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演劇部：演技演出技能検定 

土曜日, 9月 28th, 2013 

先月、私たちは尼崎市にあるピッコロシアターへ行き、演技演出技能検定に参加しました。 

検定内容は大きく分けて 4つあります。 

・基礎練士（普段行っている基礎練を 10分程度で紹介し、それを検定） 

・ゲーム士（部内で行っているゲームのユニークさ、有効性の検定） 

・ブラックボーダーズ（それぞれの部門に沿った 2分程度の作品の検定。4部門あります） 

恋愛部門（恋をテーマにした作品） 

社会派部門（現代の社会をテーマにした作品） 

シュール部門（不条理な作品） 

ベンチのある風景部門（ベンチ 1つを使って作る作品） 

・ダンス士（部内で行っているダンスのユニークさ、有効性の検定） 

この全ての検定を 4級～1級で評価してもらいます。 

私たちはゲーム士とブラックボーダーズ検定の恋愛部門とベンチ部門に参加させて頂きました。 

 

ゲーム士では「フリーズ」という即興芝居のゲームを紹介しました。 

練習の時は声が小さいとか客席意識をもつ、演技を止める時の手を叩く音が小さいなどのダメ出しをもら

い、不安と緊張の中、本番を迎えました。 

しかし本番では普段の練習の成果が出たのか、ダメ出しをしっかり生かして練習のときよりもさらに良い

結果を生み出すことができました。 

結果は 1級で審査員からは「素晴らしい。この発想はすごい。」というお褒めの言葉をもらいました。 

また、ゲーム士の検定で一級は有馬が初めてだったようです。 

 

ブラックボーダーズ検定では恋愛部門は 4級、ベンチ部門は 3級で特に恋愛部門ではあまり良い結果を

出すことはできませんでした。 

実際に自分がその状況に立ったとして本当にその行動をしているのか、演劇的に見すぎたことが今回の

結果の要因だったのかもしれません。 
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他校の劇の鑑賞もできて色々な可能性を感じることができました。2分程度の劇は私たちにとって初めて

であり、良い経験になりました。また、最後には全員受験のマッスルランキングという演劇人に必要な筋

肉・柔軟性・俊敏性の検定にも参加しました。 

有馬は普段の基礎練の成果が出たようで、なかなか良い結果を出すことができたようです。 

今回の検定を経て、様々な事を学ぶことができました。 

次は 11月にある地区大会です。6連勝目指して頑張ります。 

応援よろしくお願いします。 

 
有馬高校部員一同 

家庭クラブ 交通安全折鶴配布 

土曜日, 9月 28th, 2013 

９月２６日（木）三田市警察・交通安全協会の方々と協力して、交通安全折り鶴配布を行いました。 

  

この活動は、有馬高校の地域貢献活動の一環として、１９７６年から３７年間続けてきた家庭クラブの恒例

行事です。今年は、北摂三田高校家庭クラブの皆さんと合同で、約５００羽の折り鶴を通りかかったドライ

バーの方々や自転車通学中の学生の皆さんに配布することができました。 

また、今回は、１年生２人がボランティアで参加してくれました。本当にありがとう！ 

     

家庭基礎の時間に１年生が千代紙で折り鶴を作り、交通安全祈願の標語を短冊に書き、それを家庭クラ

ブ部員がマスコットに仕上げました。 

生徒が心をこめて作った折り鶴が、交通安全活動に役立つことを願っています。 

人と自然科 アグリハイスクールガーデン 作庭 

金曜日, 9月 27th, 2013 
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 ９月２８日(土)～１０月６日(日)９日間、明石公園周辺にて、２０１３ひょうごまちなみガーデンショーin明石

が開催されます。その展示の一つとして、『アグリハイスクールガーデン』と題し、兵庫県内の農業系高校

全１１校が、日頃学校で学ぶ園芸・造園の知識の発表の場として明石公園中央園路に展示することにな

り、有馬高校環境班の生徒２名が作庭に行きました。 

 テーマは明石ということで『タコつぼガーデン』。生徒自身が栽培した、ペチュニアやジニア、マリーゴー

ルドなどの草花苗を使用し、作庭していきます。 

   

 花壇の右側には、パーライト（白い顆粒状の用土）を曲線に配置し、海を表現。その上にタコつぼを花器

として配置し、花苗を装飾しました。とてもユニークな発想です。 

  

 作業は４時間ほどで終了。生徒が事前に設計していたイメージ通りにできたようです。 

 明石公園にお越しの際はぜひ足を運んでみてください。 

 

生物活用 シソジュースを作る 

水曜日, 9月 25th, 2013 

 ９月に入り、まだまだ暑い日が続きます。そんな中、生物活用では赤シソを使い、シソジュースをつくりま

した。（尐し収穫適期を過ぎているため、赤色が抜けてきていますが、全然使えます） 

 

 まずはシソについて学習します。シソはシソ科の植物。独特の香りが印象的ですね。シソ特有の香りの

元は、ペリルアルデヒドという成分で、食欲を増進させるほか、健胃作用もあるといわれています。そして

強い防腐作用を持ち、食中毒の予防にも役立つと言われています。 
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 さらにシソに含まれるに栄養成分では、β －カロチンの含有量が多く、がんの予防に効果があると言わ

れています。さらに骨や歯を丈夫にするカルシウム、貧血を防ぐ鉄、塩分を排出し高血圧・むくみを予防

するカリウムなども多く含まれており、まさしく健康野菜です。ただシソをたくさん食べなさいと言われても

なかなかたくさん食べられない。そこでジュースにするとたくさん摂取できるわけです。 

 シソについて学んだところで早速実習開始。ほ場に出て、直接収穫します。農薬を一切散布していない

ので、昆虫がいっぱい生息しています。バッタやカマキリなどが顔を出し、手に載せてかわいがっていまし

た。 

  

 １班２００g。結構山盛りになります。（ちなみに茎を入れても大丈夫です。また青シソとブレンドしても大

丈夫です） 

  

 収穫したシソを水洗いし、沸騰させた１Lのお湯の中に投入します。 

  

 そして１５分ほど煮詰めてエキスを出していきます。 

  

 煮出したら、クッキングペーパーなどでこしながら、葉の部分を取り除きます。この時点ではまだ黒ずん

だ赤色をしています。 

  

 砂糖を３００ｇ～５００ｇ溶かします。 
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 そしてここでクエン酸投入。クエン酸は酸味と発色のために加えます。（ちなみにクエン酸には疲労回復

効果があります。）クエン酸を入れると今まで黒ずんでいた煮出し液の色が一気にワイン色に変化します。

（クエン酸がない場合、酢で代用してもかまいません） 

  

 煮沸させた瓶に詰め、自然に冷ましたら完成です。 

  

 早速お好みの濃さに薄めて試飲。（基本はエキス:冷水＝１：１です。）独特な香りがする為、苦手な生徒

も数名いたようですが、見た目もきれいな色で、シソの香りとクエン酸の酸味が絶妙。最高の味に仕上が

りました。 

   

人と自然科 フラワーデザイン技術大会～新聞記事～ 

水曜日, 9月 25th, 2013 

８月８日に名古屋で行われた「第１２回フラワーコンテスト高校生大会」で有馬高校の生徒が５人入賞した

ことは、以前、ブログでご紹介していますが、９月２３日神戸新聞にその記事が掲載されましたのでご紹介

します。 
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人と自然科 農業と環境 ダイコン発芽率調査 ハクサイ葉径比計算 

土曜日, 9月 21st, 2013 

 人と自然科１年生 農業と環境の授業で栽培しているハクサイとダイコン。 

 ダイコンは順調に発芽し、ハクサイも上手く活着（苗が根付くこと）しました。 

  

 ということでこの日はダイコンの発芽率調査とハクサイの葉径比の計算をしました。作物の成長を科学

的に観察するのも、農業にとってとても重要な事です。 
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 発芽率とは、播種した種のうち何％発芽したかというもの。実際に播種した種子数と発芽した芽の数を

数え、計算していきます。全員播種の方法がよかったようで、９５％以上の発芽率でした。 

   

 そしてハクサイの葉径比の計算。葉径比とは、葉の長さと葉の幅の比率のことです。今展開しているハ

クサイの葉は、『外葉』といい、葉が地面にへばりつくように成長していく葉です。そしてこれから出てくる

葉は、『結球葉』と言って、実際に皆さんが食している部分です。この外葉と結球葉は葉径比が異なります。

それを理解するために実際に測定していきます。 

 メジャーを使用し長さ・幅を測定、計算していきました。平均１．５前後といったところでしょうか。１１月の

収穫の際に今度は結球葉を調査し、比較していきます。 

   

 今のところ生育は順調。１１月の収穫・農業祭での販売が楽しみですね。 

家庭看護・福祉Ⅱ～インテークにおける心のキャッチ～ 

金曜日, 9月 20th, 2013 

 ９月２０日（金）家庭看護・福祉Ⅱの授業で、特別非常勤講師の方に来ていただき、「インテークにおける

心のキャッチ」という題で講演いただきました。 

 

 医療・福祉従事者にとって、患者さまや利用者さまと出会う初めての機会は大変重要で、相手が何を伝

えようとしているのかをしっかりと掴む必要があります。そのためには、まず相手と信頼関係を作り出すこ

とや、自分が相手に対してどう支援できるかを考える必要があります。そして、相手と自分には価値観に

違いがあることや、自分自身のあり方を知ってこそそれが可能なのだと学びました。 
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 そして、面接技法として、相手に対しての距離感のとり方や座り方、受け答えの仕方等、いますぐにでも

使えるような手法を沢山学ぶことができました。 

 

 後半では、講師の方が独自に活動されている音楽での、物的手段を用いたインテークについて教えて

いただきました。色々な楽器を使った演奏や、オリジナルの曲の披露など、目で耳で楽しめる時間となり

ました。 

   

 お忙しい中、ご指導いただきましてありがとうございました。 

生物活用 ニンジンの葉を食す 

金曜日, 9月 20th, 2013 

 前回捨てるものシリーズ第一弾としてサツマイモのつるを使って、きんぴらを調理しました。非常に好評

でしたが、今回は第２弾ということで、ほとんど食べる人はいないであろう、ニンジンの葉を調理しました。 

 

 まずはニンジンについて学びました。アフガニスタン原産のセリ科の野菜であるニンジン。ニンジンとい

えば、カロチンが有名で、根部、葉部ともカロチンが含有量が多く、ビタミンＡ供給源としてもってこいの緑

黄色野菜です。ニンジンに含まれるビタミンＡ量は野菜の中では青ジソ、パセリに次いで多く、50g も食べ

れば、それだけで成人一日の必要量を満たすことができます。 

 また、今回食したニンジンの葉は、昔はれっきとした野菜でした。（戦国時代の武家の正月の食事に、ニ

ンジンの葉が出されていたという記録もあるそうです。）各種のビタミンやミネラル分の宝庫で、葉には根

と比較し、ビタミンＣが 15倍、ビタミンＢ１は２倍、ビタミンＢ２は 13倍も含まれており、まさにビタミンの宝

庫です。 

 これを捨てるのはもったいないということで、今回は食べやすい『かきあげ』にして試食しました。 

 まずはニンジンの葉を５センチほどに切りそろえます。今回は軸（葉柄）の部分は繊維質が残るので取り

除きました。（間引き菜の柔らかいものを使うと丸ごと食べられます。） 
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 そして水と塩を入れた小麦粉に入れ、油の中に落としていきます。なるべく平らに落とし、尐し揚げ過ぎ

にして、中までカラッと揚げるのが個人的にはおススメです。 

    

 

 油から取り出したら完成です。 

 

 見た目も美しいですね。試食してみると・・結構いける。今回は大きく成長した葉を使用したので、尐し繊

維質が残ってしまったようですが、それでもおいしくいただけました。栄養も多くお金もかからず一石二

鳥。 

   

 今回２週にわたって行った捨てるものシリーズ。実習を通して、『普段捨てている部分も実は食べられる

んだ』ということが分かってもらえたら、授業は大成功です。 

教育研究会農水産部会 『魅力あるガーデニング』に関する研究会開催 

木曜日, 9月 19th, 2013 

 ９月１８日（水）有馬高校（人と自然科）が会場校となり、平成２５年度 教育研究会農水産部会研究会が

開催され、地元三田で活躍されている『ｷｯﾋﾟｰｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ』の方々を講師としてお招きし、『魅力あるガーデ

ニング』に関する研究会を開催。県内の農水産高校の先生２０名が参加しました。（農業高校の先生は定

期的にこのような勉強会を開き、日々変化する農業の最新知識や技術の向上を行っています。） 
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 ｷｯﾋﾟｰｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞは、『三田の駅前メインストリートや周辺の広場を花と緑で飾ろう』との思いから、平成１

７年から活動を始められた団体です。三田駅前からパスカル三田までのふれあい大通りを中心に、三田

市内各所を花と緑で緑化されています。また有馬高校人と自然科の生徒はもちろん、地元の大学生や幼

稚園、障害者グループなどと連携し活動を実施。その成果が高く評価され、全国緑の都市賞部門で平成

２３・２４年度連続して国土交通大臣賞を受賞するなど今大注目のボランティアグループです。 

 

 まずは代表の岡田様、そして事務局長の山田様からｷｯﾋﾟｰｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞの活動紹介と、実際のガーデニン

グ写真の説明を頂きました。自発的なボランティアグループであること、等身大の努力、ローコスト、ロー

メンテナンスをモットーに活動されていること、そして県や市の活動助成や支援を受けながらも、頼りすぎ

ず協働により花まちづくりを継続していることなどいろいろ参考になるお話を頂きました。 

 

 そして９月２１日～１１月４日まで淡路島各地を舞台に、開催される淡路花祭２０１３において、農水産高

校１２校が出展した作品を見て頂き、ひょうごガーデンマイスターの小林様、山田様に見て頂き、指導助

言を頂きました。 

 

 農水産部会長からも、今回の助言をぜひ活かしてほしいという言葉がありました。 

 その後は会場を郷の音ホール前に移し、実際にｷｯﾋﾟｰｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞが管理されている築山を見学。解説助

言を頂きました。 
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 また沿道に配置している、立体デザインポットの説明も頂きました。底面給水方式や花の２交代制を採

用していること、そして実際に切り戻しの方法も実演していただきました。 

  

 限られた時間でしたが、今後の授業や作庭などに役立つ内容でした。ｷｯﾋﾟｰｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞの皆様ありがと

うございました。 

 

家庭クラブ 第２回 他校交流会 

木曜日, 9月 19th, 2013 

今回は平常授業中というこうともあり、近隣の北摂三田高校１校との交流です。  

 

    

ちなみに夏は篠山鳳鳴高校・北摂三田高校の２校と交流会を持ちました。 

↓↓夏の様子です↓↓ 
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１６：００、北摂三田高校に到着し調理室にて歓迎を受けました。 

文化祭でも販売されたアメリカンクッキーを私たちのために焼いてくださいました。 

有馬高校からは、今が旬！有馬高校「人と自然科」特製の 

立派なぶどうをお土産に持っていきました。 

 

   

夏の交流会のときに有馬高校家庭クラブの取り組みを紹介しましたので、 

今回は北摂三田高校の取り組みを紹介していただきました。 

 

「北三も色々やっていますね！」と部員たちも刺激を受けたようで、 

今後新しいことに挑戦するそうです。  

どんなことを提案してくれるのか楽しみです。 

    

調理室から被服室に場所を移し、「交通安全の折り鶴マスコット」の製作をしました。 

     

   

有馬高校家庭クラブは、毎年三田警察の方と協力し、 

ドライバーの方々に交通安全を呼び掛けマスコットを配布しています。 
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三田にお住まいでしたら、この折り鶴マスコットをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。 

↓↓昨年のマスコットです↓↓  

 

この活動は有馬高校に家政科があった頃から続いているこの伝統的なものです。 

マスコットも形を変えながら私の知る限り、２６年以上続けられているそうです。 

地域と交流を持つ伝統校の有馬高校だからこそ、 

先輩方から脈々と続けられているこのような活動があります。 

その活動に、今年は北摂三田高校の生徒さんも参加を申し出てくださったので、 

“コラボ”することになりました。 

当日の配置計画や流れを提案させていただきました。 

 

１校ではなく２校で取り組むことができたので、今年はたくさんマスコットが出来上がりそうです！  

今年配布させていただく有馬高校産マスコットは、 

家庭基礎選択１年次生によって作製された折り鶴と標語を、家庭クラブ員が合体させました。 

  

有高生の思いをのせて、 

今月９月２６日（木）１６：００より１時間程度ですが、 

総合福祉センター・パスカル前にて配布いたします。 

もし当日ご通行されましたら、 

スペシャルコラボ！北摂三田高校と有馬高校家庭クラブの部員が配布する 

マスコットを是非お受け取りください！ 
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