
取材地 居住地 氏名 高校名 学年 氏名 生業等

青森県 平　桜華 八戸工業大学第二高等学校 1年 大金　新一郎 炭焼き

岩手県 小笠原　咲良 岩手県立盛岡農業高等学校 1年 髙嶋　善壽 猟師

岩手県 野村　和甫 岩手県立盛岡農業高等学校 1年 秋田　稔 漆掻き

岩手県 高橋　優奈 盛岡第三高等学校 1年 藤田　 眞一 窯業（小砂焼）

山形県 金子　有希 山形県立米沢工業高等学校 2年 佐藤　実 川漁師

山形県 下山　こも 山形県立村山産業高等学校 1年 小室　和雄 林業（伐採）

栃木県 大山　弘貴 栃木県立馬頭高等学校 2年 佐藤　昭二 林業（伐採・造林）

群馬県 武井　悠人 群馬県立大間々高等学校 2年 岡　晃 猟師

栃木県 板垣　創大 栃木県立宇都宮白陽高等学校 2年 木下　忠三 特産品づくり（わさび栽培）

埼玉県 堀之内　望光 埼玉県立大宮中央高等学校 3年 船木　加章 大工

埼玉県 西野　彩花 埼玉県立秩父農工科高等学校 3年 木下　八萬夫 林業、伝統農法

千葉県 土田　叶夢 八千代松陰高等学校 2年 藤木　嘉 特産品づくり（在来種野菜、こんにゃく）

東京都 江成　真央 広尾学園高等学校 2年 木下　新造 特産品づくり（こんにゃく）

東京都 石川　恵悟 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 1年 古菅　一芳 漁業（ヤマメ養殖）

東京都 矢野　貫太 東京都立雪谷高等学校 2年 中山　幸永 果樹栽培（ブルーベリー）

東京都 安東　実紗 成城学園高等学校 2年 町分　浩 大工（祭具「キリコ」）

東京都 遠藤　愛子 大妻中野高等学校 2年 笹谷内　秀雄 炭焼き

埼玉県 鈴木　梓未 東海大学附属高輪台高等学校 2年 道重　重一 川漁師（カンコ漁）

神奈川県 白石　尚也 桐蔭学園高等学校 2年 笹谷内　秀雄 炭焼き

福井県 真木　美奏 福井県立高志高等学校 1年 尻田　幸雄 特産品づくり（なれずし）

北海道 本間　友唯 札幌大谷高等学校 ５年 木田　一子 栃餅づくり

東京都 若林　仁菜 東京学芸大学附属国際中等教育学校 5年 北原　二三子 郷土料理（報恩講料理）

東京都 福井　珠輝 渋谷教育学園幕張高等学校 2年 大瀬　國隆 楽器（弦楽器・ささら）・弓づくり

新潟県 小川　友輝 新潟県立長岡高等学校 1年 中西　邦康 林業（造林・伐採）

富山県 河原　令歩 片山学園高等学校 2年 南端　博至 漁業（イワナ養殖）

福井県 時岡　美羽 福井県立若狭高等学校 2年 中谷　菫枝 山菜採り・郷土料理

滋賀県 岡田　藍花 滋賀県立八日市南高等学校 2年 米倉　みつ子 特産品づくり（山菜・漬物）

愛知県 若林　龍希 愛知県立旭丘高等学校 2年 山本　幸夫 狩猟・屋根葺き

茨城県 清見　陽香 常総学院高等学校 1年 水口　眞夫 林業、特産品づくり（ゆず栽培）

千葉県 松村　温人 千葉敬愛高等学校 2年 大村　雄一郎 猟師

千葉県 実川　諄星 八千代松陰高等学校 2年 梶川　榮市 茶箱製造

東京都 國田　葵 角川ドワンゴ学園S高等学校 1年 相藤　令治 特産品づくり（茶栽培）

東京都 岩垂　築 成城学園高等学校 2年 的場　正明 林業（伐採・造林）

神奈川県 大嶋　勘太 中央大学附属横浜高等学校 2年 土屋　鉄郎 特産品づくり（茶栽培）

静岡県 戸塚　俊作 静岡県立掛川西高等学校 2年 竹野　達三 原木しいたけ栽培

静岡県 小林　日愛里 静岡雙葉高等学校 2年 川崎　好和 特産品づくり（茶栽培）

長野県 呉本　航希 トライ式高等学院松本校 1年 小池　彼男 特産品づくり（茶栽培）

長野県 河西　俊太朗 長野県松本深志高等学校 2年 白木　敏彦 養蚕

静岡県 守屋　颯 静岡県立天竜高等学校 2年 田口　勝司 林業（伐採）

静岡県 藁科　亘之助 静岡県立藤枝東高等学校 2年 横田　俊光 原木しいたけ栽培

愛知県 近藤　壱吾 愛知県立猿投高等学校 1年 鈴村　廣幸 原木しいたけ栽培

岐阜県 加藤　秀梧 恵那農業高等学校 2年 柴田　芳樹 原木しいたけ栽培

三重県 齋藤　朋樹 三重県立久居農林高等学校 2年 横家　敏昭 林業（伐採）

愛知県 齋藤　紫恩 愛知県立武豊高等学校 2年 松本　勝弥 漁業（小型定置網漁）

大阪府 島田　貴楽 清風南海学園 2年 木下　和行 漁業（黒のり養殖）

愛知県 中村　優月 愛知県立三谷水産高等学校 1年 木下　久米夫 漁業（一本釣り漁）

三重県 松本　かなえ 鈴鹿中等教育学校 5年 丑岡　章 漁業（刺網漁）

奈良県 霜田　菫 角川ドワンゴ学園N高等学校 2年 奥田　佐吉 漁業（刺網・海女漁）

大阪府 北庄司　琴 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 1年 城山　忠一 漁業（カキ養殖）

富山県南砺市

静岡県川根本町

岐阜県みのかも
定住自立圏

（美濃加茂市、川辺町、
白川町、東白川村）

三重県鳥羽市
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栃木県那珂川町

山梨県小菅村

石川県能登町
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静岡県 濵田　光汰 浜松学芸高等学校 1年 加藤　美樹子 保存食（へしこ）

静岡県 植田　智子 浜松学芸高等学校 1年 田辺　春雄 漁業（内水面漁業）

愛知県 熊瀬　光 愛知県立三谷水産高等学校 2年 藤原　新次 漁業（定置網漁、フグ養殖）

愛知県 西山　奈那 名鉄学園杜若高等学校 1年 大谷　伊太郎 船大工

福井県 山脇　優舞 福井県立若狭高等学校 2年 高木　豊 漁業（川魚養殖）

大阪府 中川　笑希 桃山学院高等学校 2年 高橋　武一 漁業（定置網漁）

大阪府 相良　好 大阪府立河南高等学校 1年 吉田　良三 漁業（内水面漁業）

京都府 谷脇　めぶき 京都府立北桑田高等学校 2年 大益　牧雄 漆掻き・木材加工（木工ろくろ）

大阪府 松任　偲 清風南海学園高等学校 2年 堤　木象 特産品づくり（草木染）

大阪府 松井　万里子 四天王寺高等学校 2年 梅本　修 従来農法・特産品づくり（有機野菜）

大阪府 岩田　明日翔 桃山学院高等学校 2年 豊島　淳史 漁業（カキ・とり貝養殖）

大阪府 波多野　葵 桃山学院高等学校 2年 小石原　将夫 藤加工・藤布（ふじふ）織り

大阪府 佐藤　正基 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 1年 嶋津　澄子 特産品づくり（草木染）

大阪府 鹿毛　龍ノ介 長尾谷高等学校 2年 上垣　敏明 養蜂

大阪府 田口　汐織 近畿大学附属豊岡高等学校 1年 淨慶　耕造 特産品づくり（醤油）

大阪府 垂水　珠那 宣真高等学校 3年 西垣　憲志 特産品づくり（「八鹿浅黄」栽培・加工）

兵庫県 山本　拳 兵庫県立山崎高等学校 2年 内田　實 狩猟

広島県 寺田　愛梨 広島県立広島高等学校 2年 岡村　勝弘 林業（伐採・加工）

広島県 小林　千紘 広島県立広高等学校 2年 松田　一戯 木彫

兵庫県 濱田　凛 神戸女学院 2年 辻本　良行 狩猟

東京都 横田　響 角川ドワンゴ学園N高等学校 2年 堀　敬司 林業（製材）

東京都 寺松　かえで 山脇学園高等学校 1年 井原　敬典 林業（伐採、作業道作り）

広島県 齋藤　直希 崇徳高等学校 2年 梶岡　泰士 林業（伐採）・特産品づくり（茶栽培）

徳島県 湯浅　圭祐 徳島市立高等学校 1年 福島　康夫 原木しいたけ栽培

徳島県 桧　妃菜 徳島県立富岡東高等学校 3年 稲田　仁美 林業（伐採）

愛媛県 藤川　詩音 愛媛県立松山東高等学校通信制 2年 笹尾　充 山菜・きのこ採り

福岡県 大崎　日陽 私立中村学園女子高等学校 3年 戸田　温子 特産品づくり（薬草料理・加工）

福岡県 宮脇　悠河 福岡工業大学附属城東高等学校 2年 山岡　宏充 狩猟

徳島県 逸見　彩乃 徳島県立脇町高等学校 2年 森脇　理 特産品づくり（たかきび箒）

徳島県 大塚　千聖 生光学園高等学校 2年 岡瀬　哲雄 宮大工

愛媛県 渡邉　瑠璃 愛媛県立宇和高等学校 2年 東　官平 漆掻き

愛媛県 水本　皐月 愛媛県立宇和高等学校 2年 岡田　正子 郷土料理

愛媛県 松長　壮郁 済美高等学校 1年 西岡田　治豈 特産品づくり（そば米）

愛媛県 山田　愛加 愛媛県立南宇和高等学校 2年 小泉　靖雄 特産品づくり（茶栽培）

山口県 三上　祐飛 山口県立山口農業高等学校 2年 伊藤　三枝子 特産品づくり（徳地やまのいも）

福岡県 豆塚　喜心 祐誠高等学校 1年 竹村　和長 石風呂熱源供給・制御

福岡県 石川　妃里 福岡県立伝習館高等学校 1年 中島　伸廣 川漁師（鮎釣り）

佐賀県 徳森　真凰 有明工業高等専門学校 1年 田中　京子 郷土料理・漬物づくり

長崎県 山田　あやめ 長崎県立長崎東高等学校 2年 竹本　実 多様な森づくり

長崎県 清島　千夏 長崎県立長崎東高等学校 2年 池田　貞子 特産品づくり（わら細工）

福岡 山下　沙菜 福岡工業大学附属城東高等学校 ２年 千々松　哲也 紙すき（徳地和紙）

佐賀県 小宮　妃奈 佐賀県立唐津南高等学校 2年 亀田　宏子 特産品づくり（みそ・かづら豆腐）

熊本県 一川　彩華 熊本県立芦北高等学校 2年 白石　安記 林業（造林、伐採）

熊本県 赤星　雄哉 熊本県立矢部高等学校 2年 中村　義雄 養蜂

宮崎県 山地　華奈子 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 5年 前田　スエメ 特産品づくり（生姜加工品）

鹿児島県 横田　夕奈 鹿児島県立大島北高等学校 2年 中村　秀徳 漁業（青のり養殖）

沖縄県 小浜　佳穂 沖縄県立具志川高等学校 1年 松嶋　一美 川漁師（鮎漁）

兵庫県養父市

岡山県真庭市
（勝山・美甘地域）

徳島県にし阿波地域
（美馬市、三好市、
つるぎ町、
東みよし町）

山口県山口市
（徳地地域）

熊本県八代市

福井県美浜・若狭町

京都府京丹後市
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