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2010年6月10日

2010年7月9日

2010年7月20日

2010年7月
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2010年6月

341

第17巻1号

第48巻第1号

第82巻第1号

第6巻第4号

単行本

2010年8月号

22基礎研No.4

〃

第46巻第1号

よこはまかわを考える会ニュース，
よこはまかわを考える会発行

フードシステム研究

農業経営研究

『農業経済研究』

平成21年度大規模経営体の経営課題と
金融に関する調査，農林中金総合研究所

家の光協会

日本農業新聞

「田舎暮らしの本」，宝島社

全国農業新聞

総研レポート『米粉・飼料米・飼
料稲をめぐる動向と今後の課題』

〃

農林業問題研究

韓国での経済の国際化と
農食品輸出増大政策

「詩的な場所」の話 5 ―ロエン川鱒―

書評：「食糧格差社会」

果実の購買・消費行動の日台比較
―日本および台湾の大都市住民を
　対象としたアンケート調査結果から―

水稲直播栽培技術の採択要因と
その効果

Ｅ農協

農村ワーキングホリデー・ガイド
－人と農を結ぶありのままの農家体験－

「農村ワーキングホリデー・ガイド
－人と農を結ぶありのままの農家体験－」

都会と農村を結ぶ注目のシステム
「ワーキングホリデー」って何？

教育、地域活性化に効果
－子ども農山漁村交流プロジェクト－

大潟村新規需要米研究会と
あきたこまち生産者協会の取り組み

米粉用米生産の今後の可能性と課題

植物検疫措置が貿易声援に及ぼす効果の
計量分析：リンゴの火傷病に対する日本
の措置を事例として

飯田恭子

井上荘太朗

大浦裕二・佐藤和憲・
土屋仁志・井上荘太朗・
関復勇・鄭尹恵

川崎賢太郎

清水純一

鈴村源太郎

鈴村源太郎

鈴村源太郎

鈴村源太郎

高橋克也

高橋克也

中谷朋昭・宮田歩・
澤内大輔・桟敷孝浩・
山本康貴

澤内大輔

澤内大輔

澤内大輔

清水純一

玉井哲也

内藤恵久

薬師寺哲郎

薬師寺哲郎

吉井邦恒

吉井邦恒

ニュージーランド排出量取引制度における
農業分野の温室効果ガス排出の取り扱い

日本の農業分野における
排出量取引制度の利用実態

わが国農業分野における排出量取引の取組 第2107回農林水産政策研究所定例研究会

日本農業市場学会2010年度大会　個別報告

第18回農林水産政策研究所省内ミニ報告会

第2106回農林水産政策研究所定例研究会

2010年度日本フードシステム学会大会

北東アジア農政研究フォーラム
第7回日中韓シンポジウム

全国農業協同組合中央会直接支払研究会

第2108回農林水産政策研究所定例研究会

2010年度フードシステム学会大会
（日本フードシステム学会）

北東アジア農政研究フォーラム
第7回日中韓シンポジウム

ブラジル産トウモロコシの拡大過程と
今後の展望

アジア、オセアニアのコメ需給

地理的表示の保護制度に関する現状と課題
―EUにおける現状と我が国における保護制度の検討―

少子・高齢化，世代交代の進展を踏まえた
食料消費構造の展望

日本における食料消費構造の展望
－少子・高齢化，世代交代の影響を考慮して－

アメリカの収入保険制度の現状と今後について

アメリカにおける 2012 年農業法をめぐる
動きについて－経営安定対策を中心に－

　「研究活動一覧」は，当所研究員の研究活動と研究内

容や関心分野を，読者の皆様にタイムリーに提供するこ

とを目的としています。研究内容の詳細につきましては，

直接担当研究員までお問い合わせください。

① 研究論文および雑誌記事等 ② 口頭発表および講演

研究活動
一覧
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