
[森の聞き書き]

№ 都道府県 高校名
学
年

氏名 № 都道府県 市町村 生業等 氏名

1 北海道 北海道岩見沢農業高等学校 2 安彦　翔 1 北海道 沙流郡平取町 アイヌの伝統工芸 貝澤　　守

2 北海道 北海道函館水産高等学校 2 作道　奏太 2 青森県 東津軽郡今別町 苗木生産 相内 長男

3 北海道 札幌大谷高等学校 2 吉田　みづ穂 3 兵庫県 西宮市 作業道づくり・機械改良 岡橋　清元

4 青森県 八戸工業大学第二高等学校 2 小比類巻　和真 4 秋田県 秋田市 マイタケ栽培 藤本　英夫

5 青森県 青森県立青森南高等学校 2 瀧本　りな 5 秋田県 大館市 苗木生産 佐々木　正一

6 岩手県 岩手県立北上翔南高等学校 3 川原　捷 6 秋田県 北秋田市 山刀鍛冶 西根　　登

7 岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 1 鈴木　優樹 7 秋田県 北秋田市 苗木生産 伊東　　毅

8 宮城県 宮城県伊具高等学校 2 富田　萌 8 宮城県 大崎市 ワサビ栽培 高橋　知治

9 山形県 山形県立小国高等学校 1 齋藤　麻未 9 山形県 西置賜郡小国町 山菜栽培 舟山　勇

10 山形県 山形県立米沢工業高等学校 1 芳賀　睦美 10 山形県 西村山郡大江町 林業経営 鈴木　富喜雄

11 茨城県 茨城県立大子清流高等学校 1 藤田　龍汰 11 福島県 喜多方市 竹細工 武藤　叡太郎

12 栃木県 栃木県立宇都宮工業高等学校 2 齋藤　義明 12 栃木県 佐野市 ワサビ栽培 前原　勝

13 栃木県 栃木県立鹿沼南高等学校 2 柴原　幹治 13 栃木県 大田原市 炭焼き 鈴木 新一

14 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 1 林　ななみ 14 群馬県 多野郡上野村 伐採手 仲澤　壮八

15 埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 2 加藤　かざし 15 秋田県 横手市 紙 漉 き 佐々木　清男

16 埼玉県 埼玉県立秩父農工科学高等学校 3 小澤　信彦 16 埼玉県 入間市 シイタケ栽培 貫井 義一

17 埼玉県 埼玉県立いずみ高等学校 2 島田　美幸 17 山形県 鶴岡市 木工家具製作 米山　彰二

18 埼玉県 自由の森学園高等学校 3 藤井　翔子 18 岩手県 二戸市 苗木生産 大森 茂男

19 千葉県 千葉県立鶴舞桜が丘高等学校 3 宇野　梓 19 茨城県 那珂市 苗木生産 圷  通男

20 千葉県 千葉県立鶴舞桜が丘高等学校 3 香月　麻由 20 福島県 田村市 竹炭工芸・竹酢液づくり 吉田　敏八

21 東京都 東京大学教育学部附属中等教育学校 4 伊東　周 21 青森県 三戸郡新郷村 山菜栽培 福山 武男

22 東京都 恵泉女学園高等学校 2 島田　菜生 22 東京都 あきる野市 空師 西志村　明

23 東京都 目黒星美学園高等学校 4 庄子　真代 23 長野県 塩尻市 シイタケ栽培 川上　　繁

24 東京都 関東国際高等学校 2 峯川　大 24 群馬県 甘楽郡甘楽町 山ワサビ栽培 浅香 征夫

25 神奈川県 神奈川県立神奈川総合高等学校 3 杉田　智暁 25 山梨県 甲州市 炭焼き 高橋　正

26 神奈川県 法政大学女子高等学校 3 飛塚　美咲 26 長野県 長野市 炭焼き 関口　近夫

27 石川県 石川県立金沢西高等学校 2 北島　彰平 27 石川県 加賀市 木地師 辻　新太郎

28 石川県 石川県立金沢西高等学校 1 笹野　智彦 28 福井県 鯖江市 丸物木地師 清水　正義

29 富山県 富山県立南砺総合高等学校福野高等学校 2 金谷　智大 29 新潟県 村上市 炭焼き 渡辺　保文

30 富山県 富山県立富山高等学校 1 長谷川　はる野 30 富山県 高岡市 菅笠の骨組みづくり 木村　昭二

31 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 3 阿部　摩那武 31 長野県 伊那市 建具・家具づくり 有賀　恵一

32 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 3 北原　昌季 32 山梨県 笛吹市 造林手 佐藤　孝之

33 長野県 長野県中条高等学校 3 久保田　拓弥 33 長野県 伊那市 炭焼き・炭窯づくり 伊東　修

34 長野県 長野県立臼田高等学校 1 畠山　翼 34 新潟県 妙高市 ﾈﾏｶﾞﾘﾀｹ栽培 竹田　健

35 岐阜県 岐阜県立岐阜農林高等学校 2 伊藤　清高 35 岐阜県 郡上市 コウヤマキ枝採取・ホオノキの葉採取 岩谷　庄精

36 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等学校 1 小森　大空 36 岐阜県 中津川市 曲げ物づくり 早川　松雄

37 岐阜県 岐阜県立岐阜農林高等学校 2 鷲見　研弥 37 岐阜県 郡上市 苗木生産 田中　豊彦

38 岐阜県 岐阜県立郡上高等学校 3 森　恒樹 38 岐阜県 郡上市 造林手（枝打ち） 和田　光雄

39 静岡県 静岡県立下田高等学校 1 齋藤　彩香 39 神奈川県 鎌倉市 樹木医 大野 啓一朗

40 静岡県 静岡県立下田高等学校南伊豆分校 1 正司　多佳 40 静岡県 伊豆市 シイタケ栽培 石井 猛

41 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 1 山崎　拓矢 41 静岡県 榛原郡川根本町 架線集材 森下  一淑

42 愛知県 愛知県立安城農林高等学校 1 磯村　篤暉 42 静岡県 榛原郡川根本町 茶箱づくり 前田  宥

43 愛知県 愛知県立田口高等学校 1 佐藤　健太 43 静岡県 静岡市 木造建築大工 小林 明世

44 愛知県 愛知県立猿投農林高等学校 2 長谷川　侑奈 44 愛知県 豊田市 紙漆工芸家 安藤 和久

45 愛知県 木曽川高等学校 2 森　拓郎 45 岐阜県 岐阜市 桧皮採取原皮師 須賀　均

46 三重県 三重高等学校 1 榊原　萌 46 愛知県 津島市 木桶職人 栗田 実

47 三重県 三重県立飯南高等学校 1 田尻　亮 47 三重県 北牟婁郡紀北町 木工家具職人 北村 英孝

48 滋賀県 滋賀県立水口東高等学校 2 今橋　広海 48 大阪府 豊能郡能勢町 炭焼き 小谷　義隆

49 滋賀県 滋賀県立八日市南高等学校 1 脇阪　樹里 49 滋賀県 多賀町 林業手 藤本　長雄

50 京都府 京都府立北桑田高等学校 2 崎野　柊 50 兵庫県 丹波市 丹波布制作・伝承 足立　康子
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【高校生と名人の組み合わせ】

高校生 「森の名手・名人」



№ 都道府県 高校名
学
年

氏名 № 都道府県 市町村 生業等 氏名

51 大阪府 大阪府立枚岡樟風高等学校 1 大杉　英里香 51 和歌山県 紀の川市 苗木生産 杉本　真一

52 大阪府 清風高等学校 2 金田　芳大 52 広島県 山県郡安芸太田町 苗木生産 寺田 正法

53 大阪府 清風高等学校 2 杉原　蓮 53 島根県 隠岐郡隠岐の島町 指物師 脇坂　春斎

54 大阪府 大阪府立農芸高等学校 2 中西　萌子 54 奈良県 吉野郡十津川村 筏師 深瀬　常保

55 大阪府 大阪府立久米田高等学校 2 藤原　麻衣 55 和歌山県 田辺市 木材加工 吉水　栄樹

56 兵庫県 兵庫県立松陽高等学校 2 井上　達也 56 鳥取県 鳥取市 樵    長戸　孝行

57 兵庫県 兵庫県立山崎高等学校 2 大坪　紀之 57 鳥取県 八頭郡八頭町 苗木生産 藤原 真澄

58 岡山県 岡山県立矢掛高等学校 1 尾上　聖子 58 広島県 三次市 竹細工 石田 繁春

59 山口県 山口県立山口農業高等学校 1 村上　宗一郎 59 島根県 浜田市 森林利活用の伝承 下谷　巧

60 徳島県 徳島県立川島高等学校 2 市原　尚也 60 徳島県 那賀郡那賀町 木桶職人 蔭野　勝則

61 香川県 香川県立琴平高等学校 1 後藤　桃乃 61 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 造林手 西森　福夫

62 香川県 香川県立三木高等学校 2 中谷　陽介 62 香川県 綾歌郡綾川町 造林手 田中　義則

63 愛媛県 愛媛県立西条農業高等学校 1 伊藤　恭平 63 愛媛県 大洲市 シイタケ栽培 増田　勝敏

64 愛媛県 済美高等学校 2 岡本　大輝 64 愛媛県 南宇和郡愛南町 炭焼き・炭窯づくり 久能 二三男

65 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校 2 徳井　俊也 65 愛媛県 大洲市 シイタケ栽培 上川　勝利

66 愛媛県 愛媛県立上浮穴高等学校 2 中田　亘 66 愛媛県 喜多郡内子町 木桶職人 亀岡　繁男

67 高知県 高知県立嶺北高等学校 1 窪内　萌 67 愛媛県 四国中央市 機械集材 曽我部 俊朗

68 高知県 高知県立中芸高等学校 3 佐藤　愛 68 高知県 長岡郡本山町 森林ガイド 山下　幸利

69 福岡県 福岡県立八幡高等学校 2 小川　裕子 69 山口県 下関市 造林手 山田　昭夫

70 佐賀県 佐賀県立伊万里農林高等学校 2 冨永　優也 70 沖縄県 宮古島市 三味線製作 與儀　栄功

71 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 2 平尾　千尋 71 佐賀県 嬉野市 苗木生産 織田 繁実

72 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 1 吉岡　和起 72 沖縄県 国頭村 炭焼き 玉城　凱宣

73 長崎県 長崎県立諫早農業高等学校 2 増川　奈美 73 長崎県 対馬市 シイタケ栽培 内山　麓

74 熊本県 熊本県立鹿本高等学校 1 後藤　菜那 74 熊本県 球磨郡球磨村 曲げ物づくり 淋　正司

75 大分県 大分県立別府青山高等学校 2 勝本　岳史 75 大分県 豊後大野市 シイタケ栽培 小野 祝保

76 大分県 大分県立日田林工高等学校 2 吉住　賢哉 76 大分県 日田市 機械集材 綾垣 新市

77 宮崎県 宮崎第一高等学校 2 四位　智亮 77 宮崎県 日向市 木工芸職人 長友　弘幸

78 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 4 津隈　敬太 78 宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 シイタケ栽培 小椋　憲二

79 宮崎県 宮崎県立都城西高等学校 2 蓑原　花佳 79 宮崎県 児湯郡川南町 造林手（苗木生産） 林田　喜昭

80 鹿児島県 鹿児島県立伊佐農林高等学校 3 狩宿　文彦 80 熊本県 水俣市 森林ガイド 勝目　豊

[海・川の聞き書き]

№ 都道府県 高校名
学
年

氏名 № 都道府県 市町村 生業等 氏名

81 青森県 青森県立弘前実業高等学校 1 小山内　みず穂 81 栃木県 芳賀群茂木町 漁業（川漁師） 青木　泉

82 宮城県 宮城県石巻工業高等学校 1 只野　雄太 82 埼玉県 戸田市 漁業（川漁師） 青木　英雄

83 茨城県 常総学院高等学校 1 田野　陽子 83 千葉県 木更津市 養殖業（ノリ） 神谷　利行

84 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 2 瀬尾　菜月 84 富山県 新川群朝日町 漁業（一本釣り） 宮内　和彦

85 埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 2 田中　穂南 85 兵庫県 明石市 漁業（一本釣り） 阪口　年一

86 千葉県 志学館高等学校 2 川上　眞潮 86 北海道 増毛郡増毛町 漁業（ウニ、タコ漁等） 蛯名　甲丁

87 東京都 東京都立田柄高等学校 2 岡部　達美 87 和歌山 田辺市 漁業（一本釣り） 奥野　明信

88 長野県 長野県木曽青峰高等学校 1 高木　勝大 88 三重県 伊勢市 加工（ヒジキ） 北村　傳裕

89 長野県 長野県臼田高等学校 1 柳澤　飛鳥 89 山梨県 南巨摩群南部町 漁業（川漁師） 鍋田　進

90 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 2 望月　一穂 90 静岡県 賀茂郡西伊豆町 漁業（海女） 稲葉　ツナ子

91 兵庫県 兵庫県立芦屋高等学校 2 亀井　大地 91 福井県 坂井市 漁業（海女） 小田原　怜子

92 奈良県 奈良県立奈良高等学校 1 杉山　希 92 滋賀県 近江八幡市 漁業（ビワマス漁等） 西居　正吉

93 岡山県 岡山県立矢掛高等学校 2 井上　裕介 93 兵庫県 たつの市 漁具製作 武内　智

94 岡山県 山陽女子高等学校 2 早川　あゆ美 94 岡山県 備前市 アマモ場再生 本田　和士

95 愛媛県 済美高等学校 3 杉之内　才蔵 95 香川県 高松市 鮮魚販売 中津　優智子

96 熊本県 熊本県立第一高等学校 2 杉浦　芙美 96 山口県 長門市 漁業（海女） 河本　トミ子

97 熊本県 玉名女子高等学校 2 藤森　礼瑛佳 97 佐賀県 鹿島市 漁業（ムツゴロウ漁等） 岡本　忠好

98 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 2 白石　真理 98 福岡県 柳川市 漁業（アリアケシラウオ漁等） 古賀　貞義

99 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 4 龍石　ちひろ 99 鹿児島 南さつま市 漁業（素潜り釣り漁等） 森　猛

100 沖縄県 向陽高等学校 1 大城　愛 100 長崎県 南松浦群新上五島町 郷土料理 谷　佳江

高校生 「海・川の名人」

高校生 「森の名手・名人」


