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10514 公共測量の記録 平成15年度 国土交通省国土地理院 2003

10515 京都大学原子炉実験所第39回学術講演会報文集 京都大学原子炉実験所 2005

10516 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成16年度第1四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2004

10517 新漁業生産システム構築実証化事業報告書（沖合底引き網＜かけまわし＞：北海道日本海海域） 平成15年度 水産総合センター 2004

10518 新漁業生産システム構築実証化事業報告書（沖合底引き網＜2そうびき＞：日本海西部海域） 平成15年度 水産総合研究センター 2004

10519 主要水産物の需給と流通 東京水産振興会 2004

10520 ただいま欠番

10521 武庫川女子大生活習慣病オープン・リサーチ・センター研究成果報告書 平成15年度（初年度）
武庫川女子大生活習慣病オープン・リサーチ・セン
ター

2003

10522 農業組織経営体経営調査報告 平成14年 農林水産省統計情報部 2004

10523
四国地域の稲・野菜（レタス）・大豆2年三毛作における作業競合軽減技術の開発 : 先端技術等地域実用
化研究促進事業（農林水産地域実用化型）研究成果報告書 : 研究期間（平成12年度～15年度）

近畿中国四国農林水
産新技術実用化型
No.18

香川県農業試験場、愛媛県農業試験場、近畿中国
四国農業研究センター

2004

10524 栄養体利用などによる画期的野菜育苗技術の開発（研究期間　平成14～15年度）
近畿中国四国地域実
用化研究成果報告
No.11

近畿中国四国農業試験研究推進会議 2004

10525 原施設利用共同研究成果報告書 平成15年度 東京大学原子力研究総合センター 2003

10526 柑きつに関する試験成績 平成15年度 山口県大島柑きつ試験場 2004

10527 近畿大学原子炉等利用共同研究経過報告書 平成15年度 大阪大学大学院工学研究科 2003

10528 関東近海のマサバのついて : 平成16年の調査および研究成果 千葉県水産総合研究センター［他］ 2004

10529 蚕業に関する参考統計 平成15年度 農林水産省生産局特産振興課 2004

10530 瀬戸内海の赤潮 平成15年 水産庁瀬戸内海漁業調整事務所 2004

10531 ただいま欠番

10532 上信越高原国立公園霧積山付近の野生動植物調査報告書 斎藤晋、安盛博編 1983

10533 上信越高原国立公園霧積山付近の野生動植物調査報告書 斎藤晋、安盛博編 1984

10534 群馬の生物、自然環境の穂残と人間との調和に関する研究
群馬県立女子大学特
別研究

群馬県立女子大学 1989

10535 飯島記念食品科学振興財団20年の歩み 飯島記念食品科学振興財団 2004

10536
果樹の根域集中管理による環境負荷低減型施肥技術の確立 : 先端技術等地域実用化研究促進事業
（農林水産新技術実用化型）研究成果報告 : 研究期間　平成12年～15年度

鳥取県園芸試験場［他］ 2004

10537 京都府林業試験場　調査試験研究報告 No.7 京都府林業試験場 2004

10538 ただいま欠番

10539
畜産に係る直接支払制度調査研究事業報告書 : 持続的な畜産経営の推進に関する調査研究事業(制
度分析研究会編）

平成15年度 農政調査委員会 2004

10540 海洋二酸化炭素関連物質データ品質管理ガイド
JODCマニュアル＆ガイ
ドシリーズNo.9

小熊幸子、碓井敏弘 2004

10541 資源増大技術開発事業報告書　［トヤマエビ、アカアマダイ、イセエビ、サワラ、マダラ、ハタハタ、ニシン］ 平成13年度 日本栽培漁業協会［他］ 2003

10542 資源増大技術開発事業報告書　［トヤマエビ、アカアマダイ、イセエビ、サワラ、マダラ、ハタハタ、ニシン］ 平成14年度 日本栽培漁業協会［他］ 2003

10543 資源増大技術開発事業報告書　魚類Aグループ 平成15年度 水産庁栽培養殖課、水産総合研究センター 2004

10544 名古屋大学遺伝子実験施設活動報告書 2002～2003年 名古屋大学遺伝子実験施設 2004

10545 動物衛生研究成果情報 No.3
農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究
所

2004

10546 かき・もも研究所（紀北分場）創立50周年記念誌 平成16年3月
和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場技
術センター果樹試験場

2004

10547 第24回農薬製剤・施用法シンポジウム講演要旨 平成16年11月 日本農薬学会農薬製剤・施用法研究会 2004

10548 公園緑地管理財団30年のあゆみ 公園緑地管理財団 2004

10549 資源管理型沖合漁業推進総合調査（東シナ海ふぐ類等 : 東シナ海海域）トラフグ調査報告書 平成15年度 水産総合センター 2004

10550 イネゲノム塩基配列解読の歩み : 完全解読を終えて 農林水産省農林水産技術会議事務局 2004

10551
近畿中国四国地域基幹農業技術体系化促進研究成果報告 : 種雄牛の遺伝的産肉能力の明確化による
合理的肥育技術の開発研究期間

平成11～15年
兵庫県農林水産技術総合センター畜産技術センター,
岡山県総合畜産センター, 広島県立畜産技術セン
ター

2004

10552 みやざき丸試験調査報告書 平成15年度 宮崎県水産試験場 2004

10553 ただいま欠番

10554 ただいま欠番

10555 ただいま欠番

10556 ただいま欠番

10557 ただいま欠番

10558 ただいま欠番

10559
茨城県自然博物館第3次総合調査報告書 : 阿武隈山地・県北部海岸を中心とした県北東部地域の自然
(2000-02)

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 2004

10560 茨城県新第三期金砂郷古生物群
ミュージアムパーク茨
城県自然博物館モノグ
ラフ第1号

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 2004

10561 バイオデザイン : 生物のかたちと機能
NIASアグリバイオサイ
エンスシリーズNo.1

飯哲夫［編］, 農業生物資源研究所［発行］ 2004

10562 FTA締結による農林水産物・食品産業への影響（タイ）（平成16年度　経済協力基礎調査） 平成16年度 日本貿易振興機構（ジェトロ）産業技術・農林水産部 2004

10563 「ペプチドの構造と活性」談話会の講演資料 平成15年度 大阪大学薬学部小林研究室 2005

10564 人工漁礁 : Artificial fish reef 漁港漁場漁村技術研究所 2004

10565 アメリカ自然史博物館交換鳥類標本目録
北大植物園資料目録
第4号

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物
園

2004

10566
所蔵考古資料目録(1) : 旧豊平川右岸丘陵地出土土器の検討 : 植物園所蔵名取武光・後藤寿一調査資
料再報告

北大植物園資料目録
第5号

松田宏介[編著] : 北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター植物園

2004

10567 資源増大技術開発事業報告書 : 地先型定着性種（暖水域）グループ 平成15年度
水産総合研究センター、神奈川県（水産総合研究所
栽培技術部）、新潟県（水産海洋研究所佐渡水産技
術センター）［ほか］

2004
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10568
イカ釣漁業開発調査資料29号及び外洋イカ（スルメイカ・アカイカ）に関する生物測定・標識放流・海洋観
測基礎資料

平成15年度 青森県水産総合研究センター 2004

10569 いも類に関する資料 平成16年 農林水産省生産局特産振興課 2004

10570 林業普及指導事業実施計画書 平成13年度 京都府 2001

10571 林業普及指導事業実施計画書 平成15年度 京都府 2003

10572 林業普及指導事業実施計画書 平成14年度 京都府 2002

10573 林業普及指導事業実施計画書 平成16年度 京都府 2004

10574 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成16年度第2四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2005

10575 柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査結果報告 平成15年度 新潟県農林水産部水産課、新潟県水産海洋研究所 2004

10576
平成16年度栽培漁業技術中央研修会テキスト集 : 水産用医薬品に関する基礎知識と新しい技術へのア
プローチ

全国豊かな海づくり推進協会 2005

10577 ただいま欠番

10578 平成16年度水産養殖関係試験研究推進部特別部会「育種部会」「養殖基盤部会」議事録 水産総合研究センター養殖研究所 2004

10579 産業用無人ヘリコプター新分野開発試験成績書 平成16年度 農林水産航空協会 2004

10580 全国農村サミット2004
日本大学生物資源科学部全国農村サミット運営委員
会編

2005

10581 間伐を支援するシステム収穫表「富山県シルブの森」使用説明書 富山県林業技術センター林業試験場 2005

10582 我が国周辺水域の漁業資源評価 : 魚種別系群別資源評価ダイジェスト（要約）版 平成16年 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター［他］ 2004

10583 我が国周辺水域主要魚種の資源評価 平成16年度 水産庁増殖推進部, 水産総合研究センター [編] 2005

10584
Design Strategy towards Safety and Symbiosis of Urban Space 安全と共生の都市空間セミナー実施報
告　No.1

神戸大学COE神戸フィールドスタジオ 2004

10585
農業農村の多面的機能を活用した環境教育「田んぼの学校」活動事例集 : 第5回「田んぼの学校」企画コ
ンテスト入賞地区活動報告

農村環境技術研究
No.74

農村環境整備センター「田んぼの学校」支援センター 2004

10586 資源増大技術開発事業報告書 : 広域型中・底層性種グループ（ヒラメ） 平成15年度
北海道、福島県、千葉県、神奈川県、大阪府、鳥取
県、高知県、水産庁水産総合研究センター

2004

10587 水質汚濁などによる突発的漁業被害発生報告書 平成15年度 水産庁 2004

10588 マス類資源研究部会報告 : 平成13-15年度とりまとめ 全国湖沼河川養殖研究会マス類資源研究会 2005

10589 イカ類資源研究会議報告 平成15年度 水産総合研究センター日本海区水産研究所 2004

10590 若手研究者農村女性等研究論文集 平成16年12月 矢口光子記念研究奨励会 2004

10591 第46回東海・北陸ブロック　家畜保健衛生業績発表会抄録 富山県 2005

10592 病害虫の総合管理技術 : 化学農薬だけに依存しない病害虫防除
農林水産研究開発レ
ポートNo.12

農林水産技術会議事務局 [編] 2005

10593 漁海況旬報 平成16年
千葉県水産研究センター、千葉県水産情報通信セン
ター

2004

10594 女川原子力発電所温排水調査結果 平成15年度 宮城県［ほか］ 2005

10595 双子葉植物合弁花類（植物標本4　村瀬忠義植物標本目録 : 合弁花類）
琵琶湖博物館資料目
録11号

滋賀県立琵琶湖博物館 2005

10596 双子葉植物離弁花類（植物標本5　村瀬忠義植物標本目録 : 離弁花類）
琵琶湖博物館資料目
録12号

滋賀県立琵琶湖博物館 2005

10597 稲発酵粗飼料・稲わら等利用実態調査および需要量調査結果報告書 平成14～16年度 全国農業会議所 2005

10598 海洋水産資源利用合理化開発事業（まぐろはえなわ：太平洋中・東部海域）調査報告書 平成15年度　No.1 水産総合研究センター 2005

10599 海洋水産資源利用合理化開発事業（まき網：熱帯インド洋海域）調査報告 平成15年度　No.2 水産総合研究センター 2005

10600 海洋水産資源利用合理化開発事業（まき網：熱帯太平洋中部海域）調査報告 平成15年度　No.3 水産総合研究センター 2005

10601 海洋水産資源利用合理化開発事業報告書（いか釣：北太平洋中・東海域，南太平洋西部海域） 平成15年度　No.4 水産総合研究センター 2005

10602 海洋水産資源利用合理化開発事業報告書（かつお釣：太平洋中・西部海域）調査報告書 平成15年度　No.5 水産総合研究センター 2005

10603 新漁業生産システム構築実証化事業（大中まき網：北部太平洋海域）調査報告書 平成15年度　No.6 水産総合研究センター 2005

10604 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種） 第1分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2005

10605 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 第2分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2005

10606 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 第3分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2005

10607 男女共同参画の推進による女性農業者の経営・社会さんが促進に資する調査研究
平成16年度農村生活
総合調査研究事業報
告書1

農業工学研究所 2005

10608 高齢者の能力の活用による農業・農村地域の活性化に資する調査研究
平成16年度農村生活
総合調査研究事業報
告書2

農業工学研究所 2005

10609 子育てしやすい環境づくりや地域間の多様な交流活動等を通じた地域づくりに資する調査研究
平成16年度農村生活
総合調査研究事業報
告書3

農業工学研究所 2005

10610 バングラデシュにおける持続的な農業技術を推進するための手引き
平成16年度農林水産
省持続的農業技術協
力効率化委託事業

全国農業改良普及支援協会 2004

10611 ザンビアにおける農業機械化技術協力の進め方

平成16年度農林水産
省農業機械利用体系
確立技術協力促進委
託事業報告書

全国農業改良普及支援協会 2005

10612 次世代農業機械開発のための基礎技術開発
平成12～16年度総括
報告

農業・生物系特定産業技術研究機構　生物系特定産
業技術研究支援センター農業機械化研究

2005

10613 東北食料・農業・農村の動向
平成15年度　東北食
料・農業・農村情勢報
告（動向編）

東北農政局 2005

10614 林木育種の実施状況および統計 平成15年度 林木育種センター他 2005

10615 英国有機基準大綱
平成16年度　食品産業
技術高度化可能性調
査

日本貿易振興機構(ジェトロ)産業技術・農水産部 2005

10616 農林水産省農作物命名登録品種 平成16年度 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 2005

10617 農林水産省農作物命名登録品種 平成17年 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 2005
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10618 中山間地域におけるクリーンエネルギーを利用した野菜の省力安定生産技術

地域基幹農業技術体
系化促進研究　平成13
～16年度研究成果報
告書

兵庫県農林水産技術総合センター他 2005

10619 植物目録 京都府立植物園 2004

10620 食品総合研究所創立70周年記念誌 : 50年あゆみ以降の記録 : 1984～2004 食品総合研究所 2005

10621 大阪府農協中央会五十年史 大阪府農協中央会五十年史編纂委員会 2005

10622 平成16年台風による果樹被害の調査報告書 農業・生物系特定産業技術研究機構果樹研究所 2005

10623 近畿の農業経営 : 平成15年農業経営統計調査結果 近畿農政局統計部 2005

10624 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） : 資料編 平成15年度
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2005

10625 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） 平成15年度
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2005

10626 畜産佛需給関係学術研究情報収集推進事業報告書 平成15年度 農畜産業振興機構 2003

10627 生産情報公表豚肉のJAS規格ガイドブック 平成17年3月 食品産業センター 2003

10628 国営公園管理の概要 平成17年3月 公園緑地管理財団 2005

10629 紀州～WAKAYAMA～の果樹 平成17年3月 近畿農政局和歌山統計・情報センター 2005

10630 食品官能評価ガイドライン 日本食肉消費総合センター 2005

10631 平成16年度食料・農業・農村の動向 : 平成17年度食料・農業・農村施策
第162回国会（常会）提
出

― ―

10632 山形県立農業試験場のあゆみ 平成8～16年度 山形県農業試験場 2005

10633 まぐろ・かつおグループ/混獲生物グループ資源調査研究成果報告会 : 公庁船関係調査推進検討会
平成16年度国際資源
調査等推進対策事業

水産総合研究センター遠洋水産研究所 2005

10634 四国森林・林業研究発表集 平成16年度 四国森林管理局 2005

10635 長崎県果樹試験場特別報告第2号 : ビワがんしゅ病に関する研究 長崎県果樹試験場 2005

10636 富山の水産 富山県 2005

10637 よみがえれ！愛知のいきものたち
豊橋市自然史博物館
第20回特別企画展

豊橋市自然史博物館 2005

10638 新漁業生産システム構築実証化事業報告書 : 遠洋底引き網＜マルチトロール＞ : 北太平洋中部海域 平成16年度 水産総合研究センター 2005

10639 資源管理型沖合漁業推進総合調査報告書 : 日本海べにずわい : 日本海＜大和堆周辺＞海域 平成16年度 水産総合研究センター開発調査部 2005

10640 特用林産基礎資料 平成16年 林野庁経営課特用林産対策室 2004

10641 高原牧場半世紀のあゆみ : 附属牧場創立30周年記念誌 京都大学大学院農学研究科附属牧場 2004

10642 東北地方における平成16年産水稲・大豆の潮風害の実態と解析
農業・生物系特定産業技術研究機構　東北農業研究
センター

2005

10643 都道府県連携促進事業調査報告書（瀬戸内海西部海域 : トラフグ） 平成15年度
東京海洋大学、水産総合研究センター、全国豊かな
海づくり推進協会

2005

10644 水産資源増殖ブランド・ニッポン推進対策事業　栽培漁業関係技術開発事業（魚類Aグループ）報告書 平成16年度 水産庁栽培養殖課、水産総合研究センター 2005

10645 食の安全・安心に関する海外調査事業報告書 フード・セーフィティ・イノベーション技術研究組合 2004

10646 スルメイカの平衡石の採取および輪紋計数マニュアル 技術資料　No.4 北海道立釧路水産試験場 2005

10647 ヤマブシタケの栽培指針 : ヤマブシタケの栽培と利用 富山県林業技術センター林業試験場 2005

10648 ナラ類集団枯損の見分け方と防除報 富山県林業技術センター林業試験場 2005

10649 平成16年度農業労賃等に関する調査結果
農業委員会活動強化
対策事業関係資料

奈良県農業会議 2005

10650 平成16年度田畑売買価格等に関する調査結果
平成16年調査事業関
係資料

奈良県農業会議 2005

10651 中山間地域における農業就業構造の実態について : 桜井市
平成16年就業機会創
出支援事業関係資料

奈良県農業会議 2005

10652 豪州における重要家畜感染症研究の現状と動向に関する調査 海外調査資料40 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 2005

10653
欧州における半閉鎖性海域における有害化学物質・重金属類等の水産生物への影響評価の研究に関
する動向調査

海外調査資料41 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 2005

10654 オセアニアにおける農業系研究者の人材マネージメントのあり方に関する動向調査 海外調査資料42 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 2005

10655 京都白川の弥生前期末の土石流
『京都大学構内遺跡調
査研究年報　2000年
度』抜刷

冨井　眞 2005

10656 ただいま欠番

10657 ただいま欠番

10658 ただいま欠番

10659 ただいま欠番

10660 農業環境研究の最前線 農業環境技術研究所 2005

10661 日本の保安林 : 休養資源としての社会的価値 松下歸智朗 2004

10662 食料経済の数量分析 西東秋男 2004

10663 新・豆類の経済分析　日本食文化史講 西東秋男 2001

10664 刊行物目次総覧 : 農政研究の軌跡――農政シンクタンクの40年――別冊 食料・農業政策研究センター 2005

10665 マルドリ方式 : カンキツ生産の新しい技術その技術と利用
近畿中国四国農業研
究叢書1

近畿中国四国農業研究センター 2005

10666 ナチュラルチーズ製造技術便覧 応用編2 中央酪農会議、蔵王酪農センター 2004

10667 わかる繁殖和牛のシバ放牧 : 放牧密度別の生産性と栄養管理 近畿中国四国農業研究センター畜産草地部 2005

10668 林業普及指導事業実績記録集 平成14年度 京都府 2002

10669 琵琶湖および河川の魚類等の生息状況調査報告書 平成14～15年度 滋賀水産試験場 2005

10670 琵琶湖沿岸帯調査報告 平成14～15年度 滋賀県水産試験場 2005

10671 近畿生産農業所得統計 平成15年 近畿農政局統計部 2005

10672 兵庫県森林組合統計書 平成15事業年度 兵庫県立農林水産局林務課 2005

10673 農業組織経営体経営調査報告 平成15年 農林水産省統計部 2005

10674 大水深沖漁場造成開発事業報告書　No.11　［北太平洋西部＜日本沖合＞海域］ 平成15年度 水産総合研究センター開発調査部 2005



資料番号 書　　　　　名　　　　　等 巻号数等 編著者・発行者名 出版年

10675 北海道区自然災害科学資料センター報告 Vol.19
北海道区自然災害科学資料センター（北海道大学大
学院工学研究科）

2005

10676 米及び麦類の生産費
農業経営統計調査報
告　平成15年産

農林水産省統計部 2005

10677 米及び麦類の生産費
農業経営統計調査報
告　平成16年産

農林水産省統計部 2006

10678 漁業経営調査報告 平成15年（度） 農林水産省統計部 2005

10679 国際業業資源の現況 平成16年度 水産庁、水産総合センター 2004

10680 国際業業資源の現況 : 要約版 平成16年度 水産庁、水産総合センター 2004

10681 ただいま欠番

10682 瀬戸内海東部水域に放流されたブリ早期種苗群から期待される生産効果の総合評価
栽培資源調査検討資
料No.17

水産総合研究センター 2004

10683 ただいま欠番

10684 ただいま欠番

10685
水産業関係特定研究開発促進事業 : 藻食性魚類の大型褐藻類に対する食外の実態解明総括報告書 :
静岡県、大分県、長崎県

平成13～16年度 水産総合研究センター西海区水産研究所 2005

10686 資源増大技術開発事業報告書 : 回帰型回遊性種（トラフグ） 平成16年度
山口県、福岡県、長崎県、三重県、愛知県、静岡県、
秋田県

2005

10687
資源増大技術開発事業報告 : 地先型定着性種グループ（冷水域）エゾアワビ・キタムラサキウニ : 福島
県、岩手県

平成16年度
水産庁栽培養殖課、水産総合研究センター東北区水
産研究所、全国豊かな海づくり推進協会

2005

10688 栽培漁業技術開発事業報告書 : 地域型中・底層性種グループ（魚類B） 平成16年度
北海道立栽培漁業総合センター、大阪府立水産試験
場、岡山県水産試験場栽培漁業センター［他］

2005

10689 栽培漁業技術開発事業報告書 : 魚類Cグループ 平成16年度
水産総合研究センター北海道区水産研究所、厚岸栽
培漁業センター、宮古栽培漁業センター

2005

10690
栽培漁業技術開発事業報告書 : 広域型中・底層性種グループ（ヒラメ） : 北海道、福島県、千葉県、鳥取
県、高知県

平成16年度 水産庁、水産総合研究センター 2005

10691 水産業経済構造総合調査事業報告書 平成16年度 水産庁漁政部企画課 2005

10692 ただいま欠番

10693 ただいま欠番

10694 ただいま欠番

10695 河川美化・緑化調査研究論文集 11集 河川環境管理財団河川環境総合研究所 2005

10696 栽培漁業技術実証試験結果報告書 平成16年度 全国豊かな海づくり推進協会 2005

10697 栽培漁業技術実証試験結果報告書 平成17年度 全国豊かな海づくり推進協会 2006

10698 西欧における有機農業研究の現状と動向に関する調査 平成17年6月 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 2005

10699 平成16年度試験研究主要成果 : 情報並びに普及に移し得る技術 平成17年7月 岡山県農業総合センター農業試験場 2005

10700 葉園菌類が落葉分解に果たす役割評価
平成14～16年度科学
研究費補助金（若手研
究B）

大園亨司（京都大学大学院農学研究科　助手） 2005

10701 水産学術研究・改良補助事業報告 平成16年度 北水協会 2005

10702 日本海区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計調査資料 2004（平成16年） 水産庁沿岸沖合課［他］ 2005

10703 有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発
第4期事業研究成果の
概要　平成13年度～16
年度

有機質肥料生物活性利用技術研究組合 2005

10704 瀬戸内海の赤潮 平成16年 水産庁瀬戸内海漁業調整事務所 2005

10705 蚕業に関する参考統計 平成16年度 農林水産省生産局特産振興課 2005

10706 水質汚濁等による突発的漁業被害発生報告書 平成16年度 水産庁 2005

10707 イカ類資源研究会議報告 平成16年度 水産総合研究センター日本海区水産研究所 2006

10708 関東近海のマサバについて : 平成17年の調査および研究成果 千葉県水産総合研究センター［他］ 2005

10709 水産学術研究・改良補助事業報告 平成18年度 北水協会 2007

10710 漁業就業同行調査報告書 平成16年 農林水産省統計部 2006

10711 海洋水産資源利用合理化開発事業（まぐろはえなわ：太平洋中・東部海域）調査報告書 平成16年度 水産総合研究センター 2006

10712 海洋水産資源利用合理化開発事業（海外まき網：熱帯太平洋中部海域）調査報告書 平成16年度 水産総合研究センター 2006

10713 海洋水産資源利用合理化開発事業（かつお釣：太平洋中・西部海域）調査報告書 平成16年度 水産総合研究センター 2006

10714 新漁業生産システム構築実証化事業報告書（大中型まき網：北部太平洋海域） 平成16年度 水産総合研究センター 2006

10715 新漁業生産システム構築実証化事業報告書（沖合底びき網＜2そうびき＞：日本海西部海域） 平成16年度 水産総合研究センター 2006

10716 新漁業生産システム構築実証化事業報告書（沖合底びき網＜かけまわし＞：北海道日本海海域） 平成16年度 水産総合研究センター 2005

10717 林木育種の実施状況および統計 平成16年度 林木育種センター他 2006

10718 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） 平成16年度
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2006

10719 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） : 資料編 平成16年度
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2006

10720 近畿生産農業所得統計 平成16年 近畿農政局統計部 2006

10721 耕地及び作付面積統計 平成16年 農林水産省統計部 2005

10722 耕地及び作付面積統計（併載　平成13～16年累計統計） 平成17年 農林水産省統計部 2006

10723 栽培漁業関係事業の概況 平成17年度 水産庁増殖推進部栽培養殖課 2005

10724 平成17年度栽培漁業技術中央研修会テキスト集 : 責任ある栽培漁業：現状と展望 全国豊かな海づくり推進協会 2006

10725 日本飼養標準　豚 2005年版 農業・生物特定産業技術研究機構 2005

10726 わが国における農村型ワーキングホリデーの実態と課題
ライフスタイルプロジェ
クト研究資料　第5号

農林水産政策研究所 2005

10727 豚体細胞クローン技術の確立とその応用に関する研究 静岡県中小家畜試験場 2005

10728 群馬県立自然史博物館自然史調査報告 第3号 群馬県自然史博物館 2005

10729 大都市における都市緑化の現状と将来展望 : 立体化する都市空間における緑の整備の方向を検討する 都市防災美化協会 2005

10730 乳用種肉用牛の飼養管理技術 : 乳用種牛肉の品質向上を目指して 全国肉用牛振興基金協会、中央畜産会 2006

10731 バイオインダストリー : 有用物質生産のための動植物昆虫工場
NIASアグリバイオサイ
エンスシリーズNo.2

居在家義昭、岡成美、町井博明著 2006
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10732 農業の役割をどう考えるか
日本農業研究シリーズ
No.13

日本農業研究所 2005

10733 我が国周辺水域主要魚種の資源評価 平成17年度版 水産庁増殖推進部 2005

10734 マガキ体内からのノロウィルスの蓄積と排出に関する基礎研究 平成17年度報告書 かき研究所 2006

10735
EUにおける家畜の免疫機能向上に関する飼養管理及びゲノム情報を利用した抗病性育種に関する研
究状況調査

海外調査資料45 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 2006

10736 キジハタの種苗生産技術 富山水産試験場 2005

10737 進化する施設栽培 : 大規模施設から植物工場まで
農林水産研究開発レ
ポートNo.14

農林水産省農林水産技術会議 2005

10738 イネで牛を育てる : 飼料イネによる国産牛生産
農林水産研究開発レ
ポートNo.15

農林水産省農林水産技術会議 2006

10739 魚と貝のバイオテクノロジー : 安心と信頼できる魚と貝を目指して
農林水産研究開発レ
ポートNo.16

農林水産省農林水産技術会議 2006

10740 21世紀COEプログラム「新世紀の食を担う植物バイオサイエンス」中間報告書 名古屋大学大学院生命農学研究科 2005

10741 グローバリゼーションと途上国農村市場の変化 : 統計的概観
調査報告書　地域研究
センター2005-IV-05

重富真一編、日本貿易振興機構アジア研究所発行 2006

10742 種子植物（3）
埼玉県自然史博物館
収蔵資料目録第18集

埼玉県自然史博物館 2005

10743 農林水産省農作物命名登録品種 平成17年度 農林水産省農林水産技術会議事務局地域研究課 2006

10744 農林水産省農作物命名登録品種一覧 平成18年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局地域研究課 2006

10745 漁業経営調査報告 平成16年（度） 農林水産省統計部 2006

10746 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成17年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2005

10747 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種） 平成17年度 : 第1分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2006

10748 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 平成17年度 : 第2分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2006

10749 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 平成17年度 : 第3分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2006

10750 国営公園管理の概要 平成16年3月 公園緑地管理財団 2004

10751 国営公園管理の概要 平成18年3月 公園緑地管理財団 2006

10752 栽培漁業関係技術開発事業（魚類Aグループ）報告書 平成17年度 水産庁栽培養殖課 2006

10753 いも類に関する資料 平成17年12月 農林水産省生産局特産振興課 2005

10754 水田農業における農業生産法人の組織構造と発展形態
東畑四郎記念研究奨
励事業報告 30

椿真一 2005

10755 土地利用計画論 : 農業経営学からのアプローチ 八木洋憲 2005

10756 昆虫機能利用研究
NISAアグリバイオサイ
エンスシリーズNo.3

竹田敏著 2006

10757 熱帯の主要果樹・野菜の病害虫防除ハンドブック 国際農林業協力・交流協会 2006

10758 植物抽出成分の特性とその利用
生物資源研究シリーズ
1

谷田貝光克著 2006

10759 埋木の特性 : 有機地球素材への展望
生物資源研究シリーズ
3

成田廣枝著 2006

10760 全国農村サミット2005
日本大学生物資源科学部全国農村サミット運営委員
会編

2006

10761 漁業経営調査報告 平成17年度 農林水産省統計部 2007

10762 漁業就業同行調査報告書 平成18年度 農林水産省統計部 2007

10763 蚕業に関する参考統計 平成18年度 農林水産省生産局特産振興課 2007

10764 蚕業に関する参考統計 平成19年度 農林水産省生産局特産振興課 2008

10765 いも類に関する資料 平成19年3月 農林水産省生産局特産振興課 2007

10766 いも類に関する資料 平成20年3月 農林水産省生産局特産振興課 2008

10767 農林水産研究基本計画：農林水産研究の重点と施策
平成17年3月30日決定
（平成19年3月30日改
定）

農林水産省農林水産技術会議 2007

10768 農業経営統計調査報告 : 営農類型別経営統計（組織経営編）（併記 : 経営形態別経営統計） 平成16年 農林水産省統計部 2007

10769 農業経営統計調査報告 : 米及び小麦の生産費 平成17年度 農林水産省統計部 2007

10770 農業経営統計調査報告 : 米及び小麦の生産費 平成18年度 農林水産省統計部 2008

10771 農業経営統計調査報告 : 営農類型別経営統計（組織経営編）（併記 : 経営形態別経営統計） 平成18年 農林水産省統計部 2008

10772 栽培漁業技術実証試験結果報告書 平成18年度 全国豊かな海づくり推進協会 2007

10773 栽培漁業事例集：岩手県におけるアワビの栽培漁業 平成18年度版 全国豊かな海づくり推進協会 2007

10774 栽培漁業事例集 平成19年度版 全国豊かな海づくり推進協会 2008

10775-1 農業経営統計調査報告 : 営農類型別経営統計（組織経営編）（併記 : 経営形態別経営統計） 平成17年 農林水産省統計部 2007

10775-2 農業経営統計調査報告 : 営農類型別経営統計（個人経営、第1分冊、水田作・畑作経営編） 平成17年 農林水産省統計部 2007

10775-3 農業経営統計調査報告 : 営農類型別経営統計（個別経営、第2分冊、野菜作・果樹作・花き作経営編） 平成17年 農林水産省統計部 2007

10775-4 農業経営統計調査報告 : 営農類型別経営統計（個別経営、第3分冊、畜産経営編） 平成17年 農林水産省統計部 2007

10775-5 農業経営統計調査報告 : 営農類型別経営統計（個別経営、総合編） 平成17年度 農林水産省統計部 2007

10776-1 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種） 平成18年度 : 第1分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2007

10776-2 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 平成18年度 : 第2分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2007

10776-3 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 平成18年度 : 第3分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2007

10777 平成17年度　栽培漁業種苗生産、入手・放流実績(全国）～資料編～
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2007

10778 平成18年度　栽培漁業種苗生産、入手・放流実績(全国）～資料編～
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2008

10779 平成18年度　栽培漁業種苗生産、入手・放流実績(全国）
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2008

10780 海洋水産資源利用合理化開発事業調査報告書　No．1　まぐろ・はえなわ：太平洋中・東海海域 平成17年度 水産総合研究センター 2006

10781 海洋水産資源利用合理化開発事業調査報告書　No．2　海外まき網：熱帯インド洋海域 平成17年度 水産総合研究センター 2006

10782 海洋水産資源利用合理化開発事業調査報告書　No．3　海外まき網：熱帯太平洋中部海域 平成17年度 水産総合研究センター開発調査センター 2006

10783
海洋水産資源利用合理化開発事業調査報告書　No．4　いか釣：北太平洋中・東部海域、南太平洋西部
海域

平成17年度 水産総合研究センター開発調査センター 2006

10784 海洋水産資源利用合理化開発事業調査報告書　No．5　かつお釣：太平洋中・西部海域 平成17年度 水産総合研究センター 2006

10785 新漁業生産システム構築実証化事業調査報告書　No．6　大中型まき網：北部太平洋海域 平成17年度 水産総合研究センター 2006

10786
新漁業生産システム構築実証化事業調査報告書　No．7　沖合底びき網＜2そうびき＞：日本海西部海
域

平成17年度 水産総合研究センター開発調査センター 2007
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10787 新漁業生産システム構築実証化事業報告書　No．8　沖合底びき網＜かけまわし＞：北海道日本海海域 平成17年度 水産総合研究センター開発調査センター 2007

10788
新漁業生産システム構築実証化事業報告書　No．9　遠洋底びき網＜マルチトロール＞：北太平洋中部
海域

平成17年度 水産総合研究センター 2006

10789 資源管理型沖合漁業推進総合調査報告書　No．10　日本海べにずわい：日本海＜大和堆周辺＞海域 平成17年度 水産総合研究センター開発調査センター 2006

10790 資源管理型沖合漁業推進総合調査報告書　No．11　三陸沖きちじ等：三陸沖合海域 平成17年度 水産総合研究センター開発調査センター 2007

10791 大水深沖漁場造成開発事業報告書　No.12　北太平洋西部＜日本沖合＞海域 平成17年度 水産総合研究センター開発調査センター 2006

10792 海洋水産資源利用合理化開発事業調査報告書　No．2　海外まき網：熱帯インド洋海域 平成16年度 水産総合研究センター 2006

10793
海洋水産資源利用合理化開発事業調査報告書　No．4　いか釣：北太平洋中・東部海域、南太平洋西部
海域

平成16年度 水産総合研究センター開発調査部 2006

10794 資源管理型沖合漁業推進総合調査報告書　No.11　三陸沖きちじ等：三陸沖合海域 平成16年度 水産総合研究センター開発調査部 2006

10795 大水深沖漁場造成開発事業報告書　No.12　北太平洋西部＜日本沖合＞海域 平成16年度 水産総合研究センター開発調査部 2006

10796 海洋水産資源開発事業報告書　No．1　資源対応型：遠洋まぐろはえなわ　太平洋中・東部海域＞ 平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10797
海洋水産資源開発事業報告書　No．2　資源対応型：海外まき網：＜熱帯太平洋海域及び熱帯インド洋
海域＞

平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10798 海洋水産資源開発事業報告書　No．3　資源対応型：いか釣＜北太平洋中・西部、南太平洋西部海域＞ 平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10799 海洋水産資源開発事業報告書　No．4　資源対応型：遠洋かつお釣<太平洋中・西部海域＞ 平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10800 海洋水産資源開発事業報告書　No．5　資源対応型：沖底混獲回避＜日本海西部・三陸沖海域＞ 平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10801 海洋水産資源開発事業報告書　No．6　システム対応型：単船型まき網＜北部太平洋海域＞ 平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10802 海洋水産資源開発事業報告書　No．7　システム対応型：沖底かけまわし＜北海道日本海海域＞ 平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10803
海洋水産資源開発事業報告書　No．8　システム対応型：遠洋底びき網＜全層トロール＞北太平洋・西
部海域＞

平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2007

10804 海洋水産資源開発事業報告書　No．9　システム対応型：近海はえなわ＜北太平洋西部海域＞ 平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10805
海洋水産資源開発事業報告書　No．10　システム資源対応型：次世代型近海かつお釣＜南西諸島海域
及び九州西方海域＞

平成18年度 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10806 我が国周辺水域の漁業資源評価 : 魚種別系群別資源評価ダイジェスト（要約）版 平成18年度 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター［他］ 2006

10807 我が国周辺水域の漁業資源評価 : 魚種別系群別資源評価ダイジェスト（要約）版 平成19年度 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター［他］ 2007

10808
栽培漁業技術開発事業報告書 : 魚類Cグループ : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、千葉県、
神奈川県、大阪府、鳥取県、長崎県

平成17年度
水産総合研究センター北海道区水産研究所、厚岸栽
培漁業センター、宮古栽培漁業センター

2006

10809 栽培漁業技術開発事業報告書 : 広域型中・底層性種グループ（ヒラメ） : 北海道、福島県、高知県 平成17年度 水産庁、水産総合研究センター 2006

10810
栽培漁業技術開発事業報告書 : 地域型中・底層性種グループ : 長崎県　ガザミ、兵庫県　ガザミ、三重
県　イセエビ

平成17年度 ― 2006

10811 国際業業資源の現況 平成18年度 水産庁水産総合研究センター 2006

10812 都道府県連携促進事業 : 瀬戸内海西部海域調査報告書（クルマエビグループ） 平成15年度 大分県海洋水産研究センター、宮崎県水産試験場 2004

10813
都道府県連携促進事業 : まぐろ・かつおグループ : 混獲生物グループ資源調査研究成果報告会　公庁
船関係調査推進検討会　報告書（分冊）

水産総合研究センター水産工学研究所 2006

10814
水産工学関係研究開発推進特別部会　水産基盤分科会報告書 : 沿岸漁業ネットワーク強化に向けての
新たな課題―藻場を基点として―

平成19年度 水産総合研究センター水産工学研究所 2008

10815 日本海中西部ヒラメ広域連携調査事業報告書 平成18年度
水産庁増養殖推進部栽培養殖課、
水産総合研究センター、
全国豊かな海づくり推進協会［他］

2007

10816
さけ・ます資源管理センター第一期中期目標期間事業報告 : Report of the National Salmon Resources
Center(Fiscal Year 2001-2005)

水産総合研究センター 2006

10817 漁場生産力変動評価・予測調査報告書（平成17年度） 水産総合研究所 2006

10818 クルマエビ類文献目録集 : Bibliobraphy of Penaeid shrimp 研究資料No.85 水産総合研究所 2007

10819
北洋底魚生物調査報告書 : 水産庁国際資源調査等推進対策事業（北西太平洋グループ　日ロ底魚サブ
グループ）

平成17年度 水産総合研究センター北海道区水産研究所 2005

10820
北海道周辺海域における底魚類の資源調査報告書 : 水産庁我が国周辺水域資源調査等推進対策委託
事業（資源評価調査、漁場生産力変動評価・予測調査）

平成17年度 水産総合研究センター北海道区水産研究所 2006

10821
北海道周辺海域における底魚類の資源調査報告書 : 水産庁我が国周辺水域資源調査等推進対策委託
事業（資源評価調査）

平成18年度 水産総合研究センター北海道区水産研究所 2007

10822 イカ類資源研究会議報告 平成17年度･18年度 水産総合研究センター日本海区水産研究所 2007

10823 水産用水基準 2005年度版 日本水産資源保護協会 2006

10824 日本海沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計調査資料 2006年（平成18年） 水産総合研究センター日本海区水産研究所 2007

10825 日本海沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計調査資料 2005年（平成17年） 水産総合研究センター日本海区水産研究所 2006

10826 水産庁国際資源調査委託事業成果報告（まぐろ・かつおグループ） 平成19年度 水産総合研究センター遠洋水産研究所 2008

10827 水産庁国際資源調査委託事業成果報告（まぐろ・かつおグループ） 平成18年度 水産総合研究センター遠洋水産研究所 2007

10828 瀬戸内の赤潮 平成17年度 水産庁瀬戸内漁業調整事務所 2006

10829 瀬戸内の赤潮 平成18年度 水産庁瀬戸内漁業調整事務所 2007

10830 水質汚濁等による突発的漁業被害発生報告書 平成17年度 水産庁 2006

10831 資源増大技術開発事業報告書 : 回帰性回遊性種（トラフグ） 平成17年度 佐賀県、山口県、三重県、愛知県、静岡県、秋田県 2006

10832 水産バイオマス経済水域総合利活用事業の可能性の検討 : 最終報告書 平成18年度 東京水産振興会 2007

10833 日常的な水産物の摂取とその効果に関する食生態学的研究 : 最終報告書 東京水産振興会 2007

10834 沿岸・沖合漁業経営再編の実態と基本政策の検討 : 最終報告書 東京水産振興会 2007

10835 富山の水産 平成18年8月 富山県 2006

10836 富山の水産 平成19年9月 富山県 2007

10837 平成18年　魚海況旬報
千葉県水産総合研究センタ―
千葉県水産情報通信センター

2006

10838 平成19年　魚海況旬報
千葉県水産総合研究センタ―
千葉県水産情報通信センター

2007

10839 水産物の利用に関する共同研究 : 第47集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第54回 第47集 兵庫県立農林水産技術総合センター［他］ 2007

10840 粗飼料の生産・利用体制の構築のための調査研究事業報告書 : コントラクター生産効率向上等調査 平成18年度 農政調査委員会 2007

10841 環境保全型遠隔散布システム開発・実証事業試験成績 平成18年度 農林水産航空協会 2007
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10842 売れる麦に向けた新技術
農林水産研究開発レ
ポート　No.22(2007）

農林水産省農林水産技術会議 2007

10843 日本型精密農業を目指した技術開発
農林水産研究開発レ
ポート　No.28(2008）

農林水産省農林水産技術会議 2008

10844 農業集落の変容が農村地域社会に及ぼす影響 : 1990-2000年農業集落調査の構造動態分析
行政対応特別研究［農
村集落］研究資料　第1
号

農林水産政策研究所 2006

10845 京都府家畜保健衛生業績発表収録 平成17年度 京都府農林水産部畜産課 2007

10846 京都府家畜衛生の概要
平成14年度・平成15年
度

京都府農林水産部畜産課 2005

10847 特用林産基礎資料 平成17年度 林野庁経営課特用林産対策室 2005

10848 林木育種の実施状況および統計 平成17年度 森林総合研究所材木育種センター 2007

10849 林木育種の実施状況および統計 平成18年度 森林総合研究所材木育種センター 2008

10850 東北食料・農業・農村情勢報告 平成16･17年度 東北農政局 2006

10851 東北食料・農業・農村情勢報告 平成18年度 東北農政局 2008

10852 平成18年度　四国森林・林業研究発表集　自平成19年1月25日　至平成19年1月26日 四国森林管理局 2006

10853 九州育種場五十年の歩み 森林総合研究所材木育種センター九州育種場 2007

10854 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成17年度 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2006

10855 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成18年度 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2007

10856 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成17年度第4四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2005

10857 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成18年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2006

10858 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成18年度第2四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2006

10859 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成18年度第3四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2006

10860 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成18年度第4四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2006

10861 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成19年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2007

10862 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成19年度第2四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2007

10863 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成19年度第3四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2007

10864 海外技術調査報告
農業・食品産業技術総合研究機構　生物特定産業技
術研究支援センター　農業機械化研究所

2007

10865 平成18年度事業報告
農業・食品産業技術総合研究機構　生物特定産業技
術研究支援センター　農業機械化研究所

2007

10866 国営公園管理の概要 平成19年度 公園緑地管理財団 2007

10867 国営公園管理の概要 平成20年度 公園緑地管理財団 2008

10868 近畿生産農業所得統計 平成17年 近畿農政局統計部 2007

10869 日本海西部地域における漁業の動き 平成17年 近畿農政局統計部 2007

10870 近畿の農業経営 : 平成17年農業経営統計調査結果 近畿農政局統計部 2007

10871 農山村地域調査報告（京都府） : 2005年農林業センサス 近畿農政局統計部 2007

10872 農村集落調査結果報告書（近畿） : 2005年農林業センサス付帯調査 近畿農政局統計部 2007

10873
農業センサスから見た和歌県の漁業（和歌山県漁業センサス市町村別累年統計書）（1978～2003年海
面漁業）

近畿農政局和歌山統計・情報センター 2006

10874 平成17年度　公共測量の記録
国土地理院技術使用
A・2 No.50

国土交通省国土地理院 2007

10875 平成18年度　公共測量の記録
国土地理院技術使用
A・2 No.51

国土交通省国土地理院 2007

10876 開発途上国における農業の役割 : FAOプロジェクトからの教訓 国際農林業協働協会 2007

10877
世界の飢餓根絶のために―「世界食料サミット」10年後の実績評価 : 世界の食料不安の現状 : 2006年報
告

国際農林業協力・交流協会 2007

10878 平成18年度試験研究主要成果 : 情報並びに普及に移し得る技術 岡山県農業総合センター農業試験場 2007

10879 干潟生産力改善のためのガイドライン 2008年2月 水産庁 2008

10880
平成17年度　国際資源調査等推進対策事業 : 水産庁漁業調査船「開洋丸」第2次調査航海　日本アルゼ
ンチン共同若齢マツイカ調査報告

平成17年8月9日～平
成17年12月21日

水産庁 2007

10881 栽培漁業基本計画集 平成19年7月 水産庁増殖推進部栽培養殖課 2007

10882-1 栽培漁業資源回復等対策事業報告書 平成18年度 全国豊かな海づくり推進協会 2007

10882-2 栽培漁業資源回復等対策事業報告書 : 別冊 平成18年度 全国豊かな海づくり推進協会 2007

10883 栽培漁業資源回復等対策事業報告書 平成19年度 全国豊かな海づくり推進協会 2008

10884 耕地及び作付面積統計 平成18年度 農林水産省統計部 2007

10885 農業資源の保全と有効活用
日本農業研究シリーズ
No.14

日本農業研究所 2007

10886 資源節約の顕在化と世界の動き 農林水産叢書 No.56 農林水産奨励会 2008

10887 放射線医学総合研究所50年史 放射線医学総合研究所 2007

10888 第1期中期目標期間成果報告書
平成13年度～平成17
年度

放射線医学総合研究所 2007

10889 平成18年度　業務報告 森林総合研究所林木育種センター九州育種場 2008

10890 東北農業のすがた2008 : 数字で見る東北の食料・農業・農村 東北農政局 2008

10891 浅海干潟域における二枚貝の生態と生息環境（総説） 水産総合研究センター中央水産研究所 2008

10892 平成15年度ウナギ資源増大対策委託事業報告（5年間の成果とりまとめ） 日本水産資源保護協会 2004

10893 琵琶湖博物館資料目録15号　魚類標本5 琵琶湖博物館 2007

10894 琵琶湖博物館資料目録16号　魚類標本6 琵琶湖博物館 2007

10895 鹿児島県支部60年のあゆみ 全国和牛登録協会鹿児島県支部 2008

10896 関東近海のマサバについて : 平成18年の調査および研究成果 千葉県水産総合研究センター［他］ 2006

10897 日本の魚類養殖と配合飼料 : 日本養魚飼料協会40年史 日本養魚飼料協会 2007

10898 住友大阪セメント百年史 住友大阪セメント株式会社 2008

10899 日本きのこセンター財団五十周年記念誌 日本きのこセンター 2008

10900 ただいま欠番

10901 「和牛博覧会inとっとり」記録集 第9回全国和牛能力共進会鳥取県実行委員会 2008

10902
分子認識を基盤とする創薬科学研究　難病克服のための新薬開発を目指して : 平成15年度～平成19年
度私立大学学術研究高度化推進事業学術フロンティア推進事業研究成果報告書

京都薬科大学 2008

10903 茶業研究センター創立100周年記念誌 静岡県農林技術研究所　茶業研究センター 2008

10904 こんにゃくに関する資料 平成20年3月 日本こんにゃく協会 2008

10905 90年のあゆみ：広島牛の改良 広島県種畜場跡記念碑建立実行委員会 2008
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10906 和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場100年史 和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場 2007

10907 耕地及び作付面積統計 平成19年 農林水産省大臣官房統計部 2008

10908 漁業経営調査報告 平成18年度 農林水産省大臣官房統計部 2008

10909 土壌保全調査事業成績書 : 土壌環境基礎調査編1ｰ4巡目、土壌機能モニタリング調査編1巡目 農林水産省生産局 2008

10910 水産学術研究・改良補助事業報告 平成19年度 北水協会 2008

10911 近畿生産農業所得統計 平成18年度 農林水産省近畿農政局統計部 2008

10912 漁業就業動向調査報告書 平成19年 農林水産省大臣官房統計部 2008

10913 農林水産省農林認定品種 平成19年度 農林水産省農林水産技術会議事務局 2008

10914 農林水産省農林認定品種一覧 平成20年8月 農林水産省農林水産技術会議事務局 2008

10915 静岡県の産業（農林水産業編） 平成19年度 静岡県 2007

10916 静岡県の産業（農林水産業編） 平成20年度 静岡県 2008

10917 茨城の水産 平成19年７月 茨城県 2007

10918 茨城の水産 平成20年8月 茨城県 2008

10919 富山の水産 平成20年9月 富山県 2008

10920 水産学術研究・改良補助事業報告 平成19年度 北水協会 2008

10921 我が国の食料自給率 : 平成18年度食料自給率レポート 農林水産省総合食料局食料企画課 2008

10922 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成19年度 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2008

10923 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成19年度第4四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2008

10924 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成20年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2008

10925
北海道周辺海域における底魚類の資源調査報告 : 水産庁我が国周辺水域資源調査等推進対策委託事
業（資源評価調査）

平成19年度 北海道区水産研究所 2008

10926 日本海区沖合底びき網漁業漁業別漁獲統計調査資料 2007年（平成19年） 水産総合研究センター 2008

10927 第18回日中韓水産研究者協議会 海外漁業協力財団 2008

10928 瀬戸内海の赤潮 平成19年 瀬戸内海漁業調整事務所 2008

10929 栽培漁業関係事業の概況 平成19年度 水産庁増殖推進部栽培養殖課 2007

10930 水産物消費領域の構造変革について 平成19年度事業報告 東京水産振興会 2008

10931 我が国周辺水域主要魚種の資源評価 平成19年度版 水産庁増殖推進部 2008

10932 栽培漁業事例集 平成16年度版 全国豊かな海づくり推進協会 2005

10933 栽培漁業技術実証試験結果報告 平成19年度 全国豊かな海づくり推進協会 2008

10934 水質汚濁等による突発的漁業被害発生報告書 平成18年度 水産庁 2008

10935 水産バイオマス経済水域総合利用活用事業可能性の検討 平成19年度 東京水産振興会 2008

10936
海外における漁業オブザーバープログラムの実態調査報告書（第2編） : スペイン・フランス・英国におけ
るかつお・まぐろ漁業の事例

平成13年度　水産庁科
学オブザーバー育成体
制整備事業（委託調
査）

水産総合研究センター遠洋水産研究所 2002

10937
海外における漁業オブザーバープログラムの実態調査報告書（第3編） : 米国・カナダ・IATTC（全米熱帯
マグロ委員会）におけるまぐろ・かつお漁業の事例

平成14年度　水産庁科
学オブザーバー育成体
制整備事業（委託調
査）

水産総合研究センター遠洋水産研究所 2003

10938
海外における漁業オブザーバープログラムの実態調査報告書（第6編） : 東アジア（中国、韓国、台湾）に
おけるまぐろ・かつお漁業の事例

平成17年度　水産庁科
学オブザーバー育成体
制整備事業（委託調
査）

水産総合研究センター遠洋水産研究所 2006

10939 関東近海のマサバについて : 平成19年の調査および研究成果 千葉県水産総合研究センター［他］ 2007

10940 関東近海のマサバについて : 平成20年の調査および研究成果 千葉県水産総合研究センター［他］ 2008

10941 イカ類資源研究会議報告 平成19年度 水産総合研究センター北海道区水産研究所 2008

10942 日本海西部地域における漁業の動き 平成14年 近畿農政局統計部 2004

10943 日本海西部地域における漁業の動き 平成15年 近畿農政局統計部 2005

10944 日本海中西部ヒラメ広域連携調査事業報告書 平成19年度 石川県、福井県、京都府［他］ 2008

10945 都道府県連携促進事業報告書 :　瀬戸内海海域トラフグ共同放流調査
平成13年度～17年度
の総括

山口県水産研究センター［他］ 2008

10946 マス類資源研究部会報告 : 平成16-18年度とりまとめ 全国湖沼河川養殖研究会マス類資源研究会 2007

10947 中央ブロック卵・稚仔、プランクトン調査研究担当者協議会研究報告 No.28 水産総合研究センター中央水産研究所 2008

10948 海洋水産資源開発事業報告書 : 資源対応型：いか釣Ⅲ＜熱帯太平洋東部海域＞ 平成19年度　No.3 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10949 海洋水産資源開発事業報告書 : 資源対応型：いか釣Ⅰ北太平洋中・西部海域＜第二吉丸＞ 平成19年度　No.4 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10950 海洋水産資源開発事業報告書 : 資源対応型：いか釣Ⅱ＜北太平洋中・西部海域＞ 平成19年度　No.5 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10951 海洋水産資源開発事業報告書 : 資源対応型；遠洋かつお釣＜太平洋中・西部海域＞ 平成19年度　No.6 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10952 海洋水産資源開発事業報告書 : 資源対応型：沖底混獲回避＜日本海西部海域＞ 平成19年度　No.7 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10953 海洋水産資源開発事業報告書 : 資源対応型：北太平洋さんま漁業＜北太平洋中・西部海域＞ 平成19年度　No.8 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10954
海洋水産資源開発事業報告書 : システム対応型：遠洋底引き網＜全層トロール＞：北太平洋中・西部海
域

平成19年度　No.11 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10955 海洋水産資源開発事業報告書 : システム対応型：近海かつお釣 : 南西諸島海域及び九州西方海域 平成19年度　No.3 水産総合研究センター開発調査センター 2008

10956 水産総合研究センター水産業関係研究開発推進会議　遠洋漁業関係研究開発特別部会資料 水産総合研究センター 2008

10957 助成金報告書 平成19年度 タカノ農芸化学研究助成財団 2008

10958 平成19年度田畑売買価格等に関する調査結果
平成19年調査事業関
係資料

奈良県農業会議 2008

10959 平成19年度農業労賃等に関する調査結果
平成19年調査事業関
係資料

奈良県農業会議 2008

10960 特用林産基礎資料 平成19年 林野庁 2008

10961 林材育種の実施状況および統計 平成20年度版 森林総合研究所林材育種センター 2009

10962 若手農林水産研究者表彰：受賞者の概要 平成19年度 農林水産省農林水産技術会議事務局[主催] 2007

10963 若手農林水産研究者表彰：受賞者の概要 平成20年度 農林水産省農林水産技術会議事務局[主催] 2008

10964
潜在的な農業参入女性への経営参画前の支援：次世代を担う女性農業者のチャレンジ支援に関する調
査研究（調査研究領域Ⅰ　女性のチャレンジに資する調査研究）

平成19年度農村生活
総合調査研究事業報
告書：1

農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所 2008

10965
農村女性の起業活動による経済的波及効果の推計手法の開発と活用：農村女性の起業活動による波
及効果の推計手法に関する調査研究（調査研究領域Ⅰ　女性のチャレンジに資する調査研究）

平成19年度農村生活
総合調査研究事業報
告書：2

農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所 2008

10966
高齢者の持つ農業関係資産の分類・評価と第3者継承：高齢者等からの経営継承に関する調査研究（調
査研究領域Ⅱ　高齢化社会に対応した農業・農村の活性化に資する調査研究）

平成19年度農村生活
総合調査研究事業報
告書：3

農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所 2008

10967
農業分野における障碍者就労の支援方針の検討：高齢化の進展による労働力不足にたいおうした多様
な人材の活用に資する調査研究（調査研究領域Ⅱ　高齢化社会に対応した農業・農村の活性化に資す
る調査研究）

平成19年度農村生活
総合調査研究事業報
告書：4

農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所 2008
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10968 有機農業技術の取組内容と技術的な課題に関する調査結果 平成20年3月 全国農業協同組合中央会,　日本土壌協会 2008

10969 野菜茶業研究所研究成果選集 平成18～19年度 野菜査業研究所 2008

10970 種苗管理センター重点7調査研究課題成果報告（第1期中期計画） 種苗管理センター 2007

10971
粗資料の生産・利用体制の構築のための調査研究事業報告書―コントラクター生産効率向上調査（日本
中央競馬会特別振興資金助成事業）

平成19年度 農政調査委員会 2008

10972 ゲノム情報の新種改良への利用―DNAマーカー育種（農林水産研究開発レポートNo.21) 2007 農林水産省農林水産技術会議 2007

10973 地球温暖化が農林水産業に与える影響と対策（農林水産研究リポートNo.23) 2007 農林水産省農林水産技術会議 2007

10974 農業を支える基盤リソース―遺伝資源（農林水産研究リポートNo.25） 2008 農林水産省農林水産技術会議 2008

10975
家畜排せつ物利用活用方策評価検討システム構築事業報告書（日本中央競馬会特別振興資金助成事
業）

平成20年3月 畜産環境整備機構 2008

10976
家畜排せつ物利用活用方策評価検討システム構築事業報告書　第2分冊　操作マニュアル（日本中央競
馬会特別振興資金助成事業）

平成20年3月 畜産環境整備機構 2008

10977 家畜排せつ物利用活用方策評価検討システム（日本中央競馬会特別振興資金助成事業） 平成20年3月 畜産環境整備機構 2008

10978 澱粉の反すう胃内分解性の違いが黒毛和種去勢牛の産肉性に及ぼす影響 （協定研究報告書） 平成15～16年度

群馬県畜産試験場,
茨城県畜産センター肉牛研究所,
栃木県畜産試験場,
千葉県畜産総合研究センター,

2007

10979 とちぎの畜産 2008 栃木県 2008

10980 第三者への農業経営継承事例集 全国農業会議所・新規就農相談センター 2008

10981 第三者への農業経営継承マニュアル 全国農業会議所・新規就農相談センター 2008

10982 農業経営継承事業推進の手引き （農林水産省補助事業） 全国農業会議所・新規就農相談センター 2008

10983 近畿大学農学部50年の歩みと未来
近畿大学農学部農学部創設50周年記念誌編集委員
会

2008

10984 水産油脂資源講演会 平成20年度 日本水産油脂協会 2008

10985 鏑木外岐雄先生と応用動物学 （植物防疫資料館史料12) 岩田俊一,　日本植物防疫協会 2008

10986 茨城県自然博物館総合調査報告書－2007年茨城県の昆虫およびその他の無脊椎動物の動向 茨城県自然博物館 2008

10987 群馬県立自然史博物館自然史調査報告 第4号 群馬県立自然史博物館 2008

10988-1 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種） 平成19年度 : 第1分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2008

10988-2 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 平成19年度 : 第2分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2008

10988-3 我が国周辺水域の漁業資源評価 (魚種別系群別資源評価・TAC種以外） 平成19年度 : 第3分冊 水産庁増殖推進部、水産総合研究センター 2008

10989 農学知的支援ネットワークによる科学技術協力モデルの構築 平成21年度 名古屋大学農学国際教育協力研究センター 2010

10990 柑きつに関する試験成績 平成20年度 山口県農林総合技術センター 2009

10991 機器・分析技術会・実験・実習技術研究会　in　琉球　報告集 平成21年度 琉球大学 2010

10992 女川原子力発電所温排水調査結果 平成20年度 宮城県［ほか］ 2010

10993 ただいま欠番

10994 佐賀大学有明海総合研究プロジェクト最終成果報告書 佐賀大学有明海総合研究プロジェクト 2010

10995 佐賀大学有明海総合研究プロジェクト　5年間の成果の概要 佐賀大学有明海総合研究プロジェクト 2010

10996 佐賀大学有明海総合研究プロジェクト成果報告書 第5巻 佐賀大学有明海総合研究プロジェクト 2009

10997 温泉図鑑（文化編） 文化編 日本温泉協会 2010

10998 人と牛と環境にやさしい酪農をめざして－北海道立根釧農業試験場80周年記念誌 海道立根釧農業試験場 2010

10999 我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価・TAC種）　第1分冊 平成21年度年度 水産庁増殖推進部 2010

11000 我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価・TAC種以外）　第2分冊 平成21年度年度 水産庁増殖推進部 2010

11001 我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価・TAC種以外，栽培漁業対象種）　第3分冊 平成21年度年度 水産庁増殖推進部 2010

11002 我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価・TAC種）　第1分冊 平成22年度年度 水産庁増殖推進部 2011

11003 我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価・TAC種以外）　第2分冊 平成22年度年度 水産庁増殖推進部 2011

11004 我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価・TAC種以外）　第3分冊 平成22年度年度 水産庁増殖推進部 2011

11005 我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価ダイジェスト（要約）版） 平成22年度年度 水産庁増殖推進部 2011

11006 やさしいサステイナビリティ学－KSI公開シンポジウム 平成18～21年 ＫＳＩ　（京都・サステイナビリティ・イニシアティブ） 2010

11007 栽培漁業種苗生産，入手・放流実績（全国） 平成20年度
水産庁,
水産総合研究センター,
全国豊かな海づくり推進協会

2010

11008 栽培漁業種苗生産，入手・放流実績（全国）－資料編 平成20年度
水産庁,
水産総合研究センター,
全国豊かな海づくり推進協会

2010

11009 栽培漁業種苗生産，入手・放流実績（全国） 平成21年度
水産庁,
水産総合研究センター,
全国豊かな海づくり推進協会

2011

11010 栽培漁業種苗生産，入手・放流実績（全国）－資料編 平成21年度
水産庁,
水産総合研究センター,
全国豊かな海づくり推進協会

2011

11011 「アフリカ農業研究者能力構築事業」研修実施報告書 平成21年度 名古屋大学農学国際教育協力研究センター 2010

11012 北大植物園資料目録　第3号　北大植物園高等植物目録
北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物
園

2003

11013 北大植物園資料目録　第6号　アイヌ民族資料目録　付：索引編
北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物
園

2008

11014 クロマグロ等の養殖科学の国際教育研究拠点 2008～2009年度 近畿大学水産研究所 2010

11015 農業経営統計調査報告　平成19年－営農類型別経営統計（組織経営編） 平成19年 農林水産省 2010

11016 漁業経営調査報告 平成20年度 農林水産省 2010

11017 漁業経営調査報告 平成21年度 農林水産省 2011

11018 農業協同組合要覧 平成20事業年度 京都府農林水産部 2010

11019 北大水産学部百周年記念誌 北海道大学水産学部 2007

11020 ただいま欠番

11021 ただいま欠番

11022 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成20年度第4四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2009

11023 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成21年度第3四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2010

11024 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成21年度第4四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2010

11025 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成21年度 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2010
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11026 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成22年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2010

11027 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成22年度第2四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2010

11028 都市における先進的避難対策の収集と普及に関する調査研究報告書 都市防災美化協会 2009

11029 時代の潮流をふまえた防災まちづくりのあり方に関する調査・研究 都市防災美化協会 2011

11030 淀川－人と自然と 河川環境管理財団 2010

11031 川の水　we love rivers 第13号 河川環境管理財団 2010

11032 箱根火山　－　神奈川県立博物館調査研究報告　自然科学 第13号 神奈川県立生命の星・地球博物館 2008

11033 農学知的支援ネットワーク形成による国際教育協力強化・推進のためのモデル構築 名古屋大学農学国際教育協力研究センター 2009

11034 農学知的支援ネットワークの組織力を活かした科学技術協力の推進 名古屋大学農学国際教育協力研究センター 2011

11035 塩野香料株式会社200年の歩み 塩野香料株式会社 2010

11036 我が国周辺水域主要魚種の資源評価 平成21年度版 水産庁増殖推進部 2010

11037 我が国周辺水域主要魚種の資源評価 平成22年度版 水産庁増殖推進部 2011

11038 海洋水産資源開発事業報告書－資源対応型：いか釣Ⅲ（熱帯太平洋東部地域） 平成20年度（5） 水産総合研究センター 2010

11039 海洋水産資源開発事業報告書－システム対応型：単船型まき網（北部太平洋海域） 平成21年度（8） 水産総合研究センター 2010

11040 海洋水産資源開発事業報告書－システム対応型：遠洋底びき網（全層トロール）：南インド洋西部公海域 平成21年度（9） 水産総合研究センター 2010

11041 海洋水産資源開発事業報告書－システム対応型：近海かつお釣（南西諸島海域及び九州西方海域） 平成20年度（11） 水産総合研究センター 2010

11042 海洋水産資源開発事業報告書－システム対応型：小型底びき網（島根県石見海域） 平成21年度（12） 水産総合研究センター 2010

11043 養殖技術の新たな展開 水産総合研究センター 2010

11044 林木育種の実施状況及び統計 平成21年版 森林総合研究所林木育種センター 2009

11045 環境園芸学エキスパート演習・実習・報告書 平成21年度 千葉大学大学院園芸学研究科 2010

11046 環境園芸学エキスパートプログラム報告書 千葉大学大学院園芸学研究科 2010

11047 家畜排せつ物利用促進技術開発普及事業報告書 平成19～21年度 畜産環境整備機構 2010

11048 たい肥と土壌養分分析に基づく調整施肥設計の手引き－考え方・手順と実践事例 畜産環境整備機構 2010

11049 飼料増産対策品種開発・保護強化事業報告書 平成19～21年度 日本草地畜産種子協会 2010

11050 食肉の理化学分析及び官能評価マニュアル（畜産改良センター技術マニュアル21） 家畜改良センター 2010

11051 （名勝）粉河寺庭園保存修理事業報告書 粉河寺 2010

11052 茨城県自然博物館総合調査報告書－茨城県南西部地域を中心とした脊椎動物 2006～2008 茨城県自然博物館 2010

11053
茨城県自然博物館総合調査報告書－鹿島灘沿岸のヘッドランドおよび茨城県央沿岸域の海産無脊椎動
物

2006～2008 茨城県自然博物館 2010

11054 茨城県自然博物館総合調査報告書－茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向 2009 茨城県自然博物館 2010

11055 天然記念物　蒼島暖地性植物群落　保存管理計画策定報告書 福井県小浜市教育委員会 2010

11056 ただいま欠番

11057 ただいま欠番

11058 日本食品衛生学会創立50周年記念誌 日本食品衛生学会 2010

11059 漁船漁業省エネルギー技術実証事業・漁船等コスト技術緊急実証事業報告書 平成21年度 海洋水産システム協会 2010

11060 魅力ある水産業のための技術開発事業のうち水産技術実用化事業報告書 平成21年度 海洋水産システム協会 2010

11061 北九州・山口海域のアワビ類の不漁に関する実態調査（栽培漁業事例集） 平成21年度版 全国豊かな海づくり推進協会 2010

11062 核藻場造成によるガラモ場復興試験報告書 宮崎県水産試験場 2010

11063 岩手県水産試験場・岩手県水産技術センターの100年 岩手県水産技術センター 2010

11064 栽培漁業資源回復等対策事業報告書 平成21年度 全国豊かな海づくり推進協会 2010

11065 日本水産学会春季大会講演要旨集 平成22年度 日本水産学会 2010

11066 食・農・暮らしと生物多様性（国際シンポジウム） 国際林業協働協会（JAICAF） 2010

11067 耕地及び作付面積統計 平成21年度 農林水産省 2010

11068 公共牧場機能強化拡充推進事業報告書－預託農家経営実態調査 平成21年度 農政調査委員会 2010

11069 民俗資料　3　衣食住－琵琶湖博物館資料目録17 琵琶湖博物館 2008

11070 民俗資料　4　生産生業－琵琶湖博物館資料目録18 琵琶湖博物館 2008

11071 魚海況旬報ちば 平成21年度 千葉県水産総合研究センター 2010

11072 長野県水産試験場事業報告　付：水産だより 第29号 平成20年度 長野県水産試験場 2010

11073 構造再編下の水産加工業の現状と課題 平成21年度事業報告 東京水産振興会 2010

11074 カツオ調査報告書－カツオ・ビンナガ漁場調査報告書 平成20年度 静岡県水産技術研究所 2010

11075 カツオ調査報告書－カツオ・ビンナガ漁場調査報告書 平成21年度 静岡県水産技術研究所 2010

11076 放射線と育種－原子力試験結果の成果 農業生物資源研究所放射線育種場 2010

11077 カントリーレポート－中国の食糧生産貿易と農業労働力の動向　（行政対応特別研究研究資料9） 平成21年度 農林水産政策研究所 2010

11078 カントリーレポート－中国・インド　（行政対応特別研究研究資料10） 平成21年度 農林水産政策研究所 2010

11079 カントリーレポート－オーストラリア・ニュージーランド・アルゼンチン　（行政対応特別研究研究資料11） 平成21年度 農林水産政策研究所 2010

11080 カントリーレポート－EU・米国・ブラジル　（行政対応特別研究研究資料12） 平成21年度 農林水産政策研究所 2010

11081 カントリーレポート－韓国・タイ・ベトナム　（行政対応特別研究研究資料13） 平成21年度 農林水産政策研究所 2010

11082 大豆の家畜・家禽飼料への利用－大豆を通しての私見を含む　（ASAパンフレット2010） 平成22年 アメリカ大豆協会 2010

11083 4つの目で見守る生物多様性－長い目，宙の目，ミクロの目，心の目　（公開シンポジウム2010） 2010 国立環境研究所 2010

11084 沿岸漁業における漁家世帯の就業動向に関する実証的研究 平成21年度事業報告 東京水産振興会 2010

11085 農林水産省農林認定品種一覧 農林水産省 2010

11086 農林水産省農林認定品種 平成21年度 農林水産省 2010

11087 点から空間へ－新たな漁場の造成や管理を探る　（水産工学関係研究開発推進特別部会報告書） 平成21年度 水産総合研究センター 2010

11088 ライフサイクルマネジメントによる水産基盤施設の効率的な維持管理に向けて　（同上） 平成21年度 水産総合研究センター 2010

11089 長野県林業総合センター50周年記念誌 長野県林業総合センター 2010

11090 カメ・カニ・スナ－埼玉で海あそび　（夏期企画展） 平成22年度 埼玉県立川の博物館 2010

11091 東北　食料・農業・農村情勢報告 平成21年度 農林水産省東北農政局 2010

11092 漁業就業動向調査報告書 平成21年度 農林水産省 2010

11093 夢の光を使ってサイエンスの謎に挑む　（SPring-8 学術成果集） 理化学研究所（RIKEN） 2010

11094
沿海地方のサクラマス－系群生態学，形態学，再生産 / A. Y. セメチェンコ（ソビエト社会主義共和国連
邦科学アカデミー極東支部生物・土壌学研究所）

A. Y. セメチェンコ著 ; 田中豊実, 佐久間博, 久保田元
三訳

1989

11095 徳用林産基礎資料 平成21年 林野庁 2010
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11096 「田んぼの学校」プログラム集 Vol.2 農村環境整備センター 2010

11097 野菜茶業研究所研究成果選集 平成20・21年度 野菜茶業研究所 2010

11098 技術職員研修（第33回・第34回・専門研修）技術（研究）発表報告集 16・17 京都大学総合技術部 2010

11099 栽培漁業技術実証試験結果報告 平成21年度 全国豊かな海づくり推進協会 2010

11100 栽培漁業技術中央研修会テキスト集－栽培漁業の事業効果評価 全国豊かな海づくり推進協会 2011

11101 奨励研究報告書 2009年度 東和食品研究振興会 2010

11102 関東近海のさば漁業について－調査および研究成果 平成22年 千葉県水産総合研究センター 2010

11103 水産ゲノム研究戦略 水産総合研究センター 2010

11104 長崎県農林技術開発センター業務報告 平成21年度 長崎県農林技術開発センター 2011

11105 日本海区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計調査資料 2009年（平成21年） 水産総合研究センター 2010

11106 瀬戸内海の赤潮 平成21年 瀬戸内海漁業調整事務所 2010

11107 独立行政法人家畜改良センター十勝牧場創立100周年記念誌 家畜改良センター 2010

11108 水産学術研究・改良補助事業報告 平成21年度 北水協会 2010

11109 水産物消費流通の構造変革について 平成21年度事業報告 東京水産振興会 2010

11110 森林総合研究所業務記録 平成22年版 森林総合研究所 2010

11111 子どもを対象とした農林漁家宿泊体験による農山漁村振興の実態と課題 農林水産政策研究所 2010

11112 機器・分析技術研究会報告集　付：CD-ROM 2010年度 機器・分析技術研究会 2010

11113 関東山地カモシカ保護地域特別調査報告書 平成20・21年度 群馬県教育委員会 2010

11114 21世紀の農業を考える－第三世代農業の構築を目指して（大日本農会叢書8） 大日本農会 2009

11115 長崎県果樹試験場特別研究報告 第3号（平成21年3月） 長崎果樹試験場 2009

11116 有機農業への挑戦　（農林水産叢書　No.65） 農林水産奨励会 2010

11117 Health & Meat '09　付：ヘルシーパートナー18 （牛肉の魅力） 日本食肉消費総合センター 2009

11118 東京都水産試験場50年史 東京都水産試験場 1978

11119 水産油脂資源講演会 平成22年度 日本水産油脂協会 2010

11120 森林インストラクター登録者名簿 平成22年2月末現在 全国森林レクリエーション協会 2011

11121 もっと知って欲しい食品添加物のあれこれ 平成22年度版 日本食品添加物協会 2010

11122 木文化創出：森里海連環学がひらく未来社会　（時計台対話集会　第6回） 京都大学フィールド科学教育研究センター 2010

11123 牛肉の魅力－健康をサポートする牛肉の栄養・機能に着目 日本食肉消費総合センター 2010

11124 赤潮生物の研究手法　（赤潮マニュアル Ⅴ） 赤潮問題研究会分類班 1984

11125
バイオマス燃料の意義と展望－バイオマス燃料の食料，農村開発における意義と展望に関する研究報
告　(日本農業研究シリーズ　No.16）

日本農業研究所 2010

11126 主要国の農業・農業政策とWTO農業交渉　(日本農業研究シリーズ　No.17） 日本農業研究所 2010

11127 ただいま欠番

11128-1 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） 平成22年
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2012

11128-2 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） : 資料編 平成22年
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2012

11129 中央ブロック卵・稚仔，プランクトン調査研究担当者協議会研究報告　No.30 平成22年度 水産総合研究センター 2010

11130-1 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） 平成23年
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2013

11130-2 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国） : 資料編 平成23年
水産庁、水産総合研究センター、全国豊かな海づくり
推進協会

2013

11131 長瀬科学技術振興財団研究報告集　Vol.21 2009年度版 長瀬科学技術振興財団 2010

11132 水産庁漁業調査船「開洋丸」第5次調査航海 : 北太平洋冬季アカイカ若齢加入量調査報告 平成21年度 水産庁 2011

11133 和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場特別研究報告 第6号 和歌山県農林水産総合技術センター 2010

11134 酪農教育ファーム活動の経営効率性に関する調査研究報告書 中央酪農会議 2011

11135 米及び麦類の生産費－農業経営統計調査及びなたね，そば等生産費調査報告 平成21年度 農林水産省 2011

11136 生物多様性保全に配慮した農業生産の影響評価とその促進方策　（環境プロジェクト研究資料2） 農林水産政策研究所 2010

11137
集落営農の発展と法人化－2009年度日本農業経済学会大会特別セッションの記録　（経営安定プロジェ
クト研究資料3）

農林水産政策研究所 2010

11138
集落営農組織の設立等が地域農業，農地利用集積等に与える影響に関する分析研究報告書 （経営安
定プロジェクト研究資料4）

平成20年度 農林水産政策研究所 2010

11139
水田・畑作経営所得安定対策下における集落営農組織等の動向と今後の課題（2） （経営安定プロジェク
ト研究資料5）

農林水産政策研究所 2010

11140 水田作地域における集落営農組織等の動向に関する分析研究報告書　（経営安定プロジェクト研究資料6） 平成21年度 農林水産政策研究所 2010

11141 カントリーレポート－アルゼンチン・インド　（所内プロジェクト二国間研究資料1） 平成22年度 農林水産政策研究所 2011

11142 カントリーレポート－中国・タイ　（所内プロジェクト二国間研究資料2） 平成22年度 農林水産政策研究所 2011

11143 カントリーレポート－EU・米国　（所内プロジェクト二国間研究資料3） 平成22年度 農林水産政策研究所 2011

11144 欧米の価格・所得政策等に関する分析　（行政対応特別研究） 農林水産政策研究所 2011

11145
麦類でみた消費者・実需者ニーズに対応した我が国の食料供給構造の分析　（食料フロープロジェクト研究
資料1）

農林水産政策研究所 2009

11146 アジア太平洋地域の貿易構造とASWAN＋1型FTA　（アジア・太平洋プロジェクト研究資料1） 農林水産政策研究所 2011

11147 漁業就業動向調査報告書 平成22年 農林水産省 2011

11148 耕地及び作付面積統計　（併載：平成18年～21年累計統計） 平成22年 農林水産省 2011

11149 水産物の利用に関する共同研究 : 第51集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第58回 第51集 新潟県水産海洋研究所 2111

11150 ブルキナファソにおける農業生産性と農家所得向上のためのプロジェクト 国際農林業協働協会 2011

11151 カンボジアにおける農業生産性と農家所得向上のためのプロジェクト 国際農林業協働協会 2011

11152 海洋水産資源開発事業報告書－資源対応型：いか釣Ⅰ（熱帯太平洋東部地域） 平成21年度（3） 水産総合研究センター 2011

11153 海洋水産資源開発事業報告書－システム対応型：遠洋底びき網（全層トロール）：南インド洋西部公海域 平成22年度（9） 水産総合研究センター 2011

11154 海洋水産資源開発事業報告書－システム対応型：小型底びき網（島根県石見海域） 平成22年度（12） 水産総合研究センター 2011

11155 有機農業に対する消費者の意識と理解促進に関する調査報告 平成22年度 日本有機農業研究会 2011

11156 有機農業に使う種苗に関する生産・流通・利用実態調査報告（3） 平成22年度 日本有機農業研究会 2011

11157 ため池に出現する生物とその環境（メタデータ集）－国立環境研究所業務報告116 F-116-2011 国立環境研究所 2011
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11158 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成22年度第4四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2011

11159 柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査結果報告 平成21年度 新潟県水産海洋研究所 2010

11160 栽培漁業資源回復等対策事業総括報告書 平成18～22年度 全国豊かな海づくり推進協会 2011

11161 栽培漁業資源回復等対策事業拡充事業報告書　（稚魚混獲防止対策）（広域種苗生産モデル構築検討） 平成22年度 全国豊かな海づくり推進協会 2011

11162 茨城県西部および筑波山の維管束植物　（茨城県自然博物館総合調査報告書） 2006～2008 茨城県自然博物館 2011

11163 北茨城地域の新生界の地質・古生物と古環境の解明　（茨城県自然博物館総合調査報告書） 2006～2008 茨城県自然博物館 2011

11164 茨城県の昆虫類およびその他の無脊椎動物の動向　（茨城県自然博物館総合調査報告書） 2010 茨城県自然博物館 2011

11165 田畑売買価格等に関する調査結果　（調査事業関係資料　H22） 平成22年度 奈良県農業会議 2011

11166 農業労賃等に関する調査結果　（調査事業関係資料　H22） 平成22年度 奈良県農業会議 2011

11167
シャトネラ属有害プランクトンの魚介類への影響，毒性発現機構の解明，漁業被害防止・軽減技術に関
する研究報告書

平成22年度 水産総合研究センター 2011

11168 中日韓水産研究者協議会論文集 第20届 海外漁業協力財団 2010

11169 中日韓水産研究者協議会論文集 第21回 海外漁業協力財団 2011

11170 関東近海のマサバについて : 平成15年までの調査および研究成果に関する総集編 千葉県水産総合研究センター 2011

11171 漁海況旬報ちば 平成22年 千葉県水産総合研究センター 2011

11172 ドバイにおける日本産菓子類の普及拡大可能性調査　（2010-AFC-3） 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ）ドバイ事務所 2011

11173 香港における米市場調査　（2010-AFC-4） 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ）香港・センター 2011

11174 「中国湖北省武漢市における日本食品マーケット」に関する調査報告書　（2010-AFC-5） 日本貿易振興会（ジェトロ）農林水産部 2011

11175 フランスにおける農林水産物等に関する知的財産保護の取り組み　（2010-AFC-6） 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ）パリ・センター 2011

11176
水産庁漁業調査船「開洋丸」第4次調査航海 : 北西太平洋海域冬季アカイカ・サンマ資源調査報告 : 平
成23年1月13日～平成23年3月14日

平成22年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁漁場資源課、水産総合研究センター国際水産
資源研究所・東北区水産研究所

2012

11177 平成20年度助成による研究成果要約・平成20年度振興奨励対象紹介 園芸振興松島財団 2011

11178 農業と環境の空間情報技術利用ガイド　付：CD-ROM 農業環境技術研究所 2011

11179 あらた百年の歩み－鹿児島大学農学部開学100周年記念誌　付：寄稿集 鹿児島大学農学部 2010

11180
水産庁漁業調査船「開洋丸」第4次調査航海 : ペルー海域アメリカオオアカイカ資源調査報告 : 平成23年
11月11日～平成24年3月5日

平成23年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁 2013

11181 EUの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11182 韓国の花きの対日供給可能性調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11183 フランスの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11184 米国の遺伝子組換え農産物 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11185 フランスワインの対日供給可能性調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11186 タイの熱帯果実 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11187 米国産まいわしの対日供給可能性調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11188 中国のイカ調整品の対日供給可能性調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11189 英国における食品表示制度について 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11190 英国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11191 オーストラリアの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11192 米国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11193 タイの有機農産物 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11194 米国の食品業界における電子商取引（Eコマース）の現状と展望 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11195 中国における花き産業 日本貿易振興会（ジェトロ） 2000

11196 オーストラリアの生鮮魚介類の対日供給可能性調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2001

11197 フランスの農産物・食料品輸出と国内消費動向 日本貿易振興会（ジェトロ） 2001

11198 米国の遺伝子組換え作物を巡る動き 日本貿易振興会（ジェトロ） 2001

11199 EUの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2001

11200 英国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2001

11201 ケニアの農産物概況（生産・輸出） 日本貿易振興会（ジェトロ） 2001

11202 オーストラリアの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2001

11203 オーストラリアの日系食品企業調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11204 フランスの食品安全性問題について 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11205 米国の有機農産物(食品）の流通・消費動向 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11206 米国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11207 オーストラリアの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11208 英国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11209 タイの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11210 フランスの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11211 米国の遺伝子組換え農作物・食品の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11212 英国の大手食品流通業の動向 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11213 中国産生鮮野菜の対日供給可能性調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11214 米国の水産養殖業 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11215 ケニアの農産物の対日輸出可能性 日本貿易振興会（ジェトロ） 2002

11216 オーストラリアの地域貿易協定（FTA）における農林水産物の取り扱い実態調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11217 タイの食品安全性確保への取組み 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11218 NAFTAの米墨水産物貿易に与える影響 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11219 英国における食品の安全性確保の取組み 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11220 英国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11221 米国における食品の安全性確保の取組み 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11222 カナダの機能性食品・健康志向食品市場 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11223 EUの農業と農業政策の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11224 米国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11225 中国・上海市郊外における野菜の生産・輸出実態調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11226 フランスの農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11227 韓国の農業政策と農業の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003
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11228 米国における遺伝子組換え水産物の実態調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2003

11229 中国における食品安全性確保の取組み 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11230 タイの食品市場調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11231 フランスの農業・食品産業の新動向と消費者ニーズ 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11232 米国の農業政策と輸入関係制度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11233 米国の漁業政策と輸入関係制度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11234 英国の農水産業政策と輸入関係制度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11235 中国の主要食品産業の現状と今後の展望 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11236 マレーシアの食品輸入関係制度・食品市場調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11237 米国の遺伝子組換え農作物・食品の現状 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11238 オーストラリアのアジア野菜生産実態調査 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11239 英国の有機農産物生産・市場調査　（平成16年度　食品産業技術高度化可能性調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11240 日本酒を輸出する際の米国流通規制等の調査　（平成16年度　食品産業国際化可能性調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2004

11241 中国における食品安全性確保の取組み　（平成16年度　経済協力基礎調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11242 中国華東地域の進出日系食品企業・外食実態調査　（平成16年度　経済協力基礎調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11243 フランスのミネラルウォーター　（平成16年度　対日供給可能性調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11244 オーストラリアにおける食肉の安全性検査体制　（平成16年度　食品規制実態調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11245 FTA締結による農林水産物・食品産業への影響（韓国）　（平成16年度　食品規制実態調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11246 タイの農薬使用実況調査　（平成16年度　食品規制実態調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11247 米国の食品安全性確保の取組み　（平成16年度　食品規制実態調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11248 米国のバイオテロ法規則　（平成16年度　食品規制実態調査） 平成16年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2005

11249 米国におけるバイオテロ法を含む食品関連規則の施行状況　（平成17年度　食品規制実態調査） 平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11250 米国の遺伝子組換え農作物・食品の現状　（平成17年度　食品規制実態調査） 平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11251
EUの水産業の現状とスペイン，スウェーデンの水産物輸入関連制度　（平成17年度　食品規制実態調
査）

平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11252 フランスにおける食と農業の動向と食の安全性確保の取組み　（平成17年度　食品規制実態調査） 平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11253 オーストラリアにおける食の安全性確保の取組み　（平成17年度　食品規制実態調査） 平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11254 米国における日本酒と焼酎の輸出の可能性と市場動向　（平成17年度　食品規制実態調査） 平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11255 外食産業の英国進出関連情報　（平成17年度　食品規制実態調査） 平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11256
珠江デルタ地域における食品・農水産物の輸入手続きと物流の現状　（平成17年度　経済協力基礎調
査）

平成17年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2006

11257 日本産食品の対米輸出拡大策に関する調査　（平成18年度　食品産業国際化可能性調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11258 日本食品等流通実態調査（米国LA)　（平成18年度　食品産業国際化可能性調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11259 カナダ・オンタリオ州における日本食品の現状と輸出可能性調査－日本酒をケーススタディとして 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11260 米国の農業と農業政策の現状　（平成18年度　コンサルタント調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11261
英国への外食産業進出関連情報及び日本食品輸出・販売情報　（平成18年度　食品産業国際化可能性調
査）

平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11262 外食産業のタイ国進出関連情報　（平成18年度　食品産業国際化可能性調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11263 フランスの農業・食料・食品産業・消費者動向　（平成18年度　コンサルタント調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11264 オーストラリアの農業と農業政策　（平成18年度　コンサルタント調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11265 メキシコにおける食品安全性確保の取組み　（平成18年度　食品規制実態調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11266 チリにおける食品安全性確保の取組み　（平成18年度　食品規制実態調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11267 山東省における農水産物の生産・輸出動向　（平成18年度　食品規制実態調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11268 中国東北参照の農業政策産業マップ　（平成18年度　コンサルタント調査） 平成18年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2007

11269 アラスカ水産業の現状と日本市場の位置づけに関する調査　（平成19年度　食品産業国際化可能性調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11270 米国の農業と農業政策の現状　（平成19年度　コンサルタント調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11271 日本食品等流通可能性調査（米国LA，NY）　　（平成19年度　食品産業国際化可能性調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11272 フランスにおける外食（日本食）産業進出時の留意事項　（平成19年度　食品産業国際化可能性調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11273 英国の食品市場への参入情報集　（平成19年度　食品産業国際化可能性調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11274 オーストラリアへの加工食品の輸出可能性市場調査　（平成19年度　食品産業国際化可能性調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11275 韓国の食品市場について　（平成19年度　食品産業国際化可能性調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11276 タイの農業政策，農業の現状と周辺国を巡る動き　（平成19年度　食品規制実態調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11277 中国における農産物・食品の安全確保に関する政策と実態調査　（平成19年度　食品規制実態調査） 平成19年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2008

11278 ドイツにおける日本食品普及可能性調査　（平成20年度　食品産業国際化可能性調査） 平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11279 米国食品市場における日本食品に関する調査　（平成20年度　食品規制実態調査） 平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11280 米国における日本酒市場の動向と諸規制　（平成20年度　食品規制実態調査） 平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11281
フランスにおける日本食・食材普及の現状及び市場拡大可能性　（平成20年度　食品産業国際化可能性調
査）

平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11282 イタリアの有機農産物の現状調査　（平成20年度　コンサルタント調査） 平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11283 オーストラリアにおける農産物の生産・貿易政策の現状　（平成20年度　コンサルタント調査） 平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11284 食料価格をめぐる米国の現状及び関係政策の概要　（平成20年度　コンサルタント調査） 平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11285
中・東欧横断日系食品普及可能性調査（チェコ，ハンガリー，ポーランド）　（平成20年度　食品産業国際化可能
性調査）

平成20年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2009

11286 ブラジルにおける日本食品市場調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11287 欧州地域（イタリア，ベルギー）における盆栽輸出可能性調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11288 インド・ムンバイにおける健康食品市場調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11289 サウジアラビアにおける食品市場調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11290 チリにおける日本食品市場調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11291 メキシコにおける日本食品市場調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11292 中国の先進的農業事例調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11293 華南地域における日本食品市場と流通経路に関する調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11294 フランスにおける食品表示等に関する制度の概要 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11295 ルーマニアにおける日本食市場調査 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11296 米国食品安全強化法案の概要及び分析 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010
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11297 オーストラリアにおける食品・農産物の安全性確保に対する取り組み 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11298 タイにおける食品安全性確保への取組み 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11299 米国のバイオ燃料政策の現状と課題 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11300 米国の水産資源管理をめぐる最近の動向 平成21年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2010

11301 英国における日本食品市場調査 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2011

11302 米国カリフォルニア州の中国・韓国系市場及びヒスパニック系市場における日本食品拡大可能性調査 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2011

11303 中国の食品輸出の現状 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2011

11304 タイと周辺国との農林水産物・食品の物流と今後の可能性調査 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2011

11305 英国の食料安全保障政策 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2011

11306 米国農業及びバイオ燃料政策の現状と課題 平成22年度 日本貿易振興会（ジェトロ） 2011

11307 カナダ大西洋岸の水産物 日本貿易振興会（ジェトロ） 1996？

11308 カリブ海諸国の水産業・水産加工業（セント・ビンセント及びグレナディーン国） 日本貿易振興会（ジェトロ） 1996？

11309 NAFTAと農産物貿易 日本貿易振興会（ジェトロ） 1996

11310 世界の水産物需給動向が及ぼす我が国水産業への影響 上巻 東京水産振興会 2008

11311 世界の水産物需給動向が及ぼす我が国水産業への影響 中巻 東京水産振興会 2008

11312 世界の水産物需給動向が及ぼす我が国水産業への影響 下巻 東京水産振興会 2008

11313 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成20年度第2四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2008

11314 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成20年度第3四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2009

11315 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成20年度 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2009

11316 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成21年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2009

11317 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成21年度第2四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2009

11318 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成22年度第3四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2011

11319 栽培漁業と遊漁を考える (栽培漁業技術中央研修会テキスト集 ; 平成20年度) 全国豊かな海づくり推進協会 2009

11320 遺伝的多様性の保全に配慮した栽培漁業 (栽培漁業技術中央研修会テキスト集 ; 平成21年度) 全国豊かな海づくり推進協会 2010

11321
農業農村の多面的機能を活用した環境教育 : 「田んぼの学校」活動事例集 (農村環境技術研究 ; 85 .
「田んぼの学校」企画コンテスト入賞地区活動報告 ; 第9回)

「田んぼの学校」支援センター編 2009

11322
農業農村の多面的機能を活用した環境教育 : 「田んぼの学校」活動事例集 (農村環境技術研究 ; 89 .
「田んぼの学校」企画コンテスト入賞地区活動報告 ; 第10回)

「田んぼの学校」支援センター編 2009

11323
佐藤コレクション目録 : アジア・アフリカ産フタオチョウ標本(兵庫県立人と自然の博物館収蔵資料目録 ;
第6集)

兵庫県立人と自然の博物館自然・環境評価研究部昆
虫共生系グループ編

2008

11324 調査研究論文集
No.20(平成20年度調
査)

漁港漁場漁村技術研究所 2009

11325 LPガス読本 [改訂版] vol.5 日本LPガス団体協議会 2009

11326
伝承からプロテオームまでの統合創薬の開拓 : 生物分子基盤の革新的難病治療薬創製 : 京都薬科大
学21世紀COEプログラム : 成果報告書2004-2008年度

京都薬科大学大学院薬学研究科薬学専攻, 創薬科
学 フロンティア研究センター [編]

2009

11327 資源対応型 : 遠洋まぐろはえなわ「太平洋中・東部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成19年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11328 資源対応型 : 海外まき網「熱帯インド洋海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成19年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11329 システム対応型 : 単船型まき網「北部太平洋海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成19年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11330 システム対応型 : 沖底かけまわし「北海道日本海海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成19年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11331 システム対応型 : 近海はえなわ「北太平洋西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成19年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11332 資源対応型 : 遠洋まぐろはえなわ「太平洋中・東部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11333 資源対応型 : 海外まき網「熱帯インド洋海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2010

11334 資源対応型 : いか釣I「北太平洋中・西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11335 北太平洋中・西部海域「第二吉丸」 (海洋水産資源開発事業報告書 . 資源対応型 : いか釣 ; 2) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11336 資源対応型 : 遠洋かつお釣「太平洋中・西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11337 システム対応型 : 単船型まき網「北部太平洋海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11338 資源対応型 : 北太平洋さんま漁業「北太平洋中・西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11339
システム対応型 : 遠洋底びき網「全層トロール」 : 北太平洋中・西部海域 (海洋水産資源開発事業報告
書)

平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11340 システム対応型 : 近海はえなわ「北太平洋西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成20年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11341 資源対応型 : 遠洋まぐろはえなわ「太平洋中・東部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成21年度 水産総合研究センター開発調査センター 2011

11342 資源対応型 : 海外まき網「熱帯太平洋海域及び熱帯インド洋海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成21年度 水産総合研究センター開発調査センター 2011

11343 資源対応型 : 遠洋かつお釣「太平洋中・西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成21年度 水産総合研究センター開発調査センター 2011

11344 資源対応型 : 北太平洋さんま漁業「北太平洋中・西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成21年度 水産総合研究センター開発調査センター 2009

11345 システム対応型 : 近海はえなわ「北太平洋西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成21年度 水産総合研究センター開発調査センター 2011

11346 システム対応型 : 近海かつお釣「南西諸島海域及び九州西方海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成21年度 水産総合研究センター開発調査センター 2011

11347 資源対応型 : 北太平洋さんま漁業「北太平洋中・西部海域」 (海洋水産資源開発事業報告書) 平成22年度 水産総合研究センター開発調査センター 2011

11348 栽培漁業種苗生産,入手・放流実績(全国) 平成19年度
水産庁,
水産総合研究センター,
全国豊かな海づくり推進協会

2009

11349 栽培漁業種苗生産,入手・放流実績(全国) 平成19年度 資料編
水産庁,
水産総合研究センター,
全国豊かな海づくり推進協会

2009

11350 栽培漁業資源回復等対策事業報告書 平成20年度 全国豊かな海づくり推進協会 2009

11351 栽培漁業技術実証試験結果報告書 平成20年度 全国豊かな海づくり推進協会 2009

11352 遊漁者と共に推進する志津川湾の資源管理と栽培漁業 (栽培漁業事例集 ; 平成20年度版) 全国豊かな海づくり推進協会 2009

11353 栽培漁業事例集 平成22年度版 全国豊かな海づくり推進協会 2011

11354 栽培漁業関係事業の概況 平成20年度 水産庁増殖推進部栽培養殖課 2008

11355 いも・でん粉に関する資料 平成21年2月 農林水産省生産局生産流通振興課編 2009

11356 蚕業に関する参考統計 平成20年度 農林水産省生産局生産流通振興課 2009

11357 漁業経営調査報告 平成19年(度) 農林水産省大臣官房統計部 2009

11358 東北食料・農業・農村情勢報告 平成19年度 東北農政局 2009

11359 東北食料・農業・農村情勢報告 平成20年度 東北農政局 2009

11360 東北農業のすがた 2009 東北農政局 [編] 2009

11361 耕地及び作付面積統計 平成20年 農林水産省大臣官房統計部 2009

11362 米及び小麦の生産費 (農業経営統計調査報告) 平成19年産 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課 2009



資料番号 書　　　　　名　　　　　等 巻号数等 編著者・発行者名 出版年

11363 農林水産省農林認定品種一覧 平成21年7月 農林水産技術会議事務局 [編] 2009

11364 農林水産省農林認定品種 平成20年度 農林水産技術会議事務局 [編] 2009

11365 瀬戸内海の赤潮 平成20年 水産庁瀬戸内海漁業調整事務所 2009

11366
水産庁漁業調査船「開洋丸」第5次調査航海 : 日本・ペルー共同アメリカオオアカイカ資源調査 : 平成19
年10月19日～平成20年2月7日 (開洋丸調査航海報告書 ; 平成19年度第5次)

水産庁 2009

11367 我が国周辺水域の漁業資源評価 : 魚種別系群別資源評価ダイジェスト(要約)版 平成20年度 水産庁増殖推進部 2008

11368 我が国周辺水域の漁業資源評価 : 魚種別系群別資源評価ダイジェスト(要約)版 平成21年度 水産庁増殖推進部 2010

11369 魚種別系群別資源評価・TAC種 (我が国周辺水域の漁業資源評価 ; 第1分冊) 平成20年度 水産庁増殖推進部 2009

11370 魚種別系群別資源評価・TAC種以外 (我が国周辺水域の漁業資源評価 ; 第2分冊) 平成20年度 [1] 水産庁増殖推進部 2009

11371 魚種別系群別資源評価・TAC種以外 (我が国周辺水域の漁業資源評価 ; 第3分冊) 平成20年度 [2] 水産庁増殖推進部 2009

11372 公共測量の記録 (国土地理院技術資料 ; A・2-no.52) 平成19年度 国土交通省国土地理院 2007

11373 公共測量実態調査報告書 (国土地理院技術資料 ; A・1-no.343) 平成19年度 国土交通省国土地理院 2007

11374 公共測量実態調査報告書 (国土地理院技術資料 ; A・1-no.359) 平成21年度 国土交通省国土地理院 2009

11375 沿岸漁業における漁家世帯の就業動向に関する実証的研究 平成20年度事業報告 東京水産振興会編集 2009

11376 水産物消費流通の構造変革について 平成20年度事業報告 東京水産振興会編 2009

11377 特用林産基礎資料 平成20年 林野庁経営課特用林産対策室 2009

11378
省エネルギー技術導入促進事業 : 魅力ある水産業のための技術開発事業のうち漁船漁業省エネル
ギー技術実証事業漁船等省コスト技術緊急実証事業報告書

平成20年度 海洋水産システム協会 2009

11379 水産業省エネルギー技術開発事業のうち水産技術実用化事業報告書 平成20年度 海洋水産システム協会 2009

11380 日本海区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計調査資料 2008（平成20年） 水産総合研究センター日本海区水産研究所 2009

11381 水産物の利用に関する共同研究 : 第49集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第56回 第49集 石川県水産総合センター 2009

11382 水産物の利用に関する共同研究 : 第50集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第57回 第50集 富山県農林水産総合技術センター食品研究所 2010

11383 富山の水産 平成21年9月 富山県 2009

11384 茨城の水産 平成21年7月 茨城県 2009

11385 水産学術研究・改良補助事業報告 平成20年度 北水協会 2009

11386 群馬県外来植物チェックリスト 2008年版 群馬県立自然史博物館著, 　大森威宏編 2009

11387
受容体分子を標的とする新規制癌剤の創製 : 平成16年度～平成20年度私立大学学術研究高度化推進
事業(産学連携研究推進事業)研究成果報告書

武庫川女子大学共同研究センター編集 2009

11388 低利用資源有効活用促進事業(家畜たい肥高度利用による沿岸生態系復活推進事業)報告書 平成18-20年度 海と渚環境美化推進機構 2009

11389
「近畿圏の花とみどりを創出する環境適応性に優れた花き苗の開発」研究成果報告書 (新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発事業)

2006年度～2008年度(3
年間)

和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場 2009

11390
養殖生産における工学の役割 : 連携のあり方を探る (水産工学関係研究開発推進特別部会 . 水産基盤
分科会報告書 ; 平成 20年度)

水産総合研究センター水産工学研究所 2009

11391
沖合での漁場整備について (水産工学関係研究開発推進特別部会 . 水産基盤分科会報告書 ; 平成 22
年度)

水産総合研究センター水産工学研究所 2011

11392 よくわかる移動放牧Q&A
農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国農
業研究センター大田研究拠点粗飼料多給型高品質
牛肉研究チーム編

2009

11393
有機農業に関する消費者の意識調査報告 (有機農業総合支援対策有機農業推進団体支援事業「調査
事業(消費者)」報告書 ; 平成20年度)

日本有機農業研究会編 2009

11394
有機農業における有機種苗の生産・流通・利用に関する調査報告 (有機農業総合支援対策有機農業推
進団体支援事業「調査事業(種苗)」報告書 ; 平成20年度)

日本有機農業研究会編 2009

11395 太平洋北区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計資料
平成20年1月から2月
（2008年）

水産総合研究センター東北区水産研究所八戸支所 2010

11396 農村と環境 No.21 農村環境整備センター 2010

11397 BYQ水環境レポート : 琵琶湖・淀川の水環境の現状 第16巻(平成20年度) 琵琶湖・淀川水質保全機構 2010

11398 関東近海のさば漁業について 通算42号 (平21) 一都三県さば漁海況検討会 2009

11399 第2回バイオ系専門職における男女共同参画実態の大規模調査の分析結果 日本分子生物学会 2009

11400 茨城県の昆虫およびその他の無脊椎動物の動向 (茨城県自然博物館総合調査報告書) 2008 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 2009

11401 茨城県西部および筑波山周辺地域の菌類 (茨城県自然博物館総合調査報告書 ; (2006-2008)) ミュージアムパーク茨城県自然博物館 2009

11402 土壌動物 (茨城県自然博物館収蔵品目録 . 動物標本目録 ; 第3集) 1 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 2009

11403 韓中日水産研究者協議會論文集 第19回 海外漁業協力財團 2009

11404 盛美園保存整備事業報告書
平成16年度-平成20年
度

清藤茂夫編 2009

11405 名勝貞観園保存修理工事報告書 日本庭園協会, 歴史建築設計研究体編 2009

11406 日本のふるさと野菜 野原宏 2009

11407 山村を拓く (山村活性化事例集 ; 2009年度) JA情報サービス 2010

11408-1 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 総括編・動向編 平成24年度 水産総合研究センター 2014

11408-2 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 資料編 平成24年度 水産総合研究センター 2014

11409 JFシェルナース学術研究報告・論文集 平成21年度版
全国漁業協同組合連合会,
海洋建設株式会社水産環境研究所編

2010

11410 カツオ調査報告書 平成19年度 静岡県水産試験場 編 2008

11411 CLA journal No.168 ランドスケープコンサルタンツ協会 2009

11412 近十年のあゆみ : 日本愛玩動物協会設立三十周年記念誌 日本愛玩動物協会 2009

11413
愛玩動物の適正飼養管理について考える : 人もペットも元気で心豊かに暮らすには (日本愛玩動物協会
設立30周年記念シンポジウム記録集)

日本愛玩動物協会 2009

11414 田畑売買価格等に関する調査結果 (担い手育成・確保活動事業関係資料 ; H20) 平成20年度 奈良県農業会議 2009

11415 農業労賃等に関する調査結果 (担い手育成・確保活動事業関係資料 ; H20) 平成20年度 奈良県農業会議 2009

11416 こんにゃくに関する資料 [平成21年3月] 日本こんにゃく協会 2009

11417 芝草の特性解明と病害防除の確立に関する研究 (畜産草地研究所資料 ; 平成20-8) 中間報告2 畜産草地研究所芝草小委員会編 2009

11418 輸入小麦品質一覧表 (麦研叢書 ; 第220輯) 2007 F.Y. 日本麦類研究会 2009

11419 百年のあゆみ : 森林総合研究所北海道支所創立百周年記念誌 森林総合研究所北海道支所編 2009

11420 漁船搭載型簡易流出油回収装置の製作・操作マニュアル 漁場油濁被害救済基金 2009

11421 女川原子力発電所温排水調査結果 平成19年度 宮城県［ほか］ 2009

11422 化石 : 細貝コレクション (茨城県自然博物館収蔵品目録 . 地質標本目録 ; 第3集) ミュージアムパーク茨城県自然博物館地学研究室編 2008
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11423 世界的戦略的フードサイエンス教育取組成果報告書
文部科学省平成18年
度「魅力ある大学院教
育」イニシアティブ

九州大学大学院生物誌h幻環境学府 2008

11424 水産庁委託事業国際資源対策推進委託事業成果報告書(まぐろ・かつおグループ) 平成20年度
水産総合研究センター遠洋水産研究所,
中央水産研究所,
西海区水産研究所編

2009

11425 国産飼料生産・利用拡大調査研究事業(飼料作物生産性向上調査研究事業)報告書 平成21-22年度 海と渚環境美化推進機構 2011

11426 静岡県の産業
平成21年度 (農林水産
業編)

静岡県産業部政策監 2009

11427 バイオ燃料導入による諸効果の定量的評価 (環境プロジェクト研究資料 ; 第1号) 農林水産省農林水産政策研究所編 2009

11428 20年のあゆみ 加藤記念バイオサイエンス研究振興財団 2009

11429 温泉 : 自然遺産と文化遺産 日本温泉協会企画 ; エントリー編 2008

11430 温泉図鑑 自然編 日本温泉協会企画 ; エントリー編 2009

11431 海の森づくり : 第3回こんぶサミットin壱岐・東京・重茂--青森・宇和島 : 豊かな海との共生をめざして 海の森づくり第3回こんぶサミット実行委員会編 2009

11432 農水産物・食品試験輸出調査(ロシア向け)事業報告書 平成20年度
日本貿易振興機構(ジェトロ)農林水産部・農林水産調
査課

2009

11433 砂防技術総覧（JSECE Publication No.56）　付：CD-ROM No.56 砂防学会 2009

11434 漁業センサス結果の概要 2008 農林水産省 2009

11435 北水協会125年誌 北水協会 2009

11436 国立環境研究所35年の活動の記録　付：CD-ROM 国立環境研究所 2009

11437 『吉田寮関係資料』解説・目録－平成20年度総長裁量経費プロジェクト 京都大学文書館 2009

11438 湯川・朝永両博士が拓いた世界：京都からの提言－21世紀の日本を考える 第2回 京都大学附置研究所・センター 2007

11439 人間と自然：新たな脅威と命を守るしくみ　京都からの提言－21世紀の日本を考える 第3回 京都大学附置研究所・センター 2008

11440 学問のつながりのユニークさ：それがつくる明るい未来　京都からの提言－21世紀の日本を考える 第4回 京都大学附置研究所・センター 2009

11441 人と自然への共感－伊谷純一郎のフィールドワーク　（フィールド映像アーカイブ　No.2) 京都大学アフリカ地域研究資料センター 2008

11442 KSI（京都サステイナビリティ・イニシアティブ）学内ワークショップ 第7回 京都サステイナビリティ・イニシアティブ 2009

11443 研究プロジェクト評価委員会報告書 第8回 総合地球環境学研究所 2008

11444 漁海況旬報ちば 平成20年 千葉県水産総合研究センター 2008

11445 我が国周辺水域主要魚種の資源評価 平成20年度版 水産庁増殖推進部 2009

11446 広域回遊魚類（ウナギ・マグロ）の完全養殖技術開発　（農林水産研究開発レポート　No.26） 農林水産省 2009

11447
変貌する木材需要に地域材はどう応えるか？　（第59回日本森林学会関西支部日本りんりん技術協会
関西・四国支部連合会合同大会）

日本森林学会 2008

11448 漁船漁業の省エネルギー 水産総合研究センター 2009

11449 ザ・ゴールデン・スタンダード・プロテイン大豆ミール（ASAパンフレット2009） 2009 アメリカ大豆協会 2009

11450 ナラ枯れ被害をどう防ぐのか－被害のメカニズムと防除法 京都府林業試験場 2009

11451 里山に入る前に考えること－行政およびボランティア等による整備活動のために 森林総合研究所関西支所 2009

11452 とちぎの畜産－いい畜産物（もの）　いい味　つぎつぎ“とちぎ” 2009 栃木県 2009

11453 東北食料・農業・農村情勢報告（概要版） 平成20年度 農林水産省東北農政局 2009

11454 漁船の省エネルギー推進のてびき 平成20年度 省エネルギーセンター 2009

11455

日本チョウ類保全協会資料
　　チョウ類保全ガイド　1～3
　　チョウ類保全ネットワークNews　No.1～3（2004-2005）
　　チョウ類保全協会News　No.4（2006）
　　チョウ類保全News　No.5～10（2006-2009）
　　チョウが消えてゆく－チョウをシンボルに自然環境を守る（2009）
　　チョウ類保全ガイド－チョウをシンボルに自然環境を守る（2007）

日本チョウ類保全協会
2004-
2009

11456 Health & Meat '08 日本食肉消費総合センター 2008

11457 もっと知って欲しい食品添加物のあれこれ 改訂版第21刷 日本食品添加物協会 2009

11458 もっとのばそう健康寿命－食肉を上手にとり入れた食生活で実現 日本食肉消費総合センター 2009

11459 水産学術研究・改良補助事業報告 平成22年度 北水協会 2011

11460 ウミガメと砂浜環境 海と渚環境美化推進機構 2007

11461 海鳥についてもっと知ろう 海と渚環境美化推進機構 2008

11462 海とごみ－日本に漂着するポリ容器 海と渚環境美化推進機構 2009

11463 日本の植物病理学の草創の時代と，白井光太郎の生涯　（植物防疫資料館史料　13） 日本植物防疫学会 2009

11464 沖縄群島におけるミカンコミバエ根絶確認調査の回想　（植物防疫資料館史料　14） 日本植物防疫学会 2009

11465 平成18年度助成による研究成果要約・平成18年度振興奨励対象紹介 園芸振興松島財団 2009

11466 中央ブロック卵・稚仔，プランクトン調査研究担当者協議会研究報告　No.29 平成21年度 水産総合研究センター 2009

11467 カタクチイワシの脂質と脂肪酸 日本水産油脂協会 2009

11468 水産油脂資源講演会 平成21年度 日本水産油脂協会 2009

11469 日本農業の永続可能性をめぐって－主として水田農業について　(日本農業研究シリーズ　No.15） 日本農業研究所 2009

11470 水産学術研究・改良補助事業報告 平成23年度 北水協会 2012

11471 水産学術研究・改良補助事業報告 平成24年度 北水協会 2013

11472 資料陳列品目録（改訂版）
農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業
技術研究支援センター農業機械化研究所

2011

11473 生存の条件　地球温暖化－忍び寄る危機への対応 板硝子財団 2009

11474 食と健康　（食生活研究会講演会記録） 第16回 食生活研究会 2009

11475-1 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 総括編・動向編 平成25年度 水産総合研究センター 2015

11475-2 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 資料編 平成25年度 水産総合研究センター 2015

11476 小麦粉の魅力－豊かで健康な食生活を演出 改訂版 製粉振興会 2008

11477 バイオテクノロジーおよびバイオセーフティに関する途上国援助　（のびゆく農業　976） 農業調査委員会 2008

11478 アメリカの食品マーケティング・システム：最近の変化（1997-2007）　（のびゆく農業　977-978） 農業調査委員会 2009

11479 アメリカ2008年農業法　（のびゆく農業　979） 農業調査委員会 2009

11480 コーデックス入門－FAO/WHO国際食品規格委員会の活動を知る 国際農林業協働協会 2009

11481 イソギンチャクを観察しよう　（海の生きもの観察ノート　6） 千葉県立中央博物館分館海の博物館 2007
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11482 海辺の植物を観察しよう　（海の生きもの観察ノート　7） 千葉県立中央博物館分館海の博物館 2008

11483 岩谷産業八十年史　付：別冊資料編 岩谷産業 2010

11484 構造再編下の水産加工業の現状と課題－平成22年度事業報告 平成22年度 東京水産振興会 2011

11485
自然農法技術の研究と開発に向けた取り組み―最近10年の研究成果報告を中心として（農業試験場開
設20周年記念誌）

自然農法国際研究開発センター　農業試験場 2011

11486-1 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 総括編・動向編 平成26年度 水産総合研究センター 2016

11486-2 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 資料編 平成26年度 水産照合研究センター 2016

11487 海洋水産資源開発事業報告書－資源対応型：いか釣Ⅱ（北太平洋中・西部海域及び日本海海域：第二吉丸） 平成21年度 水産総合研究センター 2011

11488 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成22年度 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2011

11489 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成23年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2011

11490 カントリーレポート－韓国，ベトナム　（所内プロジェクト二国間研究資料4） 平成22年度 農林水産政策研究所 2011

11491 農林水産省農林認定品種一覧 農林水産省 2011

11492 農林水産省農林認定品種 平成22年度 農林水産省 2011

11493 瀬戸内海の赤潮 平成22年度 水産庁 2011

11494 野菜茶業研究所第２期中期計画研究成果選集 農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所 2011

11495 日本沿岸域における漁業資源の動向と漁業管理体制の実態調査 平成22年度 東京水産振興会 2011

11496 事業実績 平成22年度 京都府京都林務事務所 ―

11497 宮城県古川農業試験場研究資料 2010年3月　第3号 宮城県古川農業試験場 2010

11498 加齢医学研究拠点共同利用・共同研究報告書 平成22年度 東北大学加齢医学研究所 2011

11499 近畿大学原子炉等利用共同研究経過報告書 平成22年度 大阪大学大学院工学研究科 2011

11500 日本海区沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計調査資料 2010（平成22年） 水産総合研究センター 2011

11501 東北農業のすがた～数字で見る東北の食料・農業・農村 2011 農林水産省 2011

11502 主要水産物の需給と流通 改訂版 東京水産振興会 2011

11503 東北大学加齢医学研究所年次要覧 2009－2010 東北大学加齢医学研究所 2011

11504 中央ブロック卵・稚仔，プランクトン調査研究担当者協議会研究報告　No.31 平成23年度 水産総合研究センター 2011

11505 Biomass ヤナギ畑からの利用－木質バイオマス資源作物の可能性 森林総合研究所北海道支所 2011

11506 持続可能な北方天然林管理をめざして－択伐施行林における施行管理技術 森林総合研究所北海道支所 2011

11507 安全かつ効率的な風倒処理－高性能林業機械による風倒木処理の作業マニュアル
「高性能林業機械を活用した風倒被害木処理システ
ムの開発」プロジェクト

2011

11508 カラマツ資源の循環利用をめざして 森林総合研究所 2011

11509 公益財団法人北水協会移行認定記念誌 北水協会 2011

11510 林木育種の実施状況及び統計 平成23年版 森林総合研究所林木育種センター 2011

11511 東北　食料・農業・農村情勢報告 平成22年度 農林水産省東北農政局 2011

11512 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 平成23年度第2四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2012

11513 栽培漁業基本計画集 平成24年3月 水産庁増殖推進部栽培養殖課 2012

11514 琵琶湖・淀川水質浄化共同実験センター史　次世代におくる清らかな水を求めて

国土交通省近畿地方整備局,
滋賀県,
水資源機構関西支社,
琵琶湖・淀川水質保全機構

2012

11515 中央農業総合研究センターシンポジウム　転換期の水田農業とその展開方向 平成25年3月
農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研
究センター

2013

11516 「環境健康科学の研究拠点の形成」研究成果報告書 第4号 福山大学グリーンサイエンス研究センター 2014

11517 大潟村史 2014年 大潟村 2015

11518 大潟村史別冊　大潟村歴史写真館　時を重ねて 2014年 大潟村 2015

11519 クロマグロ等の養殖科学の国際教育研究拠点 2008～2012年度 近畿大学水産研究所,近畿大学大学院農学研究科 2013

11520-1 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産、入手・放流実績（全国） : 総括編・動向編 平成27年度 水産研究・教育機構 2017

11520-2 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産、入手・放流実績（全国） : 資料編 平成27年度 水産研究・教育機構 2017

11521 創立30周年記念誌 平成23年 福岡県農業総合試験場 2014

11522 コラーゲンからコラーゲンペプチドへ 日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合 2014

11523 家畜人口受精講習会テキスト（家畜人口受精編） 日本家畜人口受精師協会 2015

11524 一農学徒の小伝 平野寿助 2015

11525 おばんざいに関する報告書 平成27年3月 京都大学大学院おばんざい研究会 2015

11526 再生可能エネルギーとしてのバイオマスへの期待と課題　（農林水産叢書No.70） 農林水産奨励会 2013

11527 ニホンジカ低密度化のための管理技術の開発　（静岡県新成長戦略課題研究報告書） 静岡県農林技術研究所　森林・林業研究センター 2013

11528
木造建築用材を外材から県産材へ転換する製品創出技術の開発に関する研究　（静岡県新成長戦略研
究報告書）

平成23～25年度 静岡県農林技術研究所　森林・林業研究センター 2014

11529 木協六十五年史 : 創立六十五周年記念出版 清水港木材協同組合 2015

11530 名勝貞観園内茶室　抱月楼・月華亭・環翠軒　保存修理工事報告書 平成27年 日本庭園協会, 歴史建築設計研究体編 2015

11531 消えない村 : 京丹後の離村集落とその後 小山元孝編著 ; 林直樹, 関口達也, 齊藤晋著 2015

11532 30年の歩み
昭和59年(1984年）～平
成26年（2014年）

飯島藤十郎記念食品科学振興財団 2015

11533 未来への挑戦；島津製作所140年の歩み 島津製作所 2015

11534 中央会60年の歴史 兵庫県農業協同組合中央会 2015

11535-1 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 総括編・動向編 平成28年度 水産研究・教育機構 2018

11535-2 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 資料編 平成28年度 水産研究・教育機構 2018

11536 小果樹栽培マニュアル
宮城県農業・園芸総合研究所、
農業・食品産業技術総合研究機構　果樹研究所ほか

2015

11537 ホウレンソウのルテイン機能性表示に向けた手引き 宮城県農業・園芸総合研究所 2016

11538 仮説: イネが来た道 山田誠 2016

11539 農ひとすじわが自叙伝 坂本國継 2016
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11540 修学院の食を訪ねて : 共につながる人とひとと 京都大学大学院おばんざい研究会 2016

11541 食のしきたりに関する報告書 京都大学大学院おばんざい研究会 2016

11542 川魚や酒と出会いて川酒菜
川魚文化再興プロジェクト , 京の川の恵みを活かす
会

2016

11543 愛媛大学大学院連合農学研究科設立30年記念誌 愛媛大学大学院連合農学研究 2016

11544 北里大学獣医学部創立50周年記念誌 北里大学獣医学部創立50周年記念誌編纂委員会 2016

11545 マアナゴ資源と漁業の現状 第3号 水産総合研究センター　増養殖研究所 2016

11546 北転船の軌跡 全国底曳網漁業連合会 2016

11547 都市防災における緑地の役割の再構築に関する調査・研究 都市防災美化協会 2016

11548 緑の防災ネットワークと都市美化のための街路樹のあり方に調査・研究 都市防災美化協会 2014

11549 担い手代船取得支援リース事業　リース漁船審査委員会報告書 平成23年度 海洋水産システム協会 2012

11550 漁業無線安全等高度活用技術開発事業 平成23年度 海洋水産システム協会 2012

11551-1
水産物フードシステム品質管理体制構築推進事業　品質・衛生管理指導の推進のうち産地市場品質・衛
生管理指導　結果報告

平成23年度 海洋水産システム協会 2012

1151-2
インド共和国における水産物輸出と品質衛生管理について調査報告
（平成23年度　水産物フードシステム品質管理体制構築推進事業　品質・衛生管理指導の推進のうち産
地市場品質・衛生管理指導）

別冊 海洋水産システム協会 2012

11552 戦略的研究報告　北海道の総合力を活かした付加価値向上による食産業活性化の推進 平成22～26年度 北海道立総合研究機構 2015

11553 「環境健康科学の研究拠点の形成」研究成果報告書
平成22年度～平成26
年度

福山大学 2015

11554 第二十七回　学生懸賞論文・作文入賞作品集 ヤンマー株式会社 2017

11555 川魚や酒と出会って川酒菜 : 其の二 川魚文化再興プロジェクト 2017

11556 防災機能強化と都市美化のための道路緑化のあり方に関する調査・研究 都市防災美化協会 2017

11557 科学と産業の発展を支えた分析機器・科学機器遺産 : いかにして技術基盤は築かれたか 分析機器・科学機器遺産編集委員会編 2017

11558 海苔の成分の有効利用に関する報告書　付：CD-ROM
平成26･27・28年度一
般財団法人海苔増殖
振興会調査研究事業

海苔増殖振興会 2017

11559

11560-1 植物学名辞典（その1） 2017 宮崎義光編 2017

11560-2 植物学名辞典（その2） 2017 宮崎義光編 2017

11561 海を耕した人 : 原田輝雄先生の回想録 原田輝雄先生回想録編集委員会 2017

11562-1 沿岸域の豊かな漁業生産の維持に関する報告書
全国水産技術者協会、沿岸域の豊かな漁業生産の
維持に関する研究推進委員会

2017

11562-2 沿岸域の豊かな漁業生産の維持に関する報告書 : 要約版
全国水産技術者協会、沿岸域の豊かな漁業生産の
維持に関する研究推進委員会

2017

11563 農業と福祉の連携による農業・農村の活性化に関する研究
平成28年度行政対応
特別研究［農福連携］
研究資料

農林水産政策研究所 2017

11564 優良経営体事例集 平成29年度 全国担い手育成総合支援協議会 2017

11565 業務報告 平成29年度 富山県農林水産総合技術センター森林研究所 2018

11566 青い絵の具 詩仙堂寺耀 2018

11567 環太平洋経済連携協定（TPP)交渉を巡る日本の畜産ネットワーク7年半の記
平成23年2月～平成30
年7月

日本の畜産ネットワーク 2018

11568 アカエゾマツ人工林施業の手引 北海道総合研究機構森林研究本部林業試験場 2018

11569 報告書　食文化の伝承
京の食文化伝承協会久御山支部東一口のふる里を
学ぶ会

2018

11570 川魚や酒と出会って川酒菜 : 其の三 川魚文化再興プロジェクト 2018

11571 勝間田清一伝 勝間田清一伝刊行委員会 2018

11572 農学・農業技術の比較社会史的研究 : 国家・テクノクラート・地域社会

2014～2017年度科学
研究費補助金基盤研
究(B)研究成果報告書
（研究課題番号
26292121)

京都大学農学研究科比較農史分野 2018

11573 食生活科学・文化、環境及び医療に関する研究助成研究紀要 2012年度 アサヒグループ学術振興財団［編］ 2014

11574 秋田県水産振興センター研究業績集 第1号 秋田水産振興センター 2014

11575 秋田県水産振興センター研究報告書 第1号 秋田水産振興センター 2015

11576 飼料自給率向上品種開発・品種識別研究開発事業報告書 平成22～24年度 日本草地畜産種子協会 2013

11577 市村清新技術財団50年史 市村清新技術財団 2018

11578 JA経営マスターコース終了論文集 第19期 全国農業協同組合中央会 2018

11579 財団創立60周年を迎えて : ここ10年間の歩み 日本きのこセンター 2018

11580 飛騨天文台50年の歩み 京都大学大学院理学研究科附属天文所 2018

11581 水産物の利用に関する共同研究 : 第52集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第59回 第52集　平成24年3月 秋田県総合食品研究センター［ほか］ 2012

11582 水産物の利用に関する共同研究 : 第53集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第60回 第53集　平成25年3月 山口県水産研究センター［ほか］ 2013

11583 水産物の利用に関する共同研究 : 第54集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第61回 第54集　平成26年3月 島根県水産技術センター［ほか］ 2014

11584 水産物の利用に関する共同研究 : 第55集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第62回 第55集　平成27年3月 鳥取県産業技術センター［ほか］ 2015

11585 水産物の利用に関する共同研究 : 第56集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第63回 第56集　平成28年3月
兵庫県立農林水産技術総合センター但馬水産技術
センター［ほか］

2016

11586 水産物の利用に関する共同研究 : 第58集 : 日本海水産物利用担当者会議 ; 第65回 第58集 石川県水産総合研究センター［ほか］ 2018

11587 柑きつに関する試験成績 平成29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

2019

11588 畜産生産に関する研究調査成果報告書 Vol.9 畜産ニューテック協会 2018

11589 カラマツ播種コンテナ苗の育苗方法とコンテナ苗運搬・植栽システム
北海道立総合研究機構森林研究本部林業試験場・
林産試験場

2019

11590
ケンサキイカ共同研究報告 : 西海ブロック水産業関係研究開発推進会議　漁業資源・海洋環境部会　ケ
ンサキイカ研究会

水産研究・教育機構　西海区水産研究所［ほか］ 2019

11591 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針 畜産技術協会 2019

11592 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針 畜産技術協会 2019

11593 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針 畜産技術協会 2019

欠番
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11594 平成23年紀伊半島大水害　大規模土砂災害に関する調査・研究報告
奈良県、深層崩壊研究会、大規模土砂災害監視・警
戒・避難システム検討会

2015

11595 水産学術研究・改良補助事業報告 平成25年度 北水協会 2014

11596 水産研究助成報告 平成26年度 北水協会 2015

11597 水産研究助成報告 平成27年度 北水協会 2016

11598 水産研究助成報告 平成28年度 北水協会 2017

11599
水産庁漁業調査船「開洋丸」第5次調査航海 : 北太平洋冬季アカイカ若齢加入量調査報告 : 平成25年1
月10日～平成25年3月13日

平成24年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁 2014

11600
水産庁漁業調査船「開洋丸」第5次調査航海 : 北太平洋海域アカイカ産卵親魚調査報告 : 平成25年10月
25日～平成26年1月10日

平成25年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁 2015

11601
水産庁漁業調査船「開洋丸」平成26年度第5次調査航海 : 2015年北西太平洋海域冬季アカイカ・サンマ
資源調査報告 : 平成27年1月9日～2月5日 : 平成27年2月11日～3月11日

平成26年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁漁場資源課、水産総合研究センター東北区水
産研究所

2016

11602
水産庁漁業調査船「開洋丸」第5次（平成26年度）及び第1次（平成27年度）調査航海 : 冬季及び春季台
湾東方沖合海域トビイカ分布量調査報告 : 平成26年12月22日～27年1月5日 : 平成27年4月28日～27年
5月14日

水産庁国際資源調査
等推進対策事業

水産庁漁場資源課、水産総合研究センター東北区水
産研究所、水産大学校

2016

11603
水産庁漁業調査船「開洋丸」第5次調査航海 : 北太平洋冬季アカイカ若齢期加入量調査 : 平成28年1月8
日～平成28年3月2日

平成27年度　水産庁国
際資源調査等推進対
策事業

水産庁 2017

11604
水産庁漁業調査船「開洋丸」第1次調査航海 : 2016年春季フィリピン東方沖合公海域トビイカ資源調査報
告 : 平成28年4月13日～平成28年5月18日（36日間）

平成28年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁漁場資源課、水産研究・教育機構東北区水産
研究所、水産大学校

2017

11605
水産庁漁業調査船「開洋丸」平成28年度第5次調査航海 : 北西太平洋冬季アカイカ・越冬サンマ資源調
査 : 平成28年12月19日～平成19年1月27日（40日間）

平成28年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁漁場資源課、水産研究・教育機構東北区水産
研究所

2018

11606
水産庁漁業調査船「開洋丸」平成29年度第5次調査航海 : 北西太平洋冬季アカイカ・サンマ資源調査 :
平成29年12月21日～平成30年2月14日（56日間）

平成29年度　国際資源
調査等推進対策事業

水産庁漁場資源課、水産研究・教育機構東北区水産
研究所

2019

11607 石灰岩地基礎調査報告書 : 埼玉県自然の博物館自然遺産調査I
埼玉県文化遺産調査
活用事業自然遺産調
査

埼玉県立自然の博物館 2019

11608 助成研究報告 平成30年度 タカノ農芸化学研究助成財団 2019

11609 水産研究助成事業報告 平成30年度 北水協会 2019

11610 JA経営マスターコース終了論文集 第20期 全国農業協同組合中央会 2019

11611 業務報告 平成30年度 富山県農林水産総合技術センター森林研究所 2019

11612-1 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 総括編・動向編 平成29年度 水産研究・教育機構 2019

11612-2 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績（全国） : 資料編 平成29年度 水産研究・教育機構 2019

11613 柑きつに関する試験成績 平成30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

2020

11614 畜産生産に関する研究調査成果報告書 Vol.10 畜産ニューテック協会 2019

11615 アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用牛の飼養管理指針 平成31年度 畜産技術協会 2020

11616 アニマルウェルフェアの考え方に対応した豚の飼養管理指針 平成31年度 畜産技術協会 2020

11617 アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針 平成31年度 畜産技術協会 2020

11618 アニマルウェルフェアの考え方に対応した乳用牛の飼養管理指針 平成31年度 畜産技術協会 2020

11619 アニマルウェルフェアの考え方に対応したブロイラーの飼養管理指針 平成31年度 畜産技術協会 2020

11620 事業実績 平成30年度 京都府京都林務事務所 2019

11621 北海道地区自然災害科学資料センター報告 Vol.33 北海道地区自然災害科学資料センター 2020

11622 柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査結果報告 平成30年度 新潟県農林水産部水産課、新潟県水産海洋研究所 2019

11623 長崎県農林技術開発センター業務報告 第10号 長崎県農林技術開発センター 2020

11624 関東近海のさば漁業-平成31年調査研究成果- No.52 一都三県さば漁海況検討会 2019

11625 林木育種の実施状況及び統計 平成30年版 森林総合研究所林木育種センター 2018

11626 林木育種の実施状況及び統計 令和元年版 森林総合研究所林木育種センター 2019

11627 海洋水産資源開発事業報告書(いか釣＜日本周辺海域＞) 平成30年度(No.4)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2019

11628 海洋水産資源開発事業実行可能性調査報告書(ブリ優良人工種苗周年供給システムの構築) 平成30年度(No.10)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2019

11629 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和元年度第2四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2019

11630 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和元年度第3四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2020

11631 漁海況旬報ちば 令和元年 千葉県水産総合研究センター 2019

11632 農業協同組合要覧 平成30年 京都府農林水産部 2020

11633 大和ハウス工業の60年 平成28年 大和ハウス工業株式会社 2016

11634 水産海洋イノベーションコンソーシアムフォーラム『これからの産学・地域連携と人材育成』 第5回 東京海洋大学・岩手大学・北里大学 2019

11635 水産海洋イノベーションコンソーシアムフォーラム『産学・地域連携の取り組みと人材育成』 第6回 東京海洋大学・岩手大学・北里大学 2020

11636 アニマルウェルフェアの実践に向けて(乳用牛) 平成31年度 公益社団法人畜産技術協会 2020

11637 アニマルウェルフェアの実践に向けて(肉用牛) 平成31年度 公益社団法人畜産技術協会 2020

11638 海洋水産資源開発事業報告書(遠洋かつお釣＜太平洋中・西部海域＞) 平成30年度(No.3)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2020

11639 環境と安全 第1巻1号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2010

11639 環境と安全 第1巻2号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2010

11639 環境と安全 第2巻1号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2011

11639 環境と安全 第2巻2号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2011

11639 環境と安全 第3巻1号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2012

11639 環境と安全 第3巻2号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2012

11639 環境と安全 第4巻1号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2013

11639 環境と安全 第4巻3号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2013

11639 環境と安全 第5巻1号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2014

11639 環境と安全 第5巻3号 大学等環境安全協議会編集委員会事務局 2014

11640 福井県コケ植物目録 令和2年5月 酒井昭徳 2020

11641 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和元年度第4四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2020

11642 漁業経営調査報告 平成30年 農林水産省大臣官房統計部 2020
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11643 海洋水産資源開発事業報告書(遠洋まぐろはえなわ＜太平洋中・東部海域＞) 平成30年度(No.1)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2020

11644 海洋水産資源開発事業報告書(定置網＜高知県鈴地区＞) 平成29年度(No.9)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2020

11645 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和元年度 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2020

11646 日本人とさかな 32号 NPO法人21世紀の水産を考える会 2015

11646 日本人とさかな 33号 NPO法人22世紀の水産を考える会 2016

11646 日本人とさかな 34号 NPO法人23世紀の水産を考える会 2017

11646 日本人とさかな 35号 NPO法人24世紀の水産を考える会 2018

11646 日本人とさかな 36号 NPO法人25世紀の水産を考える会 2019

11647 身近な昆虫365 横須賀市自然・人文博物館 2018

11648 食肉のすべてがわかるQ＆A教えて日本の畜産 交易社団法人日本食肉消費総合センター 2015

11649 あらかわの田んぼ図鑑 埼玉県立川の博物館 2012

11650 あらかわのカエル・サンショウウオ 埼玉県立川の博物館 2009

11651 クラゲを観察しよう 千葉県立中央博物館分館海の博物館 2013

11652 きのこの教え 千葉県博図公連携事業実行委員会 2018

11653 鳴き砂の不思議 社団法人海と渚環境美化推進機構 2010

11654 お肉を知ろう 公益財団法人伊藤記念財団 2019

11655 海苔の成分の効用と利用 一般財団法人海苔増殖振興会 2019

11656 もっと知ってほしい食品添加物のあれこれ 一般社団法人日本食品添加物協会 2016

11657 土って何だろう？ 埼玉県立川の博物館 2015

11658 ふしぎ・かっこいい埼玉と日本の爬虫類 埼玉県立川の博物館 2014

11659 カモ・鴨～見・知・獲・食～　展示解説書 埼玉県立川の博物館 2018

11660 根・子・ねずみ～ネズミワールドへようこそ～ 埼玉県立川の博物館 2019

11661 うんち・糞・フン～ダンゴムシからゾウまで～　展示解説書 埼玉県立自然の博物館 2015

11662 ハチを知る　解説書 埼玉県立自然の博物館 2018

11663 魚と人の知恵くらべ～魚の生態と伝統漁法～ 埼玉県立川の博物館 2015

11664 現代有用植物展～くらしと植物のステキな関係～　展示図録 埼玉県立自然の博物館 2016

11665 わが国の水産業「はたはた」 社団法人日本水産資源保護協会 2010

11666 わが国の水産業「やまとしじみ」 社団法人日本水産資源保護協会 2011

11667 Friendly Horses－レッツ・エンジョイ・お馬さん- 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 2010

11668 名古屋港水族館開館20周年記念　新着！海の生き物レター集 財団法人名古屋みなと振興財団名古屋水族館 2012

11669 名古屋港水族館開館25周年記念　新着！海の生き物レター集Ⅱ 交易財団法人名古屋みなと振興財団名古屋水族館 2017

11670 これだけは知っておきたい食べものの話(ブックレットシリーズ81) 公益社団法人全鉱区消費生活相談員協会 2013

11671 樹木　大阪府の天然記念物(植物)概要
大阪府教育委員会文化財保護課・
大阪府伝統文化保護団体連絡会

2012

11672 タカ・ハヤブサ・フクロウ～荒川領域の猛禽類～ 令和2年度 埼玉県立川の博物館 2020

11673 田んぼの生きもの識別図鑑 社団法人地域環境資源センター 2013

11674 田んぼの生きもの識別図鑑-昆虫編　バッタ目- 社団法人農村環境整備センター 2011

11675 田んぼの生きもの識別図鑑-水生昆虫編Ⅱ　トンボ目- 社団法人農村環境整備センター 2010

11676 女川原子力発電所温排水調査結果 平成30年度 宮城県 2020

11677 環境と健康 Vol27No.1 公益財団法人体質研究会 2014

11677 環境と健康 Vol27No.2 公益財団法人体質研究会 2014

11677 環境と健康 Vol27No.3 公益財団法人体質研究会 2014

11677 環境と健康 Vol27No.4 公益財団法人体質研究会 2014

11677 環境と健康 Vol28No.1 公益財団法人体質研究会 2015

11677 環境と健康 Vol28No.2 公益財団法人体質研究会 2015

11677 環境と健康 Vol28No.3 公益財団法人体質研究会 2015

11677 環境と健康 Vol28No.4 公益財団法人体質研究会 2015

11678 年報 2019年度 公益財団法人市村清新技術財団 2020

11679 環境報告書2020 2020年 国立研究開発法人森林研究・整備機構 2020

11680 海洋水産資源開発事業報告書（海外まき網＜熱帯インド洋海域及び熱帯太平洋海域＞） 平成30年度(No.2)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2020

11681 中央ブロック卵・稚仔、プランクトン調査研究担当者協議会研究報告 No.40 水産総合研究センター中央水産研究所 2020

11682 海洋水産資源開発事業報告書(スジアラ養殖の企業化に向けた技術開発) 平成30年度(No.9)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2020

11683 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和2年度第1四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2020

11684 とちぎの畜産 2018 栃木県農政部畜産振興課 2018

11684 とちぎの畜産 2019 栃木県農政部畜産振興課 2019

11684 とちぎの畜産 2020 栃木県農政部畜産振興課 2020

11684 とちぎの畜産 2021 栃木県農政部畜産振興課 2021

11685 水産油脂資源講演会記録 令和2年度 一般財団法人日本水産油脂協会 2020

11686 海洋水産資源開発事業報告書(遠洋かつお釣＜太平洋中・西部海域＞） 令和元年度(No.3)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2020

11687 特用林産基礎資料(特用林産物生産統計調査結果報告書) 令和元年度 林野庁経営課特用林産対策室 2020

11688 地域資源を活用した農村振興-社会組織の連携こうぞうのネットワーク分析
都市住民プロジェクト研
究資料第3号

農林水産政策研究所 2020

11689 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績(全国)～総括編・動向編～ 平成30年度 国立研究開発法人　水産研究・教育機構 2020

11690 栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績(全国)～資料編～ 平成30年度 国立研究開発法人　水産研究・教育機構 2020

11691 全国優良畜産経営管理技術発表会＜第60回農林水産祭参加行事＞ 令和2年度 中央畜産会 2020

11692 改訂魚病診断指針1 日本水産資源保護協会 1983

11693 魚病診断指針4 日本水産資源保護協会 1984

11694 えび学の人びと いさな書房 1987
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11695 海洋水産資源開発事業報告書(ブリ優良人工種苗周年供給システムの構築) 令和元年度(No.10）
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11696 海洋水産資源開発事業報告書(近海かつお釣＜三陸沖周辺海域＞) 平成30年度(No.7)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11697 京都産業大学タンパク質動態研究所年報 2019年号 京都産業大学タンパク質動態研究所 2021

11698 農山村への移住・定住の促進に向けた取組に関する研究
都市住民プロジェクト研
究資料第2号

農林水産政策研究所 2020

11699 事業実績 令和元年度 京都府京都林務事務所 2020

11700 ネオウイルス学-生命源流から超個体、そしてエコスフィアーへ-
新学術領域研究
2016-2020

不明 不明

11701 女川原子力発電所温排水調査結果 令和元年度 宮城県 2021

11702 農業協同組合要覧 令和元事業年度 京都府農林水産部 2021

11703 関東近海のさば漁業　 No.53 一都三県さば漁海況検討会 2020

11704 マグネシウム Vol.36 No.2 日本マグネシウム学会 2018

11704 マグネシウム Vol.37 No.1 日本マグネシウム学会 2018

11704 マグネシウム Vol.37 No.2 日本マグネシウム学会 2019

11704 マグネシウム Vol.38 No.1 日本マグネシウム学会 2019

11704 マグネシウム Vol.38 No.2 日本マグネシウム学会 2020

11705 マグネシウム Vol.39 No.1 日本マグネシウム学会 2020

11705 内藤財団時報 Vol.103 内藤記念科学振興財団 2019

11705 内藤財団時報 Vol.104 内藤記念科学振興財団 2019

11705 内藤財団時報 Vol.105 内藤記念科学振興財団 2020

11705 内藤財団時報 Vol.106 内藤記念科学振興財団 2020

11705 内藤財団時報 Vol.107 内藤記念科学振興財団 2021

11705 内藤財団時報 Vol.108 内藤記念科学振興財団 2021

11706 食と農免疫国際教育研究センター　日本学術振興会研究拠点形成事業活動報告書 2015年度
東北大学大学院農学研究科
食と農免疫国際教育研究センター

2016

11706 食と農免疫国際教育研究センター　日本学術振興会研究拠点形成事業活動報告書 2016年度
東北大学大学院農学研究科
食と農免疫国際教育研究センター

2017

11706 食と農免疫国際教育研究センター　日本学術振興会研究拠点形成事業活動報告書 2017年度
東北大学大学院農学研究科
食と農免疫国際教育研究センター

2018

11706 食と農免疫国際教育研究センター　日本学術振興会研究拠点形成事業活動報告書 2018年度
東北大学大学院農学研究科
食と農免疫国際教育研究センター

2019

11706 食と農免疫国際教育研究センター　日本学術振興会研究拠点形成事業活動報告書 2019年度
東北大学大学院農学研究科
食と農免疫国際教育研究センター

2020

11706 食と農免疫国際教育研究センター　日本学術振興会研究拠点形成事業活動報告書 2020年度
東北大学大学院農学研究科
食と農免疫国際教育研究センター

2021

11707 RIKEN CSRS Annual Report 2017 理化学研究所環境資源科学研究センター 2018

11707 RIKEN CSRS Annual Report 2018 理化学研究所環境資源科学研究センター 2019

11707 RIKEN CSRS Annual Report 2019 理化学研究所環境資源科学研究センター 2020

11707 RIKEN CSRS Annual Report 2020 理化学研究所環境資源科学研究センター 2021

11708 アニマルウェルフェアの実践に向けて　ブロイラー 畜産技術協会 2021

11709 アニマルウェルフェアの実践に向けて　豚 畜産技術協会 2021

11710 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和2年度第2四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2021

11711 農村と読書 2020 家の光協会 2021

11712 栽培漁業用種苗等の生産・入手・放流実績(全国)～総括編～ 令和元年度
水産庁増殖推進部
国立研究開発法人水産研究・教育機構
全国豊かな海づくり推進協会

2021

11713 共済総合研究 Vol.82 JA共済総合研究所 2021

11714 コスメトロジー研究30年のあゆみ1990～2020年 コーセーコスメトロジー研究財団 2021

11715 京都大学大学院理学研究科附属天文台年次報告 2017年 京都大学大学院理学研究科附属天文台 不明

11716 京都大学大学院理学研究科附属天文台年次報告 2018年 京都大学大学院理学研究科附属天文台 不明

11717 京都大学大学院理学研究科附属天文台年次報告 2019年 京都大学大学院理学研究科附属天文台 不明

11718 たちばな 3 京都大学男女共同参画推進センター 2021

11719 京都大学男女共同参画推進センター報告書 2020 京都大学男女共同参画推進センター 2021

11720

11721

11722 海洋水産資源開発事業報告書(遠洋まぐろはえなわ<太平洋中・東部海域>） 令和元年度(No.1)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11723 海洋水産資源開発事業報告書 (定置網<高知県鈴地区>) 平成30年度(No.8)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11724 研究助成金受給者研究報告集 2019年度 日揮・実吉奨学会 2021

11725 京都大学福井謙一記念研究センター外部評価報告 2021 京都大学福井謙一記念研究センター 2021

11726 海洋水産資源開発事業報告書(いか釣＜日本周辺海域および北太平洋海域＞） 令和元年度(No.4)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11727 浦上財団研究報告書 Vol.28 公益財団法人　浦上食品・食文化振興財団 2021

11728 柑きつに関する試験成績 令和元年度
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

2021

11729 海洋水産資源開発事業報告書(底びき網(かけまわし)：日本海北部海域) 平成30年度(No.6)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11730 近畿大学原子炉等利用共同研究経過報告書 令和元年度 大阪大学大学院工学研究科 2020

11731

11732

11733 京都大学研究連携基盤年次報告書 2018年度 京都大学研究連携基盤 不明

11734 京都大学研究連携基盤年次報告書 2019年度 京都大学研究連携基盤 不明

11735 海洋水産資源開発事業報告書(底びき網(かけまわし)：日本海北部海域) 令和元年度(No.7)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11736 林木育種の実施状況及び統計 令和2年版 森林総合研究所林木育種センター  不明

11737 市町村別田畑売買価格一覧表 令和2年 全国農業会議所 2021

11738 田畑売買価格等に関する調査結果 令和2年 全国農業会議所 2021

欠番

欠番

欠番

欠番



資料番号 書　　　　　名　　　　　等 巻号数等 編著者・発行者名 出版年

11739 京都大学東南アジア地域研究研究所要覧 2020/2021 京都大学東南アジア地域研究研究所 2020

11740 京都大学大学文書館外部評価報告書 京都大学大学文書館 2021

11741 山梨県畜産酪農技術センター研究報告 Vol.1 山梨県畜産酪農技術センター 2019

11742 千葉県畜産総合研究センター特別研究報告 第1号 千葉県畜産総合研究センター 2017

11743 石川県農林総合研究センター農業試験場特別研究報告 第8号 石川県農林総合研究センター農業試験場 2014

11744 第26代総長山極壽一活動報告書　おもろい大学の歩み
平成26年10月～
令和2年9月

京都大学総務部広報課 2021

11745 業務報告 令和2年度 富山県農林水産総合技術センター森林研究所 2021

11746 京都大学研究連携基盤 vol.5 京都大学研究連携基盤 2021

11747 畜産生産に関する研究調査成果報告書 令和2年度 畜産ニューテック協会 2021

11748 水産物販売促進緊急対策事業報告書 令和2年度 国産水産物販売促進協議会 2021

11749 美味しく食べるウエカツレシピ 令和2年度 国産水産物販売促進協議会 2021

11750 外部評価委員会報告書 京都大学人文科学研究所 2021

11751 国際農研創立50周年記念誌　国際農林水産業研究50年 国際農林水産業研究センター 2020

11752 京都大学高等教育研究開発推進センター活動報告 令和2年度 京都大学高等教育研究開発推進センター 2021

11753
RURSS : news letter from Research Unit for Realization of Sustainable Society :
京都大学持続可能社会創造ユニットニューズレター

第1号 京都大学持続可能社会創造ユニット 2021

11753
RURSS : news letter from Research Unit for Realization of Sustainable Society :
研究成果報告書

令和2年度 京都大学持続可能社会創造ユニット 2021

11754 雪印種苗の牧草・飼料作物総合カタログ　品種解説と栽培の手引き 雪印種苗株式会社 2021

11755 京都府森林利用保全指針 京都府 2020

11756 岩手大学三陸水産研究センター年報 第7号 岩手大学三陸水産研究センター 2021

11757 世界の食料安全保障と栄養の現状2020年報告：要約版 国際農林業協働協会(JAICAF) 2021

11758 海洋水産資源開発事業報告書(いか釣＜北太平洋海域＞) 令和元年度(No.5)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11759 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和2年度第3四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2021

11760 京都大学化学研究所国際共同利用・共同研究拠点 令和2年度 京都大学化学研究所 2021

11761 漁業経営統計調査報告 令和元年 農林水産省大臣官房統計部 2021

11762 京都大学総合博物館収蔵資料目録　石井九郎衛門家文書 第8号 京都大学総合博物館 2021

11763 JASと食品表示 56巻7号 日本農林規格協会 2021

11764 業務報告 令和2年度 島根県中山間地域研究センター 2021

11765 業務報告書 平成12年度 島根県中山間地域研究センター 2001

11766 漁業構造動態調査報告書 令和元年 農林水産省大臣官房統計部 2021

11767 海洋水産資源開発事業報告書(海外まき網＜熱帯インド洋海域及び熱帯太平洋海域＞） 令和元年度(No.2 )
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11768 千葉県立中央博物館研究報告　房総半島の海洋生物誌Ⅱ　分館海の博物館の研究成果に基づいて 特別号11 千葉県立中央博物館 2021

11769 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和2年度第4四半期 北海道総務部危機対策室原子力安全対策課 2021

11770 佐賀県有明水産振興センター業務報告 令和元年度 佐賀県有明水産振興センター 2021

11771 チーズ職人百人百話 メトロミニッツ 2021

11772 ハイ、チーズ　チーズに会いに行く旅西日本 FOOD VOICE 2021

11773 京都大学学生総合支援センター紀要 50輯 京都大学学生総合支援センター 2021

11774 京都大学ウイルス・再生医科学研究所要覧 京都大学ウイルス・再生医科学研究所

11775 海洋水産資源開発事業報告書 (スジアラ養殖の企業化に向けた技術開発) 令和元年度(No.10 )
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11776 業績目録 第30巻(2020年) 京都大学生態学研究センター 2021

11777 年報 2020年度 市村清新技術財団 2021

11778 JA共済連の現状 2021 全国共済農業協同組合連合会 2021

11779 住友化学:技術誌 2021 住友化学株式会社 2021

11780 Needs Vol.47 岩谷直治記念財団 2021

11781 情報学広報 No.23
情報学研究科評価・広報委員会広報ワーキンググ
ループ

2021

11782 海洋水産資源開発事業報告書(定置網＜佐賀県玄海地区＞) 令和元年度(No.8)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11783 海洋水産資源開発事業報告書(近海かつお釣＜三陸沖周辺海域＞) 令和元年度(No.7)
国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査セン
ター

2021

11784 上原記念生命科学財団一年のあゆみ 2020年度 上原記念生命科学財団 2021

11785 水産研究助成事業報告 令和2年度 北水協会 2021

11786 科学技術時代 Vol.43 成和記念財団 2021

11787 農作業料金・農業労賃に関する調査結果 令和2年 全国農業会議所 2021

11788 50周年記念誌 1969-2018 内藤記念科学振興財団 2019

11789 ネオウイルス学 : 生命源流から超個体、そしてエコスフィアーへ : ニュースレター総集編 不明 2020

11790 日本農学進歩賞受賞者講演要旨集 第15回 農学会 2020

11791 アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針 畜産技術協会 2021

11792 岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター年報 第19号(令和2年度)
岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス
教育研究センター

2021

11793 共済総合研究 Vol.83 JA共済総合研究所 2021

11794 会報 第103号 大学基準協会 2021

11795 生理学研究所要覧 2021 自然科学研究機構生理学研究所 2021

11796 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和2年度 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2021

11797 京都産業大学生命科学部年報 第2号　2020年度 京都産業大学生命科学部 2021

11798 国際協力機構年次報告書 2021 国際協力機構 2021

11799 ネオ･セルフニュースレター Vol.4 2021年4月 ネオセルフNL発行事務局 2021

11800 事業実績 令和2年度 京都府京都林務事務所 2021

11801 すみか　身近なすみかを見てみよう 令和3年度 埼玉県立川の博物館 2021

11802 京都大学大学院エネルギー科学研究科 : 自己点検・評価報告書 令和2年度 京都大学大学院エネルギー科学研究科 2021

11803 京都大学情報環境機構年報：自己点検評価報告書 2020年度 京都大学情報環境機構 2021

11804 中央水研ブロック卵・稚仔,プランクトン調査研究担当者協議会研究報告 No.41(令和3年度)
水産研究・教育機構 水産資源研究所
水産資源研究センター

2021

11805 静岡県水産・海洋技術研究所事業報告 2020年度 静岡県水産・海洋技術研究所 2021
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11806 総合地球環境学研究所要覧 総合地球環境学研究所 2021

11807 温排水 : 泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和3年度第1四半期 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課 2021

11808 東京大学大気海洋研究所要覧・年報 2021年 東京大学大気海洋研究所 2021

11809 京都御苑自然現況調査報告書 第8集 国民公園協会京都御苑 2021

11810 ニチレイグループ統合レポート 2021 ニチレイグループコミュニケーション部 2021

11811 統合報告書 2021 日油 2021

11812 統合報告書 2021 SBSホールディングス 2021

11813 CSR報告書 2021 明和地所 2021

11814 統合報告書 2021 日立物流 2021

11815 自己点検・評価報告書 2020年度 京都大学生存圏研究所 2021

11816 京都産業大学タンパク質動態研究所年報 2020年度 京都産業大学タンパク質動態研究所 2021

11817 生存圏研究 No.17 京都大学生存圏研究所 2021

11818 日本農学進歩賞受賞者講演要旨集 第20回 農学会 2021

11819 グリーンパワー時評抜刷
201-2021年
森本幸裕担当分41編

森林文化協会 2021

11820 京都大学生態学研究センター創設30周年記念誌 京都大学生態学研究センター 2021

11821 水産油脂資源講演会記録 令和3年度(第73回) 日本水産油脂協会 2021

11822 自然の博物館100年の軌跡 令和3年度特別展 埼玉県自然の博物館 2021

11823 私の歩んだ道 菱谷政種 2021

11824 鳥類保護の最前線 : 絶滅の危機に瀕する鳥類の未来のために 日本家禽学会 2021


