
農林漁業体験①に関する論文の採用の方法

■論文採択のフローチャート

英文データベース 40 件 和文データベース 199 件

PubMed 件 医学中央雑誌 件 　系統レビュー
Eric 件 CiNii 件 （ 4 件の引用文献計 7 件）

除外 39 件 除外 件 　除外 0 件
重複論文 0 件 重複論文 件 　重複論文 2 件

英文論文 1 件
和文論文 40 件

除外 32 件
・採択基準①以外のため　1件

・採択基準③以外のため　7件

・採択基準④以外のため 24件

■検索式

■採択基準

１次スクリーニング
（表題及び抄録の精査） （表題・抄録・本文の精査）

採択論文 41 件 採択論文 5 件

44

２次スクリーニング
（本文の精査）

採択論文 9 件

　重複論文 2 件

採択論文 12 件

109
90

14
26

115

１次スクリーニング

①幼児以上の健常な日本人
②観察研究，介入研究
③原著、短報、資料（紀要は含めない）※査読ありの論文に限る

⑤対象集団の特徴について明記されている
⑥発行年が2000年１月１日～2017年９月30日

④「農業体験」や「食農体験」に関する調査項目がある。
かつ、食意識・食行動等との関連について記載があり、アウトカムとされている。

データベース 検索式

医学中央雑誌 (農業/TH or 体験学習/TH) and (健康教育/TH or 健康教育/AL)

CiNii
("農業体験" OR "林業体験" OR "漁業体験" OR "農林業体験" OR "農林漁業体験" OR "農村体験" OR "農
村生活体験" OR "農山村生活体験" OR "生活体験" OR "生産体験" OR "学校農園") AND （"食農教育" OR "
食と 農" OR "食" OR "食育" OR "食意識" OR "食行動" OR "食習慣" OR "野菜"）

PubMed

(“agricultural experience” OR “forestry experience” OR “fishery experience” OR “agricultural and forestry
experience” OR “agricultural, forestry and fishery experience” OR “rural experience” OR “rural life
experience” OR “life experience” OR “food production practices” OR “school garden”) AND (“garden-based
education” OR “food and agriculture” OR “food” OR “nutrition education” OR “food awareness” OR “dietary
behavior” OR “eating habits” OR “vegetables”)

Eric

(“agricultural experience” OR “forestry experience” OR “fishery experience” OR “agricultural and forestry
experience” OR “agricultural, forestry and fishery experience” OR “rural experience” OR “rural life
experience” OR “life experience” OR “food production practices” OR “school garden”) AND (“garden-based
education” OR “food and agriculture” OR “food” OR “nutrition education” OR “food awareness” OR “dietary
behavior” OR “eating habits” OR “vegetables”)



農林漁業体験②に関する論文の採用の方法

■論文採択のフローチャート

英文データベース 109 件 和文データベース 件

PubMed 67 件 Cinii 件 　系統レビュー・書籍
Web of Science 33 件 医中誌 294 件 （ 2 件の引用文献計 19 件）
Eric 9 件 JSTAGE 0 件

除外 件 除外 件 　除外 12 件
重複論文 1 件 重複論文 18 件 　重複論文 0 件

英文論文 5 件
和文論文 137 件
重複論文 1 件

除外 件
除外理由
採択基準① 8 件

採択基準③ 22 件

採択基準④ 18 件

採択基準⑤ 75 件

■検索式

1925+985

データベース 検索式

PubMed

 (Japan*) AND (“agricultural experience”[tiab] OR "farming experience"[tiab] OR "farming
workshop"[tiab] OR “forestry experience”[tiab] OR “fishery experience”[tiab] OR “rural
experience”[tiab] OR “farm stay”[tiab] OR “agritourism”[tiab] OR “food production practice”
[tiab] OR "community supported agriculture"[tiab] OR garden*[ti] OR horticultur*[ti] OR
harvest*[ti]) AND (diet*[tiab] OR food*[tiab] OR nutri*[tiab] OR vegetable*[tiab] OR fruit*[tiab]
OR health*[tiab] OR “exercise”[tiab] OR “physical activity”[tiab] OR “body weight”[tiab] OR
“obesity”[tiab] OR “overweight”[tiab] OR “body mass index”[tiab] OR “quality of life”[tiab] OR
“well-being”[tiab] OR “wellbeing”[tiab]) AND (("2000/01/01"[PDat] : "2018/09/30"[PDat])
AND (Japanese[lang] OR English[lang]))

Web of Science

トピック:(Japan*) AND タイトル:(“agricultural experience” OR "farming experience" OR "farming
workshop" OR “forestry experience” OR “fishery experience” OR “rural experience” OR “food
production practice” OR “farm stay” OR agritourism OR "community supported agriculture" OR
garden* OR horticultur* OR harvest*) AND (diet* OR food* OR nutri* OR vegetable* OR fruit*
OR health* OR exercise OR “physical activity” OR “body weight” OR obesity OR overweight
OR “body mass index” OR “quality of life” OR well-being OR wellbeing) AND 言語:(English OR
Japanese)　※出版年2000年～2018年

採択論文 19 件

　重複論文

（表題及び抄録の精査） （表題・抄録・本文の精査）

採択論文 件 採択論文 7 件

3049103

3204

141

２次スクリーニング

（本文の精査）

6 件

採択論文 18 件

123

１次スクリーニング １次スクリーニング



■採択基準

① 査読のある学術誌掲載論文（紀要を除く）
② 本文の記載が日本語または英語
③ 観察研究または介入研究（統計検定が行われているもの）
④ 幼児以上の健常な日本人が対象（傷病者や障碍者を主な対象としているものは除外）
⑤ 農林漁業体験と食知識・食態度・食行動、身体活動、あるいは健康との関連が検討されている

（農林漁業体験には日常的な作物の栽培（家庭菜園など）を含む。農家を対象としたものや食料以外の栽培は除外。）
⑥ 発行年が2000年1月1日から2018年9月30日

JSTAGE

(農業体験　OR　農作業体験　OR　農の活動　OR　林業体験　OR　漁業体験　OR　農村体験
OR　 生産体験　OR　ファームステイ　OR 　アグリツーリズム　OR　地域支援型農業　OR　菜園
OR　農園　OR　食農教育　OR　栽培　OR　園芸　OR　収穫) AND （食生活　OR　食行動　OR　食
知識　OR　食意識　OR　食態度　OR　食習慣　OR　食嗜好 OR　栄養摂取　OR　野菜摂取　OR
果物摂取　OR　健康　OR　運動　OR　身体活動　OR　体重　OR　肥満　OR　BMI　OR　body
mass index OR　quality of life　OR　QOL　OR　ウェルビーイング　OR　wellbeing　OR　well-being)

Eric

("Japan" OR "Japanese") AND (“agricultural experience” OR "farming experience" OR
"farming workshop” OR “forestry experience” OR “fishery experience” OR “rural experience”
OR “farm stay” OR “agritourism” OR “food production practice” OR "community supported
agriculture" OR "garden" OR "horticulture" OR "harvest") AND ("diet" OR "food" OR
"nutrition" OR "vegetable" OR "fruit" OR "health" OR "exercise" OR “physical activity” OR
“body weight” OR "obesity" OR "overweight" OR “body mass index” OR “quality of life” OR
"well-being" OR "wellbeing")　※peer reviewにチェック

医中誌

(農業体験/AL or 農作業体験/AL or 農の活動/AL or 林業体験/AL or 漁業体験/AL or 農村体
験/AL or 生産体験/AL or ファームステイ/AL or アグリツーリズム/AL or 地域支援型農業/AL
or 菜園/AL or 農園/AL or 食農教育/AL or 栽培/AL or (園芸/TH or 園芸/AL) or 収穫/AL)
and ((食生活/TH or 食生活/AL) or (食行動/TH or 食行動/AL) or 食知識/AL or 食意識/AL or
食態度/AL or 食習慣/AL or (食物の嗜好/TH or 食嗜好/AL) or 栄養摂取/AL or 野菜摂取/AL
or 果物摂取/AL or (健康/TH or 健康/AL) or 身体運動/TH or 身体活動/AL or (体重/TH or 体
重/AL) or (肥満/TH or 肥満/AL) or (BMI/TH or BMI/AL) or “body mass index”/AL or “quality
of life”/AL or QOL/AL or ウェルビーイング/AL or wellbeing/AL or well-being/AL) and
(DT=2000:2018 and PT=会議録除く)

Cinii

(農業体験　OR　農作業体験　OR　農の活動　OR　林業体験　OR　漁業体験　OR　農村体験
OR　 生産体験　OR　ファームステイ　OR 　アグリツーリズム　OR　地域支援型農業　OR　菜園
OR　農園　OR　食農教育　OR　栽培　OR　園芸　OR　収穫) AND （食生活　OR　食行動　OR　食
知識　OR　食意識　OR　食態度　OR　食習慣　OR　食嗜好 OR　栄養摂取　OR　野菜摂取　OR
果物摂取　OR　健康　OR　運動　OR　身体活動　OR　体重　OR　肥満　OR　BMI　OR　body
mass index OR　quality of life　OR　QOL　OR　ウェルビーイング　OR　wellbeing　OR　well-being)
※出版年2000年～2018年

※追加検索
(農業体験 OR 農作業体験 OR 農の活動 OR 林業体験 OR 漁業体験 OR 農村体験 OR  生産体
験 OR ファームステイ OR アグリツーリズム OR 地域支援型農業 OR 菜園 OR 農園 OR 食農教
育 OR 栽培 OR 園芸 OR 収穫) AND (((食 OR 栄養 OR 野菜 OR 果物) AND (摂取 OR 生活 OR
行動 OR 知識 OR 意識 OR 態度 OR 習慣 OR 嗜好)) OR 健康 OR 運動 OR 身体活動 OR 体重
OR 肥満 OR BMI OR body mass index OR quality of life OR QOL OR ウェルビーイング OR
wellbeing OR well-being) NOT (食生活 OR 食行動 OR 食知識 OR 食意識 OR 食態度 OR 食習
慣 OR 食嗜好 OR 栄養摂取 OR 野菜摂取 OR 果物摂取 OR 健康 OR 運動 OR 身体活動 OR
体重 OR 肥満 OR BMI OR body mass index OR quality of life OR QOL OR ウェルビーイング OR
wellbeing OR well-being)



農林漁業体験③に関する論文（海外レビュー論文）の採用の方法

■論文採択のフローチャート

英文データベース 258 件 和文データベース 0 件

PubMed 143 件 　系統レビュー
Web of Science 106 件 （ 0 件の引用文献計 0 件）
Eric 9 件

除外 件 除外 0 件 　除外 0 件
重複論文 14 件 重複論文 0 件 　重複論文 0 件

英文論文 29 件
和文論文 0 件
重複論文 0 件

除外 15 件

採択基準③　2件

採択基準④　2件

採択基準⑤　1件

採択基準⑥　9件

■検索式

採択論文 14 件

データベース 検索式

PubMed

("Review"[ptyp] OR "review"[ti] OR "meta-analisis"[ti]) AND ("agricultural experience"[tiab]
OR "farming experience"[tiab] OR "farming workshop"[tiab] OR "forestry experience"[tiab] OR
"fishery experience"[tiab] OR "rural experience"[tiab] OR "farm stay"[tiab] OR
"agritourism"[tiab] OR "food production practice"[tiab] OR "community supported
agriculture"[tiab] OR garden*[ti] OR horticultur*[ti] OR harvest*[ti]) AND (diet*[tiab] OR
food*[tiab] OR nutri*[tiab] OR vegetable*[tiab] OR fruit*[tiab] OR health*[tiab] OR
"exercise"[tiab] OR "physical activity"[tiab] OR "body weight"[tiab] OR "obesity"[tiab] OR
"overweight"[tiab] OR "body mass index"[tiab] OR "quality of life"[tiab] OR "well-being"[tiab]
OR "wellbeing"[tiab]) AND (("2000/01/01"[PDat] : "2018/09/30"[PDat]) AND (Japanese[lang]
OR English[lang]))

Web of Science

トピック:(Review OR Meta-analysis) AND タイトル:((agricultural experience OR "farming
experience" OR "farming workshop" OR forestry experience OR fishery experience OR rural
experience OR food production practice OR farm stay OR agritourism OR "community supported
agriculture" OR garden* OR horticultur* OR harvest*) AND (diet* OR food* OR nutri* OR
vegetable* OR fruit* OR health* OR exercise OR physical activity OR body weight OR obesity
OR overweight OR body mass index OR quality of life OR well-being OR wellbeing)) AND  言
語:(English OR Japanese)　※出版年2000年～2018年

（本文の精査）

採択基準①　1件

　重複論文 0 件

採択論文 14 件

２次スクリーニング

１次スクリーニング １次スクリーニング

（表題及び抄録の精査） （表題・抄録・本文の精査）

採択論文 29 件 採択論文 0 件

215



■採択基準

① 査読のある学術誌掲載論文
② 本文の記載が日本語または英語
③ レビュー論文（ナラティブレビュー、理論モデルの構築なども含む）
④ 幼児以上の健常者を主な対象としている（傷病者や障碍者を主な対象としているものは除外）
⑤ 中・高所得国を主な対象としている（低所得国・地域・少数民族等を主な対象とした論文は除外）
⑥ 農林漁業体験と食知識・食態度・食行動、身体活動、あるいは健康との関連の検討が主な目的とされている

（農林漁業体験には日常的な作物の栽培（家庭菜園など）を含む。農家を対象としたものや、主に食料以外の栽培は除外。）

⑦ 発行年が2000年1月1日から2018年9月30日

Eric

("Review" OR "Meta-analysis") AND (“agricultural experience” OR "farming experience" OR
"farming workshop” OR “forestry experience” OR “fishery experience” OR “rural experience”
OR “farm stay” OR “agritourism” OR “food production practice” OR "community supported
agriculture" OR "garden" OR "horticulture" OR "harvest") AND ("diet" OR "food" OR
"nutrition" OR "vegetable" OR "fruit" OR "health" OR "exercise" OR “physical activity” OR
“body weight” OR "obesity" OR "overweight" OR “body mass index” OR “quality of life” OR
"well-being" OR "wellbeing")　※peer reviewにチェック


