○八重洲塾講師一覧
第 1 フェーズ

テーマ：女性の活躍

第 1 回 2017/7/28（金）
講師： 関根 近子氏
(株式会社資生堂 顧問)
『まごころ仕事術』
生駒 芳子氏
(ファッションジャーナリスト)
『女性のエンパワーメントとエシカル』
司会： 山口 真奈美氏 (株式会社 Control Union Japan 代表取締役)
第 2 回 2017/8/25（金）
講師： 目加田 説子氏
(中央大学総合政策学部教授)
『おカネから考えるエシカルな世界』
小松 幸代氏
(株式会社生活品質科学研究所 代表取締役)
『女性活躍と地域環境』
司会： 藤井 滋生(株式会社アグリインキュベーター 代表取締役社長)
第 3 回 2017/3/29（金）
講師： 安田 菜津紀氏
(フォトジャーナリスト)
『ファインダー越しに見た世界と東北の今』
小竹 貴子氏
(クックパッド株式会社ブランディング・広報担当本部長)
『女性活躍とマーケティング』
司会： 納口 るり子氏(一般社団法人 女性未来農業創造研究会 代表理事・筑波大学 教授)

第 2 フェーズ

テーマ：食と健康

第 4 回 2017/10/27（金）
講師： 津金昌一郎氏
（国立がん研究センター

センター長）

『食と健康；科学的根拠の現状』
司会： 高橋 裕美氏（ロート製薬株式会社）
第 5 回 2017/11/24（金）
講師： 武見ゆかり氏
（女子栄養大学栄養学部

教授）

『女性活躍が進んだら、人々の栄養・食生活は改善するか』

司会： 小川 未紗氏（ロート製薬株式会社）
第 6 回 2017/12/15（金）
講師： 丹羽真清氏
(デザイナーフーズ株式会社

代表取締役社長）

『食と健康；野菜で健康推進』
司会： 高橋 裕美氏（ロート製薬株式会社）

第 3 フェーズ

テーマ：農業の未来創造

第 7 回 2018/1/26（金）
講師： 及川

智正氏

(株式会社農業総合研究所

代表取締役社長)

『ビジネスとして魅力ある農産業の確立』
福永

庸明氏

(イオンアグリ創造株式会社

代表取締役社長）

『農業の働き方革命～キャリア選択としての農業～ 』
司会： 藤井 滋生(株式会社アグリインキュベーター 代表取締役社長)
第 8 回 2018/2/23（金）
講師： 西辻

一真氏

(株式会社マイファーム

代表取締役)

『自産自消のある社会づくり～「農業」の未来予想図～』
山口

一彦氏

(ベルグアース株式会社

代表取締役社長)

『百姓でも会社経営はできるんや！！
司会： 秋元

～宇和島発

里奈氏（株式会社ビビッドガーデン

山口一彦の挑戦～』

代表取締役社長）

納口 るり子氏(一般社団法人 女性未来農業創造研究会 代表理事・筑波大学 教授)
第 9 回 2018/3/30（金）
講師： 藤井

啓吾氏

(カゴメ株式会社

執行役員)

『カゴメの「トマトと野菜」ビジネスへの挑戦
～大型施設園芸に託した農業ビジネスの新たな形、「農業」から『農事業』へ ～ 』
藤巻

公史氏

(農業生産法人

有限会社アグリマインド

代表取締役社長)

『カゴメと目指す高収量、安定収益のトマト生産』
司会： 納口 るり子氏(一般社団法人 女性未来農業創造研究会 代表理事・筑波大学 教授)

第 4 フェーズ

テーマ：女性農業者活躍

第 10 回 2018/4/25（水）
講師： 服部 都史子氏
（服部農園有限会社 専務）
「家業から事業へ～私の役割」
尾池 美和氏
（農業法人株式会社 Sun so～讃葱～取締役）
「安定出荷は、まず人づくりから！！～女性が 9 割の会社のネギ栽培～」
大塚 早苗氏
（有限会社大塚ファーム 取締役副社長）
「夫婦二人三脚で６次産業化に挑戦」
第 11 回 2018/5/30（水）
講師： 齋藤 志穂氏
（麓ファーム）
「農村地域の女性をもっと元気に！－“お手伝い”からの脱却－」
藤木 悦子氏
（藤木農園）
「私の『幸せ』のみつけかた」
黛 佐予氏
（有限会社妙義ナバファーム）
「『家族経営から企業経営へ』強い会社づくりと風通しの良い環境づくり」

第 5 フェーズ

テーマ：SDGｓ総論

第 12 回 2018/6/19（火）
講師：大崎 麻子氏
「SDGｓとは」
SDGｓの総論とジェンダーおける問題点・
課題についてご講演
第 13 回 2018/8/29（水）
講師：国谷 裕子氏
「SDGｓと食糧・農業の未来」
SDGｓが提唱された過程や、世界における
食糧問題についてご講演
第 14 回 2018/9/28（金）
講師：田瀬 和夫氏
（SDGｓパートナーズ

代表取締役 CEO）

「SDGs で読み解く食糧の未来」

第 6 フェーズ

テーマ：SDGｓ各論

第 15 回 2018/10/24（水）
講師：櫻井 武司氏
（東京大学大学院農学生命科学研究科

教授）

「世界の食料生産と飢餓」
サブサハラの農業・飢餓の現状、問題点についてご講演
第 16 回 2018/11/28（水）予定
講師：松岡 延浩氏
（千葉大学園芸学部園芸学研究科

教授）

「気候変化と農業のゆくえ」
第 17 回 2018/12/13（木）予定
講師：川島 博之氏
（東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授）
「世界の食糧事情」
第 18 回 2019/1/29（火）
講師：金丸 治子氏
（イオン㈱

グループ環境・社会貢献部

部長）

「持続可能な社会の実現をめざして
～食品廃棄物削減などイオンの中長期目標について～」
講師：有田 芳子氏
（主婦連合会

環境部長・会長）

「食生活のもったいない～持続可能な食料のために～」
第 19 回 2019/3/27(水)
講師：森谷 裕美氏
（有限会社 森谷ファーム 代表取締役）
「GLOBALG.A.P.取得で見えてきたもの」
講師：佐藤 ゆきえ氏
（有限会社まるせい果樹園）
「想像＝創造」
講師：黛 佐予氏
（有限会社 妙義ナバファーム）
「妙義ナバファームが取り組むきのこ生産～GGAP 認証取得とその後～」
講師：飯野 晃子氏
（株式会社プレマ

代表取締役）

「有機認証と GLOBALG.A.P.認証を生かしたサステナブルな農場経営の取り組み」
第 20 回 2019/4/24(水)
講師：山口 あきら氏
（上州百姓

米達磨

農業女将）

「田んぼと地域社会と SDGｓ～100 年後を考え 今を生きる～」
講師：竹川 麻衣子氏
（さいのね畑）
「台所と畑を、もっと近くに」
講師：立松 季久江氏
（ともときファーム丹波株式会社）
「栄養士から農業化へ～素人出身者が考える農業戦略～」
第 21 回 2019/6/28(金)
講師：勝野 美江氏
（内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局）
「国際的なスポーツイベントと食・農の関わり」
講師：崎田 裕子氏
（ジャーナリスト・環境カウンセラー）
「世界と日本のフードロスへの取り組み事情」

第 7 フェーズ

テーマ：SDGｓ農業×故郷を活かす

第 22 回 2019/8/2(金)
講師：塩谷 吉郎氏
（ミズノイリ代表）
「伊豆から発信する世界の本わさび需要拡大への挑戦」
講師：金子 雄氏
（東京都立大島高等学校農場長・主幹教諭）
「高校における地域と連携した地域振興の取り組み」
講師：西辻 一真氏
（株式会社マイファーム 代表取締役）
「中山間地は宝の山」
第 23 回 2019/9/19(木)
講師：及川 智正氏
（株式会社農業創造研究所

代表取締役社長）

「地域を育む農産業～人とものを動かす仕組み～」
講師：佐藤 可奈子氏
（スノーデイズファーム株式会社 代表取締役）
「地域とひとを未来につなげる農業を、SDGｓから」
講師：合瀬 宏毅氏
（日本放送協会 解説委員室 解説主幹）

「地方を目指す人たち」
第 24 回 2019/10/18(金)
講師：浅井 雄一郎氏
（株式会社浅井農園 代表取締役）
「地域で農業者を育む」
講師：福永 庸明氏
（イオンアグリ株式会社 代表取締役社長）
「地域と共に」
講師：菱木 豊氏
（inaho 株式会社 代表取締役）
「進化する地域農業」

第 25 回 2019/11/8(金)
講師：但馬 武氏
（fascinate 株式会社 代表取締役社長）
「人々に愛される地域の作り方」
講師：寺本 英仁氏
（邑南町役場 商工観光課 調整監）
「ビレッジプライド」
講師：山田 敏之氏
（こと京都株式会社

代表取締役）

「伝統を繋ぐ」
講師：三好 智子氏
（国債有機農業運動連盟 IFOAM Organic Asia 副理事長）
「オーガニックなまちづくりで地域をポジティブに！」
第 26 回 2019/12/6(金)
講師：生駒 祐一氏
（テラスマイル株式会社 代表取締役社長）
「持続的農業経営をするためのデーター活用」
講師：田中 進氏
（株式会社サラダボウル 代表取締役）
「サラダボウルの挑戦～農業にイノベーションを～」

講師：新海 智子氏
（新海農園 副代表）
「農村女性と地方創生」
第 27 回 2020/1/24(金)
講師：堀口 大輔氏
（鹿児島堀口製茶(有) 代表取締役副社長）
「地元創生アグリプレナーを目指して」
講師：佐川 友彦氏
（FARMSIDE works 代表 阿部梨園マネージャー）
「小さな経営改善から大きくねらう地域農業の存続」

第 8 フェーズ

テーマ：SDGｓ農業と気候変動

第 29 回 2020/6/26(金)
講師：杉浦 俊彦氏
（農研機構 果樹茶業研究部門 生産・流通研究領域 園地環境ユニット長）
「我が国の農業における温暖化影響の現状と適応策」
講師：植村 弘之氏
（カルビーポテト株式会社 取締役常務執行役員）
「近年の異常気象に対するカルビーポテトの取組み」
講師：和中 道仁氏
（日本気象株式会社 環境エネルギー部）
「地球温暖化の脅威～ほぼ確実に生じる気温の急上昇～」

第 30 回 2020/8/28(金)
講師：森 朗氏
（株式会社ウェザーニュース代表取締役社長 気象予報士）
「これからの農業気象～もっと使える天気予報を目指して～」
講師：増冨 祐司氏
（国立環境研究所 気候変動適応センター）
「気候変動が農業生産に及ぼす影響と適応策」
第 31 回 2020/9/25(金)
講師：杉浦 俊彦氏
（農研機構 果樹茶業研究部門 生産・流通研究領域 園地環境ユニット長）
「我が国の農業における温暖化影響の現状と適応策」
講師：中山 清隆
（農業生産法人大崎農園 専務取締役）
「変化に対応する農業 ～気候変動との共存～」
講師：辰己 賢一氏
（東京農工大学大学院 農学研究院 農業環境工学部門 准教授）

「気候変動下での作物の生 産性を正確に予測するため の技術と課題」

第 32 回 2020/10/30(金)
講師：増冨 祐司氏
（国立環境研究所 気候変動適応センター）
「気候変動が農業生産に及ぼす影響と適応策」
講師：齊藤 超氏
（Three little bird 合同会社 共同代表）
「ソーラーシェアリング×有機農業によるエコな地域づくり」
講師：丹上 徹氏
（結びあい農園）
「私の温室室効果ガス削減～行動と発信で経営にも活かす」

第 33 回 2020/11/27(金)
講師：江守 正多氏
（国立環境研究所 地球環境研究センター 副センター長）
「気候危機・コロナ危機と社会の大転換」
講師：福永 康明氏
（イオンアグリ創造株式会社 代表取締役社長）
「気候変動の中、限りある資源を農業にどう活用すべきか」
講師：高瀬 貴文氏
（株式会社果実堂 株式会社果実堂テクノロジー 代表取締役社長）
「温暖化に対する果実堂の取組み」

第 9 フェーズ

テーマ：SDGｓオランダ農業に学ぶ

第 34 回 2021/3/26(金)
講師：水城 悠氏
（Greenbridge International 代表 オランダ農業トランスレーター）

「オランダ農業の特徴と強さ・温室バーチャル視察」
第 35 回 2021/5/28(金)
第 36 回 2021/6/25(金)
講師：後藤 猛氏
（Japan Euro Promotions 代表）
第 35 回「縄文の心、オランダと日本の農業のバックグランド
ばねで飛び上がる努力の農業！」
第 36 回「縄文の心、オランダから学ぶこれからの農業ビジネス」

第 10 フェーズ

テーマ：SDGｓ食品ロス

第 37 回 2021/7/21(水)
講師：崎田 裕子氏
（SAKITA Office 環境省登録の環境カウンセラー 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会会長）
「
「脱フードロス」をめざして」
第 38 回 2021/8/20(金)
講師：牛久保 明邦氏
（東京農業大学名誉教授 農学博士 (一社)日本有機資源協会 (一財)日本土壌協会副会長）
「食品ロス削減と食品廃棄物等の再生利用」
第 39 回 2021/9/24(金)
講師：秋元 里奈氏
（株式会社ビビッドガーデン創業者＆代表取締役社長
こだわり農家・漁師のオンライン直売所「食べチョク」創立）
「食べチョクの SDGs 取り組み事例」
第 40 回 2021/10/29(金)
講師：百瀬 則子氏
（ワタミ株式会社執行役員 SDGs 推進本部長 一般社団法人中部 SDGｓ推進センター副代表）
「
「食品リサイクルループは命をつなぐ環」未来の子ども達のために SDGｓ」
第 41 回 2021/11/26(金)
講師：高橋 巧一氏
（㈱日本フードエコロジーセンター

代表取締役）

「食品リサイクルの現状と今後」
第 42 回 2022/1/28(金)
講師：山内 明子氏
（コープデリ生活協同組合連合会

常務理事）

「生活協同組合における食品ロス削減の取り組み」

