
設立経緯：SOLAの13年
時は遡ること2006年，農業に関心を寄せる東京大学のある学生2人が，大
学での勉学に飽き足らず，農業や食料の諸課題の解決のために，実際に社
会に対してアクションを起こしていこうとしていました．しかし，今とは
違い，当時はなんと東京大学には農業サークルがありません．そこで2人は
mixi等を通じて同志を集め，2006年12月22日，ついに学生団体を立ち上げ
ました．…その団体こそ “SOLA” です．｢日本の農業に一生を賭ける！｣
という力強い旗を掲げ，そのスローガンのもとに集った仲間たちが
13年の歴史を紡いできました．SOLAの名前も
“Spend Our Lifetimes for Agriculture”
の頭文字をとったものです．
ちなみに，発起人の2人は現役の農林水産省の職員で，
発起人以外のOBOGたちも，一生を賭けると誓った
日本の農業に仕事やプライベートなど様々な形で
関わりつづけています．

メンバー・活動場所
首都圏の大学に通う大学生が，身近に農業を感じることの少ない首都圏を
中心に，“だからこそ” 感じられる農業や食料への問題意識を原動力に活動
をしています．後述する通りの活動内容の幅広さからか，これまで活動し
てきたメンバーは大学も学部学科（専攻）もバラバラ．農芸化学・獣医
学・林学・農業経済学などの農学系の学生はもちろん，法学・政治学・経
済学・商学などの社会科学系の学生，家政系の学生，人文科学系の学生等

さまざまな専門を持つ学生で構成されてきました．バックグラウンドは
バラバラでも，みんな農や食に対して自らアクションを起こした

いという「“農” 動的」なスピリットを共有する仲間たちです．
そしてコロナ禍の影響もあってリモートワークが身近なも

のになったことで我々の活動もこれまでの首都圏を中
心としたものから脱しようとしています．現在は東
京大学と東北大学に所属するメンバーが各種リモー

トワークツールを駆使しながら活動を行っていま
す．

Our Vision
団体名に冠している通り，
“日本の農業に一生を賭ける！” ことが
なによりのスローガン．

Our Mission
今，自分たちが日本の農業の中核を担う人材となり，
農業が持つ魅力を探究し，それを次代を担う幅広い世代に発信することで，
ともに世界に誇れる美しい農業を持った日本社会を実現する

大事にしていることは「いま自分たちが」行動を起こすことと，
「美しい農業」の実現のために行動を起こすこと．
日本の農業に一生を賭けつづけるために，
「美しい農業」とは何かを模索し続けながら
学生のうちに試行錯誤を続けていくことが私たちSOLAの特徴です．

活動の原則：プロジェクト制
その時々で活動するメンバーがそれぞれの関心

をもとにプロジェクト（以下，PJ）を立ち上げて
PJ単位で活動を行うのがSOLAの基本的な活動方針．

メンバーであればだれでも立ち上げが可能で，活動
歴に関わらず誰もがプロジェクト思考で自分の考えを

活動に移していくプロセスを学びます．

SOLAのプロジェクト思考
① 個人的な興味・関心 (内的要因),  社会的な問題背景・使命 (外的要因), 

きっかけや人との出会い (環境要因) からPJの種が生まれます．
② 問題意識を深化させ理想状態を定義することで，理想状態と現実の差か

ら「課題」が定義されます．
③ 課題のうち，PJで対処できる小課題を切り出したのち，目的・手段を明

確にしながら企画を立案し，目標を短期・中期・長期で定めます．
④ 企画を実行し，目標の達成を確かめ，手段の再検討や目的と目標の乖離

などがないか検討し，企画の改善を行っていきます．

SOLAの概要



活動の多様性

エンジェルファームPJ

見えるMILK PJ

世界へ届け
日本の食文化PJ

ありがとうを
お弁当でPJ  

ゲリラ マルシェ PJ

果樹再興
マーケティングPJ

農家に男家ごう
(出版甲子園)NEO田楽

~農業×音楽~

未来の担い手PJ

Do you 農
TOKYO !? PJ

食卓・消費

圃場・生産

非営利 営利

真山仁と日本の
農業を考える

つなぐ食卓PJ

SAMURAIカフェ

農家の八百屋
プロモーション PJ

支援BBQ PJ
（震災・口蹄疫）

まるごとまるっと PJ

13年間で様々な多種多様な
PJに取り組んできました．
一部PJは具体的な取組を問
題背景や目的・成果等も含
めて次頁で説明しますが，
それ以外のPJの簡単な概要
をここでご説明いたします．

「支援BBQ PJ」
口蹄疫の被害を受けた地域
や東日本大震災の被災地を
支援するためにBBQを実施

「ゲリラ マルシェ PJ」
都心部でのリアカーによる
成果物の移動販売で，フー
ドデザートの改善を図る

「まるごとまるっとPJ」
都会の子供たちに，種まき
から収穫まで一貫した農業
体験の場を提供

「農家に男家ごう」
男性の新規就農促進のため
に全国の助成農家を紹介す
る本を企画

「NEO 田楽～農業×音楽～」
音楽をかけながら農作業を
行い，農業に対する負のイ
メージ払しょくを図る

「SAMURAIカフェ」
自然食レストランで，日本
の食文化を世界に発信する
レシピやイベントを企画

and so on …!!

伝統野菜 PJ

活動の多様性



見えるMilk PJ
■ 問題意識
• 生産された農産物が消費者が口にする食材・料理になるまでのプロセスの複

雑化による生産・消費の距離感の増加
• そのような時代だからこそ，「安心」を基準に食品を選ぶ消費者は増加
• 「安心」を得るために生・消の心理的 / 物理的距離を縮められるか？
■ 活動内容

本PJでは牛乳を取り上げ，消費者と生産者 (酪農家) を繋ぐための活動として，
牧場見学や作業体験などのメニューを含めた酪農体験ツアーを開催し
てきました．栃木県那須の酪農家にツアーを受け入れてもらいまし
たが，ここは酪農教育ファーム認定を受けていて交流に積極的
であること，チーズ工房など6次産業に力を入れていること，
地域の活性化や酪農業の展開に対して積極的であること等
から，受け入れをお願いするのに相応しい牧場であると
考えています．他にも，地域交流牧場全国連絡会が開
催する酪農家・学生の集まるイベントの開催にも携わ
る等，酪農体験ツアー以外の形でも，酪農家と学生
(消費者) が交流を持つことに貢献してきました．

未来の担い手 PJ
■ 問題意識
• 様々な視点から日本農業のために有効な一手を模索してきたSOLA
• 大学生という限られた年代の思考や価値観だけで考えるより多様な年代・背

景を持つ人と意見を交わすことで新鮮で効果的な次の一手を模索したい
• 大学生よりも少し若く，「少し先の未来の担い手」である，農業高校に通う

生徒たちとの交流の中で新たな活動に結び付けながら，高校生にも大学生が
行う活動の一端を知ってもらい，進路や，自身の学びと今後の活動の繋がり

を考える契機として，「未来の担い手」の目的意識醸成も目指したい
■ 活動内容
都内5校の農業高校の70名前後の生徒たちと，ワークショッ

プを実施しました．SOLAの活動や理念を紹介した後，大学
生と高校生を交えて，｢日本の｢農｣のいいところを探る｣
というテーマのもとでのグループワークを開催しました．

参加した大学生・高校生の双方から，高校生の大学見
学ツアー＆講演会をやってみたいなどの次に繋がる
活動の種が生まれたので継続的な交流で結晶を大き
く育てていきたいところです．

伝統野菜 PJ
■ 問題意識
• GMO等を契機として，食品の食品由来の遺伝資源

に注目に注目されて久しい一方で，野菜生産の大部
分が種苗会社が開発するF1種に依拠している現状

• 伝統野菜は基本的には自家採取によって毎期の生産を
行う，土地に無理のない循環型農業を体現しているはず

• 伝統野菜生産の際に相対的に手間がかかりやすいものの風土
・環境に適応した変化を遂げるので，“農業の地域性” を体現しうる

• 伝統野菜の存在・価値・魅力を広く知らせていく活動や生産者同士の交流の
機会を設けるなどして，伝統野菜の生産者を応援していく活動をしたい

■ 活動内容
大学の圃場を利用して伝統野菜の栽培を試すことから活動を始めましたが，

種の採取に失敗し，結果的に伝統野菜の栽培の難しさを痛感することになりま
した．同時に食べ比べのイベントを開催し，参加者とともに魅力の実感にも取
り組みました．さらに，実際に伝統野菜の生産地を訪れて，生産現場の実際を
学びました．この縁をジャパンフードフェスタで実際に伝統野菜の販売とフ
リーペーパーの配布を行うなどの活動に繋げて，魅力の発信に努めています．

Do you 農!? TOKYO PJ
■ 問題意識
• 都市農業振興基本法が成立するなど都市住民が農

と関わる絶好の機会としての「都市農業」の価値
が見直されている

• SOLAなりの｢地元密着型｣農的活動として，世界
規模の大都市である東京において｢都市｣と｢農｣が
交わる場としての都市農業の魅力を引き出したい

• 大学生は，都市の住民構成のある種特徴的な存在

■ 活動内容
都市農業と都市住民を繋ぐために，まずは世田谷区の｢農家レストラン｣と

｢直売所｣に取材を実施を実施しました．とても魅力的な直売所・農家レストラ
ンを大学生にももっと知ってもらい，大学生と都市農業の接点を増やすことで
都市農業の応援団が増えること，そして次の活動に繋げていくことを目標に，
他の2つの食農系学生団体と協力の上，大学の学園祭に喫茶店を出店し，取材
先の直売所・レストランで取り扱っている商品（野菜クッキー等の加工品）を
提供しながら，取材内容を紹介しました．23区内の｢農｣に初めて触れて意外
がってくださるお客様が多く，今後も魅力を発信する余地を感じました．

活動の多様性
(詳細)



エンジェルファーム PJ
■ 問題意識
• 食の生産の場から離れた都市部の子育てでは，食の生産を知らずに子ども時

代を過ごし食や農に無関心になってしまうのではないかという懸念
• 播種から食卓に並ぶまでの背景を知ろうとして，その上で日々の購買や暮ら

しの選択をする，書や農に関心をもった｢賢い消費者｣が都市部にも増えるこ
とで，農業が抱える数々の問題が今よりも解決されやすくなることを期待

■ 活動内容
千代田区内のビルの屋上菜園の一角を借りて，神田駅前にある保育

園の園児と一緒に季節の野菜，果物，花を育てて生長過程を観察
しました．また，「食農体験教室」としてミニトマトなどの
野菜を育てるイベントを10回以上開催してきました．屋上
菜園での栽培技術については，NPO法人「大江戸野菜研
究会」にご協力をいただき，SOLAメンバーが指導を
受けています．また保育園とはこの前に実施していた
PJからの長いお付き合いを形成出来ており，この両
者を通じて地域の食農教育に継続的な貢献ができる
ような活動を目指しています．

農家の八百屋プロモーション PJ
■ 問題意識
• 現代日本の青果物流通システムが生産者である農家と大多数の消費者である

都市生活者の両者を｢幸せ｣にしているのかという課題意識
• 具体的には，｢農家の低所得傾向｣ ｢生産者と消費者のつながりの希薄化｣ ｢都

市部での小売店を中心とするローカルコミュニティの不在｣の3点が解決すべ
き問題として存在しており，これらの解決を目指すことで両者を｢幸せ｣に

■ 活動内容
上記問題意識と合致する形で，都内を中心に八百屋のビジネスを展開

している「農家の八百屋」と合同で，｢農家の八百屋新聞｣の発行，
顧客対象の農家訪問ツアーの実施，店頭での顧客対象とした

家庭菜園講座などを企画立案・実施をしてきました．農家
の八百屋新聞では，農家の八百屋のビジネスモデルの紹

介，旬の野菜レシピの紹介，生産者の紹介などの内容
を盛り込んでおり，これらの活動を通じて，コミュニ

ケーションの場としての八百屋の価値をアピールで
きただけでなく，お客様に購買行動が農家に貢献し
ていることを実感してもらうことができました．

世界に届け日本の食文化 PJ
■ 問題意識
• 当時，和食は世界無形文化遺産に登録されるなど

注目を集める中，TPPにより外国産の安い農産物が
流入する危機も注目されていた

• 日本の農業を守るためにも，攻め出るためにも，農産物
単体ではなく，文化もセットで輸出を進めていくことが良策

• 日本農業の応援のために外国人対象に和食の魅力を伝える余地
■ 活動内容

日本で生活をする留学生を対象に，おにぎりの作り方やみそ汁のだしの取り
方などを体験してもらうワークショップを2度開催しました．多くの留学生に
来てもらうことができ，会の内容に対して満足してもらうとともに和食へのさ
らなる興味がわいたという感想も多く得られました．また，外部の国際交流イ
ベントに参加して，そこに英語で書かれた和食のハンドブック（フリーペー
パー）を設置し，多くの方に手に取ってもらうことが出来ました．

コロナ禍での今年の活動
活動していたメンバーの大学卒業等に伴って今年度

開始時点でのメンバーが極端に少なくなってしまっ
たことに加えて，コロナ禍における新歓活動がうまく

いかなかったことから少ないメンバーで現在は活動中で
す．新歓の失敗の一因には，食農系の活動を行う団体がこ

の13年の間にとても多くなってきた中で，我々が設立当初か
ら貫いているプロジェクト制，つまり，｢これをやる｣と決まっ

た活動はないという原則の魅力がうまく伝えられなかった点がある
と考えましたので，これをいい機会ととらえて，SOLAの活動を再度整理し，

魅力を見つめ直すことに，少ない人数ではありますが取り組んでいるところで
す．またこれまで行ってきたような，問題意識起点のプロジェクト制度はコロ
ナ禍で激変した環境への対応にも相応しい活動形式であるという認識から，メ
ンバー間での情報交換のみならず，OBOGも在籍している食農系の若手社会人
団体の活動にも参加させてもらいながら，今後の活動のための問題意識を醸成
しているところです．リモートワークが浸透し，ハードルが下がってきた今だ
からこそ，このフォーマットでの活動を全国に広げていくいい機会であるとも
とらえており，今後の展開につなげていきたいと考えています！

活動の多様性
(詳細)



メディア掲載実績 普段の活動

今後の展望
これからも毎年のメンバーがそれぞれの興味・関

心や，そのときどきの話題や問題背景を踏まえて適
宜PJを新設・アップデートしていくことによって時

宜を捉えた活動を展開してくことが見込まれます．そ
れを支えるのは13年間で積み上げてきたPJ活動の経験や

反省，そして多彩で豊富なOBOGネットワーク等です．
一見「なんでもあり」に見える我々の活動を貫く，一生を賭け

たいと思える「美しい農業」という理想像もこれまでの多様な活動・
多彩なメンバーたちによって太い幹へと成長し，これから関わるメンバー

たちによってさらに太く成長していくことでしょう．そして各メンバーは
SOLAで，あるいはSOLAを卒業したのちに毎年色とりどりの花を咲かせま
す．団体としてSOLAはそういうプラットフォームであり続けたいと思って
いますし，SOLAを出た人材は，｢農｣からの距離が遠くなりがちなこの首都
圏において，あるいは日本全国を舞台に活躍する｢農｣のリーダーたちへと
育っていってくれるはずです．そしてSOLAの活動を通じて広まったコミュ
ニティは，たとえ農業従事者じゃなくても｢農｣や｢食｣に関するリテラシー
の高い市民層を形成していくことが期待できます．

活動の原則であるPJ単位で活動をしながらも，SOLA全体として各PJの進捗
を確かめ合ったり，新しいPJの企画書に意見し合ったり，また個人単位の
日頃の活動の情報を共有し合ったりするために定例ミーティングを開催し
ています．こうしたミーティングの場でPJ外のメンバーからもPJの活動を
評価してもらうという，相互確認を行うことで各PJがよりよいものになる
ため，ミーティングは研鑽の場として機能しています．
また，そのほかにも各PJが企画・主催し，外部の学生や社会人を招いて行

う勉強会を行うこともありますし，PJの目標達成の手段となる
イベント（催行に必要な人員の確保という面から）PJ外メ

ンバーも含めたSOLA全体で協力することもあります．
年末 (SOLAの設立記念日前後) と6月下旬に1度ずつ，

OBOGも招いて普段のミーティングよりも大規模に
半年間の各PJの報告を行う報告会も開催します．
経験豊富なOBOGから厳しい意見をもらいながら
次の半年の活動のヒントを得る貴重な機会となっ
ています．

【テレビ】
2012/11/20『関口宏の風に吹かれて～日本の農業～』(BS-TBS)
2011/01/26『はなまるマーケット』(TBS)
2011/01/06『スーパーＪチャンネル』(テレビ朝日)
2009/09/12『おはよう日本 土曜すてき旅』（NHK）
2009/03/06『首都圏ネットワーク文化流行最前線』（NHK）
2008/12/27『おはよう日本』（NHK）
2009/01/13『平成若者図鑑成人の日スペシャル』（NHK）

【新聞】
2015/06/22 日本教育新聞
2012/09/24 産経新聞
2010/09/02 日経新聞
2010/08/23 農経新聞
2010/08/02 東京新聞
2010/07/02 毎日新聞夕刊
2010/06/20 日本農業新聞

朝日新聞東京版
宮崎日日新聞

2009/08/09 日本農業新聞
2009/06/29 日本食糧新聞
2009/06/21 東京新聞
2009/05/25 毎日小学生新聞
2009/05/11 日本食糧新聞
2009/01/22 東京新聞
2008/11/26 日本農業新聞
2008/08/05 日本農業新聞
2008/06/19 日本農業新聞

【雑誌】
2010/08『農業と経済』
2009/10『のんびる』
2009/03『農業経営者』
2008/07『オルタナ』

【ラジオ】
2011/01/11 TOKYO FM

卒業生の活躍
・ SOLAでの活動を

事業化した起業家
・ 非農家出身ながら独立4年で

130haを経営する農業生産法人代表
(青果流通業・飲食業で学生企業の経験)

・ Ｉターンし，学生向け地方インターン
シップをサポートする傍ら，お米に興味
を持ってもらう活動に取り組む職員

・ 雪害からの復興ボランティアを機に
その地で就農した農家

・ 平日は農水省じゃない官庁で働く傍ら，
休日は食と農の若手社会人ネットワーク
で代表として活動する公務員

活動の広がり
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