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① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

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―

フードシステム研究 第21巻
第2号 2014年9月

Masayasu Asai, 
Vibeke Langer, 
Pia Frederiksen

Collaborative partnerships between
organic farmers

Proceedings of the 4th ISO-
FAR Scientific Conference at 
the Organic World Congress 
2014

2014年10月

吉田行郷
広がる障害者の農業分野での就労に向けた
取組み（その１）～　農業・農村にとって
の「農」と福祉の連携の意義　～

アグリビジネス経営塾（日本農
業法人協会） No.626 2014年10月

佐々木宏樹
ブックレビュー『その問題，経済学で解決
できます。』ウリ・ニーズィー（著），ジョン・
A・リスト（著）

農林水産政策研究所レビュー 第62号 2014年11月

長友謙治 ロシア農業の展望と課題＝貿易制限と自給
率向上＝ Agrio 第34号 2014年11月

吉田行郷 主産地毎にみた近年の国内産小麦に対する
需要の変化と需要拡大に向けた新たな動き 製粉振興 No.573 2014年11月

吉田行郷
広がる障害者の農業分野での就労に向けた
取組み（その２）～農作業受委託を通じた
農家と社会福祉法人等との連携～

アグリビジネス経営塾 No.630 2014年11月
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2015年２月～３月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

第62回日本生態学会大会 日本生態学会 2015年3月18日（水）
～22日（日）

鹿児島大学郡元キャンパス
（鹿児島県鹿児島市）

進化経済学会第19回本大会 進化経済学会 2015年3月21日（土）
～22日（日）

小樽商科大学3号館
(北海道小樽市)

日本オペレーションズ・リサーチ学会
2015年春季研究発表会

日本オペレーション
ズ・リサーチ学会

2015年3月26日（木）
～ 27日（金）

東京理科大学 神楽坂キャ
ンパス（東京都新宿区）

平成27度日本水産学会春季大会 日本水産学会 2015年3月27日（金）
～31日（火）

東京海洋大学品川キャンパ
ス（東京都港区）

日本地理学会2015年春季学術大会 日本地理学会 2015年3月28日（土）
～30日（月）

日本大学文理学部
（東京都世田谷区）

2015年度日本農業経済学会大会 日本農業経済学会 2015年3月28日（土）
～29日（日）

東京農工大学農学部府中
キャンパス（東京都府中市）

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

薬師寺哲郎 超高齢社会におけるフードシステムの役割 食品開発展2014（UBMメディ
ア（株）） 2014年10月10日

Masayasu Asai, 
Vibeke Langer, 
Pia Frederiksen

Collaborative partnerships between
organic farmers

18th IFOAM Organic World 
Congress 2014年10月13日

薬師寺哲郎 食料品アクセス問題と高齢者の健康 農林水産政策研究所研究成果報
告会 2014年10月21日

吉田行郷
国内産麦に対する近年の需要の変化～国内
産麦，福岡県産麦に対する評価と課題を中
心に～

福岡の麦・大豆づくり生産者研
修会 2014年10月27日

橋詰登
人口減少下における集落の小規模化・高齢
化と集落機能～農業集落の動態統計分析と
将来推計から～

農林水産政策研究所研究成果報
告会 2014年10月28日

林岳 持続可能経済福祉指標（ISEW）による都市
農村格差の評価

農林水産政策研究所研究成果報
告会 2014年11月4日

吉井邦恒 農業における収入保険について
農業経営コンサルタント養成セ
ミナー（一般社団法人　全国農
業経営コンサルタント協会）

2014年11月5日

須田文明
フランスにおける地理的表示保護制度を活
用した取組～「味の景勝地制度」を中心に
～ 

セミナー「地理的表示法と地域
ブランド化」（農林水産政策研究
所）

2014年11月11日

内藤恵久 EU制度，地域団体商標制度との比較と地域
ブランド構築に向けた今後の活用

セミナー「地理的表示法と地域
ブランド化」（農林水産政策研究
所）

2014年11月11日

吉田行郷 主産地毎にみた近年の国内産小麦に対する
需要の変化と需要拡大に向けた新たな動き

農林水産政策研究所研究成果報
告会 2014年11月14日

内藤恵久 地理的表示法と地域ブランドの構築 農産物流通技術研究会2015年
度総会記念シンポジウム 2014年11月25日

佐々木宏樹 農業農村政策と国際事情 滋賀大学経済学部 2014年12月3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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