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華道部
 私たち華道部は、現在2年⽣13名、3年⽣6名で活動しています。校外から講師の先⽣に来ていただき、「池坊」という流派
の⽣け⽅を習っています。
 
>>続きを読む

華道部⽇誌

1 2 3 次 カテゴリ選択 10件

2018/09/21 【華道部】今⽉のお花 ９⽉  | by:WebMaster

今⽉のお花はソルゴー、ガーベラ、オミナエシ（⼥郎花）、ドラセナです。
 
部員の作品↓

 【作者のコメント】
 全体のバランスをとるのが難しかったけど、先⽣にご指導いただき、キレイにまとめることができました。（１年⼥
⼦）

  
先⽣の作品↓

↑ シュッとした緑の葉っぱに⾚い縁取りがあるのがドラセナです。ドラセナには様々な種類がありますが、どの種類
も育てやすく、観葉植物としても⼈気です。

  
 トウモロコシに似て（ヒエにも似ているような…）いるのがソルゴー（ソルガムともいわれます）です。よく⾒ると
つぼみ様のものがたくさんついているのですが、つぼみではなく、いちおう“咲いている”状態だそうです。咲いているの
につぼみだと思われ、可哀想な(︖)ソルゴーですが、家畜の飼料になったり、⽢味料に使⽤されたりする優れものです。
 ⻩⾊く⼩さな花を咲かせているのがオミナエシ。⼥郎花とも書きます。秋の七草の⼀つです。⻩⾊い花が粟に似て
いることから別名「粟花」とも。ちなみに「男郎花（オトコエシ）」という花もあって、こちらは⽩く、形はオミナ
エシと似ていますが、多少“⼒強く”⾒えるらしい。（後で画像を確認しましたが、確かに…。可憐な⼥郎花に⽐べる
と、野太い男郎花でした。）
 最後に、おなじみのガーベラ。単品でも⼗分な存在感があります。⾊によって違った花⾔葉がありますので、花束
をプレゼントする時は、お花屋さん任せではなく、花⾔葉を参考に⾃分で選んでみるのもいいですね︕ （顧問）
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2018/07/18 【華道部】今⽉のお花 ７⽉  | by:WebMaster

今⽉のお花はソケイ、ユリ、ヒメヒマワリです。
部員の作品 ↓
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松前町

伊予市

その他

⼤学⼊試センター

国⽴情報学研究所

ご案内

※県⽴学校、中等教育学校の魅⼒ある
活動を集めました。こちらのページを
ご覧ください。

  
 
※このWebSiteは⼀部のコンテンツの

 閲覧にAdobe Readerが必要です。
 

  
※このWebSiteは国⽴情報学研究所が

 次世代情報共有基盤システムとして
 開発したNetCommons2を利⽤して
 います。
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本⽇までの来訪者

 
【作者のコメント】
 花器が平たいので横に広げました。暑苦しくならないように、できるだけ広がりをつけ、葉も間引いて空間を作りま
した。前⽅下部だけでなく、後ろにも１本ヒマワリを⼊れるだけで、⼀気に華やかになりました。（１年⼥⼦）
 
先⽣の作品↓
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2018/06/08 【華道部】今⽉のお花 ５・６⽉  | by:WebMaster

 ５⽉のお花はヒメ南天、シャクヤク、スズランです。
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部員の作品
 

 
⽴てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花
 
 シャクヤク（中国の学名「芍薬」）はその漢字からもわかるように、その根が薬として処⽅されます。また、スズ
ランは可愛らしい⾒かけによらず、全草（とくに根・根茎・花）に有毒成分が含まれます。北海道では放牧⽜も絶対
に⼿を出さないとか。南天は秋になると真っ⾚な実をつけ、縁起が良いとされていることから、庭⽊としても⼈気で
す。この実を煎じて飲むと、咳⽌めとして効果があり、「のどあめ」の原料として使われていますね。ただし、「葉」
には有効成分とともに、有毒成分も含まれているので、安易に⼝にしないでください。ということで、５⽉は薬と毒の
コラボでした。
６⽉のお花はアリアム（和名︓花ネギ）、バラ、ドラセナです。
 
部員の作品

【作者のコメント】今回⼊部して3度⽬の活動でした。先⽉の芍薬よりは⽣けやすい印象でしたが、まだまだ慣れないこ
とも多く、先⽣の⼿ほどきを受けつつ完成させました。バラの棘を取る時に、⼿に刺さりかけて危なかったので、次⽣
ける機会があれば、もっと気を配りたいです。
（１年⼥⼦）
 
先⽣の作品5⽉



 
先⽣の作品6⽉
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2018/04/24 【華道部】今⽉のお花 ４⽉  | by:WebMaster

 今⽉のお花はストレチア（ストレリチア）、ガーベラ、天⽂草です。ストレチアは
極楽⿃花とも呼ばれ、鶴のように⾒えるので、⽇本では⾼級切り花として⼈気です。

 丸い葉が上向いていることから、リビングなど⼈の集まるところに飾ると運気が上がる
そうです︕
↓部員の作品
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〈作者のコメント〉
  今回はストレリチアという花材の形が少し難しく、どのように⽣ければよいか悩んでしまいました。また、ガーベ
ラを⽤いて春らしい雰囲気を出すために、配⾊にも気を付けました。草⽊芽吹く春らしく、⽣命⼒の強い作品にできた
と思います。（３年⼥⼦）
 
↓先⽣の作品

 

19:04 | 投票する | 投票数(1) | コメント(0)

2018/03/20 【華道部】今⽉のお花 ３⽉  | by:WebMaster

 今⽉のお花は、ゼンマイ、アルストロメリア、スターチス、ゲイラックスです。アルストロメリアは和名ユリズイセ
ン、花⾔葉は「未来への憧れ」。未来への理想を持って、さっそく新年度から気持ちを新たに頑張りましょう。
 ↓ 部員の作品

 〈作者のコメント〉 主役のゼンマイをバランスよく５本⼊れるのがすごく難しかったです。（１年⼥⼦）
 
 ↓ 先⽣の作品
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2018/02/19 【華道部】今⽉のお花２⽉  | by:WebMaster

 今⽉のお花は、モモ、キンギョソウ、タニワタリです。ピンクと⻩⾊の春らしい⾊合いです。
↓部員の作品

〈作者のコメント〉
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 今回は「キンギョソウ」があったので、家で飼っているランチュウを思い出しながら⽣けました。⼊れ⽅を⼯夫す
ることで⽴体感のある作品に仕上がったと思います。（２年⼥⼦）
 
↓先⽣の作品

 ⽇本には桜梅桃李（おうばいとうり）という⾔葉があり、「それぞれの花にはそれぞれ独⾃の味わいがある」とい
う意味で使われるそうです。どれもバラ科サクラ属の花なので、当然似ていますが、それぞれに個性があるのです
ね。⾒分け⽅には⾊々あり、花・葉の付き⽅や⽊の表⾯の様⼦、花びらの形などから⾒分けられます。ちなみに花び
らの形でいうと、梅は先端が丸く、桃は尖っており、桜は割れています。開花時期の早さでいうと、梅→桃→李（す
もも）→桜の順だそうです。
 ３年⽣はもうすぐ卒業。それぞれの道で、それぞれの花を咲かせてほしいと願っています。
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2018/01/22 【華道】今⽉のお花 １⽉  | by:WebMaster

 今⽉のお花は、柳、チューリップ、スイートピー、ヒペリカムです。春の⾜⾳が聞こえてきそうです。
↓部員の作品

 〈作者のコメント〉 花を中央に⽣けて迫⼒のある作品に仕上げました。中央にあることで、インパクトがあり、⾊
をより鮮やかにすることができました。（２年⼥⼦）
 
↓先⽣の作品

  ここで全て紹介できないのは残念ですが、今⽇は柳の⼊れ⽅が⼀⼈⼀⼈異なり、個性が発揮されていました。ま
た、花器の選びかたもそれぞれです。
 先⽣「やっぱり⾚い器は若いねぇ。」
 部員「先⽣のは⿊いですね…。」
 部員「⾚い器だと花も⽣き⽣きしていますよね︕」
 先⽣「花はいっしょ︕」
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2017/12/16 【華道部】今⽉のお花 １２⽉  | by:WebMaster

 今⽉はクリスマスらしい彩りの花材です。サンゴ⽔⽊、カーネーション、サツマ杉、
スターリンジャーです。冬になると枝が⾚く⾊付くサンゴ⽔⽊や、ドライフラワーと
しても⼤活躍のスターリンジャーは、クリスマスリースや正⽉の飾りにもよく使われ
ています。
↓部員の作品

   
〈作者のコメント〉 
 サンゴ⽔⽊をリースっぽくしてみて、クリスマスをイメージして⽣けました。 （２年⼥⼦）

  
↓先⽣の作品
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2017/11/22 【華道部】今⽉のお花 11⽉  | by:WebMaster

 今⽉のお花(11⽉)はPDF形式です。クリックしていただくとご覧になれます。
  

華道部 11⽉のお花
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2017/10/26 華道部 今⽉のお花 10⽉  | by:WebMaster

 秋です。今年もハロウィンが近づいてきました。
今⽉は、ユーカリ、菊、クジャク草、かぼちゃです。お花は和⾵ですが、飾りの
かぼちゃは洋⾵という、和洋折衷が⾯⽩い組み合わせです。この季節にはいつも
部員たちはこう聞きますが、やはり今年もそうでした。
「このかぼちゃは⾷べられますか︖」
…⾷べられなくもないですが、観賞⽤なのでおいしくはないでしょう。
「料理に使わないようにお⺟さんに⾔っておいてね(^^)」
と講師の先⽣にくぎを刺されたのでした。校内のところどころにカボチャを飾って
ありますので、探してみてください。
    ↓部員の作品

     
〈作者のコメント〉

 クジャク草で華やかさを出し、ハナカボチャで季節感を出しました。（２年⼥⼦）
 
↓先⽣の作品

    
「コアラの餌」というイメージの強いユーカリですが、
今回使⽤したユーカリは⾷べられません。ユーカリには500種類以上もあり、種類によって毒素の量が異なり、⾷べら
れるものは40種類ほどしかないそうです。コアラはそれを嗅ぎ分け、その新芽だけを⾷べるそうです。
 ユーカリの葉には様々な効能があります。オーストラリアの原住⺠アボリジニは、それを傷の消毒やかゆみ⽌めな
どの薬として使ってきました。現在でも精油がアロマオイルとして利⽤されたり、その⾍よけ効果や空気清浄作⽤も
注⽬されています。葉を揉んで⾹りを吸い込むと、⾵邪に効くともいわれています。
 しかし、その毒性にも注意が必要です。⻘梅に含まれているのと同じ有毒成分を含んでいるので、外⽤するには問
題ありませんが、内⽤するのには適していません。よいこはコアラのまねをしないでください。
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