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愛情たっぷりのおいしいお米、北海道の大地で生産してます！

倉田　真奈美 （くらた　まなみ）

北海道岩見沢市/(株)倉田農場

水稲（ゆめぴりか・おぼろづき・あやひめ・ななつぼし）、小麦、菜種

農業とのこれまで

米農家に嫁いだため就農。農家に生まれ、農家にだけは嫁ぎたくないと思っていましたが就職先の
JAで主人に出会いました。嫁いだ後、着付けの資格を取り農作業の合間に働きに行ってました
が、妊娠を機に着付けの仕事は辞め、二人目を出産した平成16年よりお米の直売、インターネット
での販売を始めました。平成20年に農産物検査員、平成24年に日本穀物検定協会お米アドバイ
ザーを取得しました。

農業とのこれから
いつまでもおしゃれ心を忘れることなく、日々楽しく作業をし、品質の良い北海道米を生産したい。
いずれは今まで以上にしっかりとした精米設備、店舗、事務所をかまえたいです。
お米アドバイザーの資格を活かす活動もしたいと思います。

農業女子プロジェクト
現在・これから

農村地帯に生まれてから　今までにたくさんの農業女子に接してきました。それぞれの環境で悩み
があり仕事に対してもネガティブなイメージをもつ農業女子が多かったのですが、プロジェクトに参加
してから出会った方は、皆さんポジティブで色々なことに挑戦しながら仕事をしていました。私も良
い刺激と、働く意欲をもらっております。全国の農業女子が前向きに仕事ができ、色々なことにチャ
レンジできるプロジェクトにしたいです。

2



日本の農産品の美味しさを、世界中の人に伝えたい！

武藤　藍（むとう あい）

福島県会津若松市

ミニトマト、ドライトマト、ハーブ

農業とのこれまで

震災直後に会津に移住、翌年に夫が新規就農、そのサポートとして、3人の幼児の子育てと英会
話教室を運営しながら農業をしています。姑さんやばあちゃんと一緒に農作業をしたり、知人に家
庭菜園を教えてみたり、日々勉強しながら楽しく携わってきました。色々な企業で働いてきた経験
を活かし、情報収集や販売促進に力を入れ始めたところです。

農業とのこれから

農業のやりがいや楽しさ、日本の農作物が安全で美味しいこと、農に携わる企業や農家のスキル
や努力が素晴らしいことなどを、ブログやHPで発信していきます。農力が高く慎重派の夫と、好奇
心旺盛で「思い立ったが吉日」の私で奮闘しながら次世代を担う子供たちのために日本の農業を
さらに元気にしていきたいです。母として、女性としての視点からの提案、これからの農家に大事な
農家のお嫁さんを応援していくこととと、英語スキルや旅行会社勤務経験を活かして海外からの観
光客や研修生などのインバウンドなど、農業を活用して地域の活性化にも貢献していきたいと思っ
ています。

農業女子プロジェクト
現在・これから

直接的には主にモニターに参加してきました。間接的には農業女子PJのHPなどから取材の依頼
などをいただき、新聞や雑誌に掲載していただきメッセージを伝えられる機会もありました。今後は
発案したAgringlishをブログで発信し、農家のお嫁さん応援サイトを作りたいと考えています。また、
地域の農女子のネットワークも少しずつできてきたので、協同で取り組めるものにもっと参画しようと
思います。
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食育コラボや商品開発。農業の可能性は無限大！！

古沢　昌子（ふるさわ まさこ）

栃木県塩谷町/いなほ総合農園

水稲・麦・大豆・蕎麦
加工品：赤飯・おにぎり・いなり寿司・餅・黒豆ごはん、自宅で挽いた米粉、栽培から焙煎、粉挽き
まで自家生産したきな粉、自家製の中力粉を使用した乾麺（うどん）

農業とのこれまで
結婚・出産を機に就農。父の経営する「いなほ総合農園」の加工部門を担当し、県内の「農援団」
活動や農業体験の受け入れなど、生産と販売、加工、地域活動までトータルに農業に取り組んで
います。

農業とのこれから
食育に関するコラボ（コンビニのお弁当やスーパーのお惣菜の企画開発等）や農作業がしやすくな
る商品開発、業務用（加工施設用）用品の開発をどんどん取り組みたいです。

農業女子プロジェクト
現在・これから

井関農機でのトラクター等研修。丸山製作所さんとの女子でも使いやすい草刈り機の開発(途
中）。KOSEさんの第2回秋の「Beautyキット」モニター。タニタさんのブリリアントボディ化計画参加、
「アクティブブリリアント賞」受賞。今後は食品(加工品・お弁当）の商品開発や子供と一緒に作れる
（家電を使用した）お菓子などの商品を考えてみたいです。
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広報ウーマン×農業＝新たな感動と驚きを笑顔で発信！

星野　美樹（ほしの みき）

群馬県昭和村/有限会社農園星ノ環

レタス、コマツナ、ほうれん草、キャベツ、白菜、白小豆、加工用トマト

農業とのこれまで
2013年8月に農家に嫁ぎ、夫の経営する農園星ノ環の一員になりました。まだまだ農業修行中で
す。世界農業ドリームプラン・プレゼンテーション（イベント）のスタッフとしても農業に関わっていま
す。

農業とのこれから
農家に嫁ぐまで16年半勤務していた商社でのものづくりや広報宣伝の経験が農業の分野でも活か
せることがあれば、取り組んでみたい。またこれから未知だった農業の世界へ更に入っていくので、
農作業での驚きや感動、農家の生活など、どんどん発信していきたい。

農業女子プロジェクト
現在・これから
タニタ×KOSE ブリリアントボディ化計画に参加させていただきました。そこで他の農業女子と出会
い刺激をもらったので、また何かのプロジェクトに参加して交流できたらいいなと思っています。
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安心・安全な野菜の大切さを子供たちへ！

松本　知恵（まつもと ともえ）

群馬県藤岡市/とまとや

施設とまと、ドライトマト、ドライ野菜、ジャム、焼き菓子

農業とのこれまで
OL15年経たのち、主人の実家のトマト農家の嫁となり、現在父、母、主人と4人でハウストマトを栽
培。採りたての野菜の美味しさ、自分で育てた野菜を加工して販売する楽しさを実感！加工品の
研究をしながら、将来の夢に向かって日々がんばっています。

農業とのこれから
農業を通じて安心安全な野菜の大切さを子供達へ伝えたい。自然の中で生きることの素晴らし
さ、採りたて野菜の美味しさを伝えたい。体験型農業や田んぼキャンプ、畑レストランをするのが
夢。

農業女子プロジェクト
現在・これから
全国の農業女子のみなさんとの交流の場として、アドバイスや悩みまでを相談できるありがたい場
です。今後は農×食×楽をテーマにイベントを行い地元から全国へ農業の楽しさを発信できたら
いいなぁと思っています。
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銚子のおいしい野菜を皆さまに届けたい！

石毛　麻里子（いしげ まりこ）

千葉県銚子市

トマト、セロリ、キャベツ、トウモロコシ

農業とのこれまで
銚子の若手農業者グループであるアグリレディース「いろは」に所属。米粉のシフォンケーキを作り
イベント等で販売しています。
いろはで学んだ経験を活かして自身の農業で実践中。

農業とのこれから
安心、安全な野菜を皆さまに届け、女性の視点を活かした加工品の開発などに挑戦したい。美しく
輝いていける農業をめざします。

農業女子プロジェクト
現在・これから

農業女子プロジェクトに参加してから、自分で農業をもっと頑張ってやってみよう！と思うようになり
ました。全国で農業女子がこんなに頑張っているんだと思うと、私も頑張らないと！という気持ちに
なります。
プロジェクトの企画にはあまり参加できていませんが、毎日の仕事の励みになっています。これから
も、全国の農業女子の皆さんからパワーをもらって私も頑張っていきたいと思います。

画像貼り付けます。
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みなさんに喜ばれる野菜づくりを目指して！！
新しい事にどんどんチャレンジして行きたい！！！

石渡　礼奈（いしわた れな）

神奈川県三浦市/マルイシファーム

大根、キャベツ、ほうれん草、メロン、スイカ、トウモロコシ等、数十種

農業とのこれまで
農家の長男の主人と結婚。育児が一段落ついたところで就農しました。
農業は未経験で、何も分からずに農家に嫁ぎましたが、楽しんで農業をやっています。

農業とのこれから
家族だけではできないことにどんどんチャレンジし、人脈や知識を広げたいです。また、色々と勉強
をして将来は農家レストランを経営するのが夢です。

農業女子プロジェクト
現在・これから

今まで以上に女性も楽しみながら農業に従事していける様な環境になってほしいです。
作業着や道具も使いやすさや実用的でありながらどこか可愛らしさも忘れずにいたいのでそういう
物を使わせてもらっています！！！
今後は女性ならではのアイデアで、これからの農業がますます発展していける様な活動をしていき
たいです。
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エレファーマーが創り伝える魅力ある農業

谷口　恵世（たにぐち　しげよ）

静岡県牧之原市/Ｏｉｓｈｉ～♪農園

茶、レタス、トウモロコシ、温室ミカン、露地ミカン、水稲

農業とのこれまで

専業農家の次女として生まれ、農業というものを常に肌で感じながら育ってきました。学生時代は
東京におり、帰省後、ゴルフ場、司法書士事務所等で働きながら、実家の手伝いをし、結婚を機に
主人と共に実家に就農しました。
ＪＡ出荷のほか、直販や地元スーパーでの販売、小学生の農業体験など行っています。

農業とのこれから

今後は規模拡大・新規作目の導入を進め、法人化して、基盤を固めたいと思います。また、六次
産業化として、農業体験型の農園カフェ・直売所・カルチャースクールをＯＰＥＮさせるのが夢で
す。

農業女子プロジェクト
現在・これから
プロジェクト等に積極的に参加して、全国の農業女子と交流をしたいです。また、今後の日本の農
業のために何ができるのかを考え、女性としての農業の魅力を伝えていきたいと思います。
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若き女性社長！地域を守る農業経営！

海道　瑞穂（かいどう　みずほ）

富山県入善町/株式会社アグリたきもと

米、大豆、ジャンボ西瓜、白ネギ、ブルーベリー

農業とのこれまで
父が11年前に脱サラし専業農家になりましたが、急激な面積増加に伴い１人では限界そうだった
ので、その２年後(9年前)に、初めは手伝い程度で就農しました。
2010年には、会社を立ち上げました。(水稲40ha、大豆28haなど）

農業とのこれから 耕作面積拡大。若手農業従事者の育成と町の雇用促進。

農業女子プロジェクト
現在・これから

まだ参加したばかりで良く分かっていませんが、ニュースなどで取り上げられているのを観ると「注目
されているんだな」と思います。プロジェクトは２年目とのことですが、自分が現役で農業をしている
時期にプロジェクトに参加させて頂いたことを嬉しく思います。直接プロジェクトに関われなくとも、自
分にとって良い刺激になると思うのでよろしくお願いします。
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アスリート農業女子、身体の中からの健康を極める！

丹羽　なほ子（にわ　なほこ）

岐阜県海津市/丹羽農園

米、みかん、柿がメイン。季節ごとの野菜や果物いろいろ
無添加ジャム(12種ほど）、蕗の佃煮、乾燥パセリ、梅肉エキス
上記の加工品の販売。通販あり。季節の野菜詰め合わせVeggie Box販売。

農業とのこれまで

兼業農家で生まれ育ち、大学卒業後12年間東京に住んでいました。父が引退を機にセカンドライ
フとして6年前から岐阜の畑を耕し、そこで作られる野菜の美味しさに惹かれました。トライアスロン
とモデル業をしていることで、食べ物の大切さを実感して、ローフードマイスター講師の資格を取
得。食べたいものは作るということで、美味しいものを求めて畑にたどりつきました。

農業とのこれから
健康のためにも新鮮で美味しい野菜や果物などを食べることはとて大切で、それらを作ることの素
晴らしさや豊かさを伝えていきたい。農業の魅力は共に生きていくということだと思います。新しい発
見を共有したい。再生可能なエネルギーについて学んでいきたい。

農業女子プロジェクト
現在・これから
健康や美容のためにも、食事と運動はとても大切です。
私自身、食×運動でとても充実した毎日を送っています。
充実したライフスタイルを提案し、ランニングイベントを開催したりしていきたい。
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リケジョから農業女子へ!!!

吉川　文　（よしかわ あや）

三重県亀山市/こだわり野菜栽培ユニット　すいーとぽたけ

・年間約200品種のPOP&CUTEな野菜、果樹、ハーブの生産。
・企業やお店などの菜園プロデュース、エディブルオフィスヤード！

農業とのこれまで
環境分析会社を退職し、白衣をツナギに、試験管を鍬に持ち替え、理系女子から農業女子へ。
夫は会社員なので、弟と時々手伝ってくれる母親の三人で農業をしています。

農業とのこれから
地域の若手農業者との連携。
グリーンツーリズム、加工品づくりにも挑戦してみたい。

農業女子プロジェクト
現在・これから

女性ならではの経験や活動を今まで以上に発信したり、他県の農業女子達と交流していきたい。
また、農作業に従事しているだけでは、接点のないような企業の方とも交流ができて勉強になっ
た。
いくつかのプロジェクトに参加して、沢山の元気な農業女子達と知り合うことができ、沢山の刺激を
もらいました。
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中国地方発！ 楽しい夢のある農業経営者へ

岡本　尚子（おかもと　ひさこ）

岡山県岡山市/めぐみ農園

トマト、季節野菜等、トマトジャム

農業とのこれまで

2年3か月の研修生活を経て、平成24年9月より就農し「めぐみ農園」を設立。「人の身体を癒す野
菜作り」との信念から農業界へ参入。
常に食卓に上る野菜をという想いから少量多品目で、少し変わったカラフルな野菜も生産。
農業体験、畑でお買い物ツアーなども企画し、中国地方発の楽しい、面白い農業の姿を目指す。

農業とのこれから
畑という場で、生きた食育と生きた食の体感をしていただき、みんながもっと「農業」を身近に感じ、
親しめる農場にしていきたいです。

農業女子プロジェクト
現在・これから

農業女子プロジェクトに参加することで、いろんな意味で視野、そして活動の幅が広がりました。本
当に素晴らしい経験をこの1年いろいろとさせていただき感謝しております。これからも、参加できる
プロジェクトがあれば参加していきたいとも思っておりますが、現在参加させていただいているプロ
ジェクトをより深く探究していきたいとも感じております。

13



黒毛和牛と野菜たちの晴れ舞台を演出！

西山　美貴（にしやま みき）

山口県美弥市/農業生産法人有限会社梶岡牧場

肉用牛、野菜

農業とのこれまで

実家が牧場だったため、そのまま就農しました。地域活動としてNPO法人きららの里を立ち上げ、
子供たちと一緒に食農育活動も行っています。
これまで、教育ファームなどで子供たちと一緒に農業体験を行ってきました。
その中で農業を通していろいろなことを学び、気づきも多々ありました。
そういった気づきなどを今後の農業に活かせていけたらと思っています。

農業とのこれから
牧場米を使ってパンを作りレストランで提供することを始めたので、今後は肉用牛の加工品を使っ
てカレーパンやハンバーガーなどの商品開発ができればいいなと思っています。

農業女子プロジェクト
現在・これから

現在、洗濯部門で「東邦」と推進するプロジェクトに参加することになっています。農作業する中で
同じ悩みを持つ仲間の話を聞いて、また子を持つ母として一緒に何か形に出来れば良いなと思っ
ているところです。
微力ながら私にできる農業を地道に続け、そして少しでも未来の農業女子へ何か伝えていけるも
のが見つかればいいなと思っています。
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人とのつながりを宝に、美味しい無農薬野菜で徳島を元気に！

入倉　眞佐子（いりくら　まさこ）

徳島県阿波市/小野農園

米、麦、多品種の野菜、農家民宿申請中、セミナー

農業とのこれまで
東京農業大学の学生だった時から農業への関心があり、有機野菜の共同購入などの活動を通し
て、ずっと生産者になりたいと思ってきました。市役所勤務の後、退職し、体が動く間にと思い切っ
て、有機農業界に飛び込みました。

農業とのこれから
現在、「百姓塾」として豆腐や味噌作りなどのセミナーを行っていますが、さらに、子どもたちの食育
活動や、自然環境に配慮した菜園作りのセミナーなどを行い、経験の中で日本の農業に目が向く
ような働きかけをしたいと思っています。

農業女子プロジェクト
現在・これから

現在は、徳島県内近隣に農業女子プロジェクトメンバーがいないことから、ネットワーク作りが充分
にできていない状態です。農業に従事する女性たちだけでなく、「食」に関わる仕事や活動をしてい
る方たちとの地域でのネットワーク作りを行っていますので（(阿波ベジ☆プロジェクト）そのようなつな
がりを生かして、徳島県内の農業女子プロジェクトメンバーを増やし、ネットワーク作りを行い、全国
につなげていけたらと思っています。
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素晴らしい女性たちとの出会いが、更なるステップアップに！

一瀬　きぬ子（いちのせ　きぬこ）

熊本県玉名市/イチノセファーム

（生　　産）　お米、馬鈴薯、玉ねぎ、かんしょ（さつまいも）、ネギ、ブロッコリーなど
（加　　工）　コロッケ、米粉
（サービス）　イベント販売、軽トラ朝市

農業とのこれまで
　農政局に勤めるはずでしたが、アメリカ研修２年目で農業を目指したいと気が変わり、当時（昭和
52年）５反ほどの水田を元に就農。現在２２haの土地利用型経営を行っています。
（農業歴37年　現在、熊本県認定農業者連絡会議副会長兼女性部会長）

農業とのこれから
　２次、３次産業に力を注ぎ、更なる地域密着型農業にしたい思います。定年後の女性たちと加工
所を立ち上げ、女性の働く場を提供できればと思っています。また、グリーン福祉でも何かできない
か模索しているところです。

農業女子プロジェクト
現在・これから
　更なるステップアップを目指し、素晴らしい女性たちとの出会いがあればと思っています。
　また、女性が参画する機会が増えるとともに、多くの皆さんに喜ばれるいろいろなアイデアが生ま
れれば、と思っています。
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