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＜第2回　全国ユース環境活動発表大会＞　応募高校一覧

「第2回 全国ユース環境活動発表大会」に、たくさんの高校･団体よりご応募をいただき
誠にありがとうございました。全国の高校生が熱心に活動をしている
情報が集まりましたのでご紹介いたします。
ぜひ、今後の活動の参考に、また情報交換や交流の一助にしてください。
（全国ユース環境ネットワーク事務局）

掲載例）　上段：高校名
　　　　　中段：団体名
　　　　　下段：活動名

福島県立平工業高等学校

社会福祉や国際貢献を通じた環境活動の取り組みについて
～すべては喜んでくれる人たちの笑顔のために～

生徒会北 海 道
5団体

京都府立木津高等学校

竹　伐る、川　診る、ゴミ　拾う
園芸部

京都府立桂高等学校

MAPを活用した革新的な堤防維持管理技術の開発
～研究による復興支援活動～

TAFS「地球を守る新技術の開発」班
兵庫県立農業高等学校

兵庫の自然遺産「ため池」　
～水辺環境の保全活動～

生物部
島根県立松江工業高等学校

リサイクルとして出るコンクリート片と
シジミ殻の再利用

島根の特産物再利用（環境班）

島根県立吉賀高等学校

高津川をフィールドとする
「山川里海」のつながり

地域クラブ
福岡県立水産高等学校

豊かな海づくり　- Project -T-
アクアライフ科

福岡県立糸島農業高等学校

糸島から世界に広がれ
根こぶ病対策の輪

根っこ部

大阪府立園芸高等学校

蝶の飛ぶ街づくり
ビオトープ部

奈良県立御所実業高等学校

生物多様性ならプロジェクト　
～田んぼの生物多様性～

「生物多様性の保全」研究班
出雲西高等学校

出雲西高校インターアクトクラブの
環境保全活動と国際活動について

インターアクトクラブ
福岡工業大学附属城東高等学校

高校生の環境意識改革　
～生徒主体の環境活動～

生徒会環境委員会

大阪府立長吉高等学校

One Goal One Smile
長吉高校　サッカー部

和歌山県立田辺高等学校

和歌山県鳥の巣半島で野生化して
いるアフリカツメガエルの駆除

生物部

清風高等学校 

アオコの凝集・浮上・除去から
わかったこと

アオコ研究班

大分県立玖珠美山高等学校

地域とレンゲツツジを繋ぐ架け橋に
チーム flower’ｓ

大阪府立平野高等学校

平高ビオトープから地域に発信！！
生物多様性と自然の共存

35期環境科学コース
岡山県立井原高等学校

オキナグサの保全活動
井校生物同好会

清和女子中高等学校

環境プロジェクト 
ホタル復興支援活動

清和ユネスコスクールプロジェクト実行委員会
長崎県立諫早農業高等学校

農業廃棄物の有効利用法　
かぼちゃのゼロ･エミッションへの挑戦

食品科学部

神戸山手女子高等学校

イシガメ保全プロジェクト
カメら部

岡山県立邑久高等学校

地域の力を活用した
ビオトープ池の水質改善

生徒会
高知県立嶺北高等学校

知る！つながる！発信する！
自己の進路に生かす！

嶺北ＥＣＯＦＬＵＧＥＬＳ

兵庫県立播磨農業高等学校

竹チップ大作戦!!　
～救え、未来の畜産業～

播磨竹鶏物語

兵庫県立御影高等学校

六甲山のキノコにはどんな多様性があるのか
～地域連携から伝える生物多様性～

環境科学部生物班

岡山県立邑久高等学校

地域の特産品を活かした
新商品の開発

理科研究グループ
愛媛県立今治西高等学校

フィールド調査とラボ実験の両面から
取り組む環境保全活動

生物部

山陽女子中学校・高等学校 

マイクロプラスチック：
見えない環境問題へのアプローチ

地歴部

岡山県立津山工業高等学校

竹林再生プロジェクト　
～地域の特色を生かした循環型資源活用の取り組み～

工業化学科
兵庫県立香住高等学校

魚たち跳ね踊る美しい川を
守るための活動

矢田川の自然環境班

岡山県立高松農業高等学校

地域の自然をバトンでつなぐ
高農環境を考える会

兵庫県立篠山東雲高等学校

地域資源で環境創造　
～ありったけ（竹）使い切る～

しののめ竹林バスターズ

愛媛県立新居浜工業高等学校

廃棄物から次世代エネルギーへ　
～食堂が世界を救う～

TEAM 麺’ｓ！

愛媛県立宇和島水産高等学校

ESDの観点による
宇和海の環境保全活動

水産増殖科

熊本県立阿蘇中央高等学校

阿蘇の草原を未来へ
草原再生プロジェクト班

鹿児島県立薩南工業高等学校

知覧型木材循環システム　
～木をもらう→作る→贈る・育てる→～　

建築工作同好会

広島県立油木高等学校

獣害から新たな資源へ、
農村の６次産業の可能性

ニカワプロジェクト
滝川中学校・高等学校

地域との共生をめざした
環境保護活動

インターアクトクラブ
福岡県立嘉穂総合高等学校

桂川ひまわりプロジェクト
桂笑クラブ

鹿児島県立錦江湾高等学校

反射型吸光度計による
二酸化窒素・オゾンマップの作成

二酸化窒素＆オゾンマップ作成班

広島市立広島工業高等学校

外壁ラッピング　
～外壁の遮光で省エネ効果＆室内での熱中症予防～

広島市工グリーン・プロジェクト
兵庫県立神戸商業高等学校

明石海峡西舞子海岸の漂着ゴミ回収
理科研究部

東筑紫学園高等学校

環境指標
－エアロゾル－と夜空の明るさの関係

夜空の明るさ研究チーム
沖縄県立中部農林高等学校

美ら島を守る高校生の挑戦！　
～伝統ある藺草がつなぐ結い～

エコ・リサーチ部

米子工業高等専門学校 

食品廃棄物から自作した燃料電池を
用いた次世代燃料による発電

B&C研究同好会
兵庫県立加古川東高等学校

濡れ性を利用した防汚瓦の開発
水膜チーム

明治学園中学高等学校

北九州地区の大気汚染の調査と
その原因の追究

環境マネジメント研究班
沖縄県立南部農林高等学校

ソテツデンプンの利用法を考える Ⅰ
科学部

熊本県立鹿本農業高等学校

熊本の地域資源活用プロジェクト
バイオ研究会

長崎県立諫早農業高等学校

食の安定供給を目指して　
～植物工場を活用した伝統野菜復活～

未来農業研究班

長崎県島原農業高等学校

環境保全型農業の確立を目指して
～パッションフルーツと地元資源を用いた商品開発・普及活動～

食品加工部

大分県立大分東高等学校

見ちょくれ　寄っちょくれ　やっちょくれ
リボベジをゴミ軽減に活かせ！

リボベジ研究会

兵庫県立加古川東高等学校

水波を用いたため池の浮遊物の回収
粉粒体チーム

静岡県立富岳館高等学校

地球温暖化から緑を守れ
農業クラブ

オイスカ高等学校

LOVE　GREEN プロジェクト
生徒会

岐阜県立飛騨高山高等学校

家を建てよう
森林活用班

愛知県立木曽川高等学校

　「消えたイタセンパラ」　
（今、わたしたちにできる事は何？）

総合実務部
札幌新陽高等学校

廃棄コーヒー豆の堆肥化による
再利用への挑戦

アグリクラブ

北海道帯広農業高等学校

十勝川中流部における
湿地再生と生物多様性の回復

十勝川多自然川づくり班

北海道函館水産高等学校

国定公園「大沼」流入
3寡占のCOD調査

北のくにづくり2016

北海道標茶高等学校

ヒトとイノチをつなぐエゾシカレザー
エゾシカ革の有効活用プロジェクト

北海道標茶高等学校

地域の魅力発信！軍馬山フットパス

北海道標茶高等学校敷地内
ガイドプロジェクト

青森県立名久井農業高等学校

草花による室内空気浄化活動
TEAM FLORA PHOTONICS

エクセラン高等学校

「自然と人」「社会と人」「人と人」を
つなぐエクセランエコプロジェクト

環境科学コース
三重県立名張西・名張青峰高等学校

三重県名張市青蓮寺ダム周辺の
獣害に関する調査

科学部

秋田県立大曲農業高等学校

酸性の湖、田沢湖の中性化　
～クニマスの未来をかけた取り組み～

生物工学部

宮城県農業高等学校

津波地域を甦らせる！
～目指すはバラと食物連鎖を利用した環境修復型農業～

科学部復興プロジェクトチーム

宮城県村田高等学校

心温まる地域連携活動
ＪＲＣ部

山形県立酒田光陵高等学校

再生可能エネルギーを利用して、
環境保全に全力でエネルギーを注ごう！

エネルギーで環境保全隊

法政大学女子高等学校

横浜・鶴見をドングリの森に　
～小鳥やリスがやってくる町～

エコ・アクション・プロジェクトチーム

神奈川県立中央農業高等学校

地域資源を活用した新たなリサイクル
ループの確立を目指して

養豚部

慶応義塾湘南藤沢高等部

未来の環境は私たちの手に
有志団体　環境プロジェクト

岐阜県立岐阜工業高等学校

いやな未来を消すけしゴム　
～笑顔の輪を広める環境活動～

化学研究部
京都府立綾部高等学校

地域と歩む由良川保全活動　
～広がれゴミ回収プロジェクト～

分析化学部

岐阜県立加茂農林高等学校

地域の里山環境の改善　
～耕作放棄地の活用方法の提案～

ハイビスカス・ローゼル
京都市立伏見工業高等学校

木質バイオマス利用温度差発電
バイオマス温度差発電グループ

お茶の水女子大学附属高等学校

ファッションと環境問題　
～〈服〉で地球に幸〈福〉を～

環境チーム

千葉県立津田沼高等学校

アオサから始める谷津干潟保全　
～有効活用への道～

アオサ班

長野県南安曇農業高等学校

再生コンクリートの活用で
循環型社会の構築を目指して

土木研究部

岐阜県立恵那農業高等学校

空心菜栽培による
地域貢献・支援活動

環境科学科
滋賀県立八日市南高等学校

猪子山　
～異年齢交流による里山保全活動の10年～

ランドスケープデザイン班

千葉県立津田沼高等学校

～谷津干潟のアオサと水鳥が
  共生できる未来を信じて～

鳥類班
長野県飯田OIDE長姫高等学校

地球を守れ！テックレンジャー
コンピュータ制御部

愛知県立時習館高等学校

三河湾の環境調査
SSH生物部環境班

群馬県立利根実業高等学校

赤城山北西麓におけるニホンジカの
生息・行動サイクル調査

生物資源部

群馬県立利根実業高等学校

赤城山北西麓におけるイノシシの生態・
行動調査と侵入防護柵の製作

生物資源部

群馬県立尾瀬高等学校

尾瀬国立公園大清水湿原の
復元に向けて

理科部
愛知県立佐屋高等学校

名古屋城いにしえのヒメボタルは、
私達農業高校生が守る

名古屋城ヒメボタル守り隊

山梨県立甲府南高等学校

Neco・プロジェクト
（南高エコ・プロジェクト）

生徒会
名古屋経済大学高蔵高等学校

山崎川から学んだこと
理科部

群馬県立伊勢崎興陽高等学校

廃棄野菜の総合的な活用
植物バイオ研究部

静岡県立浜松城北工業高等学校

「地球にやさしいエンジニアを目指して！」
環境部

静岡県立静岡農業高等学校

松葉を地域資源とし活用して発信する
松葉研究班

愛知県立名南工業高等学校

ひまわりの花は「万華鏡」　
～万華鏡づくりを通じて地域貢献

化学工業科ひまわりＣａ・Ｆｅクラブ

愛知県立南陽高等学校

カーボン・オフセットを活用した
環境保全の取組

Nanyo Company部

東 北
6団体

関 東
15団体

中　部
14団体

近　畿
21団体

中　国
12団体

四　国
6団体

徳島県立小松島西高等学校勝浦校 ＆
徳島県立新野高等学校
ゴミとして捨てるのはもったいない！
－資源循環型肥料の開発から次の一手・
   次の一歩に向けた環境創生への取り組み－

緑のリサイクル・ソーシャル・エコ・プロジェクトチーム

九州･沖縄
17団体

「全国ユース環境活動発表大会」の地区別の
都道府県は、環境省地方環境事務所の所管
する都道府県別で区分しています。


