
　　　森林･林業に関する科目･コース設置校一覧表（高等学校）

平成26年4月現在

都道府県 学校名 郵便番号 所　在　地
電話番号
FAX番号

該当学科等 備考

0166-48-2887
0166-48-1360
0126-22-0130
0126-22-5362
0155-48-3051
0155-48-3052
0173-37-2121
0173-37-2123
019-688-4211
019-688-4215
0194-53-4489
0194-53-2540
0224-53-1049
0224-53-1050
0187-63-2257
0187-62-3434
0186-62-0760
0186-62-1281
0237-55-2537
0237-53-2994
0242-83-4115
0242-83-0269
0241-62-0066
0241-62-2909
0295-72-0079
0295-72-1268
0289-75-2231
0289-75-1420
0278-23-1131
0278-22-5136
027-231-2403
027-233-2191
0494-22-3017
0494-21-1040
0439-27-2351
0439-27-2146
0428-22-7604
0428-22-7624
04992-2-1431
04992-2-2461
0465-82-0151
0465-82-7684
0256-52-3115
0256-53-2672
025-524-2260
025-526-5852
0254-52-5201
0254-53-6810
0776-54-5187
0776-54-5188
055-276-2611
055-279-1413

0267-82-2035

0267-81-1077

0265-72-5281
0265-76-8942
0264-22-2119
0264-21-1056
0269-82-3115
0269-82-1813
058-324-1145
058-323-1650
0575-65-3178
0575-65-2078
0574-26-1238
0574-28-2366
0573-26-1251
0573-26-1252
0577-33-1060
0577-32-8994
053-925-3139
053-925-7422
0566-76-6144
0566-74-0443
0536-62-0575
0536-62-1534
0565-45-0621
0565-46-1985

北海道 旭川農業 079-8431 旭川市永山町14-153 森林科学科

岩見沢農業 068-0818 岩見沢市並木町1-5 森林科学科

帯広農業 080-0834 帯広市稲田町西1線9 森林科学科

青　森 五所川原農林 037-0093 五所川原市一野坪字朝日田12-37 森林科学科

岩　手 盛岡農業 020-0173 岩手郡滝沢村滝沢字砂込1463 環境科学科

久慈東 028-0021 久慈市門前36-10
総合学科（環境緑化系列
森林生態科目群）

宮　城 柴田農林 989-1233 柴田郡大河原町字上川原7-2
森林環境科（2,3年生）
環境技術系（1年生）

秋　田 大曲農業 014-0054 大仙市大曲金谷町26-9 農業科学科（環境緑地系）

秋田北鷹 018-3314 北秋田市伊勢町1-1
緑地環境科
（森林環境コース）

山　形 村山産業 995-0011 村山市楯岡北町1-3-1

福　島 会津農林 969-6546 河沼郡会津坂下町曲田1391

田島 967-0004 南会津郡南会津町田島字田部原260

環境ｸﾘｴｲﾄ科(2,3年生)
農業環境科(１年生)

森林環境科

茨　城 大子清流 319-3526 久慈郡大子町大子224 森林科学科

環境緑地科（林業コース）
普通科

グリーンライフ科
（森林科学コース）

普通科（環境科学コース）

栃　木 鹿沼南 322-0524 鹿沼市みなみ町8-73

グリーンライフ科
（グリーンライフコース）

群　馬 利根実業 378-0014 沼田市栄町165-2

勢多農林 371-0017 前橋市日吉町2-25-1

埼　玉 秩父農工科学 368-0005 秩父市大野原2000 森林科学科

千　葉 君津青葉 292-0454 君津市青柳48
総合学科
（食と環境系列・環境系）

東　京 青梅総合 198-0041 青梅市勝沼1-60-1
総合学科（環境・資源系
列）

大島 100-0101 大島町元町字八重の水127 併合課（農林）

神奈川 吉田島総合 258-0021 足柄上郡開成町吉田島281 総合学科（地域環境系列）

新　潟 加茂農林 959-1325 加茂市神明町2-15-5
環境緑地科（緑地工学コー
ス）

高田農業 943-0836 上越市東城町1-4-41
生物資源科
（森林資源コース）

村上桜ヶ丘 958-0856 村上市飯野桜ヶ丘10-25 総合学科（農業森林系列）

福　井 福井農林 910-0832 福井市新保町49-1
環境工学科（環境緑化コー
ス）

山　梨 農林 400-0117 甲斐市西八幡4533 森林科学科

長　野 臼田 384-0301 佐久市臼田751 グリーンライフ科

上伊那農業 399-4594 上伊那郡南箕輪村9110 緑地創造科

木曽青峰 397-8571 木曽郡木曽町福島1827-2 森林環境科

下高井農林 389-2301 下高井郡木島平村穂高2975 グリーンデザイン科

岐　阜 岐阜農林 501-0431 本巣郡北方町北方150 森林科学科

郡上 501-4221 郡上市八幡町小野970-1 森林科学科

加茂農林 505-0027 美濃加茂市本郷町3-3-13
森林科学科（１年）、
林業工学科（２，３年）

恵那農業 509-7201 恵那市大井町2625-17 環境科学科

飛騨高山 506-0058 高山市山田町711 環境科学科

静　岡 天竜 431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣601 森林科

愛　知 安城農林 446-0066 安城市池浦町茶筅木1 森林環境科

田口 441-2302 北設楽郡設楽町清崎字林ノ後5-2 林業科

猿投農林 470-0372 豊田市井上町12-179 林産工芸科



　　　森林･林業に関する科目･コース設置校一覧表（高等学校）

平成26年4月現在

都道府県 学校名 郵便番号 所　在　地
電話番号
FAX番号

該当学科等 備考

059-255-2013
059-256-7174
0748-86-4145
0748-86-4983
0771-54-0022
0771-54-0310
0790-62-1730
0790-62-5849
0746-32-5151
0746-32-5025
0739-47-1004
0739-47-4200
0858-75-0655
0858-75-0654
0858-28-1341
0858-28-1342
0852-21-6772
0852-21-6796
0853-28-0321
0853-28-0355
0868-38-3168
0868-38-3167
0867-72-0645
0867-72-2771
083-972-0950
083-972-0801
0883-72-0805
0883-72-5019
088-631-5138
086-633-0453
0892-21-1205
0892-21-2050
089-982-1225
089-983-4177
088-863-3155
088-863-6209
0880-34-2166
0880-35-6335
0955-23-4138
0955-20-1002
0957-22-0050
0957-22-2825
0967-22-0045
0967-22-5161
0967-72-0024
0967-73-1030
0965-67-2012
0965-67-3503
0966-82-2034
0966-82-5606
0966-45-1131
0966-45-0466
0973-22-5171
0973-22-5173
0987-25-1107
0987-25-1214
0982-63-1336
0982-63-5194
0983-23-0002
0983-23-5542
0995-22-1445
0995-22-1446
0994-42-5191
0994-42-4900
0980-52-2634
0980-54-1664

計 72校

三　重 久居農林 514-1136 津市久居東鷹跡町105
環境情報科（環境保全コー
ス）

滋　賀 甲南 520-3301 甲賀市甲南町寺庄427
総合学科（生物と環境系
列）

京　都 北桑田 601-0534 京都市右京区京北下弓削町沢の奥 森林リサーチ科

兵　庫 山崎 671-2570 宍粟市山崎町加生340 森林環境科学科

奈　良 吉野 639-3113 吉野郡吉野町飯貝680 森林科学科

和歌山 熊野 649-2195 西牟婁郡上富田町朝来670
総合学科（グリーンマス
ター系列）

鳥　取 智頭農林 689-1402 八頭郡智頭町智頭711-1 森林科学科

倉吉農業 682-0941 倉吉市大谷166 環境科

島　根 松江農林 690-8507 松江市乃木福富町51
総合学科（地域クリエイト
系列）

出雲農林 693-0046 出雲市下横町950 環境科学科

岡　山 勝間田 709-4316 勝田郡勝央町勝間田47 グリーン環境科

山　口 山口農業 754-0001 山口市小郡上郷980-1
環境科学科（森林資源コー
ス）

徳　島 三好 778-0020 三好市池田町州津大深田720 環境資源科

生物生産科新見（北校地） 718-0011 新見市新見1994

城西 770-0046 徳島市鮎喰町2-1 植物活用科

愛　媛 上浮穴 791-1206 上浮穴郡久万高原町上野尻甲486 森林環境科

伊予農業 799-3111 伊予市下吾川1433 特用林産科

高　知 高知農業 783-0024 南国市東崎957-1 森林総合科

幡多農業 787-0010 四万十市古津賀3711 グリーン環境科

佐　賀 伊万里農林 848-0035 伊万里市二里町大里乙1414 森林工学科

長　崎 諫早農業 854-0043 諫早市立石町1003 環境創造科

熊　本 阿蘇中央 869-2612 阿蘇市一の宮町宮地4131 グリーン環境科

矢部 861-3515 上益城郡山都町城平954 緑科学科

八代農業泉分校 869-4401 八代市泉町柿迫3636 グリーンライフ科

芦北 869-5431 葦北郡芦北町乙千屋20-2 林業科

南稜 868-0422 球磨郡あさぎり町上北310 環境工学科

大　分 日田林工 877-0083 日田市吹上町30 林業科

宮　崎 日南振徳 889-2532 日南市大字板敷410番地 地域農業科

門川高校 889-0611 東臼杵郡門川町門川尾末2680
総合学科（フォレスト系
列）

高鍋農業 884-0006 児湯郡高鍋町大字上江1339-2 農業科

鹿児島 伊佐農林 895-2506 伊佐市大口原田574 農林技術科

鹿屋農業 893-0014 鹿屋市寿2-17-5 緑地工学科

沖　縄 北部農林 905-0006 名護市宇茂佐13 林業緑地科



森林･林業に関する学科･科目設置校一覧表（大学）
平成26年4月現在

地　区 都道府県 校名 郵便番号 所　在　地
電話番号
FAX番号

該当学科等 備考

011-706-2506

011-706-4893

019-621-6103

019-621-6107

018-872-1500

018-872-1670

0235-28-2805

0235-28-2812

029-853-2545

029-853-6205

028-649-5544

028-649-5545

03-5841-5205

03-5841-7553

042-367-5754

042-364-7812

03-5477-2266

03-5477-2617

0466-84-3800

025-262-6603

025-262-6854

0265-77-1300

0265-72-5259

054-237-1111

054-237-3028

052-789-5111

058-293-2838

058-293-2841

059-232-1211

059-231-9591

075-753-6420

075-753-6451

075-703-5681

075-703-5680

086-251-8286

086-251-8388

0857-31-5343

0857-31-5347

0857-38-6700

0857-38-6709

0852-32-6100

0852-32-6499

089-946-9867

089-946-9867

088-864-5114

088-864-5200

092-642-2802

092-642-2804

0985-58-2875

0985-58-2884

099-285-8515

099-285-8525

098-895-8733

098-895-8734

28校

中国

四国

九州

秋田

高知

岐阜

長野

山形

東北

東京関東

中部

近畿 京都

松江市西川津町1060

農学部
環境生態学コース

農学部
生物資源環境学科

岡山市北区津島中1-1-1

私立

私立

秋田県立大学 010-0195 秋田市下新城中野字街道端西241-438
生物資源科学部
生物環境科学科

島根

南国市物部乙200
農学部
農学科
森林科学コース

京都市左京区下鴨半木町1

島根大学 690-8504

高知大学

鳥取大学 680-8553 鳥取市湖山町南4-101

愛媛大学 790-8566 松山市樽味3-5-7

783-8502

愛媛

福岡 九州大学 812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

生物資源学部
共生環境学科

京都大学 606-8502 京都市左京区北白川追分町
農学部
森林科学科

三重大学 514-8507

京都府立大学 606-8522

岡山 岡山大学 700-8530

津市栗真町屋町1577三重

静岡 静岡大学 422-8529 静岡市駿河区大谷836
農学部
環境森林科学科

岐阜大学 501-1193 岐阜市柳戸1-1
応用生物科学部
生産環境科学課程

愛知
農学部
生物環境科学科

生物資源科学部
森林資源科学科

新潟 新潟大学 950-2181 新潟市西区五十嵐二の町8050
農学部
生産環境科学科

神奈川

東京農工大学 183-8509

藤沢市亀井野1866

上伊那郡南箕輪村8304信州大学 399-4598

合　　計

日本大学 252-0880

府中市幸町3-5-8

889-2192 宮崎市学園木花台西1-1

沖縄

東京農業大学 156-8502 世田谷区桜丘1-1-1

文京区弥生1-1-1

宇都宮大学 321-8505

東京大学 113-8657

茨城 筑波大学

山形大学 997-8555

農学部
生物環境学科

生命環境学群
生物資源学類

農学部
生物資源環境学科

農学部
生物資源学科
大学院農学研究科
森林環境管理リカレント
コース

農学部
森林環境資源科学専修

農学部
食料生命環境学科

農学部
地域生態システム学科・
環境資源科学科

地域環境科学部
森林総合科学科

生物資源科学部
農林生産学科
農林生態科学教育コース
森林学教育コース

生命環境学部
森林科学科

盛岡市上田3-18-8

つくば市天王台1-1-1

鶴岡市若葉町1-23

農学部
森林科学科

名古屋市千種区不老町

農学部
共生環境課程

農学部
亜熱帯地域農学科・
亜熱帯農林環境科学科

札幌市北区北９条西９丁目
農学部
森林科学科

農学部
森林緑地環境科学科

鹿児島市郡元1-21-24

農学部
森林科学科宇都宮市峰町350

宮崎大学

岩手 岩手大学 020-8550

琉球大学 903-0213

305-8572

名古屋大学 464-8601

栃木

北海道 北海道 北海道大学 060-8589

中頭郡西原町字千原1

鹿児島 鹿児島大学 890-0065

宮崎

鳥取

鳥取環境大学 689-1111 鳥取市若葉台北1-1-1
環境学部
環境学科



森林･林業に関する学科･科目設置校一覧表（大学校）

平成26年4月現在

地　区 都道府県 学校名 郵便番号 所　在　地
電話番号
FAX番号

該当学科等 備考

027-371-3244

027-371-6968

0264-23-2321

0264-21-1058

0575-35-2525

0575-35-2529

0538-36-1564

0538-34-4445

053-583-3523

053-583-3523

0771-84-2401

0771-84-0797

0854-76-2100

0854-76-2103

6校

森林林業科近畿 京都 京都府立林業大学校 629-1121

中部

磐田市富丘678-1
総合技術専攻（林業専
攻）

静岡

中国 林業科島根 島根県立農林大学校 690-3405

農林業ビジネス学科（森
林・環境コース）

林学科木曽郡木曽町新開4385-1

平成26年度に林業専攻廃
止静岡県立農林大学校（本校） 438-8577

船井郡京丹波町本庄土屋１番地

飯石郡飯南町上来島1207

美濃市曽代88

関東 群馬 群馬県立農林大学校 370-3105 高崎市箕郷町西明屋1005

長野 長野県林業大学校 397-0002

合　　計

森と木のエンジニア科

静岡県立農林大学校（林業分校） 434-0015 浜松市浜北区於呂4034-5 養成部林業学科

岐阜 岐阜県立森林文化アカデミー 501-3714
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