
　「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。

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

吉田行郷
国産麦の増産を本気で考える（小麦編その２）～
主要産地毎の特徴の違いから見えてきた対応方
向～

週刊農林10月5日号 第2394号 2019年10月

吉井邦恒 収入保険制度 日本農業経済学会編『農業経
済学事典』（丸善出版）  2019年11月

吉井邦恒 アメリカの農業 日本農業経済学会編『農業経
済学事典』（丸善出版） 2019年11月

上林篤幸 OECD-FAO農業見通し 2019-2028（穀物部
分）

製粉振興（一般財団法人 製粉
振興会報） No.603 2019年11月

吉田行郷 国産麦の増産を本気で考える（大麦編）～主要産
地毎の特徴の違いから見えてきた対応方向～ 週刊農林11月15日号 第2398号 2019年11月

八木浩平
我が国の食料消費の将来推計（2019年版）に
ついて―食料支出総額の減少と食の外部化の進
展―

農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

中村出 アルゼンチンの農業と貿易 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

高橋祐一郎 日本産水産物の輸出に関する調査研究 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

田中淳志 EUの有機食品市場の動向と有機農業振興のため
の戦略 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

土居拓務 ブックレビュー 
『日本の田舎は宝の山』曽根原久司著 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月
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② 口頭発表および講演

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

田中淳志

ブックレビュー 
『地域おこし協力隊：10年の挑戦』椎川忍、小田
切徳美、佐藤啓太郎、地域活性化センター、移
住・交流推進機構編著

農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

福田竜一 貿易体制の転換と農業：FTA/EPAとTPP 日本農業経済学会編『農業経
済学事典』（丸善出版） 2019年12月

八木浩平・高橋克也・
薬師寺哲郎・伊藤暢
宏

多様な中食消費と個人特性、食品群・栄養素摂取
の関係―カテゴリカル構造方程式モデリングに
よる分析―

農林水産政策研究 早期公開 2019年12月

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

桑原田智之 Japanese Economy since 1980's 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月1日

桑原田智之 Structural challenges and Reforms 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月8日

桑原田智之
Overview of the current Japanese 
economy and its economic policy 
(Japanese Economy)

青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月15日

桑原田智之 Public Finance -spending and taxation- 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月29日

桑原田智之 Economic policy formulation in Japan 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年11月19日

松久勉 畜産経営における雇用の特徴と動向―外国
人労働力の動向を踏まえながら― 全日畜セミナー（全日本畜産経営者協会） 2019年11月21日

吉田行郷 農福連携とは～中国四国地方の事例にみる
現状と課題～ 広島県農福連携提案会 2019年11月22日
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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

桑原田智之 Industrial Policy and Organisations 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年11月26日

吉田行郷
日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析－

（民間流通制度導入後の国内産麦のフードシ
ステムの変容に関する研究（大麦編）） 

セミナー・研究成果報告会 
日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析－

（民間流通制度導入後の国内産麦のフードシ
ステム の変容に関する研究（大麦編）） （農
林水産政策研究所）

2019年11月27日

桑原田智之 Corporate in Japan (Japanese 
Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年12月3日

佐々木宏樹 「食料・農業分野におけるEBPMの事例紹介」
研究集会『研究者/研究所として“EBPM”
にどう関わるとよいのか？』（国立環境研究
所）

2019年12月10日

桑原田智之
Labour -Issues surrounding workers 
and workplace in Japan-(Japanese 
Economy)

青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年12月10日

吉田行郷 始めよう！農福連携、進めよう！農福連携 オホーツク地域における農福連携推進シン
ポジウム（北海道美幌町） 2019年12月12日

桑原田智之 Trade policy (Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年12月17日

桑原田智之 Agriculture and related trade policies 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2020年1月7日

最近の刊行物
農林水産政策研究
第31号
　【調査・資料】
　　林 瑞穂
　　ブラジル大豆産業の構造変化―大豆集荷業を中心とした一考察―

　　河原昌一郎・高橋祐一郎・末永芳美
　　ホタテガイの中国向け輸出拡大と国内産地への影響等に関する考察
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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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