
雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

愛知県農業総合試験場研究報告(1979-) 愛知農総試研報 R1

愛知県農業総合試験場研究報告. B, 園芸(1969-1978) 愛知農総試研報B R2

青森県りんご試験場報告(1962-2002) 青森りんご試報 R3

青森県畑作園芸試験場研究報告(1976-1996) 青森畑園試研報 R4

青森県農林総合研究センターりんご試験場研究報告(2006-2008) 青森農林総研セりんご試研報 R5

青森県産業技術センターりんご研究所研究報告(2012-) 青森産技セりんご研報 R6

青森県農林総合研究センター畑作園芸試験場研究報告(2005-) 青森農林総研セ畑試研報 R7
秋田県果樹試験場研究報告(1973-2001) 秋田果試研報 R8

秋田県農林水産技術センター果樹試験場研究報告(2011-) 秋田農林水技セ果試研報 R9

石川県農業研究成果集報 石川農研成果集報 R10
石川県農業試験場研究報告（～1987） 石川農試研報 R11
石川県農業総合試験場研究報告（1988～1996） 石川農総試研報 R12
石川県農業総合研究センター研究報告(1997～） 石川農総研セ研報 R13
茨城県園芸試験場研究報告 茨城園試研報 R14
茨城県農業試験場研究報告（1958-1992) 茨城農試研報 R15
茨城県農業総合センター園芸研究所研究報告 茨城農総セ園研報 R16
茨城県農業総合センター生物工学研究所研究報告 茨城農総セ生物工研報 R17
岩手県園芸試験場研究報告 岩手園試研報 R18
岩手県園芸試験場研究報告. 特別報告 岩手園試特報 R19

岩手県立農業試験場研究報告（1972-1996） 岩手農試研報 R20
岩手県農業研究センター研究報告(2000-) 岩手農研セ研報 R21
愛媛県農林水産研究所果樹研究センター研究報告(2009-) 愛媛農林水研果研セ研報 R22
愛媛県立果樹試験場研究報告(1991-2008) 愛媛果試研報 R23
愛媛県工業技術センター研究報告（1981-2000） 愛媛工技セ研報 R24
愛媛県工業試験場研究報告（1973-1980） 愛媛工試研報 R25
愛媛県農業試験場研究報告 愛媛農試研報 R26

愛媛県果樹試験場研究報告（s35～s62) 愛媛果試研報 R27
愛媛県工業系試験研究機関研究報告（2000-2008） 愛媛工系試験研究機関研報 R28
愛媛県産業技術研究所研究報告（2009-） 愛媛産技研報 R29
園芸試験場久留米支場臨時報告 園試久留米臨報 R30

園藝試驗場報告（1925-1944） 園試研報 R31
園芸試験場報告.A（1962-1973） 園試研報A R32

園芸試験場報告.B（1962-1972） 園試研報B R33

園芸試験場報告.C（1963-1973） 園試研報C R34

園芸試験場報告.D（1963-1972） 園試研報D R35

大分県温泉熱利用花き園芸試験場研究報告 大分温泉熱利用花き園試研報 R36
岡山県立農業試験場臨時報告（1970-1997） 岡山農試臨報 R37
岡山県立農業試験場研究報告（1976-1998） 岡山農試研報 R38
岡山県農業総合センター農業試験場研究報告（1999-2009） 岡山農総セ農試研報 R39
岡山県農林水産総合センター農業研究所研究報告（2010-） 岡山農林水総セ農研報 R40
岡山農業総合センター農業試験場臨時報告（2001-） 岡山農総セ農試臨報 R41
沖縄県農業試験場研究報告 沖縄農試研報 R42
沖縄県農業試験場特別研究報告 沖縄農試特研報 R43

花き研究所研究報告 花き研報 R44
香川県農業試験場研究報告 香川農試研報 R45

鹿児島県農業開発総合センター研究報告. 耕種部門 鹿児島農総セ研報 R46
鹿児島県農業試験場研究報告 鹿児島農試研報 R47
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雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

果樹研究所研究報告（2002-） 果樹研報 R48

果樹試験場報告. 特別報告 果樹試特報 R49
果樹試験場報告（1990-2001） 果樹試報 R50
果樹試験場報告.A（1978-1989） 果樹試報A R51

果樹試験場報告.B（1974-1989） 果樹試報B R52

果樹試験場報告.C（1974-1989） 果樹試報C R53

果樹試験場報告. C(盛岡), 臨時報告 果樹試報C臨報 R54

果樹試験場報告.D（1977-） 果樹試報D R55

果樹試験場報告.E（0976-1988） 果樹試報E R56
神奈川県園芸試験場研究報告（1962-1994） 神奈川園試研報 R57
神奈川県園芸試験場研究報告－特別報告 神奈川園試特報 R58

神奈川県農業試験場研究報告（1961-1968） 神奈川農試研報 R59
神奈川県農業総合研究所研究報告（1970-2005） 神奈川農総研報 R60

神奈川県農業総合研究所　平成○年度　試験研究成績書 神奈川農総研平成○年試験研究成績 R61
神奈川県農業技術センター研究報告（2006-） 神奈川農技セ研報 R62
岐阜県中山間農業技術研究所研究報告(2001-） 岐阜中山間農技研報 R63

岐阜県高冷地農業試験場研究報告（1976-1997） 岐阜高冷地農試研報 R64

岐阜県農業試験場報告（1959-1986） 岐阜農試報 R65

岐阜県農業総合研究センター研究報告（1987-1999） 岐阜農総セ研報 R66

岐阜県農業技術研究所研究報告（2000-20006） 岐阜農技研報 R67

岐阜県農業技術センター研究報告（2007-） 岐阜農技セ研報 R68

九州農業試験場研究資料 九州農試研資 R69

九州農業試験場報告（1970-2001） 九州農試報 R70

九州農業試驗場彙報（1951-） 九州農試彙報 R71

九州沖縄農業研究センター報告（2001-） 九州沖縄農研セ報 R72
京都府立農業試験場研究報告（ｓ41-48） 京都農試研報 R73
京都府立農業研究所研究報告（ｓ50-55） 京都農研報 R74

京都府農業研究所研究報告（1982-2009） 京都農研報 R75
京都府農林水産技術センター農林センター研究報告. 農業部門（2010-） 京都農林水技セ農林セ研報（農） R76

近畿中国四国農業研究センター研究報告(2002-) 近畿中国四国農研セ研報 R77

熊本県農業研究センター研究報告（1990-） 熊本農研セ研報 R78

熊本県農業試験場研究報告（-1989） 熊本農試研報 R79

群馬県園芸試験場研究報告（1996-2003） 群馬園試研報 R80

群馬農業研究. D, 園芸（1985-1994） 群馬農研D R81
群馬農業研究 群馬農研 R82

群馬県園芸試験場報告（-1984） 群馬園試報 R83

群馬県立産業技術センター研究報告（2004-） 群馬産技セ研報 R84

群馬県農業技術センター研究報告（2004-） 群馬農技セ研報 R85

研究時報（福岡県立農業試験場） 研究時報（福岡農試） R86

研究時報（秋田県農業試験場） 研究時報（秋田農試） R87

研究時報（大分県林業試験場） 研究時報（大分林試） R88

高知県園芸試験場研究報告（1982-1990） 高知園試研報 R89

高知県園芸試験場特別報告 高知園試特報 R90

高知県農業技術センター研究報告（1992-） 高知農技セ研報 R91

高知県農林技術研究所研究報告（1968-1990） 高知農林研報 R92

高知県農林技術研究所特別研究報告 高知農林特研報 R93
高知県農業技術センター特別研究報告 高知農技セ特研報 R94
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雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

埼玉県園芸試験場研究報告 埼玉園試研報 R95

埼玉県園芸試験場特別研究報告 埼玉園試特研報 R96

埼玉県農林総合研究センター研究報告（2001-） 埼玉農林総研セ研報 R97

埼玉県農業試験場研究報告（1967-2000） 埼玉農試研報 R98

佐賀県果樹試験場研究報告 佐賀果試研報 R99

佐賀県果樹試験場特別報告 佐賀果試特報 R100

佐賀県農業試験研究センター研究報告（1993-） 佐賀農セ研報 R101

佐賀県農業試験場研究報告（1959-1991） 佐賀農試研報 R102
蚕糸試験場報告 蚕試報 R103

滋賀県農業試験場特別研究報告（1988-1999） 滋賀農試特報 R104

滋賀県農業試験場研究報告（1954-1999） 滋賀農試研報 R105

滋賀県農業総合センター農業試験場研究報告（2001-2005） 滋賀農総セ農試研報 R106

滋賀県農業技術振興センター研究報告（2007-） 滋賀農技振セ研報 R107

滋賀県農業総合センター農業試験場特別研究報告（2002） 滋賀農総セ農試特研報 R108

滋賀県農業技術振興センター特別研究報告（2012-） 滋賀農技振興セ特研報 R109

四國農業試験場報告（1953-2001） 四国農試報 R110

静岡県柑橘試験場研究報告（-2005） 静岡柑試研報 R111

静岡県柑橘試験場業績集録 静岡柑試業績集録 R112

静岡県柑橘試験場特別報告（1967-1992） 静岡柑試特報 R113

静岡県柑橘試験場特別研究報告（1994） 静岡柑試特研報 R114

静岡県柑橘試験場特別報告（1995-2005） 静岡柑試特報 R115

静岡県農業試験場研究報告（1957-2007） 静岡農試研報 R116

静岡県農業試験場特別報告（1962） 静岡農試特報 R117

静岡県浜松工業技術センター研究報告（1992-2007） 浜松工技セ研報 R118

静岡県農林技術研究所研究報告（2008-） 静岡農技研報 R119

静岡県工業技術研究所研究報告（2008-） 静岡工技研報 R120

島根県農業技術センター研究報告(2007-) 島根農技セ研報 R121

島根県農業試験場研究報告(1974-2005) 島根農試研報 R122

食品総合研究所研究報告 食総研報 R123

植物資源探索導入調書報告書 植探報 R124

植物防疫所調査研究報告 植防研報 R125

食糧：その科学と技術（1958-) 食糧 R126
せ 農業生物資源研究所研究報告 生物研報 R127

千葉県農業試験場研究報告(1954-2001) 千葉農試研報 R128

千葉県原種農場研究報告(1979-2000) 千葉原農研報 R129

千葉県暖地園芸試験場研究報告(1969-2000) 千葉暖地園試研報 R130

千葉県農業試験場特別報告(1961-2001) 千葉農試特報 R131

千葉県農業総合研究センター研究報告(2002-2008) 千葉農総研研報 R132

千葉県農林総合研究センター研究報告(2009-) 千葉農林総研研報 R133

千葉県農業総合研究センター特別報告(2002-2007) 千葉農総研特報 R134

千葉県農林総合研究センター特別報告(2009-) 千葉農林総研特報 R135

中国農業試験場研究報告(1987-2001) 中国農試研報 R136

東京都農林総合研究センター研究報告(2006-） 東京農林総研研報 R137

東北農業研究センター研究報告（2002-） 東北農研セ研報 R138

東北農業試験場研究速報（1963-1976） 東北農試研速報 R139

東北農業試験場研究資料（1978-2000） 東北農試研資 R140

徳島県立農業試験場試験研究報告（1983-2000） 徳島農試研報 R141
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雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

徳島県果樹試験場研究報告（1967-2000） 徳島果研報 R142
徳島県立農林水産総合技術センター果樹研究所研究報告（2002-2005） 徳島農林水総技セ果樹研報 R143
徳島県立農林水産総合技術支援センター果樹研究所研究報告（2007-） 徳島農林水総技支援セ果樹研報 R144
徳島県立農林水産総合技術センター農業研究所試験研究報告（2002） 徳島農林水総技セ農研試研報 R145
徳島県立農林水産総合技術センター農業研究所研究報告（2003-2005） 徳島農林水総技セ農研報 R146
徳島県立農林水産総合技術支援センター農業研究所研究報告（2006-） 徳島農林水総技支援セ農研報 R147

栃木県農業試験場研究報告（1958-） 栃木農試研報 R148

鳥取県果樹試験場研究報告（1960-1987） 鳥取果試研報 R149
鳥取県産業技術センター研究報告(1999-） 鳥取産技セ研報 R150

鳥取県園芸試験場報告（1991-） 鳥取園試報 R151

鳥取県野菜試験場研究報告（1979-1985） 鳥取野菜試研報 R152

富山県農業試験場研究報告（-1985） 富山農試研報 R153

富山県農業技術センター研究報告（1987-2008） 富山農技セ研報 R154

富山県農業試験場野菜花き試験場報告 富山農試野菜花き試報 R155

富山県農林水産総合技術センター農業研究所研究報告（2009-） 富山農林水総技セ農研報 R156

富山県農林水産総合技術センター園芸研究所研究報告（2010-） 富山農林水総技セ園研報 R157
長崎県果樹試験場研究報告(1994-2008) 長崎果試研報 R158

長崎県総合農林試験場研究報告. 農業部門(1973-2009) 長崎総農林試研報（農） R159

長野県中信農業試験場報告 長野中信農試報 R160
長野県野菜花き試験場報告（1981-) 長野野菜花き試報 R161

奈良県農業試験場研究報告（1968-2000） 奈良農試研報 R162
奈良県農業試験場特別報告 奈良農試特報 R163

奈良県農業技術センター研究報告（2001-2006） 奈良農技セ研報 R164

奈良県農業総合センター研究報告（2007-） 奈良農総セ研報 R165

新潟県森林研究所研究報告（1998-） 新潟森林研報 R166

新潟県園芸試験場研究報告 新潟園試研報 R167

新潟県園芸試験場特別報告 新潟園試特報 R168

新潟県食品研究所研究報告 新潟食品研報 R169

新潟県農業総合研究所研究報告（1999-） 新潟農総研報 R170

新潟県林業試験場研究報告（1995-1997） 新潟林試研報 R171

新潟県農業試験場研究報告（1956-1998） 新潟農試研報 R172

農業研究センター研究報告 農研セ研報 R173

NARC研究速報 NARC研究速報 R174

農業生物資源研究所研究報告 生物研報 R175

農業環境技術研究所報告 農環研報 R176
農業技術研究所報告 A 農技研報A R177
農業技術研究所報告 B 農技研報B R178
農業技術研究所報告 C 農技研報C R179
農業技術研究所報告 D 農技研報D R180
農業技術研究所報告 E 農技研報E R181
農業技術研究所報告 F 農技研報F R182

農林水産技術会議研究成果選シリーズ 農林水産技術会議研究成果 R183

兵庫県立中央農業技術センター研究報告. 農業編(1988-1993) 兵庫中央農技セ研報（農） R184

兵庫県立中央農業技術センター特別研究報告 兵庫中央農技セ特研報 R185

兵庫県農業技術センター研究報告. 農業編（1994-2002） 兵庫農技セ研報（農） R186

兵庫県農業試験場研究報告（-1976） 兵庫農試研報 R187

兵庫県農業試験場特別研究報告 兵庫農試特研報 R188
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雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

兵庫県農業総合センター研究報告（1976-1987） 兵庫農総セ研報 R189

兵庫県農業総合センター特別研究報告 兵庫農総セ特研報 R190

兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告. 農業編（2003-） 兵庫農林水技総セ研報（農） R191

広島県立農業技術センター研究報告（1992-2006） 広島農技セ研報 R192

広島県果樹試験場研究報告(1972-) 広島果試研報 R193

広島県立総合技術研究所農業技術センター研究報告（2007-） 広島総研農技セ研報 R194

広島県立林業試験場研究報告 広島林試研報 R195
広島県立農業試験場報告(1981-1991) 広島農試研報 R196

福井県園芸センター報告（ｓ57-ｓ58） 福井園セ報 R197

福井県園芸試験場報告（ｓ59-） 福井園試報 R198

福井県農業試験場研究報告（1994-） 福井農試研報 R199

福井県農業試験場報告（ｓ41-H5） 福井農試報 R200
福岡県農業総合試験場特別報告 福岡農総試特報 R201

福岡県立園芸試験場研究報告（1966-　　ｓ41-ｓ56） 福岡園試研報 R202

福岡県農業総合試験場研究報告（1995-） 福岡農総試研報 R203

福岡県農業総合試験場研究報告. B, 園芸（1982-1994） 福岡農総試研報B R204

福島県園芸試験場研究報告 福島園試研報 R205

福島県果樹試験場研究報告 福島果樹試研報 R206

福島県農業試験場研究報告（1965-2006） 福島農試研報 R207

福島県農業試験場特別研究報告 福島農試特研報 R208

福島県農業総合センター研究報告（2009-） 福島農総セ研報 R209

北陸農業試験場報告 北陸農試報 R210

北海道農業試験場研究資料 北海道農試研究資料 R211

北海道農業試験場研究報告（1972-2001） 北海道農試研報 R212

北海道農業試験場報告（1943-1971） 北海道農試報 R213

北海道立農業試験場集報（1957-2009） 北海道農試集報 R214

北海道立農業試験場報告（1951-2010） 北海道農試報 R215

北海道林業試験場報告（1964-1983） 北海道林試報 R216

北海道農業試驗場彙報（1943-1972） 北海道農試彙報 R217

北海道農業研究センター研究報告（2002-） 北海道農研セ研報 R218

北海道立総合研究機構農業試験場集報（2011-） 北海道総研農試集報 R219

北海道立総合研究機構農業試験場報告（2010-） 北海道総研農試報 R220

北海道林業試験場研究報告（1984-） 北海道林試研報 R221

三重県農業技術センター研究報告（1972-2001） 三重農技セ研報 R222

三重県科学技術振興センター農業研究部報告（2002-2006） 三重科技振セ研報 R223

三重県農業研究所報告（2009-） 三重農研報 R224

宮城県園芸試験場研究報告（1978-2001） 宮城園試研報 R225

宮城県農業・園芸総合研究所研究報告（2002-） 宮城農園総研報 R226

宮城県農業短期大学学術報告 宮城農短大学報 R227

宮城県農業センター研究報告（1975-2001） 宮城農セ研報 R228

宮城県立農業試験場報告（1955-1972） 宮城農試報 R229

宮崎県総合農業試験場研究報告（1966-） 宮崎総農試研報 R230

宮崎県農業試験場研究報告（1962-1965） 宮崎農試研報 R231
も 文部省科学研究費による研究報告集録.　農学編 研究報告集録．農学編 R232

野菜季報（1977-2003） 野菜季報 R233

野菜試験場報告. B, 盛岡（1977-1987） 野菜試報B R234

野菜試験場報告. C, 久留米（1974-1986） 野菜試報C R235
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雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

野菜試験場報告. A(1974-1986) 野菜試報A R236

野菜情報（2004-） 野菜情報 R237

野菜茶業研究成果情報（2010－） 野菜茶研成果情報 R238

野菜・茶業試験場花き部研究年報 野菜茶試花き部年報 R239

野菜茶業研究集報 野菜茶研集報 R240
野菜茶業研究所研究報告(2002-) 野菜茶研報 R241
野菜・茶業試験場研究報告(1997-2001) 野菜茶試研報 R242
野菜・茶業試験場研究報告.A(1987-1989) 野菜茶試研報A R243
野菜・茶業試験場研究報告.B(茶業）(1991-1996) 野菜茶試研報B R244
野菜・茶業試験場研究報告.C(1990) 野菜茶試研報C R245
野菜・茶業試験場研究報告.D(1988-1989) 野菜茶試研報D R246

野菜・茶業試験場研究報告. A (野菜・花き) 野菜茶試研報A R247

野菜・茶業試験場研究報告. B (金谷)(1987-1989) 野菜茶試研報B R248

野菜・茶業研究成果情報（1989-2008） 野菜茶研成果情報 R249

山形県立園芸試験場研究報告（1982-2002） 山形園試研報 R250

山形県立園芸試験場特別報告（1984-1986） 山形園試特報 R251

山形県立農業試験場研究報告（1966-2002） 山形農試研報 R252

山形県園芸研究報告（2003-） 山形園研報 R253

山形県立園芸試験場特別研究報告（1989-2001） 山形園試特研報 R254

山形県園芸特別研究報告（2006-） 山形園特研報 R255

山形県農事研究報告（2004-2008） 山形農事研報 R256

山形県農業研究報告（2009-） 山形農事研報 R257

山口県農業試験場研究報告（1964-2009） 山口農試研報 R258

山口県農業試験場特別研究報告（1963-） 山口農試特報　 R259

山口県農林総合技術センター研究報告（2010-） 山口農林総技セ研報 R260

山梨県森林総合研究所研究報告(1997-) 山梨森林総研報 R261

山梨県果樹試験場研究報告 山梨果試研報 R262

山梨県果樹試験場特別報告 山梨果試特報 R263

山梨県食品工業指導所研究報告 山梨食工指報 R264

山梨県総合農業試験場研究報告（1985-2006） 山梨総農試研報 R265

山梨県農業技術研究所研究報告（1971-1981） 山梨農技研報 R266

山梨県農業試験場研究報告（1970-1988） 山梨農試研報 R267

山梨県農業技術研究所報告（1970） 山梨農技研報 R268

山梨県総合農業技術センター研究報告（2007-） 山梨総農セ研報 R269
和歌山県工業技術センター研究報告 和歌山工技セ研報 R270

和歌山県果樹園芸試験場研究報告(s42-) 和歌山果樹園試研報 R271

和歌山県果樹園芸試験場特別研究報告 和歌山果樹園試特研報 R272
和歌山県果樹園芸試験場臨時報告（ｓ45-） 和歌山果樹園試臨報 R273

和歌山県農業試験場研究報告 和歌山農試研報 R274

和歌山県農林水産総合技術センター研究報告(2000-2012) 和歌山農林水総技セ研報 R275

和歌山県農林水産試験研究機関研究報告(2013-) 和歌山農林水産試研究機関研報 R276
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