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人と自然科でトライやる・ウィーク 頑張りました 

金曜日, 5月 31st, 2013 

 今年も５月２７日（月）から５月３１日（金）まで、人と自然科の農場を中心に、トライやる・ウィークでけや

き台中学校の生徒１名が頑張りました。トライやるウィークは、兵庫県内の中学２年生を対象として実施さ

れており、一週間にわたり職場体験を通して地域について学び、「生きる力」を育むことを目的としている

活動です。有馬高校人と自然科では毎年中学生を受け入れ、農場管理・校内環境整備を中心に職場体

験を行っています。 

 

 有馬高校では草花・環境・野菜を中心に様々な実習を行っており、１週間かけて様々な実習を行いまし

た。野菜部門では、玉ねぎの収穫、調整を中心に行いました。 

 

 草花部門では、ペチュニアなど花苗の花柄摘みを行い、出荷準備を行いました。また、花の寄せ植えの

制作も行いました。 

 

 

 また環境整備として、校内の植え木の剪定、一輪車など農具のペンキ塗り、花の寄せ植え体験などをし

ました。 
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このように職業体験として様々な作業を行い、あっという間に１週間が過ぎました。普段体験できないこと

が多く、毎日が新鮮で、大変な作業の中にも楽しさがあったようです。この経験を将来に生かしてください

ね。 

 

最後に農場長とツーショット写真。 

人と自然科１年生 ブドウ（ベリーA）のジベレリン処理実施 

木曜日, 5月 30th, 2013 

 ５月２９日（水）人と自然科１年生 『農業と環境』の授業でブドウのジベレリン処理をおこないました。ジ

ベレリン（植物ホルモンの一種）処理とは、主にブドウの無核化（種なしにする）、成長促進、果房の成長

を目的に行うもので、ベリーAでは栽培中２回施用します。第１回目の適期は満開１５～１０日前。先週末

の高温で花の開花スピードが速まり、少し遅れ気味との心配もあり、この日は小雨が降っていましたが、

明日まで待っていられないということで、どうにか作業を行いました。 

  

 ジベレリン処理の方法は、カップの中にジベレリン溶液を入れ、一つ一つ花房を浸していきます。このと

き、溶液の中で花房を振ってやることにより、つぼみとつぼみの間にできる気泡を抜くことができ、まんべ

んなく浸すことができます。 
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 また、処理した後も、乾燥して溶液の濃度が上昇し、果粒にしみがつかないように、花房を軽くたたき、

余分な液を落とす作業もします。 

 

 今日作業をし忘れてしまったブドウの房は種が残ってしまうため、商品として販売できません。生徒は緊

張感を持って、やり残しのないように慎重に作業を進めていきました。 

人と自然科 地域自然保護 天文について学ぶ 

水曜日, 5月 29th, 2013 

 ５月２８日（火）人と自然科『地域自然保護』の授業において第５回目となる公開セミナーが開催されまし

た。 学校設定科目である『地域自然保護』では、有馬富士公園での実習や、専門家を招いた講義を受講

し、それらの体験をもとにして、生徒自らが地域の方を対象とした、有馬富士公園での体験プログラム『夢

プログラム』を企画するという取組みを行っています。今回からは実際に有馬富士公園で夢プログラムを

されている団体からお話をいただいたり、プログラムを体験する段階に入りました。 

 この日は、有馬富士公園で天文観察会などを企画されている、さんだ天文クラブの代表 加瀬部久司さ

んを講師に、お話を頂きました。 

  

 まずは公園で、特殊な望遠鏡を使用した太陽と金星の観察・・・と言いたいところですが、この日はあい

にくの曇天で体験ができませんでした。残念です。 

 ということで、スライドを用いて天体に関して様々な説明を頂きました。 

 さんだ天文クラブが有馬富士公園でされている夢プログラムについての説明はもちろん、太陽、日食な

どについての解説、星と人々の生活とのかかわりなどについての話を頂きました。 
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 中でも一番生徒が興味を持っていたのは、時と暦の話。実際に旧暦と新暦の比較カレンダーを見せて

頂きながら説明を受け生徒は興味津々でした。 

  

 最後はパソコンの天文シュミレーションソフトを用いての宇宙旅行体験。雨で座学のみのとなってしまい

ましたが充実した講習となりました。 

ブドウの整房作業で大忙し 

火曜日, 5月 28th, 2013 

 有馬高校のブドウ畑では現在整房作業に追われる毎日です。ブドウの栽培を学んでいる人と自然科１

年生と３年生、そして総合学科の農業科学基礎選択生は農場で一生懸命頑張っています。 

 

 整房とは、房の形を整える作業。現在ブドウはつぼみの状態で、その数は数百個。このままではうまく

実がつかなかったり、とてつもなく大きな房になってしまうので、つぼみのうちにハサミで摘みながら数を

制限していきます。 

 人と自然科１年生と総合学科の３年生（農業科学基礎選択生）の生徒が頑張っているベリーAの栽培で

は、最終的に１房７５粒を目標とします。（詳しく話すと長くなるのでやめておきますが）今回はつぼみの塊

（車）１５～１８にしていきました。左の写真が整房前、右は整房後の写真です。 

 →  

 細かい作業で大変ですが、生徒は丁寧に１房１房作業をしていきました。  
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 そして３年生のピオーネ栽培では、最終的に１房４０粒を目標とします。今回はつぼみの塊（車）の数を１

０～１１に調整していきました。左が整房前の写真、右が整房後の写真です。 

 →  

 さすが経験者の３年生。慣れた手つきで作業を進めていきます。 

   

 いよいよ次回は種なしブドウにするためのジベレリン処理を学びます。失敗したら商品にならないので、

慎重に作業をしていきましょう。 

人と自然科 農業クラブ 世界田植え選手権参加 

月曜日, 5月 27th, 2013 

 ５月２５日（土）三田市本庄の水田にて世界田植え選手権が開催され、有馬高校農業クラブ役員１３名も

参加しました。この大会は私たちに身近な土、そして人とのかかわりを田植えを通して感じることを目的に

開催されているもので、有馬高校農業クラブは毎年、大会運営協力を行っています。 

  

 当日は子どもからお年寄りまで地域の方も含め約５０名が参加。まずは恒例となった、有高生の号令の

もと、全員でラジオ体操からスタートです。 
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 そして、いよいよ田んぼに中に入っていきます。小さい子供が多かったので有馬高校生が手を引いてゆ

っくり入っていきます。ぬるぬるして気持よかったのか、子供たちは大はしゃぎでした。 

   

   

 ぬるぬるに慣れた後、稲の植え方を教えてあげました。３本の指で苗を３本つかみ、指の第１関節まで

差し込んでいきます。（子供たちの小さな手では指すべてが土の中に隠れる程度に差し込みます。） 

  

 そして、子供たちが慣れた後、参加者全員が横一列に並び、一斉に手植えしていきます。横に張ったロ

ープの目印を目安に植えていきます。ぬかるみに足を取られ最初は手こずりましたが、どんどん慣れてい

ってスピードアップしていきました。 

   

 約２時間手植えを行った後、お腹がペコペコ。いよいよお楽しみの昼食タイムです。近くの用水路で足を

洗い、みんなダッシュで昼食会場に移動です。 

 

 地元のお母さんが作ってくださった愛情いっぱいのてんこ盛りのカレーをいただきました。 
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 そしてその場で餅つき。昨年この水田で栽培したもち米をうすと杵で餅つきしました。きな粉餅・しょうゆ

餅にして食べました。最高の味です。  

   

   

 午後からは田植え機を使って田植え。農家の方に操作法を教えてもらいながら、午前中手植えしたスペ

ースと同じ大きさの面積を約３０分で植えていきました。やはり機械は便利です。 

   

 

 待ち時間には子供たちと生き物の観察タイム。田んぼにはカエルなどの生き物がたくさんいました。 

 

網ですくって籠に入れ観察しました。 

   

 そうこうしているうちにイベントは終了。とても充実した一日となりました。今年１０月には世界稲刈り選手

権が開催され、今回田植えしたお米の収穫を行う予定です。今からとても楽しみです。 
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家庭看護・福祉Ⅱ～テーピング技法～ 

月曜日, 5月 27th, 2013 

 ５月２４日（金）家庭看護・福祉Ⅱの授業にて、特別非常勤活用として理学療法士の先生に来ていただ

き、テーピング技法を学びました。身近な突き指や捻挫の際に有効なテーピングの方法を教えていただき、

生徒は熱心に取り組んでいました。 

 関節のしくみや靭帯の付き方などを学び、正しいテーピングができる知識は身につけることができました

が、テープの切り方、アンダーラップの巻き方一つに悪戦苦闘する姿も見られましたので、先生のように

手早く正確な技術を身につけるにはまだまだ長い道のりだと実感しました。 

   

   

 また、忚急処置の基本を学ぶことができたので、生徒自身や周囲の人のけがの際には、実践力として

有効になると思います。 

 講師の成田先生、お忙しい中お越し頂きまして本当にありがとうございました。 

農業クラブ 丹南精明園にて花壇苗の植付けを通した交流実施 

日曜日, 5月 26th, 2013 

 ５月２６日（日）人と自然科農業クラブの役員１・２・３年生６名が、障害者支援施設 丹南精明園を訪れ、

花壇苗の植え付けを通して入所者の方との交流を行いました。有馬高校農業クラブでは昨年から丹南精

明園との交流事業を行っています。 
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 まず施設を訪れ土づくりから。耕うん機で耕した後、レーキと平ショベルで整地していきます。そして今回

は２年生の生徒がリーダーとなり、デザインを考えていきました。 

  

 本日使用する草花苗は自分たちで栽培した、ジニア、サルビア、マリーゴールド、ペチュニア、ベゴニア、

メランポジウムの６種類。中央に背の高いジニアとサルビアを配置し、マリーゴールドで周囲を囲い、一番

外側に背の低いペチュニア、ベゴニア、メランポジウムを配置するというデザインでいくことにしました。 

   

 花苗を並べたら、入所者の方と一緒に花を植えていきます。『とってもきれいなお花ですね』と言ってい

ただきとてもうれしかったです。気温が３０℃近くありとても暑い中での作業でしたが、約２時間で６００鉢

の草花苗を植え付けていきました。 

   

  

 すべての花苗の植え付けが終了したら、かん水をして交流終了です。 

  

 入所者のみなさん楽しい時間をありがとうございました。また秋に花の植え替え作業に伺います。 
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生物活用 レモンカードを作り、レモンについて学ぶ 

金曜日, 5月 24th, 2013 

生物活用（人と自然科・総合学科選択科目）で、レモンカードをつくりました。レモンカードとは、バター・砂

糖・卵・レモンの皮・果汁を加熱し凝固させたもので、イギリスなどヨーロッパではジャムなどの代わりにパ

ンやビスケットにつけて食べている加工食品です。 

 

 まずはレモンについて学びます。疲労回復効果があるといわれているクエン酸が多く含まれているとい

うこと（ちなみにレモンは別名クエン（枸櫞）といいます）。また、ビタミン Cの含有量がカンキツの中で最も

多く、免疫力を高める効果があるということ。さらにレモンの皮にはｄ－リモネンが多く含まれ、油汚れの

洗浄剤やガム剥がし用溶剤として利用されていることなどを学びました。 

 そして座学の後は早速実習開始。まずは減農薬栽培されたレモンを良く洗い、すりおろし機で皮をおろ

します。 

 

 さらに果汁も使用するので搾ります。 

 

 そして鍋の中にバター・砂糖・卵・レモンの皮・果汁を入れます。（ちなみに１人前の材料は、レモン１個、

砂糖５０ｇ、バター５０ｇ、卵１個です。） 

 

 そして弱火でゆっくり熱を加えていきます。（本来は湯煎するのが正しいやり方ですが時間の関係で直

接鍋を超弱火で加熱していきました。） 
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 加熱を続けると、バターが溶けていき、さらに時間がたつとコーンポタージュのようにとろみがついてき

て完成です。 

 

 出来立てを今回は食パンにつけて試食しました。d-リモネンなどのさわやかな香りと、クエン酸の酸味

がアクセントとなり大変おいしいと、なかなかの好評でした。（実際は冷えたらバターのように半練り状に

固まり、トーストなどに塗って食べます。） 

 

 

 あまったレモンカードは、自宅で家族にも味わってもらえるように瓶に詰めました。瓶詰めの殺菌方法も

しっかりと学びました。 

 

 

第４回「産業社会と人間」～科目選択ガイダンスその１・上級学校訪問説明～ 

金曜日, 5月 24th, 2013 

総合学科１年次生「産業社会と人間」 
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第４回目の授業は・・・ 

科目選択ガイダンスその１・上級学校訪問説明  

 ①コミトレ（１分間スピーチ 日曜日の過ごし方） 

 ②科目選択の概要を理解し、自分の選択について考え始める 

 ③上級学校訪問の概要を理解し、自分の進路について視野を広げる準備をする 

  という内容でした。 

 ①   

 ②      

      

       

 ③   

  有馬高校総合学科生全員が自分の進路を自分で決めていく具体的作業が、いよいよ始まりました。 

 教育課程表や科目選択の手引きをじっくり見ながら、難しいけども大切な説明が続きました。 
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 みなさんの夢に近づけるように、また総合学科だから学べることを大切にしてもらいたいので、先生たち

は全力でサポートしていきます。 

  

 しかし・・・あくまでも先生たちはサポートです。 

  「自分で決めたから頑張るんだ！」そう思える科目選択ができるように、 

 今後控えている科目選択に関わる講義や授業を大切にしてもらいたいです。 

 また、上級学校訪問は大学という場が知れるよいチャンスです。 

 事前の調べ学習や事後のまとめ作業なども通して、今まで漠然としたイメージを 

 抱いていただけの大学だと思いますが、深く考えるきっかけになるはずです。 

 そんなきっかけから何かを掴む人もいるでしょう。 

 それが「上級学校訪問」です、積極的に活動していきましょう！ 

人と自然科 ブドウ栽培 誘引 まきひげ取り作業 

木曜日, 5月 23rd, 2013 

 気温もどんどん上昇し、有馬高校のブドウ畑ではすくすくとブドウ（ベリーA・ピオーネ）が成長しています。

下の写真のように、新芽も日に日に伸びていき、このまま放っておけばビニルの屋根に突き刺さってしま

います。 

 

 そこで今回の３年生『ガーデニング』と１年生『農業と環境』の授業では、ブドウの誘引、まきひげ取り作

業を学びました。誘引とは上に伸びた新芽を横に倒し、下の写真のように針金に固定する作業です。 

 

  しかしそのまま無理やり新芽を倒していくと、根元から折れてしまいます。そこで重要な作業となるの

が捻枝（ねんし）という技術。ブドウのツルの節と節を両手で持ってひねりながら芽を下に持っていくと、根

元から折れずに新芽を倒すことができます。この作業には本当に高度な技術が必要です。 
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 まずは、樹を全体から見てどこに誘引するのか決めていきます。 

   

 そしていよいよ作業開始。この日は晴れの日。捻枝は晴れの日の午後に行うと一番失敗が少なくできま

す。最初は失敗する生徒もいましたが、徐々に技術を習得し、成功率が上昇していきました。 

   

 新芽をうまく倒すことができたら、テープナーという道具で、針金に新芽を固定していきます。 

   

  

 誘引が成功したら、ブドウのまきひげをハサミで摘んでいき、本日の作業終了です。 

  

 ブドウの新芽についている花穂（つぼみ）も大きくなり、次回は花穂を調整する『整房』という作業に移っ

ていきます。あつい日が続きますが、頑張りましょう。 
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