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 リニューアル後の阪神甲子園球場へ高野連加盟校からのツタを植樹する 

「ツタの里帰り」参加校及びセレモニー実施概要の決定について 
 

阪神甲子園球場は、平成 19(2007)年 10 月から全面的なリニューアル工事を実施（平成

20(2008)年３月に第Ⅰ期工事完了）しており、この工事に伴い、これまで外壁を覆っていたツ

タを全て伐採しましたが、「歴史と伝統の継承」というリニューアルコンセプトにそって、同

球場の代名詞の一つとして永年にわたって多くの方々に親しまれているツタを、リニューアル

完成後の同球場外壁に再生させる方針です。 

その方法のひとつとして、平成12(2000)年に日本高等学校野球連盟加盟校に贈られ、全国各

地の高校で育成されているツタを平成21(2009)年３月に植樹する「ツタの里帰り」を、日本高

等学校野球連盟、朝日新聞社、阪神電気鉄道の三者主催で実施予定であることは、既にお知ら

せしている通り（※）ですが、この度、同加盟校の中から「ツタの里帰り」に参加する高校が

決定しましたので、お知らせします。 

また、平成21(2009)年３月の全参加校の植樹に先立ち今年６月に実施予定の、代表６校のツ

タを記念植樹する「ツタの里帰りセレモニー」の実施概要が決定しましたので、併せてお知ら

せします。これは、第 90 回全国高等学校野球選手権記念大会の記念事業の１つとして行うも

のです。 

「ツタの里帰り」参加校及び「ツタの里帰りセレモニー」実施概要については以下のとおり

です。 

※平成18(2006)年９月27日「阪神甲子園球場リニューアル後のツタの再生について」を発表 

 

【ツタの里帰り参加校について】 

 

１．「ツタの里帰り」参加校 

    ２３３校（学校名は別表ご参照） 
 
２．参加校の決定方法 

全ての日本高等学校野球連盟加盟校へ、平成12(2000)年に贈ったツタの生育状況について、 

平成 18(2006)年 11 月からアンケート調査を実施した結果、現在もツタが元気に生育中であ

る高校全てを参加校として決定しました。 

 



３．里帰りの方法 

全国各地から出来るだけツタを安全に集めるため、里帰りの方法を検討した結果、挿し木

という方法を採用しました。高校で生育中のツタから採取した枝を養生し、根を成長させ、

里帰りさせる平成21(2009)年３月まで管理・育成します。現在は、既に参加校から採取した

枝が阪神園芸の温室に到着しており、大切に育成中です。 

 

【ツタの里帰りセレモニー実施概要について】 

 

  全参加校の里帰りに先立ち、「ツタの里帰り」を記念したイベント「ツタの里帰りセレモ

ニー」を実施します。全参加校を代表して、近畿２府４県から各１校がセレモニーに参加し、

ツタの記念植樹や感謝状の贈呈などを行う予定です。なお、セレモニーの詳細内容について

は、追ってお知らせします。 

 

【実施日】平成20(2008)年６月14日(土)  

【場 所】阪神甲子園球場外周 

【参加校】金光大阪高等学校（大阪府） 

     姫路市立琴丘高等学校（兵庫県） 

     京都府立大江高等学校（京都府） 

     滋賀県立伊吹高等学校（滋賀県） 

     奈良県立高田高等学校（奈良県） 

     和歌山県立和歌山工業高等学校（和歌山県） 

【出席者】参加各校野球部主将 

(財)日本高等学校野球連盟 会長 脇村春夫 

      朝日新聞社 常務取締役大阪本社代表 池内文雄 

      阪神電気鉄道(株) 取締役社長 坂井信也 

 

 ※セレモニー参加校のツタは挿し木ではなく、生育中のツタ本体を移植します。近畿２府４ 

  県からのセレモニー参加校の選出は、この移植に適したツタを生育状況から判断し、決定 

  したものです。 

  以 上 

（参考）   

「ツタの里帰り」について 

 阪神甲子園球場は、「歴史と伝統の継承」というコンセプトでリニューアル工事を行ってい

ます。「ツタ」については、球場の代名詞の一つとして、永年にわたり多くの方々に親しまれ

ているものであり、リニューアル完了後も、球場に再現させる計画を進めています。 

新しくなった同球場へ、平成12(2000)年に、日本高等学校野球連盟、朝日新聞社及び阪神甲

子園球場の三者から全国の加盟校4,170校に贈られ、各校ではぐくまれているツタに「里帰り」

してもらうことで、球児をはじめ各校とその地元の方々の思いを受け止め、未来へ引き継いで

いきたいと思います。 

以 上 



北海道 札幌東 群　馬 渋川工業 上田千曲

札幌琴似工業 桐生第一 上田

札幌第一 新田暁 野沢北

東海大四 埼　玉 庄和 野沢南

札幌創成 三郷北 佐久長聖

知内 所沢商業 岡谷工業

函館大谷 入間向陽 伊那北

仁木商業 立教新座 阿南

真狩 浦和工業 田川

北照 南稜 松本工業

滝川西 浦和商業 松本蟻ケ崎

東川 熊谷商業 丸子修学館

留萌 秩父 新　潟 新潟明訓

上士幌 滑川総合 新発田南

厚岸潮見 山　梨 市川 新潟産大付

青　森 弘前東 峡南 有恒

田子 吉田 富　山 桜井

五所川原工業 千　葉 市立稲毛 富山商業

岩　手 福岡工業 生浜 大沢野工業

伊保内 津田沼 高岡第一

盛岡三 流山中央 石　川 小松商業

花巻南 佐倉南 金沢桜丘

大船渡 八千代松陰 大聖寺

秋　田 米内沢 東金商業 福　井 北陸

大曲 長狭 敦賀

山　形 上山明新館 茂原樟陽 敦賀気比

宮　城 宮城県工業 天羽 静　岡 沼津東

泉 千葉国際 小山

泉松陵 東　京 麻布 富士

東陵 京華商業 静岡

啓誠学園大崎中央 正則学園 浜松商業

仙台 帝京 愛　知 瀬戸

福　島 福島 東海大菅生 瀬戸北

須賀川 東京学園 愛工大名電

須賀川桐陽 青井 蒲郡

若松商業 清瀬 豊田西

遠野 国立 西尾東

茨　城 日立北 松が谷 碧南工業

科学技術学園高等学校日立 田無工業 鶴城丘

水戸商業 明大中野八王子 愛知産大三河

清真学園 日大三 弥富

水戸桜ノ牧 神奈川桐光学園 岐　阜 加納

波崎柳川 上郷 飛騨神岡

土浦一 桜丘 美濃加茂

常総学院 相洋 土岐商業

つくば国際大千代田 平塚学園 中津川工業

江戸崎総合 長　野 中野 大垣商業

栃　木 鹿沼 北部

藤岡 長野吉田

「ツタの里帰り」参加校



三　重 海星 岡　山 岡山商大付

津 鳥　取 米子東

津西 広　島 基町

鳥羽商船高専 美鈴が丘

上野 広島工業

滋　賀 ◎伊吹 忠海

甲南 如水館

八幡商業 盈進

近江兄弟社 島　根 松江東

長浜 立正大松南

京　都 ◎大江 三刀屋

西京 大社

京都共栄 大田

福知山成美 山　口 下松

奈　良 ◎高田 美祢工業

奈良商業 西市

和歌山 ◎県和歌山工業 下関国際

橋本 香　川 三本松

初芝橋本 高松南

紀北工業 尽誠学園

笠田 多度津工業

智辯和歌山 観音寺第一

箕島 愛　媛 西条

大　阪 ◎金光大阪 丹原

河南 弓削商船高専

四条畷北 伊予農業

阪南 長浜

福井 帝京第五

大阪市立西 徳　島 城ノ内

岸和田産業 高　知 高知海洋

上宮太子 福　岡 柳川

大阪電通大 佐　賀 佐賀東

大阪桐蔭 長　崎 長崎北陽台

同志社香里 熊　本 専大玉名

箕面学園 秀岳館

兵　庫 ◎琴丘 八代工業

県宝塚 大　分 別府青山

東播工業 大分雄城台

東洋大姫路 宮　崎 延岡工業

網干 佐土原

相生産業 小林

相生 鹿児島武岡台

千種 樟南

有馬 沖　縄 前原

◎はセレモニー参加校 合計233校


