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１
開校 2013年4月

学生数 20名／学年

運営母体 一般社団法人アグリフューチャージャパン

校⾧ 堀口 健治

教育期間 2年（講義・演習+現地実習）

校舎立地 東京都港区港南2-10-13（JR品川駅徒歩12分）

全寮制 学生寮最寄駅「JR南武線、武蔵中原駅」（寮から校舎まで約50分）
（既婚者等は事情を勘案の上、全寮制の適用除外とすることがあります。）

募集対象 未来を切り拓く農業経営を志す者

概 要

2

学校概要



本校の卒業研究は「自身の経営計画」の作成です。
自らの未来に向けて自律的に考える態度を育み、実践的なカリキュラムを提供します。

2年間のカリュキュラム



卒業生

東京

地域
（地元）
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第１ｰ６期生の就農状況&在校生出身地

北海道 ３名 野菜・麦 栃木県 １名 水稲・麦 静岡県 ３名 野菜 兵庫県 2名 水稲・野菜 長崎県 １名 野菜

青森県 １名 果樹 群馬県 ３名 野菜・きのこ 愛知県 ３名 野菜・養豚 鳥取県 ２名 和牛繁殖・野菜 熊本県 ９名
水稲・野菜・大豆・雑穀・麦・

養蜂・養豚・飼育米・イグサ

岩手県 １名 花卉 埼玉県 １名 野菜 岐阜県 ２名 野菜 広島県 2名 野菜・養鶏 大分県 ２名 野菜

宮城県 ４名 水稲・野菜 千葉県 3名 野菜 三重県 ３名 和牛肥育・茶・鶏卵 高知県 １名 野菜 鹿児島県 １名 水稲・野菜

山形県 ２名
野菜・果樹・水稲・
花卉

東京都 ３名 野菜・養鶏 新潟県 ３名 水稲・野菜 愛媛県 ２名 果樹・野菜 沖縄県 １名 野菜

福島県 ２名 水稲 長野県 ６名 果樹・野菜 富山県 １名 水稲・野菜・果樹 福岡県 ７名
水稲・野菜・果樹・
茶

その他 ３名

茨城県 １名 野菜 山梨県 １名 果樹 京都府 ３名 野菜・果樹 佐賀県 ３名
水稲・野菜・大豆・
麦・果樹

卒業生合計
（86名）

うち農家子弟
（58名）

うち非農家
（28名）

親元就農* 48名 45名 3名

就職就農 26名 12名 14名

独立就農 9名 0名 9名

その他 3名 1名 2名

[卒業生の就農状況]
凡例 （地図中の色分け）

卒業生 １名のみ

卒業生 ２～３名

卒業生 ４名以上

第7期生の就農予定地

第7期生（16名）

第8期生（16名）

第6期生（１名）

＊祖父母および親戚を含む

[卒業生の就農地]

(2020年12月31日現在)
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卒業生関連 ーBusiness Growth～コロナに負けない!ー

新型コロナウイルスと戦う医療者に届ける想い－ 3期生 中村美紗 福岡県久留米市 ー

【プロフィール】中村美紗（3期生）福岡県久留米市 フルトリエ中村果樹園 代表 : 就農1年目で直売所・観光農園、2年目に
カフェOPENと在学中に描いた構想を着実に実行、第2回ビジネスコンテストでは最優秀賞を受賞のほか、令和2年度農山漁村女性
活躍表彰において農林水産省経営局⾧受賞。一般的にはコロナ禍で、観光農園は厳しい状況におかれているが、コンセプトとして、
地元の方が気軽に来られる空間を目指すなど、地域を大切にしてきたお陰で、この状況下にあっても経営は安定。

【共生～地域社会の一員として～】
 新型コロナウイルスが福岡県でも猛威をふるう中での出産。育児、コロナ禍での農業経営、
漠然とした不安に襲われる中で、地域社会に支えられていることを改めて感じた8月。

 感染拡大がさらに勢いを見せ、医療体制が逼迫する中で、お世話になった医療関係者をは
じめ、地域に対して自分自身が今、何が出来るか考え、出来ることから実行しようと決意。
自らを犠牲にして戦う人達に感謝と笑顔を届けたいという一心で、
久留米市内を中心とした医療機関にイチゴを500パック寄贈。

 新型コロナウイルスの影響で、私自身が描く農業の未来図に変化も起こったが、一方で地
域とともに歩んでいきたいという想いには変化はなく、地域社会との共生を大切にしながら、
次のステージにに向けて歩んでいきたいと再確認した。

はじめての出産 経営者としての社会貢献の意識 農業の次のステージ
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卒業生メディア掲載情報就農1年目のチャレンジ 新口太公 6期生 愛媛県八幡浜市

【①森下信義】～(有)グリーン森下～
就農地:富山県入善町
作目:入善ジャンボスイカ、水稲、桃等

＜掲載紙＞地上
特産の入善ジャンボスイカの伝統を守りな
がら、ジャンボスイカ認知度向上のために情
報発信を積極的に行う。先般の大雪で大
きな被害に見舞われたが、ひた向きに頑
張っています。

【②井上隆太朗】～井上寅雄農園～
就農地:⾧野県佐久市
作目:観光イチゴ農園

＜掲載紙＞日本経済新聞（信州版）
オランダでの農業研修を経て、雇用就農。
イチゴの新規事業立ち上げに尽し、昨年
独立しイチゴ栽培を始める。新規就農者と
農家を繋げるプラットフォームの構築等、農
業以外の分野でも活躍。

【①新口太公】～㈱新口農園～
就農地:愛媛県八幡浜市
作目:みかん、レモン

＜卒業研究（経営計画）＞
 これまで捨てていた摘果みかんを活
用した新たなビジネスの創出

＜就農1年目の状況＞
 摘果みかんのターゲットを飲食店に
絞っていたため、受注伸びず

 家庭消費を意識した商品検討

＜就農2年目にむけて＞
 ターゲット・商品の見直しに着手
 テストマーケティング実施

卒業研究
未利用資源の活用

1年目
コロナ禍で計画変更を検討

2年目～
ターゲット、商品の見直し

フルトリエHP

Photo



販路拡大を考える中で、農産物輸出が
視野に入ってきている卒業生から「輸出」に
かかる知識・ノウハウの習得ニーズが出てきた
ことをふまえ企画し、2018年は香港、
2019年は台湾への視察を実施しました。

視察では見本市に加えて現地に進出する
会員を訪問し、商流・商慣習・物流・規制
等についてレクチャーいただきます。

卒業生の販路拡大のサポートを目的としたもので、
学校ブースを設営し、希望する卒業生が農産物を
展示し、商談支援を行っています。

海外視察 商談会出展支援

成⾧ステージに応じた課題の解決と継続した学びの
場の提供を目的に実施しております。
より実践的に活用していただける内容を中心とし、
2019年はファイナンス等をテーマに実施しました。

卒業生向けセミナー

卒業生支援



経営理念

【Ⅰ 使命】

私たちは、次世代の農業を担う人材の育成を
通じて、魅力ある農業を創造し、地域社会・経
済の持続的な発展に貢献します。

【Ⅱ 目標】

（１）人材育成
●持続可能な農業を確立できる農業経営
者、世界的な視野と地域での実践力を兼
ね備えたリーダーを育成します。

（２）多面的なサポート
（１）の人材が中核となって進める以下の取
組みを多面的にサポートします。
●農業の新たな価値を創造し、広範な国民
の支持を得た、誇りある農業経営モデルを生
み出します。
●地域資源の掘り起こしと多様な組織・人々
との連携を通じ、地域社会・経済を活性化さ
せます。

役職 氏名 所属先・役職
代表理事理事⾧ 鈴木 豊 元・キユーピー㈱ 代表取締役社⾧
（代）副理事⾧ 牧 秀宣 (有)ジェイ・ウイングファーム 代表取締役
（代）副理事⾧ 合瀬 宏毅 前・日本放送協会 解説主幹

校⾧理事 堀口 健治 日本農業経営大学校 校⾧
常務理事 松永 勇生 （一社）アグリフューチャージャパン 事務局⾧

理事 阿南 久 （一社）消費者市民社会をつくる会 代表理事
理事 飯島 延浩 山崎製パン㈱ 代表取締役社⾧
理事 上原 征彦 （公）流通経済研究所 名誉会⾧
理事 奥 和登 農林中央金庫 代表理事理事⾧
理事 木内 博一 農事組合法人和郷園 代表理事
理事 澤浦 彰治 ㈱野菜くらぶ 代表取締役社⾧
理事 田代 正美 ㈱バローホールディングス 代表取締役会⾧兼社⾧
理事 中林 真一郎 日本農業者大学校同窓会 会⾧
理事 増田 陸奥夫 （一社）日本食農連携機構 代表理事理事⾧
理事 山田 敏之 （公）日本農業法人協会 会⾧
監事 齋藤 真一 ㈱農林中金総合研究所 代表取締役社⾧
監事 須藤 英章 東京富士法律事務所 弁護士

理事・監事

運営団体概要

当社団の強み

【産業界・農業界・学界のオールジャパンの体制】



■アグリフューチャージャパン正会員 ■アグリフューチャージャパン賛助会員

味の素株式会社 イオンアグリ創造株式会社　　　　　　　　　　　　　 伊藤忠商事株式会社 オリックス株式会社 住友商事株式会社 豊田通商株式会社 三井物産株式会社

エスビー食品株式会社 カゴメ株式会社 三菱商事株式会社 ヤマト運輸株式会社 井関農機株式会社 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 王子ホールディングス株式会社

キッコーマン食品株式会社 キユーピー株式会社 株式会社クボタ ゴールドパック株式会社 清水建設株式会社 住友化学株式会社 ダイキン工業株式会社

株式会社 極洋 サッポロホールディングス株式会社 株式会社電通 富士急行株式会社 三井不動産株式会社 三菱地所株式会社 ヤンマーアグリ株式会社

株式会社 J-オイルミルズ 昭和産業株式会社 レンゴー株式会社 株式会社 アインホールディングス 岩谷産業株式会社 宇部興産株式会社 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ

スターゼン株式会社 宝ホールディングス株式会社 科研製薬株式会社 兼松株式会社 昭和電工株式会社 住友不動産株式会社 綜合警備保障株式会社

株式会社 ニチレイ 日清オイリオグループ株式会社 双日株式会社 大成建設株式会社 大陽日酸株式会社 大和製罐株式会社 ダイワボウホールディングス株式会社

株式会社 日清製粉グループ本社 日本水産株式会社 東急株式会社 トヨタホーム株式会社 日鉄興和不動産株式会社 日東ベスト株式会社 日本通運株式会社

日本製粉株式会社 日本ハム株式会社 日本ユニシス株式会社 野村不動産株式会社 PwCアドバイザリー合同会社 フジパングループ本社株式会社 ホッカンホールディングス株式会社

日本デルモンテ株式会社 ハウス食品グループ本社株式会社 丸紅株式会社 株式会社やまびこ

株式会社 バローホールディングス 株式会社 阪急オアシス

不二製油グループ本社株式会社 プリマハム株式会社 朝日工業株式会社 株式会社 豊田自動織機 日本製紙株式会社 株式会社 インフォメーション・ディベロプメント エア・ウォーター株式会社

丸大食品株式会社 マルハニチロ株式会社 沖電気工業株式会社 片倉コープアグリ株式会社 協友アグリ株式会社 近鉄グループホールディングス株式会社 クミアイ化学工業株式会社

株式会社 明治 森永乳業株式会社 京浜急行電鉄株式会社 正栄食品工業株式会社 ナイス株式会社 株式会社 西武ホールディングス 積水化学工業株式会社

株式会社 ヤオコー 株式会社 ヤクルト本社 積水ハウス株式会社 中越パルプ工業株式会社 株式会社 なとり 日産化学株式会社 日本電気株式会社

山崎製パン株式会社 雪印メグミルク株式会社 日本オラクル株式会社 日本曹達株式会社 日本甜菜製糖株式会社 日本土地建物株式会社 日本農薬株式会社

横浜冷凍株式会社 株式会社 ライフコーポレーション はごろもフーズ株式会社 ヒューリック株式会社 富士通株式会社 北興化学工業株式会社 株式会社 丸山製作所

三菱ガス化学株式会社 三菱総研DCS株式会社 株式会社三菱総合研究所 三菱UFJリース株式会社 ミヨシ油脂株式会社

いすゞ自動車株式会社 SBSフレック株式会社 SBSホールディングス株式会社 NTN株式会社 神栄株式会社

公益社団法人 日本農業法人協会 農業者大学校同窓会 三菱重工業株式会社 株式会社 朝日工業社 株式会社 ADEKA 株式会社 アミノアップ 飯野海運株式会社

一般社団法人 全国農業協同組合中央会 全国農業協同組合連合会 石原産業株式会社 株式会社 岩手朝日テレビ 株式会社 ウッドワン 塩水港精糖株式会社 株式会社王将フードサービス

全国共済農業協同組合連合会 農林中央金庫 株式会社 カネカ 木徳神糧株式会社 岐阜プラスチック工業株式会社 協同住宅ローン株式会社 株式会社クラレ

一般社団法人 全国農業会議所 公益社団法人 大日本農会 クリナップ株式会社 月桂冠株式会社 ケンコーマヨネーズ株式会社 サンケイ化学株式会社 株式会社C&Fロジホールディングス

特定非営利活動法人 全国有機農業推進協議会 金子 美登 JA三井リース株式会社 JNC株式会社 シブヤ精機株式会社 株式会社 商船三井 昭和パックス株式会社

佛田 利弘 株式会社 野菜くらぶ 住友林業株式会社 センコーグループホールディングス株式会社 大王製紙株式会社 高梨乳業株式会社 千葉製粉株式会社

農事組合法人 和郷園 一般財団法人 日本GAP協会 デンカ株式会社 東京センチュリー株式会社 東京定温冷蔵株式会社 東京豊海冷蔵株式会社 東西産業貿易株式会社

一般社団法人 日本食農連携機構 株式会社 農林中金総合研究所 東ソー株式会社 東武鉄道株式会社 東洋精糖株式会社 東洋紡株式会社 鳥越製粉株式会社

西松建設株式会社 日建リース工業株式会社 株式会社 日新 日本カーバイド工業株式会社 日本化薬株式会社

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 日本生活協同組合連合会 日本食品化工株式会社 一般社団法人日本スーパーマーケット協会 株式会社 浜乙女 フィード・ワン株式会社 株式会社 フジ

パルシステム生活協同組合連合会 一般社団法人 日本フードサービス協会 芙蓉総合リース株式会社 株式会社 ベイシア 北越コーポレーション株式会社 ホクサン株式会社 北海道糖業株式会社

保土谷化学工業株式会社 株式会社 マルイチ産商 丸善食品工業株式会社 株式会社 ミキモト 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社 三菱ケミカルホールディングス 宮坂香料株式会社 明治海運株式会社 ヤマエ久野株式会社 株式会社 ヤマタネ

雪印種苗株式会社 ユニチカ株式会社 株式会社 吉野家ホールディングス ラサ工業株式会社 理研ビタミン株式会社

リスパック株式会社 日本農産工業株式会社 旭化成株式会社 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 伊藤忠飼料株式会社

株式会社 ABC Cooking Studio 株式会社 荏原製作所 OATアグリオ株式会社 株式会社 オレンジページ 協同乳業株式会社

株式会社 京成ストア サミット株式会社 ジェイカムアグリ株式会社 信越化学工業株式会社 公益財団法人全国学校農場協会

ソリマチ株式会社 TPR株式会社 豊玉香料株式会社 株式会社 永谷園ホールディングス 南西糖業株式会社

日清丸紅飼料株式会社 日東富士製粉株式会社 日本酒類販売株式会社 藤田観光株式会社 三井化学株式会社

株式会社 ラクト・ジャパン わらべや日洋ホールディングス株式会社

会員一覧 ー2020年12月31日現在ー

正会員 : 54先
賛助会員:187先
合計 :241先


