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お待たせしました。生物活用 今年もギンナンやってます。 

木曜日, 10月 31st, 2013 

１０月～１１月にかけて、生物活用の授業では、ギンナン拾いを行っています。この季節になると道端に多

く落ちて異臭を漂わせているギンナン。この正体は何なのか、ギンナンの実の健康効果は、さらには食べ

てみることでその有用性を体験します。 

 

 まずはギンナンについて。ギンナンはご存知の通りイチョウの実です。でも全てのイチョウの木に実はつ

いていないですよね。イチョウは雌雄異株の植物で、メスの木とオスの木があります。 

 

そしてギンナンの実の臭いにおいの原因は酪酸とヘプタン酸。我慢しかありません。さらに注意しなけれ

ばいけないのは、ギンナンの実を直接触るとかぶれる場合があります。これはギンナンの実にギンコール

酸という成分が含まれているためで、人によっては水疱ができたり全身に発疹が広がることもあります。 

 ということで早速ギンナンひろいです。ゴム手袋を着用し、校内の秘密の場所に出かけます。そしてひた

すら拾っていきます。 

 

そして１粒ずつ丁寧に果肉を洗い落としていきます。全て手作業です。最後にへばりついている果肉を落

とすには、お米を研ぐような感じで洗っていくのがポイントです。周囲には何とも言えない臭いが漂い、そ

ばを通る人はみな鼻を押さえて通って行きました。でもやってる本人はすぐに慣れて平気になります。 
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 洗ったものを乾燥させたら、真っ白のギンナンの実になります。 

 

 そしていよいよ試食です。その場でフライパンで塩と一緒にあぶります。＇よく封筒の中に入れてレンジ

でチンするやり方がありますが、やはり炒めるのが一番です。（加熱する際ははじけると危険なので、事

前に殻にひびを入れておきます。火が通ったら一緒に炒めた焼き塩を尐しつけて食べます。まるで宝石

のエメラルドのようです。 

 

 実際食べてみると、こうばしい香りがして実も甘く本当においしかったようです。最初嫌がっていた生徒

もいつの間にかフライパンを囲み、その場から離れなくなってしまいました。『茶碗蒸しに入っているギン

ナンは嫌いなのに、これなら食べられる』とたくさん食べている生徒も。ちなみにギンナンには４-O メチル

ピリドキシンという成分が含まれており、ビタミン B6欠乏を引き起こす場合があるので、食べ過ぎには注

意しましょう。 

 

 さて、授業で採取したギンナンは、１５０gに袋詰めし、１袋１００円で１１月１６日に開催される有馬高校

農業祭にて今年も販売します。毎年大人気商品です。ぜひお早めにお買い求めください。 

 

福祉系列～福祉講演会～ 

水曜日, 10月 30th, 2013 
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 １０月３０日＇水（３・４限に、２年次生「社会福祉基礎」選択生徒を対象に、「障がい者福祉の制度とサー

ビス」というタイトルで三田市社会福祉協議会の職員さんをお招きし、ご講演いただきました。 

  

 まず、障がいとは何かについてお話いただきました。中には内部障がいなど目には見えない理解されに

くいものもあるということを知りました。 

 また、障がいによって性格は形成されるのかという疑問に対して、「置かれている環境＝身近な人・社会」

が大きく影響する、と学びました。すなわち、私たちがつくり出す社会そのものが問題なのだ、と意識する

ことが出来ました。 

 これからもさまざまなことを意識し、すべての人が暮らしやすい社会づくりに貢献したいと思います。本

日は、ありがとうございました。 

吹奏楽部～保護者会＆ミニコンサート～ 

水曜日, 10月 30th, 2013 

 風邪が流行っているようです。 

 

 みなさん体調はいかがですか？私たち吹奏楽部は、３年生が引退してはや２ヶ月。新体制で毎日練習

に励んでいます。現在部員は１・２年生合わせて３４名で活動しています。 

 これから、行事がたくさん控えており、色々な準備を同時進行に行わなくてはならない大変な時期です

が、部員一同力を合わせ、みなさんに喜んでもらえるような演奏を目指して努力していますので、応援よ

ろしくお願いいたします。 

 そして、私たちを一番身近に支えてくれている保護者の方へ感謝の気持ちを込めて、１０月２７日に行わ

れた保護者会の後、小さな演奏会を開きました。「こんなに近くで聞くことがなかったのでとても感動し

た！」等、嬉しい言葉をいただきました。お忙しい中、足を運んでくださいましてありがとうございます。また、

いつも私たちが部活に取り組めるようにご支援いただき本当にありがとうございます。これからもよろしく

お願いします。 
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今後の予定 

☆１１月９日＇土（：さんだ農業まつり＇パスカルさんだ（ 

☆１１月１６日＇土（：丹有連合音楽会＇たんば田園交響ホール（ 

☆１１月１７日＇日（：兵庫県総合文化祭吹奏楽部門＇三木市文化会館（ 

   お時間がございましたら、是非足をお運びください。 

 福祉系列～手話講習会①～ 

水曜日, 10月 30th, 2013 

 １０月３０日＇水（１・２時間目に、手話サークル礎さんより、講師の方２名をお招きして、手話講習会を開

いていただきました。 

  

 まず最初に、「どちらが耳の聞こえない方かわかりますか？」との質問。見た目ではわからない”聴覚障

がい”について、実感しました。 

 そして、どのような方法でコミュニケーションをとればよいのかみんなで考えてみました。手話や指文字

以外に、筆談・空書・指さし・ジェスチャー・口話・表情・イラスト・・・耳が聞こえない方とのコミュニケーショ

ン方法はこんなにもありました！ 

 実習では、「口話」で伝えると間違いやすい言葉がある＇例えば「おかし」「おはぎ」「おわり」etc（というこ

と、身振り手振りをつけるとより伝わりやすくなる、ということを学びました。生徒は積極的に取り組んで、

もっと吸収しようと意欲的でした。 

   

 次回は、１１月６日です。本日はありがとうございました。 

秋季オープンハイスクール 
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日曜日, 10月 27th, 2013 

台風の影響が心配されましたが、予定通り秋季オープンハイスクールを開催することが出来ました。 

たくさんのご参加、ありがとうございました。 

冒頭、校長挨拶で「serendipity」＇セレンディピティ（という言葉が出てきました。 

∼思わぬ物を偶然に発見する才能∼ 

言い換えれば、失敗から何かを学び取り成功へと結びつける能力です。 

有高生は、日々、小さな「serendipity」を感じながら成長しています。 

    

   

午前中の公開授業から参加していた中学生は、「色々な科目があって面白そう」とか「教室の移動が大変

そう」などど感想を聞かせてくれました。また、保護者の方からは、「学科の説明会での生徒の発表が素

晴らしかった」とか「国際交流に関心を持ちました」「子供が高校に興味を持ってくれたようで嬉しい」などと

いった感想をお聞きすることが出来ました。 

当日回収したアンケートの内容については、後日ＨＰにてご紹介する予定です。 

   

考査が終わったばかりの有馬高校ですが、生徒たちは、中学生に有馬高校の魅力をわかってほしいとい

う一心で準備を重ねて来ました。 

人と自然科・総合学科という二つの学科を備えた有馬高校。 

どちらも特徴のある学科ですが、どちらにも共通するのは、夢を実現するために、高校時代から「自分の

将来」に向かってスタートしているという点です。 

中学生の皆さん、一緒に「serendipity」をつかみましょう！ 
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説明会の後に行われた部活動体験にも、中学生がたくさん参加してくれました。 

どの部活も、先輩たちが中学生を優しく指導している姿が印象的でした。 

当日体験・見学を行えなかった部活もたくさんあります。 

ＨＰの部活動のページでそれぞれの部活動の様子を紹介していますので、参考にしてみてください。 

第 64回日本学校農業クラブ全国大会 首都圏大会 農業鑑定競技において優秀賞受賞 

土曜日, 10月 26th, 2013 

１０月２２日＇火（～２４日＇木（に首都圏＇東京・埼玉・神奈川・千葉（で開催された第６４回日本学校農業ク

ラブ全国大会 農業鑑定競技 園芸の部に、本校人と自然科２年 岡本翔君が出場し、みごと優秀賞を

受賞しました。岡本君は７月に開催された県大会において最優秀賞を受賞し、全国大会に出場しました。

有馬高校農業クラブが全国大会で優秀賞を獲得したのは昨年・一昨年の意見発表に続き３年連続です。 

 農業鑑定競技は、埼玉県立杉戸農業高等学校で行われました。早朝より会場に到着し、受付を済ませ

ます。各都道府県から集まったクラブ員が続々と集まってきます。 

   

 ここで農業鑑定競技について説明しましょう。 

 農業鑑定競技とは、農業に関する知識・技術の成果を、鑑定・判定・診断等において、その実力を競い

合うものです。 

 競技の実施区分と出題範囲は、所属する９つの学科・コース＇農業、園芸、畜産、生活科学、農業土木、

林業、食品科学科、造園、農業機械（に分かれます。 

 出題数は４０問で、１問当たりの解答時間は２０秒です。ただし、最後の２問は４０秒問題となっており難

問です。下の写真は、過去の農業鑑定競技全国大会の写真です。 
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 要は、机の上に並べられた農業生物、種子、肥料、機械機具、農薬、薬品、実験器具・・・等々を２０秒と

いうわずかな時間で鑑定・判定し、解答用紙に書き込んでいき、その正解率を競うというものです。 

 会場である体育館に移動し、緊張の中競技に挑みました。本人談では、自分の実力では３９点は取れ

た問題だったが、全国大会独特の雰囲気に押され、ケアレスミスをして何問か落としてしまった・・でも悔

いはないということでした。 

 

 終了後はお弁当。首都圏大会オリジナルパッケージのお弁当と埼玉名物狭山茶のセットでした。 

 

 翌日、東京ゆうぽうとホールにて結果発表。残念ながら狙っていた最優秀賞、文部科学大臣賞は惜しく

も逃しましたが、堂々の優秀賞に輝きました。 

 

 来年の全国大会は沖縄県です。人と自然科の皆さん全国大会を目指し頑張りましょう。 

福祉系列～福祉講演会～ 

土曜日, 10月 26th, 2013 

 １０月２５日＇金（３・４限、福祉系列２年次生を対象に、神戸医療福祉専門学校の先生に来ていただき、

「言語聴覚士の職業理解」として講演会を開いていただきました。 
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 言語聴覚士は、聴覚や言語・音声の障がいを持つ方に対して、必要な検査及び助言・指導・適切な聴

覚やことばの訓練を行い、コミュニケーション能力の向上をはかる専門職です。対象は聞こえや言語機能、

話し言葉の障がいだけでなく、食べることや飲み込むことの障がいも含まれます。 

  

 後半には、失語症の方へ話をわかりやすく伝える方法について考え、実習しました。要点を押さえて話

す、簡潔な表現で話す、ゆっくり間をあけて話す、表情・身振りを添えて話す等ポイントを知ることが出来

ました。これは普段のコミュニケーションにも大切な要素です。これらに心がけて円滑なコミュニケーション

を心がけましょう。 

本日はありがとうございました。 

家庭看護・福祉Ⅱ～知っておきたい権利擁護～ 

土曜日, 10月 26th, 2013 

 １０月２５日＇金（、３年次生を対象に、今年度２回目となる講師の方にお越しいただき、「医療・福祉職を

目指す人が知っておきたい権利擁護の基本～地域をつなぐネットワーク～」と題して講演していただきま

した。 

  

 自分の権利を守ることにうまく対応が出来ない高齢者・障がい者・子ども等への具体的な支援方法につ

いて学ぶことが出来ました。その中でも「課題を抱える方は、自分の問題に気付いていないこともある」と

いう言葉がとても印象的でした。 

   

 後半はグループワークを通し、気付いたこととこれからできることについて話し合いました。支援者は、

共感し、一緒に見届け、福祉医療をその方の生活から切り離さないという役割があります。それは決して

特別なことではなく、近所の方に挨拶する、自分の祖父母の様子を見守るなど身近なところから出来るこ

ともたくさんあります。地域で生活する一員として、まず自分にできることから始めてみましょう。 
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お忙しい中、講演に来てくださりありがとうございました。 

第１３回「産業社会と人間」～「働くことについて考える」・コミトレ７回目～ 

木曜日, 10月 24th, 2013 

総合学科１年次生「産業社会と人間」 

第１３回目の授業は・・・ 

プロフェッショナルｉｎ有馬 ガイダンス・コミトレ７回目 です。 

内容  ①コミトレ 「アサーションとは？」 

     ②プロフェッショナルｉｎ有馬 授業の目的と展開の紹介、希望調査 

     ③「働く」ことについて考える 

今回のコミトレでは会話をするお互いを大切に、率直に、素直に、                                      

その場にふさわしい方法でのコミュニケーション＝「アサーション」について考えてみました。 

こんなときどう返答しますか？２つのケースについて、３パターンの返答をしてみました。  

その１ 攻撃的「私はＯＫ、あなたはＯＫではない」                                                    

その２ 非主張的「私はＯＫではない、あなたはＯＫ」                                                  

その３ アサーティブ「私はＯＫ、あなたもＯＫ」 

代表生徒と教師が演じ、みんなで考えてみました。 

     

みなさんもアサーション度を上げて、自己表現とコミュニケーション能力を磨きましょう！ 

６時間目は 「働く」をテーマに考えました。 

一生楽に生活できるお金が手に入っても、                                                 

７０％の人は仕事を辞めないというデータがあります。 
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では、人はなぜ仕事をするのでしょうか？                                                       

やりたかった仕事に就くことができなくても、                                                   

今の仕事に満足している人が多いのはなぜでしょうか？                                            

安易にフリーターを選択すると危険な理由は？ 

・・・等々、「働く」ことを考えました。 

また、プロフェッショナルｉｎ有馬 の希望調査を実施しました。 

有馬高校では、毎年その道のプロの方々をお招きし、インタビューする授業をおこなっています。 

今年度も豪華講師陣の目白押しです。貴重な機会を楽しんで取り組めるよう、しっかり準備していきましょ

う！！                                            

総合学習：「職業人インタビュー代表者発表会」 

月曜日, 10月 21st, 2013 

10月 15日＇火（ 

総合学習の「職業人インタビュー発表会」がありました。会場は講義棟。総合学科 2年次生が集まり、各ク

ラスの代表者が、3分から 3分半の持ち時間で、スライドも使って職業人インタビューでの経験を発表しま

した。代表者は 10月に入ってからこの発表会に向けて準備を進めてきました。 

  

司会など、発表会の運営は各クラスの委員長・副委員長が行いました。生徒の手作りの発表会です。 

発表者は一様に緊張の面持ち。でもしっかり観衆に向かって発表しました。 

内容もバラエティ豊か。 

①  ②  ③  

① 舞台監督という仕事 

② 看護師さんとおはなしをして 
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③ サッカー選手にインタビューして 

④  ⑤  ⑥  

④ デザイナーの素敵なところ 

⑤ 結婚式場のお仕事 

⑥ 夢 ＇大手アパレルメーカー（ 

⑦  ⑧  ⑨  

⑦ ＇接骨院（ 

⑧ 須磨海浜水族館 ～飼育員の仕事について～ 

⑨ 心理カウンセリングの仕事 

⑩  ⑪  ⑫  

⑩ 声優について 

⑪ ＇保育園（ 

⑫ インテリアコーディネーターの仕事 

それぞれ将来の夢に向って、本当にいろんなところに行ってきたんですね。(ちなみに、発表代表には選

ばれませんでしたが、今年も東京までインタビューに行った人もいるんですよ。) 

代表者の生徒はよく内容をまとめて堂々と発表し、きっと聴衆の生徒にも色々と得ることがあったことと思

います。 
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発表は聴衆の生徒が審査・投票し、最優秀賞 1名、優秀賞 2名が表彰されました。おめでとう!! 

表彰されたもの以外も、クラス代表として、充実したとてもよい内容の発表ばかりでしたよ。 


