
農業基礎（植物・微生物） 

・各野菜別の栽培基礎 

 年間を通じて季節に合った基本的な野菜の植え付け、栽培全般を学びます。 

・植物生理や光合成の仕組み、土壌の中の微生物の事を皆さんの進行具合を見ながら 

 レクチャーしていきます。 

※担任としての相談役的なサポートを行います。 

※各講師の講義内容に基づき、全体の流れを解説します。 

寺﨑 博史  TERASAKI HIROSHI 

アグリガーデンスクール＆アカデミー 担任 

1950年福岡県久留米の兼業農家に生まれ、昭和の農業を体験。 
牛をひいて畑を耕したことの経験もあり。 
長年損害保険代理店を経験したのち、三重県の（株）赤塚が提唱す
る土着土壌有効菌を活用するFFC農法をベースに、農業土壌指導に
取り組んできた。またこの農法で栽培した農産物の付加価値を実証
するため、同生産者をネットワーク化し、月2回の朝市を12年間継
続している。 
 



農業基礎（土壌）  
（植物が育つ基盤である土壌の成り立ちと役割、その保全について学ぶ） 

・土と土壌（土壌とは、土の生成、土から土壌へ、土の種類、土壌の老化） 

・土壌と物質循環（物質循環、炭素の循環、窒素の循環、土地利用と窒素循環） 

・土壌の性質と作物（地力とは、三相、団粒、保水力、保肥力、養分吸収） 

・土は生きている！（土壌生物、微生物、ミミズ、根粒、菌根菌） 

・土壌有機物の役割（有機物の分解と腐植の生成、土壌の緩衝能、養分の貯蔵など） 

・農耕地の特徴と管理（水田土壌、畑土壌、果樹園土壌、茶園・草地・施設の土壌） 

・荒廃する土壌（土壌の老化、連作障害、過剰施肥） 

・土壌保全（輪作、堆肥、不耕起栽培など） 

児嶋 清  KOJIMA KIYOSHI 

1952年10月3日、神奈川県生まれ。 
1977年3月に東京大学農学部を卒業し、農林省に就職。 
5つの地域農業試験場で研究職員として勤務し、28年間主として水
田雑草の生態解明と防除法の研究に従事。 
2006年4月以降は研究管理職として岩手県盛岡市と香川県善通寺市
で勤務。2013年3月に定年退職。 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
九州沖縄農業研究センター（久留米）再雇用職員 
 



有機農業（実技・座学） 

・有機農業の特徴 

 有機野菜は美味しくて有害な硝酸含量が少なく、栄養価も高く病害虫に強い。 
 実際に味などを比べながら、本物の有機野菜の特徴を整理します。 
 
・有機農業の仕組み 
 害虫、病原菌、雑草、モグラ・・・、一見敵のように見える生き物も味方につけてしまう 
 素晴らしい有機農業の世界を伝えます。 
 
・有機農業の土づくりの仕組みと実践 
 無駄に捨てられたりゴミに出されている、どこにでも力強く生える雑草。これらを上手く 
 利用して数か月で団粒構造の発達した土を作り、またとても効果の高い発酵堆肥を作ります。 
 
・生ごみリサイクル菌ちゃん野菜作り 
 家庭や給食施設、料理店で無駄に捨てられるファイトケミカルたっぷりの調理くず。 
 そのまま土に入れると害虫を呼びますが、上手く発酵させると素晴らしい土が出来ます。 
 
・無肥料栽培 
 化学肥料も有機肥料も使わず、身近な草・竹・木だけを使って野菜が育ちます。肥料分も微 
 生物が用意してくれるのです。そのための土づくりについても実践します。 
 
・有機農業の仕組みを応用した具体的食改善 
 畑の土づくりと同じ方法で、私たちのおなか畑も土作りすると、人間は見違えるほど本来の 
 健康を取り戻します。その理由と具体的方法をお伝えします。  

吉田 俊道  YOSHIDA TOSHIMICHI 

NPO法人大地といのちの会 理事長 

1959年長崎県生まれ。 
九州大学農学部大学院修士課程修了後、長崎県の農業改良普及員に。 
1996年に県庁を辞め、有機農家として新規参入。 
1999年に市民グループ「大地といのちの会」を結成し、有機農業の
傍ら食育などの講演、普及活動を展開。 
2007年に同会が総務大臣表彰（地域振興部門）を受賞。 
2009年、食育推進ボランティア表彰（内閣府特命担当大臣表彰） 
 



有機JAS 

～有機JAS認定制度について～ 
 
・オーガニックの現状・歴史、国内外での動き 
 
・有機JASマークの表示方法 
 
・有機農産物のJAS規格、生産基準について（ほ場の条件・種、苗、資材の確認） 
 
・有機認証のプロセス（申請に必要な書類・実地検査・判定・認証の継続など） 
 
・使用可能な資材について（肥料・土壌改良材、農薬、種菌培養資材、薬剤、調整用等資材) 
 

川口 理恵  KAWAGICHI RIE 

ふくおか大地といのちの会 代表 
九州大学農学部非常勤講師 
タカコナカムラホールフードスクール マスターコース修了 
オーガニック検査技術講習会受講（農産物・加工品） 

1960年長崎県佐世保市生まれ。 
九州大学農学部食糧化学工学科卒業。 
日本食品分析センター、福岡市職員（保健所・検査機関）を経て、
早期退職後フリーに。菌ちゃん野菜応援団の一員としても活動中。 
2014年10月にアグリガーデンスクール＆アカデミー福岡・朝倉校の
一期生として入学。現在は当校のスタッフとして担任の補助や広報
担当として活躍中。 

（有機JASについての基礎知識） 

アグリガーデンスクール＆アカデミー 広報担当 



農業微生物学 

・大地を離れて人は無く、土を知らなくて農業はない。 

・t（トン）の農業からｇ（グラム）の農業へ。１ｇが1tに勝てる農業。 

・子供が跡継ぎしたくなる農業。微生物の世界が分かり、収益が伴う農業。 

・農村は田舎ではない。国の中心であり、地方の夜明けである。 

・作物は人間が作るのではなく、自然の力によって出来ている。 

・地球上の生命体は海中微生物から始まり、38億年の進化を遂げている。 

・ミネラル農法と自然免疫農法が基本。 

・農薬や化学肥料が問題なのではなく人間の欲望が問題なのである。 

・太陽と土と水は循環している。宇宙の全ての力が生命に。 

・理想の有機堆肥のみが理想の土を作る。わずかでも化学肥料を使えば無農薬野菜とは言わない。 

・農業は生命の尊厳と人間の尊厳を第一とし地球上に生存する全ての自然に感謝する営みである。 

牧野 光  MAKINO HIKARU 

株式会社持続性社会構築研究所 代表取締役社長 

大分県生まれ。 
鳥取大学農学部総合農学科卒、同大学研究科修士課程修了。 
2000年MIT酵素研究所にて、九州最高峰の久住山に生息する微生物
の働きと健康医療に果たす役割を学ぶ。 
2006年国立蒙古科技大学名誉教授として、砂漠緑化活動を指導。 
2008年には国営中国石油吉林石化公司にて、微生物による汚泥の処
理実験を行う。 
微生物分野の多岐に渡る活動を展開。  
 



土壌分析応用学 

・健全な土と健康な作物の基礎知識～中嶋農法の基本的な考え方～ 

・バランスの取れた土壌とは？団粒構造について 

・世界の土壌と日本の土壌の違いについて（最近の土壌の傾向） 

・土壌分析の必要性 土壌診断と健康診断の関連性 

・微量要素ミネラルの重要性と役割、欠乏症の現れ方 

・PH（ペーハー）と土・肥料成分について 

・物理性と根の関係 

・葉面散布での生育コントロールの仕方 

・土壌診断書の読み方、対処方法 

※これらの知識をもとに観察力や判断力、対処法を養っていきます。 

※講師が変わる可能性もあります。 

 

 

 

林 孝憲 HAYASHI TAKANORI 

1980年5月3日熊本県八代市生まれ。 
熊本大学大学院自然科学研究科修士課程を卒業後、2006年
に株式会社生科研に入社し、長崎・佐賀・福岡・広島・岡
山・鳥取・島根にて現場営業を担当し、現職にいたる。 
人の健康は、ミネラル豊富な作物により維持できるという
理念のもと、独自に開発した「土壌分析診断システム」に
基づき、健全な土づくりと中嶋農法の栽培技術指導を全国
展開している。 
 

株式会社 生科研 営業部 技術推進グループ  
市場開発チーム リーダー 
   



種と人と土 

・種とは何か？ 
 種の歴史、交配種・在来種・固定種（伝統野菜）について 
 種の品質と発芽率の関係 
 
・良い苗のポイントと見わけ方 
 
・春まき・秋まきの実践 
 野菜作りのポイントである、「種」と「人」と「土」の関係を見ていきます。 
 

中村 訓  NAKAMURA SATORU 

光郷城 畑懐 有限会社浜名農園 代表 

静岡県浜松市生まれ。 
菊苗作りに起源をもつ創業80年の種苗会社3代目。 
現在は伝統野菜（在来種・固定種）種子、野菜苗、培養土（用土）、
土づくりの肥料などを生産販売。 
18年前、多様性に富んだ昔の野菜の味に感動し、伝統野菜（在来種、
固定種）の保存、普及を始めた第一人者でもある。伝統野菜（在来
種・固定種）と国内採種の減少が特に近年加速してきた中、伝統野
菜の国内採種を増やし、食文化をつなげる活動を展開中。 



雑草学 
（身近な雑草を材料に植物と人間、自然、土壌との関わりを学ぶ） 

児嶋 清  KOJIMA KIYOSHI 

1952年10月3日、神奈川県生まれ。 
1977年3月に東京大学農学部を卒業し、農林省に就職。 
5つの地域農業試験場で研究職員として勤務し、28年間主として水
田雑草の生態解明と防除法の研究に従事。 
2006年4月以降は研究管理職として岩手県盛岡市と香川県善通寺市
で勤務。2013年3月に定年退職。 

・雑草とは（雑草の定義、撹乱とストレス、雑草の起源、雑草性） 

・雑草のからだ（シュートとルート、根・茎・葉・花の基本構造、成長点） 

・雑草の種類と分類（雑草の種類、雑草の一生、環境適応性） 

・雑草の生き方（種子繁殖、種子休眠、栄養繁殖と再生、繁殖戦略） 

・作物と雑草の相互作用（競合、雑草害、アレロパシー） 

・雑草は移動する（侵入雑草、帰化雑草） 

・雑草は変化する（群落と遷移、変異、除草剤抵抗性） 

・除草剤に頼らない雑草管理法（機械的管理、生物的管理、マルチなど） 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
九州沖縄農業研究センター（久留米）再雇用職員 
 



野菜の健康学 

・旬のおいしい野菜は体にいい  
 2万件以上のサンプルから分かったこと 
 
・日本が抱える「健康の問題点」超高齢化社会に向けて 
 健康寿命をＵＰさせる野菜のすごいチカラ 
 抗酸化力・免疫力・解毒力の3つのチカラとは？ 
 
・「生命食」 食べ方をデザインする。 
  7色で分ける野菜のチカラ 
 
※その他、旬の話題をお話しいたします。 

丹羽 真清  NIWA MASUMI 

デザイナーフーズ株式会社 代表取締役社長 
デリカフーズ株式会社 代表取締役社長 
椙山女学園大学非常勤講師 
日本アマニ協会設立発起人、協会理事 

 
 
椙山女学園大学 家政学部 食物学科管理栄養士専攻卒業。 
食品メーカーに8年間在籍した後、『食のコーディネーター』として独
立し1999年にはデザイナーフーズ株式会社を設立。 
2010年、野菜のショールーム、ベジマルシェをアークヒルズにオープン。
2013年、デリカフーズ株式会社 代表取締役社長に就任。 
食べ方をデザインし、外食産業が「食の病院」、食品メーカーが「食の
薬局」になるための情報提供、商品開発、企画提案を行う。 
野菜ビジネスを通して日本の医療費削減に貢献したいと考えている。 
大学などの各種研究機関と連携し食品、特に野菜の成分分析・食品の活
性酸素消去能の研究、野菜の免疫力の研究、土壌分析研究を行う。 
デザイナーフーズ本社で毎月1回「生命食セミナー」を開催。 
食で日本を健康にしていく活動を行う。 
 
著書：「データが語る おいしい野菜の健康力」 
   「おいしいものは体にいい」「乳がんの人のための日常レシピ」 
 

※講師が変わる可能性もあります。 



中山間地域学（梨・その他） 

・中山間地域の気候風土を生かした農業の魅力について 

・中山間地域の問題点（獣害問題・高齢化）と対策、そして可能性を探る 

・価値のある農産物を消費者へどう伝えていくかのディスカッションなど 

※その他、梨や桃、薬用農産物などの年間を通じての栽培実技も実施致します。 

鳥巣 良彦  TORISU YOSHIHIKO 

福岡県朝倉市黒川 秀幸農園代表 

昭和48年に朝倉農業高校卒業後、梨の名産地として全国にその名を
馳せた朝倉・黒川で家業を継ぎ専業農家へ。 
梨・桃の果樹を中心に米・野菜の栽培に従事。 
後継者不足などで梨生産者が減少している中で最盛期の賑わいを取
り戻すため産地の陣頭指揮をとる人物の一人。 
7月から11月中旬ごろまで旬の梨を15品種ほど栽培している。 
 
 

※天候の影響で講義日は変更や中止にする場合があります。 



植物療法学 

・農業とセラピー世界の関係性 

・自然の中の人間 

・季節や気候と人間の関係 

・植物の色と香り 東洋医学の陰陽五行節から 五行の法則・陰陽の法則について 

・野菜・果物・ハーブ・花の効果効能 

・東洋医学の基礎知識からアロマセラピーを学ぶ 

・東洋医学の基礎知識からカラーセラピーを学ぶ 

・植物抽出液を使った簡単なお手当法 

 症状別ツボへの特効（肩こり・五十肩・腰痛・膝の痛み） 

 伝承民間療法に学ぶ おばあちゃんの知恵袋 

小原 みどり  OBARA MIDORI 

ＮＰＯ法人インターナショナルフィトセラピー 
アカデミー 代表理事 

日本女子大学家政学部卒業。 
フラワーアーチスト・アロマセラピストとして指導歴22年。 
漢方養生士・産業心理カウンセラーでもある。 
現在は、産経学園・目黒学園・読売文化センター等で、講師として
活躍中。東洋医学に基づく色や香りを取り入れたオリジナルなフ
ワーセラピーは人気上昇。 
 
東洋医学の基礎知識をベースに花やハーブ・野菜などの色・香りと
デザインによる植物療法をお伝えします。 
 
 
 
 
 



ホリスティック栄養学 

・ホリスティック栄養学とは 
・体は１００%食べたものからできている 
・細胞のしくみとはたらき 
・消化、吸収、排泄のメカニズム 
・酵素栄養学とは 
・補酵素のはたらき 
・酵素活性の条件 
・ボディタイプからみる4つのタイプ 
・遺伝子発現とは 
・量子栄養学 
・思考が細胞を変える 

北川 みゆき  KITAGAWA MIYUKI 

管理栄養士／ホリスティック栄養コンサルタント 
NPO法人日本食育ランドスケープ協会理事 
一般社団法人日本野菜ソムリエ協会講師 

北海道札幌市生まれ。 
 
 米国コロラド州上級教育省認定の栄養専門カレッジNTI認定資格
「栄養コンサルタント」を取得。心と体と食の相関性、個々の体質
やメンタルの影響等も含め広い視野で物事を捉えた米国の最新栄養
学“ホリスティック栄養学”を習得する。その他、野菜ソムリエ、
ナチュラルシードマイスター（種のソムリエ）など食に関する資格
を多数保有。「食を通して心も体も美しく健やかに」をテーマに、
シェフとのコラボイベントや講演、セミナー、執筆を行う傍ら、幅
広い世代向けの食育活動にも携わっている。 
現在は、大学病院の管理栄養士として勤務にあたり、様々な病態の
患者さんと向き合い食事指導を行っている。過去に、統合医療系の
クリニックに勤務しがん患者さん向けの免疫力を高める体にやさし
い食事や野菜ジュースの提案・監修、食事指導にも携わった経験を
持つ。 



農業ビジネス概論 

・農産物流通の現状・課題とＴＰＰに対応した新たな挑戦 
 （高齢化、耕作放棄増大等の中での新たな挑戦） 
 
・朝倉市に賦存する地域資源とそれを活用した付加価値型農業の展開 
 
・地域経営体の確立による少量多品種型中山間地農業ビジネスの新たな可能性と展望 
 （ＪＧＡＰ認証の考え方） 
 
・土の健康、植物の健康、人の健康が連動することによる農業の新たな価値モデル 
 （付加価値の連鎖） 
 
・耕作放棄を利用した新たな起業への道のりと農業ビジネスの発展計画の策定 

堂脇 広一  DOUWAKI KOUICHI 

(株)アグリガーデンスクール＆アカデミー  
代表取締役社長 

1963年神戸生まれ。早稲田大学大学院卒、国際経営学MBA取得。 
幼少期から成人まで東京の東久留米市で育ち、現在、埼玉県に在住。 
大学卒業後サラリーマン人生を経て独立し、農業農村の活性化や海
外でのインキュベーションプロジェクトにコンサルタントとして携
わる。2000年にe-アグリ株式会社を立上げ、ＩＴを使った農産物流
通改革による中山間地農業の活性化に約10年かけて挑戦したが、時
代が早すぎたことと既存勢力からの圧力に屈し成功に至らず。“正
しい道を進めば、必ず時代が付いて来る”を信じ、アグリガーデン
スクール＆アカデミー事業の推進にすべてをかけて邁進中。 

※本講義ではテーマに応じて外部から特別講師をお招きします。 



栽培実技 

寺﨑 博史  TERASAKI HIROSHI 

アグリガーデンスクール＆アカデミー 担任 

1950年福岡県久留米の兼業農家に生まれ、昭和の農業を体験。 
牛をひいて畑を耕したことの経験もあり。 
長年損害保険代理店を経験したのち、三重県の（株）赤塚が提唱す
る土着土壌有効菌を活用するFFC農法をベースに、農業土壌指導に
取り組んできた。またこの農法で栽培した農産物の付加価値を実証
するため、同生産者をネットワーク化し、月2回の朝市を11年間継
続している。 
 

座学で得た知識を基に野菜作り、土作りを実践していきます。 
成功も失敗もすべてが勉強になります！ 



ＢＬＯＦ理論 

田中 誠  TANAKA MAKOTO 

 60年前に母親が自然農法と出会い、幼い頃より自然農法や無農
薬農産物・無添加食品といった環境の中で育つ。 
高校を卒業後、地元の企業に就職し4年間勤めたが、体調を壊し退
職。その後、有機農業者と出会い有機農業を学ぶ中で“食と命の
深いつながり”を痛感し、有機農産物の流通会社「くまもと有機
の会」に就職。       
 22年目を迎える現在は、専務取締役として有機農業の発展と普
及の為に活動し、50名の有機農業生産者が栽培する年間約120種類
の有機農産物を、地元と全国各地にお届けしている。その傍ら、
有機米や有機野菜の生産にも励む。 
 平成23年9月に「（一社）日本有機農業普及協会の有機栽培リー
ダー」の認定を受け、BLOF理論の普及活動も行っている。 

有限会社くまもと有機の会 専務取締役 
一般社団法人 日本有機農業普及協会 インストラクター 
ＰＯＶ農園代表 
ＦＡＭＳ代表 
株式会社ＪＢＦ流通顧問 等 

・農業は生命産業 

・BLOF（Bio Logical Farming＝生態調和型農業）理論とは？ 

・植物生理（高品質、多収穫、高栄養の仕組み） 

・光合成～ミネラル～アミノ酸の吸収 

・土壌団粒（堆肥の役割） 

・太陽熱養生処理のやり方とその効果 

・土壌分析～施肥設計 

夜間短期集中講座講師 


