたが、６人全員働くことの厳しさや楽しさを体験できたようです。今回の経験

を活かして今後の中学校生活も頑張ってください。 
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