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ＮＯ． タイトル 発行 年 形態 備考

1 Chlorophyll a on JAEW-27(1985/86)JARE-35(1993/94)
Nat. Instit. Polar Research
JAPAN

1997

2 FAO Field Project Reports on Aquaculture 1986-1995 FAO 2003
3 FFTC Database on Asian Agriculture spring 2002 FFTC 2002
4 GEOLIS 日本資質文献データベース1983-2000 地質調査所 CD-Rom
5 GEOLIS 日本地質文献データベース1982-2000 地質調査所 CD-Rom
6 GEOLIS 日本地質文献データベース1982-2002 地質調査所 CD-Rom
7 GEOLIS 日本地質文献データベース1983-1999 地質調査所 CD-Rom
8 GEOLIS 日本地質文献データベース1986-1998 地質調査所 2000 CD-Rom
9 Handbook of Grassroots Farming Practice 国際農林業協力協会 2002 CD-ROM

10 marine geology map series  no.58:見島沖表層堆積図 地質調査総合センター 2002 CD-Rom
11 marine geology map series  no.59:能登半島東方海底地質図 地質調査総合センター 2002 CD-Rom
12 Proc. Annual BSAS Meeting 1999-2003(Brit.Soc. Anim.Sci) BSAS 2003
13 茨城県自然博物館収蔵品総目録　１９９４－２００４ 茨城県自然博物館 2004 CD-Rom
14 海の恵みと日本人シリーズ　「サケ・マス」「イカ」「マグロ」 東京水産振興会 ＤＶＤ 動画
15 海の恵みと日本人シリーズ　青魚｢アジ・サバ」 東京水産振興会 ＤＶＤ 動画

貴重書 神の秩序　ジュースミルヒ　１－３ 2004 貴へ移動
貴重書 神の秩序　ジュースミルヒ　１－３ 2004 貴へ移動
貴重書 神の秩序　ジュースミルヒ　１－３ 2004 貴へ移動

19 北太平洋海洋気候図30年報　１０７１～２０００ 気象庁 2003.3 CD-Rom
20 京都大学ＶＢＬ 京都大学 2002.3
21 京都大学霊長類研究所外部評価報告書　’96-2000./’97-2001
22 京都大学霊長類研究所外部評価報告書　’96-2000./’97-2001
23 京都府レッドデータブック 京都府 2003.3
24 漁港漁勢　　平成６～１０ 水産庁漁港部 CD-Rom
25 漁港漁勢　　平成７～１１ 水産庁漁港部 CD-Rom
26 漁港漁勢　　平成１～１２ 水産庁漁港部 2000 CD-Rom
27 漁港漁勢　　平成１～１３ 水産庁漁港部 CD-Rom
28 漁場環境保全ビデオライブラリー　１ 水産庁水産資源保護協会 動画
29 漁場環境保全ビデオライブラリー　２ 動画
30 漁場環境保全ビデオライブラリー　３ 動画
31 啓風丸（昭和45年～平成12年）観測資料 気象庁気候海洋気象部気象課 2001 CD-ROM
32 公共測量の記録Ｈ１２度 国土地理院 付録
33 公共測量の記録Ｈ１３度 国土地理院 付録
34 公共測量の記録Ｈ１４度 国土地理院 付録
35 公共測量の記録Ｈ１５度 国土地理院 付録
36 公共測量の記録Ｈ１６度 国土地理院 付録
37 公共測量の記録Ｈ１７度 国土地理院 付録
38 公共測量の記録Ｈ１８度 国土地理院 付録
39 国立環境研究所指定刊行物平成13年度 国立環境研究所 2001 CD-Rom
40 国立環境研究所指定刊行物平成14年度 国立環境研究所
41 国立環境研究所指定刊行物平成15年度 国立環境研究所
42 国立環境研究所指定刊行物平成16年度 国立環境研究所
43 国立環境研究所指定刊行物平成17年度 国立環境研究所
44 国立環境研究所指定刊行物平成18年度 国立環境研究所
45 国立公文書館　アジア歴史資料センター 国立公文書館 ＤＶＤ
46 里山再生活用事業 八幡市教育委員会 2005
47 山地防災 林業土木コンサルタンツ 2000 CD-ROM
48 食生活科学・文化及び地球環境科学に関する研究助成2004年度 アサヒビール学術進行財団 2004 CD-Rom
49 食生活科学・文化及び地球環境科学に関する研究助成2005年度 アサヒビール学術進行財団 2005 CD-Rom
50 水産大全　平成８ 東京水産振興会 CD-Rom 動画
51 水産大全　平成９ 東京水産振興会 CD-Rom 動画
52 水産大全　平成１０ 東京水産振興会 CD-rom 動画
53 水産大全　平成１１ 東京水産振興会 CD-Rom 動画
54 水産大全　平成１２ 東京水産振興会 CD-Rom 動画
55 総合地誌研　研究叢書38：広島原爆　デジタルアトラス 広島大学総合地誌研究資料セ 2002.3 動画
56 総合地誌研　研究叢書21-３７ 広島大学総合地誌研究資料セ 2001.8
57 日本の稲文献書誌１９９０－２０００ ＩＲＲＩ CD-Rom
58 農林業現地有用技術集　２００１ 国際農林業協力協会
59 我が国周辺水域主要魚種の資源評価平成17年 水産庁増殖推進部 2005 CD-Rom
60 我が国周辺水域主要魚種の資源評価平成18年 水産庁増殖推進部 2005



　　　　　　　　　ディスク（ＣＤ，ＤＶＤ）資料リスト（２００８～２００９）　

2008年 タイトル 発行 年 形態 備考

n08-1
自然再生のための住民参加型生物保全水利施設管理システム
の開発

2008 ＤＶＤ

n08-2 〝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者の心得２００７ 2008 ＤＶＤ 動画
n08-3 国立環境研究所公開シンポジウム２００５ 国立環境研究所 ＤＶＤ 動画

n08-4 知ってなっとく！地層処分
経済産業省資源エネル
ギー庁

ＤＶＤ 動画

n08-5 海のめぐみ浜の絆 全国漁業協同組合連合 ＤＶＤ 動画
n08-6 国立環境研究所指定刊行物　平成１９年度 国立環境研究所 2008
n08-7 公共測量の記録Ｈ１９度 国土地理院 付録
n08-8 気象庁技術報告第１２５号 気象庁 2004 付録
n08-9 我が国周辺水域の漁業資源評価（第1．2.、3分冊）平成20年度 水産庁 2009 付録
n08-10 国立環境研究所公開シンポジウム２００８ 国立環境研究所 2009.2 ＤＶＤ 動画
2009年
n09-1 国立環境研究所公開シンポジウム２００７＊ 国立環境研究所 2008 DVD 動画

n09-2 めざせ資源回復～漁業者の挑戦～
全国漁業共同組合連合
会

2009.3 DVD 動画

n09-3 ナチュラルチーズ製造技術情報１
国産ナチュラルチーズ
製造技術、、、

2007

n09-4 ナチュラルチーズ製造技術情報２
国産ナチュラルチーズ
製造技術、、、

2008

n09-5 食生活科学・文化及び環境に関する研究助成２００６年度
アサヒビール学術振興
財団

2006 CD-ROM

n09-6 食生活科学・文化及び環境に関する研究助成２００７年度
アサヒビール学術振興
財団

2007 CD-ROM

n09-7 海の恵みと日本人シリーズ　ノリ、青魚、アジ、サバ、エビ 東京水産振興会 DVD 動画
n09-8 海の恵みと日本人シリーズ　エビ 東京水産振興会 DVD 動画
n09-9 国際漁業資源の現況　平成１９年度 水産庁
n09-10 漁場環境保全ビデオライブラリー　ｖ。４ 水産庁 DVD 動画
n09-11 北海道立林業試験場五十年史　樹木目録 北海道立林業試験場 2008

n09-12 神奈川県立農事試験場　　　　　類調査I,II
神奈川県立フラワーセ
ンター

2007

n09-13 海洋地質図　６０　能登半島東方表層堆積図 地質調査総合研究所 2007
n09-14 海洋地質図　６１　能登半島西方表層堆積図 地質調査総合研究所
n09-15 海洋地質図　６２　日御碕沖表層堆積図 地質調査総合研究所
n09-16 海洋地質図　６３　枝幸沖海底地質図 地質調査総合研究所
n09-17 海洋地質図　６４　日向灘海底地質図 地質調査総合研究所
n09-18 海洋地質図　６５　遠州灘海底地質図 地質調査総合研究所
n09-19 海洋地質図　６６　石狩湾表層堆積図 地質調査総合研究所
n09-20 海洋地質図　６７　石狩湾海底地質図 地質調査総合研究所
n09-21 国立環境研究所指定刊行物　平成２０年度 国立環境研究所 2009
n09-22 国立環境研究所公開シンポジウム２００９ 国立環境研究所 2009 DVD 動画

n09-23 水産茨城の歩み　平成１１年～２０年
水産茨城の野海編纂委
員会

2010 DVD

n09-24 京都府家畜衛生の概要〔平成１９年度・２０年度） 京都府農林水産畜産課 2009
n09-25 海洋地質図　６８　北見大和堆表層積図 地質調査総合研究所 2009

n09-26 中部大学学術フロンティア推進事業研究成果報告書平成１７年度～２１年度
中部大学植物バイオ研
究センター

2010

n09-27 佐賀大学有明海総合研究プロジェクト
佐賀大学有明海総合研
究プロジェクト

2010



　　　　　　　　　ディスク（ＣＤ，ＤＶＤ）資料リスト （2010～2011)

2010 タイトル 発行 年 備考
n10-01 国際漁業資源の現況平成２１年度 水産庁水産総合研究センター BA67849221
n10-02 食生活科学・文化及び環境に関する研究助成２００８年度 アサヒビール学術振興財団 2008
n10-03 ナチュラルチーズ製造技術情報４ 国産ナチュラルチーズ製造技術、、
n10-04 水産加工「魚肉ねり製品」 東京水産振興会 動画
n10-05 海藻が語る～海を守るには～ 日本農村情報システム協会
n10-06 海洋地質図　６８　隠岐海峡表層堆積図 地質調査総合研究所 2010
n10-07 海の恵みと日本人シリーズ「ノリ」 東京水産振興会 2010
n10-08 京都府立茶業研究所研究報告２４ 京都府農林水産技術センター
n10-09 カラマツ林業等研究会研究発表会講演集１９８２－２００８ カラマツ林業等研究会
n10-10 日本アグリビジネスセンター事業成果検索システム 農林放送事業団 2010
n10-11 北大長期水産海洋情報データベースＶ．２ 北海道大学大学院水産科学研究院 2010
n10-12 国立環境研究所公開シンポジウム２０１０ 国立環境研究所 2010
n10-13 業務・林業技術等発表集　５３号　平成２１年度 関東森林管理局 2010
n10-14 国立環境研究所指定刊行物　平成２１年度 国立環境研究所 2010
n10-15 試験研究成績書概要書平成２１年度 京都府農林水産技術センター 2010

2011
n11-01 医科学応用研究財団研究報告　２００８ 医科学応用研究財団 2008
n11-02 医科学応用研究財団研究報告　２００９ 医科学応用研究財団 2009
n11-03 水産物の有効利用・高度利用ー広がる水産物の可能性ー 東京水産振興会 動画
n11-04 公共測量実態調査報告書　平成２１年度 国土交通省国土地理院
n11-05 食生活科学・文化及び環境に関する研究助成　２００９年度 アサヒビール学術振興財団
n11-06 海洋地質図　 70 落石岬沖表層堆積図 地質調査総合研究所 2011
n11-07 海洋地質図　 71 釧路沖表層堆積図 地質調査総合研究所 2011
n11-08 海洋地質図　72 襟裳岬沖表層堆積図 地質調査総合研究所 2011
n11-09 海洋地質図　73 釧路沖海底地質図 地質調査総合研究所 2011
n11-10 科学研究費補助金配布一覧　平成２３年度（科学新聞５月２０日号付録） 科学新聞社 2011



　　　　　　　　　ディスク（ＣＤ，ＤＶＤ）資料リスト 2012-2013

2012 タイトル 発行 年 備考

n12-01
Disaster Prevention Research Institute Kyoto university Revised Edtion
Mar. 2012

2012

n12-02 医科学応用研究財団研究報告　２０１０ 医科学応用研究財団 2010 AA12460706
n12-03 海洋地質図  74 落石岬沖海底地質図 地質調査総合研究所 2012 AA11845523
n12-04 海洋地質図  75 天売島周辺海底地質図 地質調査総合研究所 2012 AA11845524
n12-05 海洋地質図  76 積丹半島付近表層堆積図 地質調査総合研究所 2012 AA11845525
n12-06 海洋地質図  77 宗谷岬西方海底地質図 地質調査総合研究所 2012 AA11845526
n12-07 海洋地質図  78 日高舟状海盆海底地質図 地質調査総合研究所 2012 AA11845527
n12-08 農業経営力養成講座　2012年8月1日～8月7日 アグリフューチャージャパン 2012 BB11000488 動画
n12-09 公共測量実態調査報告書　平成19年度 国土交通省国土地理院 AN10398705 附属資料

2013
n13-01 海洋地質図  79 野間崎沖表層堆積図 地質調査総合研究所 2013 AA11845526
n13-02 医科学応用研究財団研究報告　ｖ３０ 鈴木謙三記念医科学応用研究財 2011 AA12460706
n13-03 岩の力学’１２ 岩の力学連合会 2012 AA11875353

n13-04 食生活科学・文化及び環境に関する研究助成　２０１１年度
公益財団法人アサヒグループ学術
振興財団

2011 AA12141989

n13-05 水産物の流通 東京水産振興会 2012 BB13550457 動画
n13-06 海洋地質図  80奥尻島北方表層堆積図 地質調査総合研究所 2013 AA12460706
n13-07 海洋地質図  81 日高舟状海盆表層堆積図 地質調査総合研究所 2013 AA12460707
n13-08 海洋地質図  82 奥尻海盆表層堆積図 地質調査総合研究所 2013 AA12460708

n13-09 食生活科学・文化及び環境に関する研究助成　２０１０年度
公益財団法人アサヒグループ学術
振興財団

2010 AA12141989

n13-10 鳥取県農林総合研究所園芸試験場業務年報平成１８～１９年度 鳥取県農林総合研究所園芸試験 2006-2007HP00026659
n13-11 鳥取県農林総合研究所園芸試験場業務年報平成２０年度 鳥取県農林総合研究所園芸試験 2008 HP00026659
n13-12 さけます・内水面水産試験場研究報告１（平成２１年度事業成績書） さけます・内水面水産試験場 2009
n13-13 函館海洋気象台要報　２４号 函館海洋気象台 2009 BA90854765
n13-14 福井県畜産試験場年報　平成１７年度 福井県畜産試験場 2005 AA12149812
n13-15 北海道立釧路農業試験場年報　平成19年度 北海道立釧路農業試験場 2007
n13-16 北海道立釧路農業試験場年報　平成20年度 北海道立釧路農業試験場 2008
n13-17 滋賀県畜産技術振興センター業務報告　平成１７年 滋賀県畜産技術振興センター 2005 AA11131527８
n13-23 北見農業試験場年報　平成１７年度 北見農業試験場 2005
n13-24 種苗管理年報　平成22年度　２４号 種苗管理センター 2010 AA12583615
n13-25 種苗管理年報　平成23年度　２５号 種苗管理センター 2011 AA12583616
n13-26 種苗管理年報　平成24年度　２６号 種苗管理センター 2012 AA12583617
n13-18 業務林業技術等発表集平成１５年度
n13-19 業務林業技術等発表集平成１７年度
n13-20 業務林業技術等発表集平成１８年度
n13-21 業務林業技術等発表集平成１９年度
n13-22 業務林業技術等発表集平成２０年度



　　　　　　　　　ディスク（ＣＤ，ＤＶＤ）資料リスト 2014-2016

2014 編 発行 年 備考

n14-01
サブサハラ・アフリカにおけるアグリビジネス展開・促進実証モデル事
業第一年次報告書（別冊１）

国際農林業協働協
会

国際農林業協働協
会

2014 BB15532638

n14-02
サブサハラ・アフリカにおけるアグリビジネス展開・促進実証モデル事
業第一年次報告書（別冊２）

国際農林業協働協
会

国際農林業協働協
会

BB15532638

n14-03 試験研究成績書「概要書」平成２４-２５年度
京都府農林水産技
術センター農林セ
ンター茶業研究所

京都府農林水産技
術センター農林セ
ンター茶業研究所

なし

n14-04 医科学応用研究財団研究報告　ｖ３１（2012）
鈴木謙三記念医科
学応用研究財団

2014 AA12460706

n14-05 海の恵みと日本人　カツオ 東京水産振興会 東京水産振興会 BB15771832

n14-06 鳥取木工研　１－３０号
鳥取県木材工業研
究会

海青社 2014 BB16724306

2015
資料||D||15-01 海の恵みと日本人　サンマ 東京水産振興会 2015 BB18908886

資料||D||15-02 海洋地質図 no.83(CD) 襟裳岬沖海底地質図 地質調査所編
産業技術総合研究
所地質調査総合セ
ンター

2014

資料||D||15-03 海洋地質図 no.84(CD) 種子島付近表層堆積図 地質調査所編
産業技術総合研究
所地質調査総合セ
ンター

2015

資料||D||15-04 海洋地質図 no.85(CD) 沖縄島北部周辺海域海洋資質図 地質調査所編
産業技術総合研究
所地質調査総合セ
ンター

2015

資料||D||15-05 海洋地質図 no.86(CD) 室蘭沖表層堆積図 地質調査所編
産業技術総合研究
所地質調査総合セ
ンター

2015

資料||D||15-06 試験研究成績書「概要書」（平成２３年度）
京都府農林水産技
術センター農林セ
ンター作業研究所

京都府農林水産技
術センター農林セ
ンター作業研究所

なし

資料||D||15-07 柑きつに関する試験成績（平成２２年度）

山口県農林総合技
術センター農業技
術部柑きつ振興セ
ンター

山口県農林総合技
術センター農業技
術部柑きつ振興セ
ンター

AA12573123

2016

資料||D||16-01 我が国周辺水域の漁業資源評価　第１，２，３分冊（平成２2年度） 水産庁増殖推進部
水産庁増殖推進部
水産総合研究セン
ター

2011

資料||D||16-02 我が国周辺水域の漁業資源評価　第１，２，３分冊（平成２1年度） 水産庁増殖推進部
水産庁増殖推進部
水産総合研究セン
ター

2010

資料||D||16-03 我が国周辺水域の漁業資源評価　第１，２，３分冊（平成２５年度） 水産庁増殖推進部
水産庁増殖推進部
水産総合研究セン
ター

2014

資料||D||16-04 医科学応用研究財団研究報告　ｖ３2（2013）
鈴木謙三記念医科
学応用研究財団

2015

資料||D||16-05 海の恵みと日本人　イワシ 東京水産振興会 東京水産振興会 2016 BB21564424


