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吉田行郷
大麦のフードシステムにおける新たな連携
の構築－地元産大麦使用を契機とした2次加
工メーカーによる取組－

フードシステム研究 第20巻3号 2013年12月

石原清史 （書評）胡柏著『原油資材高と不況下におけ
る農業・環境問題』 農業経済研究 第86巻

第1号 2014年6月

Sotaro INOUE,
Fumiaki SUDA,
Yuko MATSUDA,
Youkyung LEE

Part II Foreign Policy Study for the 
Next Step of 6th Industrialization 

The 10th FANEA Joint Re-
search Report
The 6th Industrialization of 
Agriculture

2014年6月

須田文明 社会的イノベーションとしての地産地消－
フランスの事例から－

2014年度フードシステム学会
大会（講演要旨集） 2014年6月

吉井邦恒 北米における経営を単位とした農業経営安
定対策 月刊NOSAI 第66巻 

第6号 2014年6月

吉田行郷・香月敏孝・
吉川美由紀

農業分野に本格進出した特例子会社の実態
と課題－地域農業の担い手としての特例子
会社の可能性－

農業経済研究 第86巻 
第1号 2014年6月

吉井邦恒 アメリカの農業保険の最近の状況と2014
年農業法 月刊NOSAI 第66巻 

第7号 2014年7月

小柴有理江・
石原清史・吉田行郷

「農業分野における障害者就労」に関する研
究紹介 働く広場 No.443 2014年7月

小柴有理江・
吉田行郷・香月敏孝 農業と福祉の連携の形成過程に関する分析 農林水産政策研究所レビュー No.60 2014年7月

清水純一 農業資金を中心とする農協の融資体制と融
資状況（W農協）

総研レポート『平成25年度 農
協の農業融資体制に関する調査』 2014年7月

薬師寺哲郎 食料品アクセス問題の現状 Agrio 18号 2014年7月

井上荘太朗・
後藤一寿

第14章　機能性食品の市場・政策の動向と
製造企業の海外進出

グローバル化と食品企業行動
（農林統計出版）

フードシステム
学叢書
第3巻

2014年8月
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② 口頭発表および講演

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

吉田行郷
民間流通制度導入後の国内産麦に対する需
要の変化と今後の課題～小麦、大麦の主産
地間の比較分析を中心に～

第6回グルテン研究会 2014年5月10日

吉井邦恒 収入保険をめぐるトピックス
平成26年度中間指導職養成研修会資料（全国
農業共済協会）

2014年6月9日

Shigenori KO-
BAYASHI, 
Sotaro INOUE

The Current Situation of the 6th In-
dustrialization in Japan and Related 
Policies

The 6th Industrialization of Agriculture 2014年6月12日

Sotaro INOUE
Comments on Presentations of Japan, 
China and Korea

The 6th Industrialization of Agriculture 2014年6月12日

清水純一 ブラジル農業の概要 法政大学　生命科学部 2014年6月13日

薬師寺哲郎
超高齢社会におけるフードシステムの課題
－高齢者の健康，食の外部化，食料品アク
セス，食品摂取－

2014年度日本フードシステム学会シンポジ
ウム「フードシステムのイノベーション」（日
本フードシステム学会）

2014年6月14日

須田文明
社会的イノベーションとしての地産地消－
フランスの事例から－

2014年 日本フードシステム学会創立20周
年記念大会 個別報告

2014年6月15日

八木浩平
フードシステムの全体構造を捉える分析枠
組みに関する一考察

2014年 日本フードシステム学会創立20周
年記念大会 個別報告

2014年6月15日

清水純一 ラテンアメリカの農業 政策研究大学院大学　農業政策コース 2014年6月16日

薬師寺哲郎 高齢化社会とフードシステム 食品経営者フォーラム（日本食糧新聞社） 2014年6月20日

藤岡典夫
環境リスク管理における一貫性原則の法規
範性と課題

環境法政策学会 2014年6月21日

吉井邦恒
収入保険の基本的仕組みと機能－アメリカ
の制度を事例として－

空知農民連合研修会 2014年6月25日

吉井邦恒 収入保険の基本的な仕組みについて
平成26年度NOSAI団体役員講習会（新潟県
農業共済組合連合会）

2014年7月3日

吉井邦恒 アメリカの収入保険について JC総研研究会 2014年7月28日
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概要


文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。
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