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① 研究論文および雑誌記事等

　「研究活動一覧」は，当研究所員の研究活動と研究内容
や関心分野を，読者の皆様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。

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 

Yoshida Shingo Determinants of farm diversification: Journal of Small 
Yagi Hironori entrepreneurship, marketing capability Business & 2019年5月 
Garrod Guy and family management Entrepreneurship

Yoshida Shingo 
Yagi Hironori 
Kiminami Akira 
Garrod Guy 

Farm Diversification and Sustainability of 
Multifunctional Peri-Urban Agriculture: 
Entrepreneurial Attributes of Advanced 
Diversification in Japan 

Sustainability 11(10) 2019年5月

ロシアの農水産物貿易政策の変化長友謙治 農林水産政策研究所レビュー No.89 2019年5月－自給率向上から輸出促進へ－

玉井哲也 オーストラリアの農業・農政
－200年の展開－ 農林水産政策研究所レビュー No.89 2019年5月

農林水産分野におけるエシカル消費に係る研究國井大輔 農林水産政策研究所レビュー No.89 2019年5月動向

天野通子 ブックレビュー
『魚と日本人－食と職の経済学－』濱田武士著 農林水産政策研究所レビュー No.89 2019年5月

八木浩平・高橋克也・
菊島良介・山口美輪・
大浦裕二・玉木志穂・

首都圏在住の成人男性における食事形態と食品
群・栄養素摂取の関係 フードシステム研究 26(1) 2019年6月

山本淳子

吉田行郷 農福連携が来た道、これから行く道 農村と都市をむすぶ
2019年6月号 

No.811 2019年6月

日本フードシステム学会　インドネシアの有機農業地域における農家の食伊藤紀子 2019年度大会 2019年 2019年6月 料消費：子育て世帯の食事に注目して 個別報告要旨

Noriko Ito 
Sustainable Rural Development Utilizing 
Local Agricultural Resources in Japan: 
Implication for Rural Development in Asia 

Internal report of the 
Workshop on 
China-Japan-Korea Rural 
Vitalization Experiences: 
Implications for ASEAN 
Countries

2019年6月

長友謙治 農産物輸出拡大を目指すロシア Agrio 第285号 2019年6月 
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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

須田文明 争点としての家族農業経営継承：歴史的使命を
終えた？フランス農業構造政策 農業経済研究 第91巻

１号 2019年6月

吉田行郷 野菜生産の現場における農福連携の取り組みと
課題

野菜情報
2019年7月号

（農畜産業振興機構） 
Vol.184 2019年6月

長友謙治 二兎を追うロシア農業～穀物輸出と畜産物生
産・輸出の拡大～ 畜産の情報 2019年

7月号 2019年7月

吉田行郷 農業分野での労働力不足下における農福連携の
取り組みの現状と展望

2019年度　日本農業市場学
会大会　シンポジウム予稿 2019年7月

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 最近の国内産小麦をめぐる状況について 平成 30事業年度製粉東京講習会
（製粉振興会主催） 2019年4月9日

吉田行郷 最近の国内産小麦をめぐる状況について 平成 30事業年度製粉大阪講習会
（製粉振興会主催） 2019年4月11日

吉田行郷 最近の国内産小麦をめぐる状況について 平成 30事業年度製粉福岡講習会
（製粉振興会主催） 2019年4月12日

吉田行郷 国内産大麦の需要の変化と需要に応じた生産に向
けて 　

全国精麦工業協同組合連合会総
会での講演（全国精麦工業協同
組合連合会主催）

2019年5月29日

長友謙治 輸出へシフトするロシア農業・農政 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 2019年6月5日

吉田行郷 農福連携の現状と課題～全国での取り組みから～ 農福連携高知県サミット inあき
（安芸市農福連携研究会主催） 2019年6月14日

八木浩平・菊島良
介・大橋めぐみ・
内藤恵久

地域ブランド産品への小売店バイヤーによる評価 日 本 フ ー ド シ ス テ ム 学 会 　
2019年度大会　個別報告 2019年6月23日

伊藤紀子 インドネシアの有機農業地域における農家の食料
消費：子育て世帯の食事に注目して

日 本 フ ー ド シ ス テ ム 学 会 　
2019年度大会　個別報告 2019年6月23日 

Noriko Ito 
Sustainable Rural Development Utilizing 
Local Agricultural Resources in Japan: Im-
plication for Rural Development in Asia 

Workshop on Ch ina -Ja  
pan-Korea Rural Vitalization 
Experiences: Implications for 
ASEAN Countries

2019年6月25日

② 口頭発表および講演 
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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 農福連携の現状と課題～施設外就労による援農を
中心に～

全国社会就労センター総合研究
大会　分科会（全国社会就労セ
ンター協議会主催）

2019年7月4日

吉田行郷 農業分野での労働力不足下における農福連携の取
り組みの現状と展望

2019年度　日本農業市場学会
大会　シンポジウム報告 2019年7月6日

八木浩平・高橋克
也・薬師寺哲郎・
伊藤暢宏

内食・中食・外食頻度と食品群・栄養素摂取－中
食を分類して－

2019年度　日本農業市場学会
大会　個別報告 2019年7月7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科
学科特別講義 2019年7月9日

吉田行郷 『農福連携』と『地域づくり』～その可能性を探る
～

熊本県農業版ジョブコーチ育成
塾開講記念講演（社会福祉法人
豊心の里主催）

2019年7月16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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		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		合格		テーブルにヘッダーが必要
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