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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

清水純一 アグリビジネス 新版現代ブラジル事典（新評論） 2016年4月

吉田行郷
国内産麦の需要に応じた生産に向けた今後
の対応方向～各地で取り組まれた品種転換
から学ぶ～

農林水産省ホームページ 2016年5月

浅井真康 フィンランドの普及システム 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年5月

勝又健太郎 EUの新共通農業政策（CAP）改革の概要と
実施状況 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年5月

小泉達治・古橋　元 2025年における世界の食料需給見通し－
世界食料需給モデルによる予測結果－ 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年5月

吉田行郷 「はじめの一歩」を踏み出してみれば コトノネ Vol.18 2016年5月

清水純一 C農協（V県）
総研レポート『平成27年度農協の
米販売の多様化と金融機能に関する
調査』

2016年6月

清水純一 ブラジルの農産物輸出拡大の要因と課題 農林水産省『海外食料需給レ
ポート2015』 2016年6月

清水純一 農産物輸出大国ブラジルと日本 農業 1613号 2016年6月

高橋克也 高齢者の食と健康 農業と経済 第82巻
第7号 2016年6月

高橋克也 安全感から見た消費者意識
中嶋・新山編 『食の安全・信頼
の構築と経済システム』（農林統
計出版）

2016年6月

長友謙治 ロシアの農業組織の法人形態の変化と農業
生産の回復 比較経済研究  第53巻

第2号 2016年6月

曲木若葉 地域労働市場の構造転換と農家労働力の展開 農業経済研究 第88巻
第1号 2016年6月

吉井邦恒 カナダの農業保険の最近の動向 月刊NOSAI  第68巻
第6号 2016年6月

吉田行郷 近年の北海道産小麦の生産・使用状況の変
化と今後の課題 Pain雑誌「パン」  第63巻

第7号 2016年6月

吉田行郷 小麦の需要構造の変化と小麦生産
フードシステム学叢書第１巻

『現代の食生活と消費行動』（監
修：斉藤修）

2016年6月

八木浩平 リンゴの業務・加工用契約栽培の意義と課題 果実日本 第71巻
7号 2016年7月

吉井邦恒 北米の経営安定対策における農業保険の位
置づけ 月刊NOSAI  第68巻

第7号 2016年7月

池川真里亜・
徳永澄憲

市場ポテンシャルと冷蔵庫普及率が日系冷
凍食品企業海外立地選択に及ぼす影響に関
する計量分析：東アジアを事例として

地域学研究 第46巻
1号 2016年8月

吉田行郷 農業分野での障害者の働く場の創出に向け
た取組とその農業・農村への影響 農村と都市をむすぶ No.778 2016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 障害者が農業・農村で生き生きと働ける社
会の推進 秋元才加のWeekly Japan!!（FM東京） 2016年5月7日

吉田行郷
国内産麦の需要に応じた生産に向けた今後
の対応方向 ～各地で取り組まれた品種転換
から学ぶ～

第８回グルテン研究会 2016年5月10日

勝又健太郎・原口和
夫・浅井真康

EUの新共通農業政策（CAP）改革の概要と
実施状況 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年5月26日

清水純一 ブラジル農業：発展と課題 法政大学生命科学部 2016年6月3日

伊藤紀子 ケニア稲作農村における農民の生業と社会
関係

2016年日本アフリカ学会第53回学術大会
個別報告 2016年6月4日

吉田行郷
農業分野での障害者雇用の現状と可能性に
ついて～農業分野に進出した企業の事例を
中心に～

高齢・障害・求職者雇用支援機構研究会 2016年6月9日

伊藤紀子 農村の社会関係とコミュニティ－ケニアと
インドネシアの事例－

2016年国際開発学会第17回春季大会個別
報告 2016年6月11日

清水純一 ブラジル農業の発展課程 政策研究大学院大学農業政策コース 2016年6月13日

長友謙治 ロシア農業：ソ連崩壊後の変化と今後の可
能性

法政大学生命科学部応用植物学科国際食料需
給論特別講義 2016年6月17日

菊島良介・高橋克也・
大橋めぐみ・薬師寺
哲郎・山口美輪

食料品アクセス問題と健康・栄養 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

大橋めぐみ・高橋克
也・菊島良介・山口
美輪・薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と住民の食生活への影
響 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

高橋克也・大橋めぐ
み・菊島良介・山口
美輪・薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と住民の健康と栄養調
査 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

八木浩平・大橋めぐ
み・内藤恵久

地域ブランド産品の品質管理を保証する認
証マークへの消費者評価－選択実験とカテ
ゴリカル構造方程式モデリングを用いて－

日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

池川真里亜

Location Choice for Japanese 
Frozen Food Industry in East Asia 
Using Domestic and Foreign Market 
Access with the Penetration Rate of 
Refrigerators
(【PRSCO Award for Best Paper by 
Young Regional Scientist】受賞)

The 14th Summer Institute of the 
Pacific Regional Science Conference 
Organisation

2016年6月28日

吉田行郷 農業分野での障害者就労の意義と可能性～
全国各地での取組みから考える～ 法政大学生命科学部応用植物学科特別講義 2016年7月14日

吉田行郷 農業分野での障害者就労の意義と可能性～
全国各地での取組みから考える～ 政策研究大学院大学短期特別研修 2016年7月26日

橋詰　 登
センサスに見る近年の農業構造変動の特徴
と地域性―「2015年農林業センサス結果の
概要（確定値）」の分析から―

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年7月28日
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概要
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