
風と土のゼミ

第一期生募集



⾵⼟とは、その⼟地の気�・気�・地形・�・⼟・��・

��など、�たちの暮らしを�り�く��を指します。

 

「⾵と⼟のゼミ」は、この⾵⼟を丁寧に��しながら

より良く再⽣し、⽣かしていくことを⽬的とした

��型の研�です。

 

業種・��の��を超え

⽣��・動�物や�の暮らし�の��性を⼤切に

共に�び、��し

�かに�てていく。

 

�たちと⼀�に、⾵⼟を再⽣しながら

⽣業をつくっていくゼミの仲間を募�します。

地形

気象

⾵⼟を��し、再⽣し、⽣かす。

��型の⾵⼟再⽣ゼミ。

すべて�がり、��しあっている
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ゼミで得られること

�⼀�で活�するプロたちと共に、⾵⼟とそれを�り

�く知識・技�を�ぶことができます。

��再⽣を⽣業としたり、ご⾃�の仕事に⽣かすため

の、�びと��の場です。

ゼミ期間中は、研��に�えてメンバー��のSNSで

�師が�わるプロジェクトのご�内、ゼミ⽣�さんの

体�・相�などを共有することができます。

参加資格

・ゼミに��できること

・⾵⼟や��再⽣にご�味のある�

※年�・性別不問
※��再⽣のワークショップ未��者 ⼤��

※ご⾃�の��（�野はなんでも）を活かして
みたいと思う�⼤��



01.風土再生とは？
（10/3（月）開講�)�

09.ゼミの総括

全９回の研修会

05.石場建て�基礎の仕組み

募����

10月
02.風を読み草を刈る
-風の草刈り-

(10/24-28のうち1日)

06.風土を生かす住宅設計 04.水が染み込む大地
-通気浸透水脈-

開�スケジュール

07.植栽土木の庭づくり

9/1（木）

2022

2023

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

※11月以降の日程は参加者の都合をお伺いした上で決めていきます

9:00-16:00/各回

03.フィールドの観察と調査

10月

08.土壌診断と自然農の始め方



02 .⾵を�み草を刈る
-⾵の草刈り -

⾵⼟とは何だろう�

�たちとどう�わっているのか。

��再⽣のイロハを、グループワ

ークを�じて�んでいきます。

これから�びを共にする⼤切な仲

間たち。キックオフも兼ねて、お

�いを�く知りながら、共に�び

の場をつくっていきましょう。

その場の⾵の流れを�じましょう。

�物はどんな�情をしているか�ど

んな⾵を�したら、草も�たちも�

地良いだろうか��識しながら草を

刈っていきます。

・草の刈り�

・⾵みちの作り�

・草刈り�の使い�

・つる�物やイネ科�物との付き�

い�

・作業に�かせない��や有��材

の使い�

カリキュラム��

01 .⾵⼟再⽣とは� 03 .フィールドの��と�査

パーマカルチャー（永�可�な�的

暮らしと��）と⾃��の�点か

ら、フィールド�体を��するコツ

と�査（⾒立て）の⼿�を�びま

す。 

・フィールドデザインのことはじめ

・�陽と⾵と�の動きからの⾒立て 
・�⽣�査の��と活かし�

10/3 10月末 11月



気�⾵⼟を⽣かし、温���を�え

ていく「パッシブデザイン」の�づ

くりを、模型を�み立てながら�

え、�んでいきます。

・�築の�点で気�⾵⼟を��する

・暑さ、�さの��を知る

・��・気�、軒、�

・�や⾵の動き

・�の草⽊が持つ⼒

・�例��と��

06 .⾵⼟を⽣かす�宅��

カリキュラム��

地上と地下の�気と�の����

を担う、�気����の作り�を

�んでいきます。

・�地の⾒� 
・溝の�り�

・��への�材の�れ�

・点�の�り�

・点�の�材の�れ�、埋め�し

・�地・仕上げ（グランドカバー

の撒き�）

・����の作り�

・作業に�かせない��や

 有��材の使い�

�築の基��作によって、�が染み

�み、��⼒のある⼟中��を�

む。

��な�まいの基�について、�

�・�んでいきます。

・基�の構�、仕�について

・⽯の�び�、据え�

・�削の仕�、�削⼟の活かし�

・基�周りの��の�え�、仕上げ

・�例��と��

05 .⽯場�て  基�の仕�み04 .�が染み�む⼤地
-�気���� -

12月
2023
1月 2月



[中��、上�� ]
さらなる技�や知⾒を得ること

ができる中��・上��も予�

しています�

カリキュラム��

07 .��⼟⽊の�づくり

�気と�の動き、⾃�の構�から

�ぶ��技�を��で�んでいき

ます。

・���間の作り�

・��の�み�わせ�

・下草の�え�

・⽯の�き�、⽊の�き�

これまで�んできたことをもとに、

ゼミ⽣の�さんと�師が⼒を�わせ

て、��のフィールドで⾵⼟再⽣に

�り�んでいきます。

09 .ゼミの�括08 .⼟���と⾃��の�め�

秋のデザインをもとに、畑やガーデン

にできる場�の簡易的な⼟���とそ

の⼟にあった⼟�再⽣を⾏います。 そ
のために�に立つ�の�草の��や⽣

�を�んで、⾃�のフィールドでもぜ

ひ活かしてください。

 
・簡易的な⼟��� 
・�の�草の��と�査 
・⼟�再⽣の理論と��

3月 4月 5月



�� �（さとう  しゅん）

WAKUWORKS株式会社
大地の再生 関東甲信越 代表

1975年、新潟県村上市生まれ。神奈川県川崎市在住。

鎌倉や京都で庭師の修行の後、庭師植旬（うえしゅん）
として活動。

一般社団法人大地の再生 結の杜づくり理事を経て、
2021年より、大地の再生 関東甲信越 代表就任。
環境再生・造園土木技師として、全国で活躍中。

木々の声を聴き、風を読み、大地の呼吸を感じる。
自然の循環と再生を目指して常に「ワクワク」を大事に
しながら、一つ一つの仕事や作業に取り組んでいる。

中尾 佳貴（なかお  よしき）

1987年、千葉県生まれ。 島根県大田市在住。

自然農法家
種をまく旅人
木を植える木工家
パーマカルチャーデザイナー

国内・海外を旅してきた経験と実践から、その地ならでは
の自然農の適正技術や思想を伝えている。
雑草や生態系にも明るい。

現代農業で自然農の始め方を連載中。
漫画「ザッケン！」（小学館）を監修。

�⻄ 友�（いまにし ゆうき）

1981年、三重県伊賀市生まれ。 三重県松阪市在住。

学生時代は陸上に打ち込んだ後、服飾の仕事を志望す
るも、土木の世界へ入る。

現代土木の技術を習得する一方で、庭師の高田宏臣氏
に出会い、土中環境に対する捉え方を学ぶ。

独立後、 水や空気の循環、菌糸や微生物の働きを重視
した環境再生ワークショップ 及び 建築の石場建て構法
の活動で全国各地を飛び回っている。

�師陣



冨⽥  倫�（とみた みちよ）

パッシブデザインプラス株式会社�

冨田享祐と共に、照明士・パース制作として住宅の設計に
携わる。親子向け自然の力を生かす家づくりワークショッ
プの講師。風と土のゼミでは事務局、として講師陣をバッ
クアップする姉キャラ。

�師陣

冨⽥  ��（とみた きょうすけ）

パッシブデザインプラス株式会社

1976年 広島県生まれ。東京都世田谷区在住。
一級建築士 / パッシブデザインプラス株式会社 代表取締役

夏涼しく、冬暖かく暮らすため、自然の力をふんだんに生か
した建物の設計、温熱環境のサポートをしている。
親子向けに自然の力を生かす家づくりワークショップを開
催。パッシブデザインの啓蒙活動に取り組んでいる。

和久 倫也（わく ともなり）

1979年 東京都生まれ。東京都府中市在住。
一級建築士 /  WAKUWORKS株式会社 代表取締役
大地の再生関東甲信越コアメンバー
一般社団法人スマート理事
合同会社 EARTHWORKER社員

東京多摩の江戸旧家「やぼろじ」を拠点に、日本各地の風土
に倣いながら、環境再生〜建築土木設計〜コミュニティ施設
の運営〜人材育成に取り組んでいる。

住宅建築 2021年10月号「山から住まいへ」巻頭特集 掲載

2015年「長野の家」パッシブデザインコンペ2015 大賞
2015年「長野の家」第一回日本エコハウス大賞　優秀賞
2018年「長野市若里の家」第四回日本エコハウス大賞 ガラス繊維協会賞
2019年「多摩丘陵の家」 第五回日本エコハウス大賞 審査員賞 三澤文子賞
2022年「風土と共に育つ家」第六回日本エコハウス大賞 新築部門ノミネー
ト、企業協賛賞 ネオマフォーム賞受賞

��  �津⾹（みやざき しづか）

大地の再生 関東甲信越事務局も兼任。
風と土のゼミでは、生徒兼、事務局として講師陣を支える
癒しキャラ。

WAKUWORKS株式会社

WAKUWORKS株式会社



募集��締め切り �9/30�（金）�

10名前後 

・募�期間

・募���

330,000円（稅込）

・���

 �9回���、��、おやつ、��時の�材、��レンタル�む。

 ※⼀���をご持�頂くこともございます。
 ※��の場�、現場までの���は各⾃持ちとなります。

パッシブデザインプラス株式会社WAKUWORKS�株式会社

・主�

※先�、�員になり��募��了予�

募���



日時 9/1（木）�10:00-15:00����

場所 東京都国立市谷保５１１９ やぼろじ
https://www.yabology.com/

人数 ２０名程度�

参加費 無料（ランチ代別）

当日スケジュール
＋

お申し込み方法

こちらURLもしくは右のQRコードよりお申し込みください
（一般公開後に受付開始）

�
https://forms.gle/DRH28W9yq88fCcbE8

�

お問い合わせ 風と土のゼミ�運営事務局
kazetotsuchi@pd-plus.jp

⾵と⼟のゼミ ���

※受付締切�8/29（月）�18:00

https://www.yabology.com/
https://forms.gle/DRH28W9yq88fCcbE8


FACEBOOK
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KAZE.TO.TSUCHI.NO.SEMINAR

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/KAZE.TO.TSUCHI.NO.SEMINAR

HTTPS://PD-PLUS.JP/KAZETOTSUCHI （年内目処に移設予定）

INSTAGRAM

HOMEPAGE


