
別表　本稿で調査した主な雑誌名とその略記等 （順不同）

和文略記 英文略記 発行機関

１．学会誌

日本作物学会紀事 日作紀 Jpn. J. Crop. Sci. 日本作物学会
　　Plant Production Science Plant Produc. Sci. （英文誌）

　 日本作物学会講演要旨集 作物学会講要集 Abstr. Meeting CSSJ 日本作物学会

   日本作物学会九州支部会報 日作九支報 日本作物学会九州支部

園芸学会雑誌 園学雑 J. Japan. Soc. Hort. Sci. 園芸学会

   園芸学研究 園学研 Hort. Res. (Japan) （後続誌）

育種学雑誌 育雑 Japan. J. Breeding 日本育種学会

   育種学研究 Breed. Sci. （後続誌）

日本植物病理学会報 日植病報
J. Jour. Phytopathol.

(Ann. Phytopath. Soc.
日本植物病理学会

 　Journal of General Plant Pathology J. Gen. Plant Pathl. （英文誌）

日本線虫学会誌 日線虫誌 Nematol. Res. 日本線虫学会

　 日本線虫研究会誌 日線虫研誌 Jap. J. Nematol. （前身誌）

日本応用動物昆虫学会誌 応動昆 Appl. Entomol. Zool 日本応用動物昆虫学会

日本農薬学会誌 （農薬誌） 日本農薬学会
　Journal of Pesticide Science J. Pestic. Sci. （英文誌）

日本土壌肥料学雑誌 土肥誌 日本土壌肥料学会
   Soil Science and Plant Nutrition Soil Sci. Plant Nutri. （英文誌）

土肥要旨集 日本土壌肥料学会

農業機械学会誌 農機誌 Journal of JSAM 現：農業食料工学会

日本農芸化学会誌 農化 日本農芸化学会
   Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Biosci. Biotechnol. Biochem. （英文誌）

　 化学と生物 日本農芸化学会
　 Agricultural and Biological Chemistry Agric. Biol. Chem., （英文前身誌）

Bull. Agr. Chem. Soc. Japan （英文前身誌）

日本食品科学工学会誌 食科工誌
Nippon Shokuhin Kogyo

Gakkaishi
日本食品科学工学会

   日本食品工業学会誌 日食工誌
Nippon Shokuhin Kogyo

Gakkaishi
（前身誌）

   農産加工技術研究會誌 （前身誌）

日本食品工学会誌 J. Food Eng. 日本食品工学会

日本食品保蔵科学会誌 日食保蔵誌 Food Preser. Sci. 日本食品保蔵科学会

応用糖質科学 J. Appl. Glycosci. 日本応用糖質科学会
   Journal of Applied Glycoscience （英文誌）

　 澱粉科学 Jap.Soc.Starch Sci. （前身誌）

   澱粉工業学会誌 （前身誌）

日本家政学会誌 家政誌 J. Home Econ. Jpn. 日本家政学会

　 家政学雑誌 家政誌 J. Home Econ. Jpn. （前身誌）

家政誌 (別) （講要集）

日本栄養・食糧学会誌 栄食誌 J. Nutr. Sci. Vitaminol. 日本栄養・食糧学会

J. Nutr. Sci. Vitaminol. （英文誌）

   栄養と食糧 （前身誌）

栄養学雑誌 日本栄養改善学会

日本調理科学会誌 日調科誌 J. Cookey Sci. Jpn. 日本調理科学会

  調理科学 （前身誌）
日調科会要旨
集

（講要集）

日本醸造協会誌 醸協 J. Brew. Soc. Japan 日本醸造協会

名称 （順不同）

  日本土壌肥料学会講演要旨集

   Bulletin of the Agricultural

Chemical Society of Japan

　 日本家政学会研究発表要旨
集

   Journal of Nutritional Science

and Vitaminology

  日本調理科学会大会研究発
表要旨集



和文略記 英文略記 発行機関

日本醸造協会誌 醸協 J. Brew. Soc. Japan 日本醸造協会

食品照射 日本食品照射研究協議会

食品衛生学雑誌 食衛誌 日本食品衛生学会

植物組織培養 Plant Tissue Culture 日本植物細胞分子生物学会

　 Plant Biotechnology Plant Biotech. （後続誌）

生物環境調節 Environ. Control in Biol. 日本生物環境調節研究会

植物学雑誌 植雑
The Botanical Magagine

(Bot. Mag. Tokyo)
日本植物学会

熱帯農業 Jpn. J. Trop. Agr. 日本熱帯農業学会

　熱帯農業研究 Trop. Agr. Develop. （後続誌）

遺伝学雑誌 Jpn. J. Genet. 日本遺伝学会
  Genes & Genetic Systems Genes Genet. Syst. （英文誌）
日本草地学会誌 日草誌 日本草地学会
日本畜産学会報 日畜会報 日本畜産学会

北海道畜産学会報 北畜会報
北海道畜産学会（現：北
海道畜産草地学会）

日本養豚学会誌 日豚会誌 日本養豚学会

２．大学学術報告
北海道大学農学部邦文紀要 北大農邦文紀要 北海道大学農学部

Jour. Fac. Agr. Hokkaido

Univ.
北海道大学農学部

北大農場報告
北海道大学農学部附属
農場

   北海道大学農場研究報告 北大農場研報
Res. Bull. Univ. Farm

Hokkaido Univ.

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター
生物生産研究農場

　 北海道大学農經論叢 北大農經論叢
北海道大学農学部農業
経済学科

帯広畜産大学学術研究報告 帯大研報 Res. Bull. Obihiro Univ. 帯広畜産大学

北海道教育大学紀要 
北海道教育大
紀要

(J. Hokkaido Unif. Educ.) 北海道教育大学

   北海道学芸大学紀要 
北海道学芸大
紀要

（前身誌）

山形大学紀要（農学）
山形大紀要（農
学）

Bull. Yamagata Univ.,

Agr. Sci.
山形大学農学部

千葉大学園芸学部学術報告 千葉大園学報
Tech. Bull．Fac．Hort．

Chiba Univ.
千葉大学園芸学部

三重大教育紀
要（自然科学）

Bull. Fac. Educ. Mie

Univ. (Natur. Sci.)
三重大学教育学部

神戸大学農学部研究報告 神戸大農研報
Sci. Rept, Fac. Agr, Kobe

Univ.
神戸大学農学部

   兵庫農科大学研究報告
兵庫農大研報
（農学）

Sci. Rep. Hyogo Univ.

Agric.
（前身誌）

島根大学農学部研究報告 島根大農研報
Bull. Fac. Agr. Shimane

Univ
島根大学農学部

　島根農科大学研究報告 島根農大研報
Bull. Fac. Agr. Shimane

Univ.
（前身誌）

岡山大学農学部学術報告 岡山大農報告
Sci. Fac. Agr. Okayama

Univ.
岡山大学農学部

   岡山大学農場報告 岡山大農場報告 （No.24～：センター報告）
岡山大学農学部附属農
場（現：同附属山陽圏
フィールド科学セン

   北海道大学農学部附属農場報告

三重大学教育学部研究紀要
（自然科学）

名称 （順不同）

   Journal of the Graduate School

of Agriculture, Hokkaido

University



   農学研究
岡山大学資源植物科学
研究所

和文略記 英文略記 発行機関
（大原農業研究
所報告）

Ber. Ohara Inst. Landw.

Forsh.

岡山大学資源植物科学
研究所

広島大学生物生産学部紀要  
広島大生物生
産紀要

J. Fac. Appl. Sci., Hiroshima Univ.広島大学生物生産学部

香川大学農学部学術報告 香川大農報告
Tech. Bull. Fac. Agr.,

Kagawa Univ.
香川大学農学部

  香川県立農科大学学術報告 香川農大報告 Tech．Bull．．Kagawa Agr. Coll.

香川農専研報

九州大學農學部學藝雜誌 九大農学芸雑誌 J. Fac. Agr., Kyushu Univ. 九州大学農学部

酪農学園大学紀要 酪農学園大紀要 酪農学園大学

東京農業大学農学集報
東京農大農学
集報

J. Agric. Sci., Tokyo

Univ. Agric.
東京農業大学

學苑 （昭和女子大・近文研紀要）
昭和女子大・近代文化
研究所

明治大学農学部研究報告 明治大農研報 明治大学農学部

東京聖栄大学紀要 東京聖栄大紀要 東京聖栄大学

文教大学女子短大部研究紀要 文教大女子短大紀要 文教大学女子短期大学部

３．国公立農試研究報告

北海道農業試験場研究報告
北海道農試研
報

Res. Bull. Hokkaido Natl.

Agric. Exp. Stn.
北海道農業研究センター

   北海道農業試験場研究報告 北海道農試研報 （後続誌）

   北海道農業試験場報告 北海道農事試報告 （後続誌）

　 北海道農業試験場彙報 北海道農試彙報 旧 北海道農業試験場

東北農業試験場研究報告 東北農試研報 旧 東北農業試験場

北海道立農試報告
北海道立総合研究機構
農業試験場

北海道立農試集報
北海道立総合研究機構
農業試験場

北海道立食品加工研究セ報告
北海道立総合研究機構
食品加工研究センター

岡山農試研報 旧岡山県立農業試験場

長崎総農試研報（農業）
旧長崎県総合農林試験
場 （現長崎県農林技術
開発センター）

植物防疫所調査研究報告 植防研報 Res. Bull. Pl. Prot. Japan 農林水産省 植物防疫所

食総研報 Rep. Natl. Food Res. Inst. 農研機構 食品総合研究所

４．各県の業務功程等表記例（年度発行の資料）
北海道農事試験場業務概要 北海道農事試業概（大正14），p.15-17.
青森県農事試験場業務年報 青森農試業年（昭和3），p.125.
秋田県農事試験場業務報告 秋田農試業報（昭和5），p.203.
宮崎県農事試験場業務功程 宮崎農試業功（大正12），p.225.

５．研究会誌
北日本病害虫研究会報 北日本病虫研報 北日本病害虫研究会
関東東山病害虫研究会報 関東東山病虫研報 関東東山病害虫研究会
北陸病虫害研究会報 北陸病虫研報 北陸病虫害研究会
関西病虫害研究会報 関西病虫研報 関西病虫害研究会
九州病害虫研究会報 九州病虫研報 九州病害虫研究会
北農 北農会
東北農業研究 東北農業研究協議会

近畿中国農業研究
旧 近畿中国四国農業
研究協議会（昭28.2閉

  Berichte des Ohara Instituts für

landwirtschaftliche Forschungen

　 北海道立食品加工研究セン
ター研究報告
岡山県立農業試験場研究報告

長崎県総合農林試験場研究報
告（農業部門）

食品総合研究所研究報告

　香川県立農業専門学校研究報告

學苑 （昭和女子大・近代文化
研究所紀要）

名称 （順不同）

北海道立総合研究機構農業試
験場報告
　 北海道立総合研究機構農業
試験場集報



九州農業研究
九州農業試験研究機関
協議会

和文略記 英文略記 発行機関

育種・作物学会北海道談話会報
日本育種学会・日本作
物学会北海道談話会

農業技術研究
静岡縣農業會農業技術
研究室

北農フロンティア研会報
北海道農業フロンティア
研究会

北農フロンティア研年報
北海道農業フロンティア
研究会

６．商業誌・情報誌等
病蟲害雜誌 病蟲雜 日本植物愛護會
農業および園芸 農及園 養賢堂
植物防疫 植防 日本植物防疫協会

農業技術
農業技術協会（平成24
解散，刊行終了）

防蟲科學 （防虫科学） 防虫科学研究所
食品照射 日本食品照射研究協議会
いも類振興情報 いも類振興会
特産種苗 日本特産農作物種苗協会

砂糖類・でん粉情報
農畜産業振興機構 調
査情報部

名称 （順不同）

北海道農業フロンティア研究会
報告書
北海道農業フロンティア研究会
年報

日本育種学会・日本作物学会
北海道談話会会報


