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－宇都宮白楊高校－

ぬまお ひろあき

日光市 沼尾 浩明 さん 宇都宮白楊高校 農業経営科 平成６年度卒
［経営概要］いちご90ａ（ハウス32棟：高設８棟、土耕24棟）、栽培品種：とちおとめ、

スカイベリー、ミルキーベリー、栃木ｉ37号、紅ほっぺ

妥協しないイチゴづくり
観光いちご園「日光ストロベリーパーク」を開園

以来、日光から高品質のイチゴを提供したいという
信念を持って、イチゴと向き合い、チャレンジと失
敗を繰り返してきました。「継続は力なり」という
言葉がありますが、チャレンジしただけ可能性は広
がります。失敗しても問題を解決すれば経験になり
ます。悔しいこと、辛いことを耐え、受け止めれば、
より成長した自分との出会いが待っています。
自分で決めたことは妥協しないで頑張って下さい。

ひらいし あつお

高根沢町 平石 厚夫 さん 宇都宮農業高校 農業科 昭和５０年度卒
［経歴］那須拓陽高校農場長、小山北桜高校長、矢板高校長、馬頭高校「農業と環境」

担当

「もの作り」のできる農業人になってほしい
「もの作り」とは、消費者が喜んで買ってくれる

農産物が作れるということ。「消費者の動向に常に
目を向け、品質・安全性に拘り、お客様が満足でき
るものを作る」というプロ意識を持って下さい。
農業で大切なことは「経験から学ぶことが多い」

ということだと思います。成功も失敗も、まずはや
ってみないとわからない。その経験から自分の知識
も技術も向上します。記録を正確にとり、そこから
改善点を得て経験を重ねることが、農業にとって大
切な「自己財産」となります。頑張って下さい。

しのざき かずいち

宇都宮市 篠崎 和一 さん 宇都宮農業高校 農業科 昭和４３年度卒
［経営概要］いちご42ａ（ハウス14棟）

栽培品種：とちおとめ、スカイベリー、栃木ｉ37号

あせることなかれ
私は、煩雑とした都会の中で生活するのではなく、

自然と向き合う農業にこそ人間的な生き方として正
しい道があるのではないかと思い就農しました。今
は、この産業に関わっていることが誇りです。
誰しも最初から自分のやりたい事が決まっている

訳ではありません。一番楽しい高校時代の中で、多
くの事を学び、多くの友人を作って下さい。そして
自分にとって農業とは何なのかを感じ取って下さい。
農業は、好きになったら素晴らしい職業ですよ。
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－鹿沼南高校－

ねもと かいと

鹿沼市 根本 凱叶 さん 鹿沼南高校 食料生産科 平成２７年度卒
［経営概要］トマト・ミニトマト72ａ（ハウス４棟）、水稲400ａ

栽培品種：（トマト）ﾏｲﾛｯｸ、（ミニトマト）ｱｲｺ・ｲｴﾛｰｱｲｺ・ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ・
みどりちゃん・ﾄｽｶｰﾅﾊﾞｲｵﾚｯﾄ・千果、（水稲）コシヒカリ

食と命に感謝する
動物も、植物も命を作っています。人間は、その

命をもらって命を繋いでいます。
農業の魅力は、命の大切さを一番感じられる職業

であるということです。私たちは、この魅力を感じ
ながら、食と命に感謝しなければなりません。
私はまだ就農したばかりの身ですが、後輩の皆さ

んに伝えたいことは、視野を広く持って、学べる環
境を大切に、知ったか振りをしないで、失敗したら
その理由を解決させて次に進めということです。

おおはし まさき

鹿沼市 大橋 正輝 さん 鹿沼南高校 食料生産科 平成２３年度卒
［経営概要］いちご50ａ（ハウス５棟）水稲300ａ

栽培品種：（いちご）とちおとめ、（水稲）コシヒカリ、あさひの夢

経験に勝るものなし
父や祖父母と一緒に働く中で、「他人の経験や意

見は参考にするもの、自分のやり方は失敗しながら
でも自分の経験の中で作り上げて行くもの。」とい
うことを肌で学びました。また、地域の先輩たちの
助けやコミュニケーションが、自分を少しづつ成長
させてくれていることに感謝しています。
正解のない面白い職業「農業」で、自分が納得で

きるものができるまで頑張って行きたいと思います。

たかはし ひでもと

鹿沼市 髙橋 秀元 さん 鹿沼農業高校 農業科 昭和５１年度卒
［経営概要］いちご25ａ（ハウス６棟）、水稲80ａ

栽培品種：（いちご）とちおとめ、（水稲）コシヒカリ

心（気持ち）の輝きを忘れずに
私の農地は、黒川と大芦川に挟まれ、土地が低い

こともあいまって、幾度となく大きな自然災害を被
ってきました。それでも妻と二人農業を続けている
のは、高校卒業時に同級生の中で唯一、自分だけが
「農業をやる！」と決めた時の熱い思いを持ち続け
ているからだと思います。そして、毎年違う感動を
味わえる職業だからです。人の話に耳を傾け、良い
ところは積極的に取り入れる。苦労は当たり前の農
業を、私は仲間たちと共に続けたいと思います。
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まえはら たかし

下野市 前原 隆 さん 小山園芸高校 農業科 昭和４７年度卒
［経営概要］ニラ64ａ：露地30ａ・ハウス34ａ（30棟）、ジュース用トマト150ａ、水

稲400ａ

農業はやり方次第で伸びる産業
自分の采配で、良くも悪くもなるのが農業です。
私は、若くして父親を亡くしたこともあり、就農

当時は、自分でも一生懸命勉強しましたが、桑の苗
・かんぴょうの栽培や養蚕について地域の方から沢
山のことを教えていただきました。だからという訳
ではありませんが６年前からタイ王国の若者を実習
生として受入れています。（2020年６名雇用予定）
農業を悲観的に見ておられる方も多い様ですが、

私は働き方・やり方次第で、まだまだ伸びる産業だ
と思います。…ニラは良いですよ！

ながい としあき

下野市 永井 利明 さん 小山園芸高校 農業科 昭和４７年度卒
［経営概要］ネギ150ａ：露地140ａ・ハウス10ａ（６棟）、水稲350ａ

挑戦することが大切！
自然と向き合う中で、想定外のことばかり起きる

のが農業。誰に教わらなくともパソコンで検索すれ
ば何でも知識が得られるのも今の農業。多様な形の
中で共通して言えることは、これからの個人経営者
は作物が上手に作れるだけではダメということ。経
営能力、人との繋がり、コミュニケーション能力、
他産業や異業種からのアドバイスにも耳を傾けられ
る柔軟性等、「大きな枠組みの中で繋がる農業」に
挑戦して行くことが大切だと思います。

いしかわ ふくじゅ

小山市 石川 福樹 さん 小山高校 農業科 昭和４５年度卒
［経営概要］青パパイヤ100ａ、水稲120a、ニンジン80a

山林苗（スギ・ヒノキ・広葉樹）、ポット苗（コナラ・クヌギ・ヤマザク
ラ等）、緑化推進用苗（ツツジ・ハナミズキ・ブルーベリー等）

経営感覚が求められる時代
今の農業は、いかに付加価値を付けるかが重要で

す。短いスパンで需要と供給のバランスが変化し、
人気作物も変わってしまいます。
高校生の皆さんには、色々な事に関心を持って、

人との繋がりを大切にできる経営能力のある農業者
（事業者）になっていただきたいです。
常に勉強する意識で取組む事で、自ずとやりがい

が見いだせます。

－小山北桜高校－



30

みかみ のりかず

壬生町 三上 哲一 さん 栃木農業高校 農業科 平成２年度卒
［経営概要］いちご50ａ（ハウス８棟） 栽培品種：とちおとめ

「もうかる農業」を追求してほしい
「タピオカ」の次は「いちごあめ」、若者を魅了

する新商品が次々に販売され話題を博しています。
私たち農業者も、現状に甘んじた他力本願の対応で
はなく、経営・販売戦略を加味した新しい農業の形
を自分達で確立して行く事が大切だと思います。
私は、「もうかる農業を形にして、子供達につな

ぐ」と言うテーマを持って、自分の農業ストーリー
を思い描いています。多くの若者が農業に魅力を感
じ、職業の一つとして選択してくれる様に、後輩の
皆さんも「もうかる農業」を追求して行って下さい。

よこお みつひろ

鹿沼市 横尾 光広 さん 栃木農業高校 農業科 平成６年度卒
［経営概要］肉用牛150頭（繁殖60頭・育成30頭・肥育60頭）、水稲2,000ａ

とちぎ和牛直売所「牛屋の肉屋 よこお」経営

健土健民
「健土健民」、私が大切にしている大好きな言葉

です。土づくりは人づくり、人づくりは牛づくり、
牛づくりは土づくり、このトライアングルが私の農
業の基本です。畜産業は新規参入が難しい一方、農
業の中で最も繊細で達成感の得られる業種です。
農業を学ぶ皆さんには、農業の楽しさ、面白さ、

苦労を実践の中で味わってほしいと思います。その
ためにも、今は自分の個性を磨き、知識や技術をた
くさん身に付けて下さい。結果が出なかったり、失
敗しても、それは人生の中で必ず財産になります。

－栃木農業高校－

おいぬま としはる

野木町 老沼 利治 さん 栃木農業高校 園芸科 昭和５９年度卒
［経営概要］水稲400ａ、露地野菜：レタス200ａ、かぼちゃ100ａ、とうもろこし70ａ、

キャベツ60ａ、白菜40ａ、ちぢみほうれんそう40ａ、ブロッコリー30ａ、
なす10ａ

野木町を「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」にしたい
「作物を作り、出荷してお金をもらう」ただそれ

だけの農作業に違和感を感じ、地域の仲間たちと共
に「元気ファーマーズ野木」を設立しました。みん
なでアイデアを出し合い、色々な発想を形にしてい
く。そんな楽しみのある農業の中で、消費者が喜ん
でくれる良質な露地野菜の栽培に取り組んでいます。
「農業を中心に、世代や産業を越えて、野木町を

丸ごと元気にする。」これが私たちの目標です。
（写真：利治さん・治枝さんご夫妻）
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みやざき たかゆき

益子町 宮崎 隆之 さん 真岡北陵高校 生物生産科 平成１２年度卒
［経営概要］いちご50ａ（ハウス14棟）※内30ａは観光農園

栽培品種：とちおとめ
泣いても一日。笑っても一日。
間もなく就農20年。現実を見据えた自分なりのイ

チゴ栽培ができる様になりました。この間、栽培方
法に関する多面的アプローチとミスのリカバリーを
重ねた事で、マニュアルには無い対応力が身に付き、
また、海外研修など自分を置く環境を変える事で、
多様な農業の在り方など多くの事を学びした。
私は、漠然とした夢を掲げるよりも、達成できる

夢や目標を持って、一歩一歩確実にステップアップ
していく事が大切だと思います。同じ一日を過ごす
なら、笑顔で、元気に農業にチャレンジして下さい。

こばやし ちほ

那珂川町 小林 千歩 さん 真岡北陵高校 生物生産科 平成１７年度卒
［経営概要］いちご８ａ（ハウス２棟）、ハウス内でのレモン栽培試験中

やっぱり・・・農業が好き♡
土いじりが大好きで、ずっと農家のお嫁さんにあ

こがれていました。一人でいちごの栽培を始めて３
年目、辛い事もあるけど大好きな夫や子どもたちの
笑顔に助けられながら頑張っています。
今一番の楽しみ（自分へのご褒美）は、いちご狩

りに来てくれる幼稚園児たちが、いちごを頬張って
「おいしぃ～。あま～い。」と言ってくれる事です。
高校で農業を学んでいる皆さん、農業って笑顔を

つなげられる、やりがいのある職業ですよ。

い の ゆうすけ

真岡市 猪野 雄介 さん 真岡北陵高校 生物生産科 平成１２年度卒
［経営概要］水稲9,000ａ、小麦3,000ａ、大豆（納豆小粒）1,000a、夏そば1,000ａ、秋

そば3,000ａ、いちご35ａ（ハウス６棟）栽培品種：とちおとめ、とちひめ、
ミルキーベリー

温故知新…人に学び 人につなぐ
真岡北陵高校の校訓「今日あるを感謝し最善をつ

くす」。この言葉を胸に、日々精進しています。
先人たちが培ってきた、農業・農村が持つ環境や

文化などの様々な価値と魅力を先輩方に学び、私た
ちが現代風にアレンジしながら守り、次代に繋ぐ。
このサイクルを継続することで、新しい農業の形や
人との出会い、地域の輪が生まれるものと思ってい
ます。後輩の皆さん、一年中農業ができるこの栃木
県で、一緒に農業をやりましょう！

－真岡北陵高校－
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ましこ たけひろ

那須塩原市 益子 丈弘 さん 那須拓陽高校 農業経営科 平成４年度卒
［経営概要］水稲700ａ、なす（露地15ａ・ハウス10ａ）、山うど70a、和牛６頭

後継者に夢を語れる農家になりたい
農業は楽しい！一年を通して家族と共に働き、自

然と接することのできる素晴らしい産業、それが農
業です。高校生の皆さんには、どの様な方向にも発
展しうる個性や可能性があります。可能性はチャレ
ンジすることでより大きく広がり、人との出会いが
生まれます。夢と希望を持って、粘り強く、諦める
ことなく目標に向かって突き進んで下さい。
私も、新しく農業に参入する人たちの入口的存在

になれるよう、また、私を育ててくれた地域の農業
を守るために、これまで以上に頑張ります。

ふるや けいいち

大田原市 古谷 慶一 さん 那須農業高校 農業科 昭和５３年度卒
［経営概要］水稲1,190ａ、小麦・二条大麦760ａ、大豆450a、そば480a、軟化うど240a、

なたね150a
農業（者）は地球を守る職人
農業は、人の命をつなぐための安全な食料を生産

する大切な産業です。しかし、この安全が脅かされ
ている現状を知り、農薬や化学肥料の使用について
深く考えさせられました。以降、「百年先我らの未
だ見ぬ子孫にも、郷土の自然と食を伝えましょう」
を農場理念に掲げ、有機農業に取り組んで来ました。
そしてこれからも、人を愛し、土を愛せる持続可能
な循環型農業に取り組んで行きます。
皆さんも自信を持って農業に取り組んで下さい。

うえの たかひさ

さくら市 上野 貴久 さん 那須拓陽高校 農業経営科 平成１０年度卒
［経営概要］水稲2,000ａ、小麦700ａ、大豆700ａ、そば100ａ

「新しい機械化農業」は楽しい
これからの農業は、機械やロボットへの順応性と

機械操縦が不可欠となって来ます。私もエアボート
やドローンを導入して除草剤等の散布を行っていま
すが、幼い頃に遊んだラジコンと同じで、とても楽
しいです。また、新しい機械を導入する事による作
業時間の短縮や労働力の軽減、必要以上に人が圃場
に入らない事で圃場の環境が保てる事も魅力です。
皆さんも、与えられた勉強だけでなく、自分で興

味や感心のある事には積極的に挑戦して下さい。そ
して、学校での失敗を将来に繋げて行って下さい。

－那須拓陽高校－
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てづか いくお

矢板市 手塚 郁夫 さん 矢板高校 農業科 昭和４８年度卒
［経営概要］りんご300ａ（完熟りんご・完熟りんごジュースの販売）

栽培品種：「サンふじ」を中心にさんさ、トキ、紅玉、名月など20数品種

矢板高校に「りんご科」を！
「りんごは長井」と言われるほど、昔から矢板市

長井地区はりんごの栽培が盛んです。十数軒あるり
んご農家は庭先販売が主で、りんご狩りシーズンは
県内外から多くのリピーター観光客で賑わいます。
先人たちから受け継いだ、この素晴らしい産業を

次代に繋ぐために、私たちは「お客様を大切にする
こと！」を一番に考え、努力を惜しまず頑張ります。
若くてやる気のある方、味で勝負する「長井のり

んご」を一緒に栽培しませんか。担い手募集中です。

せきや ひろき

さくら市 関谷 拓紀 さん 矢板高校 農業経営科 平成２２年度卒
［経営概要］なす、しゅんぎく 10ａ（ハウス５棟）

農業士になって恩返し
青年就農給付金事業を活用して７年前に就農しま

した。高校生の時は、漠然と農業関係の仕事に就き
たいという思いでしたが、県農業大学校での学びや
地域の環境も相まって就農を決意しました。
今後は、トンネル栽培をウォーターカーテンに換

え、研鑽を積みながら、私を見守り、惜しみなく技
術を教えてくれる地域の先輩方に恩返しができる様、
農業士を目指して頑張りたいと思います。
私の農業は「土いじりが好き」が原点です。後輩

の皆さんも「私はこれが好き！」を見つけて下さい。

－矢板高校－

たしろ はるよし

高根沢町 田代 治良 さん 矢板高校 農業経営科 平成１０年度卒
［経営概要］花き120ａ（ハウス13棟）栽培品種：キンギョソウ、ストック、ケイトウ

エアボート及びドローンによる水田への除草剤等散布請負事業2,300ａ

農家になるな … 百姓になれ！
百姓とは「百の仕事をこなせる人」と言うことで

す。私は、立志式の時に就農を決めて以来、仲間を
大切にできる百姓を目指し、花きのネット販売やエ
アボート（通称：ラジボー）の製造、農機具の修繕
等に取り組んできました。そしてこれからも、百姓
の精神で農業に携わって行きます。
農業は、見方や発想を少し変えるだけで、幾多の

チャンスを生み出せる、やる気次第の職業です。


