
取材先 都道府県 氏名 高校名 学年 氏名 生業等

青森県 安部 建アントニオ 八戸工業大学第二高等学校 2 藤原 若子 つる細工

秋田県 柏木 心寧 秋田県立秋田南高等学校 2 高橋 医久子 特産品づくり（わらび栽培・加工）

岩手県 大沼 麻柚子 岩手県立盛岡農業高等学校 2 佐々木 昭見 きのこ採り

茨城県 小島 千怜 常総学院高等学校 2 高橋 美通 わら細工（わら人形）

茨城県 佐口 遼汰郎 茗溪学園高等学校 5 東 博美 木工（鬼剣舞の面彫り）

埼玉県 高橋 叶多 筑波大学附属高等学校 2 湯沢 正 特産品づくり（山菜栽培）

埼玉県 伊藤 陽織 埼玉県立所沢高等学校 1 高橋　節子 保存食（すし漬けづくり）

東京都 福山 愛乃　 成蹊高等学校 1 小森 一彦 特産品づくり（山菜加工、ばっけみそ）

山形県 五十嵐 知 山形県立鶴岡北高等学校 2 小関 清子 行事食（からこづくり）

山形県 金子 幸晟 山形県立米沢工業高等学校 2 伊藤 良一 漁業（イワナ養殖）

茨城県 石田 隼介 常総学院高等学校 2 戸田 弥市 林業・狩猟

埼玉県 高橋 綴 ぐんま国際アカデミー中高等部 1 佐藤 健 川漁（カジカ）・狩猟

東京都 松井 優咲 東京都立小石川中等教育学校 4 渡邉 正義 なめこ栽培

神奈川県 藤 桜子 聖ヨゼフ学園高等学校 1 齋藤 重美 狩猟

神奈川県 北村 結 中央大学杉並高等学校 3 渡部 孝一 特産品づくり（わらび餅）

山形県 嵐田 大斗 山形県立米沢工業高等学校 2 庄司 正夫 屋根葺き

山形県 落合 ひらり 山形県立村山産業高等学校 3 鈴木 徳則 みそ・麹製造

山形県 松田 紘 山形県立村山産業高等学校 3 須田 信一 天蚕飼育

福島県 渡辺 華保乃 福島県立須賀川高等学校 3 高橋 惠 紙漉き（深山和紙）

福島県 渡部 凛美 日本大学東北高等学校 1 樋口 和貴 川漁（やな漁）

千葉県 綿貫 稟 千葉県立幕張総合高等学校 1 今野 正明 紅花・染料生産

東京都 齋藤 花凜 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 2 小松 紀夫 織物製造（板締絣染め・織り）

東京都 尾崎 光哩 鴎友学園女子高等学校 2 金田 利之 窯業（深山焼）

栃木県 新井 銀汰 栃木県立鹿沼東高等学校 2 黒崎 孝雄 彫工（屋台彫刻）

栃木県 永井 遼太朗 栃木県立鹿沼南高等学校 2 神山 義一 造林手・狩猟（シカ・イノシシ）

栃木県 寺内 瀬菜 栃木県立佐野高等学校 2 吉原 幸二 木工（鹿沼組子）

栃木県 池田 夏樹 栃木県立宇都宮白楊高等学校 2 善林 司 林業（種苗生産）

群馬県 川越 由希翔 常磐高等学校 2 岩本 文雄 原木シイタケ栽培

埼玉県 髙橋 凜花 埼玉県立秩父農工科学高等学校 3 青木 幸夫 林業（伐採）

長野県 春日 志織 長野県伊那北高等学校 2 大澤 順次 狩猟（キジ、ヤマドリ）

長野県 中島 碧海 長野県松本深志高等学校 2 鈴木 理 山肉加工販売

長野県 赤羽 康太郎 東京都市大学塩尻高等学校 2 鎌倉 詔 漁業（アマゴ養殖）

静岡県 松濱 真優 静岡雙葉高等学校 2 山崎 久孝 製材業

愛知県 犬飼 和志 愛知県立旭丘高等学校 2 小林 文人 特産品づくり（こんにゃく）

三重県 桐生 基史 三重中学高等学校 5 山崎 徳蔵 ふじ加工、山の恵み（きのこ、山菜、日本蜜蜂）採り

静岡県 水野 珠絵 静岡雙葉高等学校 1 桂川 荘平 木工（経木づくり）

京都府 細谷 広 京都府立北桑田高等学校 2 三浦 要 林業（木材搬出）

奈良県 米地 雄一朗 西大和学園高等学校 2 安江 尚 食文化の継承（へぼ（蜂の子）獲り）

奈良県 平田 修士 奈良県立畝傍高等学校 1 内木 清二 製材業（伐採・製材）

大阪府 森川 玲愛 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 2 熊澤 秀雄 大工（産直住宅）

大阪府 米山 優理 大阪府立園芸高等学校 2 桂川 隆 木工（板へぎ）

大阪府 林 沢 清風高等学校 2 梅田 寿美 林業・特産品づくり（田舎みそ）
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岐阜県 日浦 伊織 岐阜県立岐阜農林高等学校 1 稲垣 進 林業（伐採・山守）

岐阜県 三田村 恋花 岐阜県立岐阜農林高等学校 1 田口 節春 大工（宮大工）

岐阜県 西尾 周夏 岐阜県立恵那農業高等学校 2 安江 芳晴 林業（東濃ひのき生産）

滋賀県 西村 昌也 滋賀県立八日市南高等学校 2 苅田 良平 わら栽培・細工

大阪府 伊豆野 央子 大阪府立枚岡樟風高等学校 2 加藤 寿子 特産品づくり（みそ・たまり・麹）

大阪府 山本 壮一朗 清風高等学校 2 安江 弘武 特産品づくり（お茶）

兵庫県 片岡 蘭 京都府立洛北高等学校 1 田口 勝 林業（木材加工）

富山県 佐藤 翼 富山県立滑川高等学校 1 登 かず子 特産品づくり（とち餅）

石川県 田方 恭平 石川県立金沢西高等学校 1 山元 弘明 醤油・みそ製造

福井県 恵美 桃佳 福井県立武生高等学校 2 清水 英男 塗師、仏壇製造

福井県 古川 歌帆 福井県立高志高等学校 1 谷口 一雄 特産品づくり（山ぶどう栽培・加工）

福井県 荒木 里 福井県立高志高等学校 1 笹島 隆範 木地師

京都府 上村 晴 京都先端科学大学附属高等学校 2 新井 悦子 保存食（漬物）、郷土料理

京都府 森 美月 京都先端科学大学附属高等学校 2 須甲 一治 川漁（アシメドジョウ）、狩猟（シカ、イノシシ、クマ）

和歌山県 西村 優花 智辯学園和歌山高等学校 2 古川 博一 漁業（ワカメ養殖）

大阪府 三木 穂 清風南海学園高等学校 1 米原 俊秀 漁業（底びき網漁）

大阪府 田端 恒佑 清風南海学園高等学校 1 玉井 秀明 漁業（流し網・刺し網漁）

大阪府 益川 雄貴 大阪府立大学工業高等専門学校 2 相良 康隆 漁業（船びき網漁・ワカメ養殖）

兵庫県 福田 結希子 神戸女学院高等部 2 名倉 要和 漁業（底びき網漁）

沖縄県 宮城 翔 沖縄県立沖縄盲学校高等部 1 名倉 繁夫 漁業（のり養殖）

沖縄県 結城 太志 沖縄県立向陽高等学校 2 大津 勇二 漁業（アジ定置網漁）

兵庫県 緒方 太陽 兵庫県立香住高等学校 3 藤生 泰三 漁業（小型定置網漁・かき養殖）

鳥取県 上山 星凜 鳥取県立倉吉農業高等学校 2 平川 忠 窯業（備前焼）

鳥取県 小出  凪沙 鳥取県立鳥取西高等学校 1 南 栄江 アマモを活用した有機みかん栽培

広島県 藤原 彩羽 崇徳高等学校 2 波多野 清子 食酢製造

広島県 住田 蒼空 広島県立広高等学校 2 吉村 信映 養蜂家

広島県 匹田 壮一郎 広島学院高等学校 1 馬場 敏彰 みそ製造

愛媛県 河村 明紀 愛媛県立松山北高等学校 2 岩本 勝志 漁業（ナマコ・アナゴ漁）

福岡県 森 俊太 早稲田佐賀高等学校 1 二島 雅秀 漁業（サザエ漁）

佐賀県 山田 理沙子 東明館高等学校 2 伊藤 忠昭 漁業（ナマコ漁）

佐賀県 有岡 美咲 早稲田佐賀高等学校 1 大嶋 紋市 漁業（タコ壺漁）

佐賀県 喜多 翼 佐賀県立伊万里実業高等学校農林キャンパス 2 川原 秀行 漁業（ウニ漁）

熊本県 松﨑 宗太 熊本県立南稜高等学校 2 井﨑 木生 漁業（ナマコ漁）

熊本県 増田 海仁 熊本県立矢部高等学校 2 井川 三男 林業（伐木）

熊本県 和田 遥生 熊本県立矢部高等学校 2 古賀 利雄 林業（造林・山守）

鹿児島県 小川 芽依 鹿児島県立鶴翔高等学校 2 長島 幸男 漁業（ウニ漁）

※内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
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