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人と自然科 地域自然保護 有馬富士公園で天文について学ぶ 

水曜日, 9月 28th, 2011 

 ９月２７日（火）人と自然科地域自然保護専攻生１６名が、有馬富士公園にて天文について学びました。

地域自然保護では今年度も有馬富士公開セミナーと連携し、公園で地域の方々に楽しんで頂けるプログ

ラム作りの作成を目標に授業を行っていますが、今回は実際に公園で活躍されている、さんだ天文クラブ

の加瀬部 久司さんを講師に、天文に関する夢プログラムを体験しました。 

 

 実習ではまず、腕時計などの針付きの時計を使って方位を求める実習を行いました。まずは答えを聞

かずに自分たちで考えます。いろいろ試してみましたがなかなか答えが見つからない。答えは時計の短

針を太陽に向け、１２時と短針のちょうど間が南をさします。多尐の誤差はあるようですが、いざという時

に役に立つ裏技ですね。 

 

 そして快晴のこの日は特別な望遠鏡で太陽の観察と昼間でも観察できる星、金星の観察を行いました。

望遠鏡で見る太陽の黒点など、生徒興味津々でした。 

 

 その後は講義室にて人々の暮らしと天文学とのつながりや、有馬富士公園での天文クラブの活動など

を伺いました。さて、いよいよ次回からは自分たちが夢プログラムを企画する段階に移っていきます。 
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「田んぼのアトリエ」フィナーレで風の妖精 

月曜日, 9月 26th, 2011 

新宮晋氏の風の彫刻展「田んぼのアトリエ」が、９月２５日（日）いよいよフィナーレをむかえました。その中

の「風の妖精たちのパレード」に有馬高校生６名が参加しました。美術選択者有志の３年次生と科学部有

志の１，２年次生です。 

 

全身黒の衣装を着て、新宮さんデザインの風車のついた自転車で会場を回るという役です。本番は午後

ですが、リハーサルのため、朝からアトリエに集まりました。 

 

会場は、6月、７月の緑色から、すっかり秋の風景に変わっています。 

 

いよいよ本番。始めは１台、次に２台・・・と合流し、５台の自転車に乗った妖精たちが、会場を一周します。

合流するまでに思いのほか時間がかかり、ひやひやする場面をありましたが、生徒たちはつかえることな

く堂々とペダルをこぎ、お客様に楽しんでもらうことができました。 

 

妖精のパレードの後は、プロのジャズバンドが登場です。 
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生徒たちのもう１つのミッションは、バンドの人たちからバルーンをはずし、つなぎ直して空に浮かべること。

これもスムーズに無事終了しました。 

 

さわやかな秋晴れの空の下、ジャズコンサートは続きます。このような素敵なイベントに参加することがで

き、生徒たちには良い経験になりました。 

農業科学基礎 ダイコン・ハクサイの栽培はじまる 

火曜日, 9月 13th, 2011 

 夏野菜やブドウの収穫も終わり、農業科学基礎の実習もひと休み・・・と言いたいところですが、圃場で

は早速秋冬野菜の定番、ハクサイとダイコンの栽培が始まりました。 

 この日は人と自然科で農業を学んでいる、総合学科農業科学基礎選択生がハクサイの苗の定植と、ダ

イコンの播種を行いました。９月中旬だというのにこの暑さは・・・残暑厳しいですね。でも選択生は暑さに

も負けず一生懸命楽しく実習していました。 

 まずは、うねの整備。表面を削り平らにして、石を取り除きます。（ダイコンの栽培の際、石があると岐根

（ダイコンが二股になる）となってしまうので、取り除いておいたほうがいいですね） 

 

 そしてハクサイは株間４０cmで千鳥植え（互い違いに植える方法）で定植してていきます。 

 

 そしてダイコンはまず深さ約３cmに作条（種をまくために浅い溝を切ること）し、株間２０cmで３粒ずつ播

種していきました。 
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 そして最後にたっぷり灌水。 

 

 予定では１１月中旬から収穫できる予定です。昨年は気温の影響で、害虫が大量発生し本当に苦労し

ました。今年の出来栄えは・・・今から楽しみです。 

修学旅行 結団式 北海道に行ってきます 

火曜日, 9月 13th, 2011 

 いよいよ明日より、第２学年修学旅行となりました。 

 

 ９月１２日（月）結団式が挙行され、団長・副団長あいさつ・引率職員・添乗員紹介などが行われました。 

 団長である校長先生からは『広大な北海道の自然での様々な体験学習を通して、我々が忘れかけてい

る何かを探してほしい』 

 

とのあいさつがあり、副団長の学年主任からも『規律を守り、楽しい修学旅行にしよう』との励ましの言葉

がありました。 
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 明日より３泊４日で、札幌市内観光・富良野でのラフティングなどの体験実習・旭山動物園・小樽市内観

光等、盛りだくさんの内容でたっぷり楽しんできたいと思います。毎日の生徒の様子は可能な範囲でブロ

グにて紹介していきたいと思います。 

それでは元気に行ってきます。 

修学旅行だより １日目 ９月１３日 

火曜日, 9月 13th, 2011 

関空組(１、５、７、８組)です。予定時刻より早く関空に到着しました。 

先程搭乗手続きを終え、今は休憩中です。 

飛行機を撮る生徒や朝が早かったので今軽食をとっている生徒など 

様々ですが、みんなとても楽しそうです。 

  これから搭乗し、北海道に向かいます。 

「産業社会と人間」 マネーコネクション  

月曜日, 9月 12th, 2011 

９月９日（金）の総合学科１年次生「産業社会と人間」で、外部講師を招き、マネーコネクションというテー

マの授業を実施しました。この授業は、新生フィナンシャル株式会社と NPO「育て上げ」ネットの企画によ

る「ニート予防をめざした金銭基礎教育プログラム」で、お金・働くこと・生活・自分の価値観を考えることを

通し、自分の将来と真剣に向き合うきっかけをつくることを目的とするものです。「カードゲームを利用した

グループワーク」ということで、産社にはぴったりだと、今年初めて導入しました。 

当日は、NPO「育て上げ」ネットと、財団法人関西カウンセリングセンターから、キャリアカウンセリングな

どのトレーニングを受けられた１４名の講師の方に来ていただき、各クラス２名の講師で授業が進められ

ました。 

 

まずは、簡単なクイズでアイスブレークです。何が始まるんだろうという期待がふくらみ、スタートから盛り

上がります。このクイズの中にも、先入観のない情報が大切ですよ、というメッセージがこめられていまし

た。 
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プログラムの始まりは、一人暮らしに必要な費用を考えます。「家賃の相場って？」「水道・光熱費って

1000 円くらいちゃうん？？？」「保険や税金ってみんないるの？」と、ワークシートを前に話がはずみます。

相場で考えると、一人暮らしには、だいたい２０万円必要だとわかりました。 

 

次に、カードを引き、自分の職業と稼ぎ方・働き方を決めます。「時給制のフリーター」と「日給制の派遣社

員」・「月給制の正社員」に分かれました。「やったあ、正社員！」と喜ぶのもつかの間、次の月収カードで

は、１５万から１００万の月収が決まり、「正社員でも１５万円ではやってけないじゃん！」と、自分の引いた

カードに一喜一憂する生徒たちでした。 

 

 

そして、これらのシミュレーションをもとに、１ヶ月の収入と１日の自由時間を考えました。「派遣社員やフリ

ーターで月収１００万円はあり得ないんだ。」「働き出すと遊べる時間って限られてくるなあ。」などと、自分

自身で気付くことがたくさんありました。その上で、講師の先生から、３つの働き方のメリットデメリットを客

観的に説明していただき、 素直に納得することができました。 

http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/2.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/3.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/4.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/5.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/6.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/7.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/8.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2011/09/9.jpg


 

最後に引いたカードは、「暮らし方カード」です。『４０歳・賃貸マンション・独身・子どもなし』『３５歳・マイホ

ーム・既婚・子ども２人』などなど。「先ほどのカードで決まった働き方と月収で、この暮らし方をしていると

想像してみましょう。自分の生活に満足ですか？不満ですか？どうしてそう思うのかな？」という質問が投

げかけられ、一人一人深く考え込んでいました。 

 

担当講師の実社会での体験談、クラス担任のお金にまつわる赤裸々な告白などもあり、とても盛り上がり

充実した２時間でした。 

【生徒の感想より】 

今まで、一人暮らしのこととかお金のこととか、遠いことだと思って考えてこなかったけれど、もしかしたら、

あと２年半後、高校を卒業したら一人暮らしをしているかもしれないなって思ったら、もうそろそろだなって

思った。今回の産社がなかったら、ぎりぎりまでこういったことを考えなかっただろうから、本当に勉強にな

ったと思う。 

いろいろな進路について考えていたことを１つ１つ考え直していこうかなあと思えるような授業だった。これ

からは、適当にこれでいいやって感じじゃなくて、しっかりと考えていろんな人に相談しながら、自分の将

来を決めていきたいと思った。 

生物活用 シソジュースをつくる 

金曜日, 9月 9th, 2011 

 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） 
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 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。 

 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。 

 早速実習開始。まずはシソの葉の部分を集めます。（ちなみに茎を入れても大丈夫です。また写真一番

右のように青シソとブレンドしても大丈夫です） 

 

 水洗いし、沸騰した鍋に入れて１０～１５分煮出していきます。 

 

 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。 

 

 煮出した液の中に砂糖を加えます。 

 

 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）そして自然に冷ましたら完成です。 
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 早速お好みの濃さに薄めて試飲。独特な香りがする為、苦手な生徒もいたようですが、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 パスカル三田にてブドウ販売大盛況 

木曜日, 9月 8th, 2011 

 ９月６日（火）・７日（水）バスカル三田一番館にて、有高名物ブドウ販売を行いました。昨年度より地域

貢献の一環として、本校で栽培しているベリーA・ピオーネ・マスカットの三品種のブドウを、パスカル三田

とコラボレーションし、販売させてただいています。 

 まずはブドウの収穫を行い、一房ずつ丁寧に調整していきます。傷がついていたり裂果しかけている粒

をハサミで一粒一粒取り除いていき、そして重さを測り丁寧に袋詰めしていきます。 

 

 調整が終わったブドウは早速パスカル三田に運び込み、生徒の手で直接販売します。販売は両日とも

１１時から。にもかかわらず早い方は８：３０から並んで頂いた方もいらっしゃるとお聞きました。そして、開

始１時間前には１００人近くの行列ができました。（長時間お待たせしてしまい、本当申し訳ありませんでし

た。生徒も行列を見て感動していました。ありがとうございました。） 

 

 １１時から始まった販売では、用意した初日約２２０セット・２日目約３００セットは１時間もたたないうちに

すべて完売。大盛況に終わりました。 
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 ご購入いただいた方からも、 

『昨日買ったブドウがとても甘くておいしいかったから、今日も来たわよ』 

『毎年有馬高校のブドウを買っているけど、やっぱり甘さが違うね』 

『有高の生徒は元気があっててきぱき動いて・・・すごくよくやってる。感心するよ』 

など、たくさんのおほめの言葉をかけていただきました。生徒にとっても本当に大きな自信となりました。

ご購入いただいた地域方々に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

人と自然科 特別安全衛生教育に関する資格取得（アーク溶接他） 

木曜日, 9月 8th, 2011 

 人と自然科では様々な資格が取得できますが、夏季休業中には特別安全衛生教育に関する資格３種

の講習が開催され、人と自然科１～３年生の生徒述べ４８名が受講しました。 

 開講された講習は、小型車両系建機（整地等）・フォークリフト（1t未満）・アーク溶接業務の３種です。将

来このような業務に就くときには、労働安全衛生法令において、これらの講習を受けておくことが義務づ

けられています。有馬高校人と自然科では、キャタピラー講習所にお世話になり、座学を本校で、実技を

教習センターで行うことにより、希望者を対象に資格取得実習をおこなっています。 

 今回は 8月下旬に行われたアーク溶接の講習について紹介します。アーク溶接とは電気を使い、溶接

棒と母材（鉄板など）を溶かしながら溶接する（鉄と鉄をくっつける）技術です。まずは校内にてアーク溶接

の仕組み・安全に作業を進めるための注意点、安全衛生に関する法規などをスライドを用いて学びます。 

 

そして教習センターにて実技開始です。感電ややけど、粉じんの吸い込みを防止するため、保護面・皮エ

プロン・手袋・防塵マスクなどの保護具をつけていよいよ実習開始です。 

http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1686
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1683
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1687
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1673


 

アーク溶接で一番難しいのは、アークを出す瞬間。溶接棒がくっついてしまいうまくできません。マッチをこ

するようにして始めるのがポイントです。受講生は最初は戸惑いながらも、慣れたらどんどん上達してい

きます。ビードと呼ばれる溶接の筋をうまくつけるようになりました。 

 

このように人と自然科では実践的な資格も多数取得することができます。 

ブドウ販売間近 品質調査実施 

金曜日, 9月 2nd, 2011 

昨日ブログにてお伝えした通り、今年度もパスカル三田にてブドウを一般販売いたします。（下記写真は

昨年の様子です。） 

 

それに先駆け、生徒が自分たちで栽培したブドウの品質調査を行いました。 

まずは自分たちが半年間、手塩にかけて栽培したブドウを丁寧に収穫しました。小粒のブドウがベリーA

（上写真２枚）大粒のブドウがピオーネ（下写真２枚）です。今年はなかなかの出来です。 

 

 

http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1677
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1676
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1675
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1678
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1674
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1668
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1663
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1664
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1669
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1662


そして重さと糖度を測定します。重いもので１房７００gを超えるものもありました。（重すぎると袋や箱に入

らないので、重けりゃいいというわけでもありません） 

 

また糖度測定ではほとんどの房が糖度１８度を超え、２０度を超えるものも多くありました。 

  

いよいよ来週収穫、販売実習となります。昨年は用意した整理券もすぐになくなるほど、多くの方に購入し

ていただきました。一人でも多くの方に購入していただけるよう、今年も販売数の制限などを考えています

のでご協力お願いいたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。（生徒一同より） 

http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1667
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1666
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1665
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1670
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/?attachment_id=1671

