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水泳部 丹有大会 

火曜日, 5月 31st, 2011 

こんにちは、水泳部です。 

先週５月２８日（土）に行われた第１５回丹有地区高等学校水泳選手権について報告します。 

この大会は毎年５月の最終週の土曜に行われているもので、有高水泳部にとってはシーズン最初のレー

スになります。会場は湊川相野学園記念プール。丹有地区では唯一の長水路（５０ｍ）のプールです。出

場校は、三田学園（男子のみ）、三田祥雲館、三田松聖、三田西陵、北摂三田、有馬の６校。シーズン最

初でかつ長水路で行われるということもあって、一月後の県大会を見据えての大会という位置付けになり

ます。県大会の出場制限タイムを切れていない選手はそれを切るべく、既に切れている選手は尐しでも

上積みをすべく、この大会に向けて練習してきました。 

台風２号の影響もあって大会当日の天気予報は一日中雨。しかも激しく降ることも予想されていて中止の

可能性も心配されました。しかし、雨は降ったものの大雨になることはなく、大会は無事最後まで行われ

ました。 

有高水泳部の総合成績は男子が５位、女子が４位。表彰状には今一歩及びませんでしたが、個人では優

勝したり、上位入賞した選手もおり、またそれ以外の選手も自己記録を更新したり、これまで切れていな

かった県大会の出場制限記録を切ったりと、雨という悪コンディションの中でそれぞれ精一杯の泳ぎはで

きたと思います。 

 

また、雨の中にもかかわらず、力いっぱいの応援で泳いでいる選手を後押ししました。 
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次の大会は６月２４－２６日の県大会。会場はポートアイランドスポーツセンター・プール。３年生にとって

は最後の大会になります。今回の丹有大会を一つの弾みにして、更なる上積みを目指して練習に励み、

一月後の大会を良い形で迎えられるようにしていきます。 

人と自然科でトライやる・ウィーク 頑張っています 

火曜日, 5月 31st, 2011 

 今年度もトライやる・ウィークが５月３０日（月）から始まり、本校人と自然科でも、けやき台中学校２年生、

６名が実習を通して就業体験を行っています。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。 

 

 初日はまず、ブドウのジベレリン処理、整房、巻きひげ取りの実習を行いました。『皆さんが管理した農

作物は実際に地域の方に販売される。一つ一つ丁寧に、真剣に作業してほしい』というメッセージを受け

た後、作業方法の説明を受け早速実習開始。自分たちが手入れを失敗したら取り返しがつかなくなること

を常に心に思いながら丁寧に進めていきました。 

 

 

 その後は、ユリやニンジンの除草、スイートコーンの誘引作業などを体験。前日の台風による大雨のた

め、畑はぬかるんでおり、体操服はどろどろになりましたが、初日約６時間にわたる実習は無事終了。大

変充実したものとなりました。 

 

 残り４日間も真剣に頑張りましょう。 
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人と自然科 農業クラブ 世界田植え選手権に参加 

月曜日, 5月 30th, 2011 

 ５月２８日（土）三田市東本庄の水田にて、第４回世界田植え選手権が開催され、本校農業クラブのクラ

ブ員も１２名が参加しました。世界田植え選手権・・・とてつもなく規模の大きな大会に聞こえますが、実際

は田植えを通して、いちばん身近な土や人とのかかわりを感じてほしいという目的で開催されているミニ

イベントです。この日も小さな子どもさんからお年寄りまで世代を超えて約６０名が参加しました。 

 

 为催者あいさつの後、有高生の号令のもと準備運動を行い、早速田んぼに入ります。私たちは学校を

出発したときから裸足にサンダル、半ズボン体操服を着用というスタイルで準備万端です。 

 

 台風も近づき、雨が降ったりやんだりの不安定な天気の中、田んぼの中に一列に並び、リーダーの号

令のもと苗を手植えしていきます。最初はヒルやカエルなどたくさんの生き物が生息しているぬかるんだ

足元に戸惑っていましたが、すぐに作業にも慣れ、どんどんスピードは上がっていきます。服が泥だらけ

になっても気にしない。わいわい楽しく時間は過ぎていきます。水田面積３０aのうち、午前中には約２／３

を手植えで植えていきました。 

 

 

 泥だらけになった足は湧水が流れる近くの水路で洗います。これがまた冷たいけど気持ちいい。 
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 昼食には、お母様方が準備された手作りカレーと赤飯を満喫。午前中一生懸命作業したおかげでおな

かぺこぺこ。３杯もおかわりしている生徒もいました。 

 

 午後になると天気はさらに悪化。大雨の中田植え機操作の体験実習を行いました。これがまた難しい。

まっすぐ進みたいとは思っているのですが、ハンドル操作が思うようにいかず、いつの間にかくねくね曲が

ってしまいます。それでも何回も練習したらまっすぐ進めるようになりました。（コツは遠くを見ることなんで

すね） 

 

 

 この日１７時頃まで一日中頑張り、雨でずぶぬれ、全身どろどろ、腰も痛くなりみんなへとへと。田植え

の大変さを知りました。でも子供からお年寄りまで幅広い年代の方との交流は充実したものとなり、大満

足でした。 

 

 次回１０月には、今回植えたもち米を収穫する『世界稲刈り選手権』が開催されます。そして収穫したも

ち米は精米され、東日本大震災被災地の小学校に贈る予定にしています。 

人と自然科 全国花のまちづくり三田大会に参加 

月曜日, 5月 30th, 2011 

 ５月２７日（金）郷の音ホール（三田市総合文化センター）にて、第１４回全国花のまちづくり三田大会が

開催され、日頃の草花を用いての緑化活動を通した地域貢献活動が評価され、本校人と自然科の生徒

も全員招待されました。この大会は緑化を通じた美しい地域環境づくりや快適な生活環境づくりの成果を

全国に紹介する大会で、今年度は全国的にもガーデニングが盛んなここ三田市で開催される運びとなり

ました。 
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 開会式の後は、世界的にも有名なガーデンデザイナー ポール・スミザー氏から、『街に緑の回廊をつく

る』をテーマに講演をいただきました。ポールさんは宝塚ガーデンフィールズの英国式ナチュラル庭園の

設計を手がけるなど、日本国内の様々な公園、街並みの設計を行っており、園芸・ガーデン雑誌などでも

大活躍されている方です。（ちなみに日本語ぺらぺらです） 

 

 講演では、宿根草などを中心とした自然の理にかなったナチュラルな雰囲気の庭造り、街づくりの魅力

を中心に紹介。街の中に街路樹や生垣、花壇などをつくることにより、そこが昆虫や鳥の通り道となり、生

物の多様化にもつながる。さらにはその場が子供たちの遊び場にもなる・・・などユーモアあふれる口調で

の講演はとても関心のある内容でした。 

 

 その後は、全国各地の先進的な取り組みに関する事例発表。そして『花・みどりを通した地域社会づくり』

をテーマにパネルディスカッションが行われ、本校生徒もパネラーとして参加し、本校の取り組みや活動を

始めたきっかけなどを紹介。全国各地の方々と意見交換を行いました。 

 

 なかなか経験することのできない貴重な話に、生徒は熱心に耳を傾けていました。 

 

 ちなみにこの日の午前中有馬高校では、兵庫県内の農水産高校の先生方が集まり、『地域貢献に関す

る研究会』が開催されました。そして午後からは人と自然科の生徒と一緒に、会場で講演や事例発表を

聞きました。 
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農業科学基礎 ブドウの摘穂、整房作業開始 

金曜日, 5月 27th, 2011 

 ５月考査も終わり、農業科学基礎 ブドウ（ベリーＡ）の栽培実習では、摘穂、整房の作業が始まりまし

た。 

 

 摘穂とは、一つの枝に２～３房ついている花穂（蕾の固まり）を１つに選抜することを言います。成長が

早すぎても遅すぎても駄目です。丁度いい大きさに成長しているもの、かつ奇形ではない花穂を一つ選抜

していきます。 

 

 しかし残った一つの花穂には、無数の蕾が付いていて、このままでは１房に１００～２００粒の実がつい

てしまう・・・それでは困る、ということでハサミを使って蕾の数（塊）を減らしていく作業が整房です。これが

また細かい作業・・・。最終的には１房７５粒を目標とします。生徒は最初は戸惑っていましたが、すぐに技

術を取得していました。 

 

 さあいよいよ次週は種なしブドウにするためのジベレリン処理です。 

追伸： 

 スイートコーンも順調に生育中。この日は芽の数を１本に減らす『間引き』、肥料を足してやる『追肥』、

根に空気を送ってやるために土を耕す『中耕』、倒伏を防ぐための『土寄せ』の作業をしました。 
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生物活用 ヨモギモチを作る 

木曜日, 5月 26th, 2011 

 ５月に入り、生物活用（人と自然科 総合学科 ３年生選択科目）でヨモギモチを作りました。生物活用

は、身近な植物と人間とのかかわりを学ぶ授業です。実習を通してヨモギがどのように利用されているの

か、私たちがどのような恩恵を受けているのかを学びます。 

 まずはヨモギについて勉強。ヨモギ自身が自分たちの縄張りを作るために化学物質を出していること（ア

レロパシー）。利用法として、おひたしやてんぷらにして食べられていること。煎じて飲むと腹痛・胸やけ・

下痢・止血などに効果があるということ。さらに、ヨモギの葉の裏にある白い毛を集めて乾燥させたものが、

お灸のもぐさになることなどなど、ヨモギは万能薬であることを学びました。 

 

 いよいよ実習開始。今回は実際にヨモギを摘むところからスタートします。ヨモギの見分け方を勉強し、

学校にある雑木林を中心に捜索開始。学んだ通り、固まって生息していました。 

 

 

 部屋に戻り、余計な雑草を取り除き、固い部分を取り除いたらさっと塩茹で。 
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 お湯を捨て水を切ったらすり鉢ですっていきます。この辺りから部屋中ヨモギのいい香りが漂ってきま

す。 

 

 そしてあらかじめ水を加えておいたモチ粉と混ぜ、きれいな緑色になったら、一口サイズに丸めてつぶし、

茹でていきます。 

 

 

浮き上がってきたら水を切り、お好みであんこ・きな粉を載せれば、着色料不使用のヨモギモチの出来上

がりです。 

 

 生徒はほんのり香るヨモギの香りと鮮やかな緑色を楽しみながら、味わっていました。 

ブドウの栽培 本格的にはじまりました（芽かき・誘引編） 

月曜日, 5月 23rd, 2011 

 有馬高校名物の一つと言えばブドウ。毎年９月に行われるブドウ販売会では地域の方が殺到し、大騒

ぎになるほどの人気です。今年もおいしいブドウを地域の方々に提供するための実習が本格的に始まっ

ています。 

 有馬高校でブドウの栽培を学んでいる授業は、１年生農業科学基礎、３年生ガーデニング。そして総合

学科の選択科目である３年生農業科学基礎です。それぞれの授業で、ベリーＡとピオーネ・マスカットの

栽培を学んでいます。そして現在行っている作業は、『芽かき』と『誘引』という作業です。 

 『芽かき』とは、ブドウの枝からたくさん出ている新芽を適度な数に減らしていくこと。日当たりを良くした

り、毎年の結果数をそろえたりすることを目的として行います。最終的には２０センチに一つの間隔まで減
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らすのが目標です。たくさん出ている芽の中でどれを残すのか。その判断が難しい。生徒は慎重に確認し

ながら芽を減らしていきました。 

 

 

 『誘引』という作業は、伸びている芽を、棚の針金に結びつける作業です。芽は上に向かって伸びており、

何も考えずにその芽を下におろしてしまうと、根元からすぐに折れてしまいます。そこで必要なのが『ねん

枝』という技術です。節と節の間をねじることにより、上に向かって伸びている芽を折らずに棚に誘引する

ことができます。この『ねん枝』がかなり難しい。最初は失敗する生徒もいましたが、実習が進むにつれて

慣れてきたようで、スムーズに誘引することができました。 

 

 これらの作業は授業時間内では終えることはできません。生徒は放課後も積極的に農場に足を運び、

時間を惜しんで作業をしています。（中には作物に会うのが楽しみと、土日も含めてほぼ毎日農場に行っ

ている生徒もいます。）これこそ農業高校で学ぶ生徒の姿です。 

 次回の作業は、『摘穂』『巻きひげの除去』『整房』です。大変ですが頑張っていきましょう。 

人と自然科 地域自然保護 有馬富士公園の自然を学ぶ 

木曜日, 5月 19th, 2011 

 ５月１４日（火）人と自然科地域自然保護の授業において第３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。 

 今回は有馬富士公園内にある自然学習センターの職員の方に解説をいただきながら、公園内にある

様々な植物・動物の観察を行うことで、自然の素晴らしさを学ぼうという取組みを行いました。 
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 公園内には様々な種類の植物があり、その一つ一つには普段気付くことのない小さな魅力があります。 

 たとえばグミの木。赤く実り今が食べごろでした。漆の木。近づくだけでかぶれる人がいるので要注意。

朴葉の木。信州で朴葉味噌（葉の上に味噌をのせ、その上で肉などを焼く料理）に使われる木・・・などい

つも緑の一部として見ている風景も、説明を聞きながらだと全く違う光景に見えました。 

 

 そしてそれらの木々には多くの昆虫が生息しています。たとえば写真のように鳥の糞に擬態している幼

虫など様々。 

 

 さらに園内の湿地にはカエルの卵やアメンボ・タニシなど様々な水生昆虫も生息しています。興味深い

内容ばかりで２時間の授業はあっという間に過ぎて行きました。 

 

人と自然科 ボルネオ植林ワークキャンプ 報告会の開催 

水曜日, 5月 18th, 2011 

 以前ブログでもご紹介したとおり、春休み中の３月１５日から４月１日まで８日間、人と自然科３年生４名、

２年生１名が、NPO法人ブレーンヒューマニティーが为催するボルネオ植林ワークキャンプに参加しまし

た。そしてその報告会が５月１５日（日）西宮市大学交流センターで開催されました。 
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 为催者からのあいさつの後、まずは写真を使い、参加者が事前プログラム、本番、事後プログラムにつ

いてプレゼンテーション方式で振り返りました。植林活動に行く前に、募金活動を街頭で行ったこと、現地

での出しものやマレー語などの語学研修を行ったこと、現地での植林活動やホームステイ、小学校訪問

などを写真を通して振り返りました。 

 

 次にディスカッション。参加者が舞台に並び、このワークキャンプを通して感じたこと、考えたことをディス

カッション形式で発表しました。『環境問題についての意識が変わったのか』『この植林活動が本当に役に

立つのか』『どのようにしたら環境を改善していくことが出来るのか』『異文化交流は達成できたか』など、

様々なテーマに対して熱心に意見交換を行っていました。 

 

 そして参加者スピーチ。ワークキャンプを通して感じたこと、学んだことを意見発表形式で参加者自身の

言葉で伝えました。 

 

 最後にワークキャンプのスライド上映。ワークキャンプ全体を参加者の日記と写真をもとにスライドにま

とめたものの上映がありました。参加者の中には充実したワークキャンプを思い出し、涙を流す者もいま

した。今回の報告会を聞いて、参加した生徒は一回りもふたまわりも成長しているように感じました。高校

生のうちにしかできないことを、是非この有馬高校での３年間で体験してほしいと強く感じました。 

人と自然科 クラインガルテン開講 

水曜日, 5月 18th, 2011 

 人と自然科で今年度もクラインガルテンが開始されました。学校設定科目『クラインガルテン』では、３年

生が今まで野菜や果樹の栽培について学んできた知識や技術を活かし、地域の方を受講生としてお招き

し、生徒が指導しながら農産物の栽培実習を進めていくという授業です。今年度も地域の方に募集したと

ころ、多数の応募があり、厳正なる抽選で選ばれた１０名が決定。毎週火曜日に実習を行っています。 

 開講式では、まず本校校長からのあいさつがあり、その後生徒・受講生からお互い自己紹介を行いまし

た。 

http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1121
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1122
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1124
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1123
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1127
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1126
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1125


 

 そして早速実習開始。生徒手作りの野菜の栽培法に関してまとめられた手引書を片手に、トマトやピー

マン・レタスなどの野菜苗の定植を行いました。 

 

 受講生の方は生徒からの優しい手ほどきを受けながら作業を進めていきました。 

 

 これから野菜やブドウの栽培実習を続けていきます。毎週が楽しみですね。 
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