
雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

愛知教育大学研究報告 愛知教育大研報 U1

秋田県立農業短期大学研究報告 秋田農短大研報 U2
石川県農業短期大学研究報告 石川農短大研報 U3
石川県農業短期大学特別研究報告 石川農短大特研報 U4
茨城大学農学部学術報告（1953-1992） 茨城大農学報 U5

茨城大学農学部年報（2000-） 茨城大農年報 U6
岩手大学農学部年報(1997-) 岩手大農年報 U7
岩手大学農学部報告(1953-1996) 岩手大農報 U8

宇都宮大学農学部学術報告 宇都宮大農学報 U9
宇都宮大学農学部農場報告 宇都宮大農場報 U10

愛媛大学農学部紀要 愛媛大農紀要 U11

愛媛大学農学部農場報告 愛媛大農場報 U12

愛媛大経営農学研究 愛媛大経営農研 U13
岡山大学資源植物科学研究所報告 岡山大資源植物科学研報 U14

岡山大学農学部学術報告 岡山大農学報 U15

岡山大学農学部農場報告（-2001） 岡山大農場報 U16

岡山大学農学部センター報告（2003-） 岡山大農セ報 U17

香川大学教育学部研究報告.第Ⅱ部 香川大教研報II U18

香川大学農学部学術報告 香川大農学報 U19
香川大学農学部紀要 香川大農紀要 U20

鹿兒島大學農學部學術報告(1952-) 鹿児島大農学報 U21

南海研紀要（1981-1988） 南海研紀要 U22

南太平洋研究（1989-） 南太平洋研究 U23

金沢大学理学部付属植物園年報（1968-2002） 金沢大理学植物園年報 U24

岐阜女子大学紀要(1972-） 岐阜女子大紀要 U25

岐阜大学研究報告 岐阜大研報 U26

岐阜大学農学部研究報告 岐阜大農研報 U27

九州大学農学部農場報告（1977-1999） 九州大農場報 U28

九州大学農学部農場研究報告(2001-） 九州大農場研報 U29

九州大學農學部學藝雜誌（1950-2000） 九州大農学芸雑 U30

九州大学大学院農学研究院学芸雑誌(2000-） 九州大院農研学芸雑 U31

九州東海大学農学部紀要（1982-2008） 九州東海大農紀要 U32
共栄学園短期大学研究紀要(1985-） 共栄学園短大研究紀要 U33
京都大学食糧科学研究所報告 京大食糧科学研報 U34

京大農場報告 京大農場報 U35
京都府立大学学術報告.農学 京都府大学報（農） U36

京都府立大学農学部附属農場報告 京都府大農場報 U37
近畿大学先端技術総合研究所紀要 近畿大先端技術総合研紀要 U38
近畿大学農学部紀要(1998-） 近畿大農紀要 U39

け （恵泉女学園短期大学）研究紀要(1966-2001） 恵泉女学園短大研究紀要 U40

高知大學學術研究報告（1952-1960） 高知大學研報 U41

高知大学学術研究報告. 自然科学I, [基礎科学編]（1960-1967） 高知大學研報(自然Ⅰ) U42

高知大学学術研究報告. 自然科学II, [応用科学編]（1930-1967） 高知大學研報(自然Ⅱ) U43

高知大学学術研究報告. 農学（1968-2008） 高知大学研報(農) U44

高知大学学術研究報告（2009-） 高知大学研報 U45

高知大学農学部附属システム園芸実験施設研究報告 高知大システム園芸施設研報 U46

高知大学農学部紀要 高知大農紀要 U47
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神戸大学共同研究開発センター年報 神戸大共研セ年報 U48

神戸大学農学部学術報告（1998-） 神戸大農学報 U49

神戸大学農学部研究報告（1971-1997） 神戸大農研報 U50

神戸大学農学部農場報告(s62-） 神戸大農場報 U51

兵庫農科大学・神戸大学農学部研究報告（1967-1968） 兵庫農大・神戸大農研報 U52

佐賀大学農学部彙報（1981-2009） 佐賀大農彙報 U53
佐賀大学農学部農場報告（1987-2003） 佐賀大農場報 U54
佐賀大学農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター年報(2004-） 佐賀大資源循環フィールド科学教育研セ年報 U55

滋賀県立短期大学学術雑誌（1960-1996） 滋賀短大学雑 U56

静岡大学教育学部研究報告. 自然科学篇（1964-2009） 静岡大教育研報(自然) U57

静岡大学農学部園芸研究報告 静岡大農園研報 U58

静岡大学農学部研究報告（1982-2002） 静岡大農研報 U59

島根大学生物資源科学部研究報告(1996-) 島根大生資研報 U60

島根大学農学部研究報告(1967-1995) 島根大農研報 U61

食と緑の科学(2006-) 食と緑の科学 U62

信州大学農学部紀要 信州大農紀要 U63

信州大学農学部農場報告（1980-2002） 信州大農場報 U64

信州大学農学部AFC報告（2003-） 信州大AFC報 U65
せ 聖カタリナ女子短期大学紀要(1968-1994) 聖カタリナ女子短大紀要 U66

拓殖大学理工学研究報告(1993-) 拓殖大理工研報告 U67

玉川大学農学部研究報告 玉川大農研報 U68

千葉工業大学研究報告(1962-1965) 千葉工大研報 U69

千葉工業大学研究報告. 理工編(1965-) 千葉工大研報(理工） U70

千葉大学園芸学部学術報告(1953-2005) 千葉大園学報 U71

千葉大学園芸学部特別報告 千葉大園学特報 U72

千葉大学園芸学部学術報告 千葉大園学報 U73

食と緑の科学(2006-) 食と緑の科学 U74
千葉大学教育学部研究紀要 千葉大教育研究紀要 U75

低温科学. 生物編（1978-1981） Low Temp. Sci. Ser. B U76

低温科學. 生物篇（1954-1978） 低温科學（生物） U77

東海大学紀要. 農学部（2009-） 東海大紀要(農） U78

東京教育大學農學部紀要（1952-1978） 東京教育大農紀要 U79

東京農業大学農学集報(1950-） 東京農大農集報 U80

東京農工大学農学部農場研究報告(1963-） 農工大農場研報 U81

東京農工大学農学部学術報告 農工大農学報 U82
（東洋食品工業短期大学・東洋食品研究所）研究報告書(1964-） 東洋食品工短大・東洋食品研報 U83

鳥取大学農学部研究報告(1970-） 鳥取大農研報 U84

富山県立技術短期大学研究報告（1973-1990） 富山技術短大研報 U85

富山県立大学紀要（1991-） 富山県大紀要 U86

中村学園研究紀要（1968-2000） 中村学園研究紀要 U87

中村学園大学・中村学園大学短期大学部研究紀要(2001-） 中村学園大・短大研究紀要 U88

南海研紀要（1981-1988） 南海研紀要 U89

新潟大学農学部紀要（1961-1996） 新潟大農紀要 U90

新潟大学農学部研究報告（1977-） 新潟大農研報 U91
日本女子大学紀要. 理学部(1993-) 日本女子大紀要（理） U92
日本女子大学紀要. 家政学部(1993-) 日本女子大紀要（家政） U93

ひ 弘前大学農学生命科学部学術報告（1999-） 弘前大農生学報 U94
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雑誌・会報名称（正式） 雑誌名表記方法 整理番号

弘前大学農学部学術報告（1956-1998） 弘前大農学報 U95
広島県立大学紀要 広島県大研究紀要 U96

広島農業短期大学研究報告（1958-1989） 広島農短大研報 U97

兵庫農科大学・神戸大学農学部研究報告（1967-1968） 兵庫農大・神戸大農研報 U98
ふ 福井県立短期大学研究紀要（1976-1993） 福井県短大研究紀要 U99

北海道教育大学紀要. 第二部. B, 生物学,地学,農学編（1977-1998） 北海道教育大紀要2B U100

北海道大学農学部邦文紀要（1951-1999） 北大農邦文紀要 U101

北海道大学大学院農学研究科邦文紀要（2000-2006） 北大院農邦文紀要 U102

北海道大学大学院農学研究院邦文紀要（2007-） 北大院農邦文紀要 U103

北海道大学農学部附属農場報告(1964-s49) 北大農場報 U104

北海道大学農学部農場研究報告(1977-2001) 北大農場研報 U105

北海道大学農場研究報告(2003-) 北大農場研報 U106

三重大学環境科学研究紀要（1976-1992） 三重大環境研究紀要 U107

三重大学生物資源学部紀要（1988-2006） 三重大生資紀要 U108

三重大学農学部学術報告（1950-1988） 三重大農学報 U109

三重大学大学院生物資源学研究科紀要（2007-） 三重大院生資紀要 U110

南九州大学研究報告. A, 自然科学編（2003-） 南九州大研報A U111
南九州大学園芸学部研究報告. 自然科学・人文社会科学（1972-1994） 南九州大園研報 U112

南九州大学園芸学部研究報告. A, 自然科学系（1995-2002） 南九州大園研報A U113

南太平洋研究（1989-） 南太平洋研究 U114

宮崎大学農学部研究報告（1970-） 宮崎大農研報 U115

明治大学農学部研究報告(1951-) 明治大農研報 U116

名城大学農学部学術報告(1957-) 名城大農学報 U117

山形大学紀要. 農学(1950-） 山形大紀要（農） U118

山口大学農学部学術報告(s25-1994) 山口大農学報 U119
り 琉球大学農学部学術報告(1967-） 琉球大農学報 U120
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