
Archive for 11月, 2013 

人と自然科 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 

土曜日, 11月 30th, 2013 

 １１月３０日＇土（人と自然科農業クラブの役員１・２年生７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。 

 この日朝からしびれるほどの寒さ。しかし引率する農業クラブ顧問 N先生の晴れ男パワー＇農業祭・先

進地見学など過去ブログ参照（により当然快晴。気温も上昇し、気持ちのいい天候となりました。今回お

持ちした花は、パンジー・ビオラ・ノースポール約７００鉢です。 

 

 まずは土づくりから。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１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。 

  

 ノースポールを中心に赤・黄・紫のパンジー・ビオラを放射線状に配置していきます。 

   

 配置が終わったら、施設の方と植え付けていきます。更地だった花壇はどんどんにぎやかになっていき

ます。 
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 約２時間かけ、てすべての花を定植することができました。＇少し間隔があいているように見えますが、

春になると株が張り、ボリューム感が出てきます（『一気に明るくなりましたね』と施設の方も喜んでくださ

いました。 

 

 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。また春に花の植え替え作業に伺います。 

 

人と自然科 １年生 人博連携セミナー受講 

金曜日, 11月 29th, 2013 

 人と自然科１年生で実施している、兵庫県立人と自然の博物館との連携セミナーも第７回目を迎えまし

た。有馬高校人と自然科は、平成１８年に県立人と自然の博物館との間で、生徒の学習機会を広げるこ

となどを目的として連携協定を締結しています。そして１年生の学校設定科目『人と自然』の授業で年間８

回人と自然の博物館に赴き、環境学や生物学を中心として博物館の研究員の講義・実習を実際に受け

る取り組みをしています。 

  

 第７回となる今回のテーマは『霊長類学が描くヒトの姿～われわれはいったい何者か～』をテーマに、三

谷 雅純研究員から講義を頂きました。 
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 今回の講義は非常に奥が深く、ヒトとチンパンジーやゴリラなどの行動や脳を比較し、私たちヒトとは何

かというのをひも解いていきます。 

 チンパンジーの認識能力に関する映像や新生児模倣の現象などから共通性を見出していきます。 

 

 哲学的な内容も入り、かなり高度な内容でしたが、ほとんどの生徒が興味関心を持ち、熱心に講義を聞

き、メモをとっていました。  

    

 終了後には質問に行く生徒も。次回１月に行われる最終回もこのテーマで講義を頂きます。私たちヒトと

は一体どんな存在なのか・・・結論が非常に楽しみですね。 

 

人と自然科 兵庫県若手農業リーダー育成研修＇ブラジル・アメリカ研修（明日帰ってきます 

木曜日, 11月 28th, 2013 

 現在人と自然科２年生の生徒２名が、１１月１５日 ＇金（～１１月２９日＇金（まで、兵庫県若手農業リーダ

ー育成研修＇ブラジル・アメリカ研修（に参加しています。 

 この事業は県立高等学校の農業に関する学科に在学する生徒ならびに県立農業大学校に在学する学

生の代表を海外＇ブラジル・アメリカ（に派遣し、各種研修を実施させることにより農業後継者の育成を図

ることを目的とした事業です。今年度有馬高校人と自然科からは、２年生２名が選ばれました。 

 どうやら元気そうですね。いよいよ明日帰国します。お土産話が楽しみです。 

 このように人と自然科では、修学旅行でのマレーシア環境学習をはじめ、海外での研修を行うことがで

きるのも大きな魅力です。 

人と自然科 地域自然保護 夢プログラム準備頑張っています 

木曜日, 11月 28th, 2013 
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 人と自然科 学校設定科目 地域自然保護の授業では、今年度も『ありまふじ公開セミナー』と連携し、

有馬富士公園で地域の方々に楽しんで頂ける夢プログラム＇今年は大学生を対象としたプログラム（の企

画、実施を目標に授業を行っています。約８カ月かけて企画・準備してきましたが、いよいよ来週３日＇火（

には人と自然科２年生へのプレ実施、さらに来月１５日＇日（には、実際に大学生を招いての夢プログラム

の実施を予定しています。現在本番に向け、生徒は準備・練習に励んでいます。今日は生徒が企画した

３つの中の１つを紹介します。 

 彼らが企画したプログラムは『働かざる者食うべからず』 

 企画内容としては、有馬富士公園の里山管理の際に出た丸太を利用し、まき割り体験をします。そして、

自分で割ったまきを燃やし、かまどを使って炊き込みごはん＇有馬富士公園で栽培した古代米を使用しま

す（と豚汁を作り、公園の自然を体全体で感じながら食べてもらおうというものです。 

 とはいうものの、まき割り用の丸太を準備するのも生徒自身です。そして斧でまき割りをした体験、かま

どでご飯を炊いた経験は一度もありません。ということで事前に公園に行き、準備、練習です。 

 まずはまき割りの準備。丸太を斧で割りやすいように、チェンソーで３０ｃｍサイズに切っていきます。３

年生にもなると、チェンソー取扱いの資格＇技能講習（を取得している生徒もいるので、ばっちりです。公

園職員の方に見守られながら、大胆に切っていきます。  

   

 そのあとは実際にまき割りの練習です。当日自分たちが講師役となり、割り方を指導しなければいけな

いので、自分たちが完璧にできるように練習あるのみです。かやぶき民家守しょう会のお年寄りの方のア

ドバイスを受けながら実践しました。最初は的に当たりませんでしたが、やってみると結構面白いみたい

です。みんなヤミツキになっていました。  

  

 そして、かまどでご飯を炊く練習。材料を切り、お米を研いでいきます。 

  

 かやぶき民家守しょう会の方のアドバイスを受けながら、まきの量、吹き入れる空気の量で火加減を調

整し、炊いていきます。熟練の技が必要です。 
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 １時間弱で完成。初めてかまどで炊いたご飯の味は最高でした。有馬富士公園のおいしい空気と美しい

風景がさらに味を向上させますね。 

   

 次回のプレ実施・本番は、生徒は自分たちだけの力でやる必要があります。この経験をもとに頑張って

ください。 

 残りの二つのプログラムについては、プレ実施、本番などの報告で後日紹介します。 

生物活用 世界一臭い食品 シュールストレミングを食し発酵を学ぶ 

水曜日, 11月 27th, 2013 

 いよいよこの季節がやってきました。科目『生物活用』名物、世界一臭い食品 シュールストレミングの

試食実習です。この授業は発酵とは何かについて、体験を通して学ぶことを目的としています。 

  

 シュールストレミング＇Surströmming（は、为にスウェーデンで食べられている缶詰で、ニシンを塩漬け

にして、缶の中で発酵させた漬物の一種です。その強烈な臭いから、「世界一臭い缶詰」などと評されるこ

ともあり、TV などで罰ゲームに使用されたのをご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、

コミック本『もやしもん』にも登場します。＇ちなみに、殺菌を行わないこの食品は缶詰の定義から外れる為

に日本では JAS法などに基づき缶詰と標記できません。（ 

 前置きはこのくらいにして、早速体験です。本場の食べ方を真似て、フランスパンを薄切りにし、マッシュ

ポテト、スライス玉ねぎを作っていきます。 

 服に臭いが付くといけないので、人と自然科の生徒は実習服、総合学科の生徒は体操服に着替え、や

る気満々です。＇一度ついた匂いは取れないといわれています。実際はそんなことないように思います

が・・・。（ 
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 いよいよ開缶。シュールストレミングは屋内での開封は原則禁止です。＇臭いで失神する人もいるようで

す。（屋外で、缶にビニール袋をかぶせ、内容物が噴射しても大丈夫なようにして開缶します。＇今回のは、

新鮮な缶なので内容物が大きく噴射することはありませんが、発酵が進んだ缶は、パンパンに膨らんでい

き、勢いよく噴射します。（ 

  

 開けた瞬間に周囲には何とも言えない異臭が漂います。少しづつ悲鳴が聞こえてきます。ちなみに異臭

の原因は酢酸・硫化水素・酪酸などです。 

 中はこのように、生のニシンが入っています。＇発酵が進んだ缶は、中身がどろどろになってしまいま

す。（ 

 

 いよいよ試食。パンの上にマッシュポテト、スライス玉ねぎをのせ、その上にシュールストレミングを置き

ます。左写真が上級者用、右写真は初心者用です。 

  

 口に入れるまでが大変です。一度口に入れてしまえば本人は全く臭いません＇周囲の人間は臭います（

が、入れる前に大きな決意が必要です。 
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 味のほうは・・・塩辛です。９０％の生徒は一口だけでしたが、１０％の生徒はヤミツキになり、おかわりし

ていました。 

 

 これで TVでシュールストレミングが出てきたとき『私食べたことがある』といえますね。素晴らしい体験で

す。授業後、生徒は、ブレスケアや歯磨きなどを熱心にしていました。 

 ちなみに、なぜニシンをこんなに臭くする必要があったのか・・その答えは・・・・有馬高校に入学し、生物

活用の授業を選択して下さい。 

チャレンジ教室＇フラワーアレンジメント（閉講式 

水曜日, 11月 27th, 2013 

本日のフラワーアレンジメントは一般の受講生と一緒に 

作品を制作する「チャレンジ教室」の最終回でした。 

もうすぐ１２月ということで、今回はクリスマスリースの制作です。 

リング状の吸水スポンジにサツマスギやカイヅカイブキなど 

針葉樹の枝を規則的に刺し、バランスよく仕上げていきます。 

   

生徒が先生役をつとめ、適宜アドバイスをしながら 

一般の方々と一緒に作品を作り上げていきます。 
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使用した草花はバラやマツボックリのように馴染みのあるもの以外にも 

赤い実をつけるサンキライや、ドイツトウヒやコウヨウザンの実など 

普段あまり見かけない針葉樹の実＇球果と言います（なども 

使用して自分だけのリースを作り上げました。 

完成後は閉講式を行いました。 

    

修了証の授与のあと、受講生の感想や生徒の感想などを 

ほべてもらいました。 

受講生の方はアレンジメントの技術を学んだことで 

家に花をかざる習慣ができ、華やかになったなど様々な 

メリットが得られたのだそうです。 

一方生徒は、「教わる」スタイルの授業とは違って 

自分から「教える」授業の難しさを痛感したそうです。 

人と自然科 全国フラワーアレンジコンテスト 銀賞 新聞に掲載されました。 

火曜日, 11月 26th, 2013 

 １１月２６日＇火（神戸新聞朝刊に、全国産業教育フェア フラワーアレンジコンテストにおいて銀賞＆産

業教育中央振興会会長賞をダブル受賞した、人と自然科２年１組細見さんの記事が掲載されました。 
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人と自然科では現在、５名の生徒が農業クラブ フラワーアレンジメント班＇農業クラブが管理している部

活動。他にもビオトープ班などがあります。（として、放課後毎日フラワーアレンジメントの練習に励み、高

度な技術を習得しています。ちなみにフラワーアレンジメント班で頑張っていると、高校在籍中にフラワー

装飾技能士３級の資格取得も可能です。 

 次の大会もよい結果が出せるよう、頑張ってください。 

大温室剪定作業 

月曜日, 11月 25th, 2013 

総合実習では有馬高校のシンボルの一つである大温室の剪定作業が行われています。 
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中央のガジュマルは温室いっぱいに枝をのばしており、 

先生や生徒が脚立に乗り、汗をかきながら自由に育ってしまった枝を 

一生懸命に切り落としました。 

剪定した枝葉は大きな袋に１０あまりの量にのぼり、袋に詰めるだけでも 

大変な作業となりました。 

  

中にはモンステラやオオギバショウのように巨大な葉もいくつか切り落とされており、 

生徒と並べてみると、大きさにおどろくばかりです。 

剪定作業で風通しがよくなり、下草の成長や病気の予防には必要な作業でした。 

人と自然科 秋の農業祭の様子が掲載されました 

月曜日, 11月 25th, 2013 

 １１月２４日＇日（発行 ちょこヨミ＇読売新聞・日本経済新聞のタウン誌（に人と自然科 秋の農業祭につ

いての記事が掲載されました。 
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 記事にもあるように、１２月にはフリージアの販売会、そして来年４月には春の農業祭＇苗祭（が開催さ

れます。パンジーやビオラなどの草花、野菜も随時販売＇平日のみ（していますので、是非お立ち寄りくだ

さい。 

人と自然科 農業クラブ 食べチャオさんだ！三田の食育フェスティバル参加 

土曜日, 11月 23rd, 2013 

 １１月２３日＇土（三田市総合福祉保健センターにて、食べチャオさんだ 三田の食育フェスティバルが開

催され、本校農業クラブの生徒７名が販売実習を行いました。このイベントは家族のきずなをテーマに、

“食を通した家族のきずな”づくりの大切さを改めて見直す事を目的に開催されたもので、有馬高校は２年

前から地産地消の意味も込めて農産物販売をさせて頂いています 

 当日は早朝より農業クラブ役員が農場に出て、ダイコン、ハクサイ、セロリなどの野菜の収穫をしまし

た。 

   

 会場に到着し、販売準備。野菜だけでなく、ハボタン、パンジー、ビオラ、ポインセチアなど配置します。 

 当然一押しの『農業に夢中 Tシャツ』も販売しました。 

  

 販売開始は１３：００。販売前から直売所前にはお客様が殺到しました。そして販売開始と同時に野菜が

ほぼ完売してしまいました。 

  

 レジに並ぶお客様の行列もすごかったです。 
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 会場ではこのほかにも様々な体験コーナー、展示が行われていました。 

 たとえば学校給食試食コーナー。三田市の農産物を使って作られた懐かしのメニューに皆感激です。 

   

 また、我らが有馬高校元校長先生で、清陵会顧問、 縦笛の魔術師 梶谷 正治先生の講演「食で元

気！笑いと音楽で心のリフレッシュ」では得意のダブル鼻笛に会場は大盛り上がりでした。 

 

会場にいた、キッピーとハッピー＇三田市のマスコット（も大爆笑です。 
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