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主要な引用文献の雑誌名称と略称表記

（平成 22 年 12 月 1 日作成）

・農学情報資源システムを参照し，整理した雑誌名と略称の一覧表です．

・「○」となっている雑誌は略称がないことを表します．

正式名称 略称

あ

行

愛知県農業総合試験場研究報告 愛知農総試研報
青森県農業試験場研究報告 青森農試研報
青森県農林総合研究センター研究報告 青森農林総研研報
青森県畑作園芸試験場研究報告 青森畑園試研報
秋田県農業試験場研究報告 秋田農試研報
秋田県立大学短期大学部紀要 ○
秋田県立農業短期大学研究報告 秋田農大研究報告
育種学研究 ○
育種学研究要旨集 育種学研究 **（別 *）
育種学最近の進歩 ○
育種学雑誌 ○
育種学雑誌要旨集 育雑 **（別 *）
石川県農業試験場研究報告（～1987年） 石川農試研報
石川県農業総合試験場研究報告（1988～1996年） 石川農総試研報
石川県農業総合研究センター研究報告（1997年～） 石川農総研研報
石川県農業総合試験場特別研究報告 石川農総試特研報
石川県農業短期大学研究報告 石川農短大報
遺伝学雑誌 ○
茨城県農業試験場研究報告 茨城農試研報
茨城県農業総合センター生物工学研究所研究報告 茨城農総セ生工研報
茨城県農業総合センター農業研究所研究報告 茨城農総セ農研報
茨城大学農学部学術報告 茨大農学術報告
岩手県農業研究センター研究報告 岩手農研セ研報
岩手県立農業試験場研究報告 岩手農試研報
岩手大学農学部報告 岩手大農報
宇都宮大学農学部学術報告 ○
愛媛県農業試験場研究報告 愛媛農試研報
愛媛大学農学部紀要 ○
愛媛大学農学部農場報告 ○
園芸学研究 園学研
園芸学会雑誌 園学雑
大分県農業技術センター研究報告 大分農技セ研報
大阪府農林技術センター研究報告 大阪農技セ研報
大阪府立食とみどりの総合技術センター研究報告 大阪食とみどり技セ研報
大阪府立大学大学院農学生命科学研究科学術報告 大阪府大院農生学術報告
大阪府立農林技術センター研究報告 大阪農技セ研報
岡山県農業総合センター農業試験場研究報告 岡山県農試研報
岡山県立農業試験場研究報告 岡山農試研報
岡山大学資源生物科学研究所農学研究 農学研究
岡山大学資源生物科学研究所報告 岡大資生研報
岡山大学農学部学術報告 岡山大農学報
岡山大学農業生物研究所農学研究 農学研究
沖縄県農業試験場研究報告 沖縄農試研報

か

行

香川県産業技術センター研究報告 香川産技セ研報
香川県農業試験場研究報告 香川農試研報
香川大学農学部学術報告 香川大農学報
鹿児島県農業開発総合センター研究報告 鹿児島農総セ研報（耕種）
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か

行

鹿児島県農業試験場研究報告 鹿児島農試研報
鹿児島大学農学部学術報告 鹿大農学術報告
神奈川県園芸試験場研究報告 神奈川園試研報
神奈川県農業技術センター研究報告 神奈川農技セ報
神奈川県農業総合研究所研究報告 神奈川農総研研報
関東東山農業試験場研究報告 ○
岐阜県農業技術研究所研究報告 岐阜農技研研報
岐阜県農業試験場報告 岐阜農試報
岐阜県農業総合研究センター研究報告 岐阜農総研セ研報
九州沖縄農業研究センター報告 九州沖縄農研報告
九州大学大学院農学研究院学芸雑誌 九大農学芸雑誌
九州大学農学部学芸雑誌 九大農学芸雑誌
九州東海大学農学部紀要 九州東海大農紀要
九州農業研究 ○
九州農業試験場報告 九州農試報告
京都大学食糧科学研究所報告 食糧科学研究所報告
京都府農業研究所研究報告 京都農研報
京都府立大学学術報告 人間環境学・農学 京都府立大学学術報告「人間環境学 ･農学」
近畿大学農学部紀要 近畿大学農学部紀要
近畿中国四国農業研究センター研究報告 近中四農研報
熊本県農業研究センター研究報告 熊本県農研セ研報
熊本県農業試験場研究報告 熊本県農試研報
群馬県農業試験場研究報告 群馬農試研報
群馬県農業試験場報告 群馬農試報
群馬農業研究 A（総合） 群馬農業研究 A 総合
高知県農業技術センター研究報告 高知農技セ研報
高知県農林技術研究所研究報告 高知農技研研報
高知大学学術研究報告 ○
高知大学農学部紀要 ○
神戸大学農学部学術報告 神大農学報
神戸大学農学部研究報告 神大農研報

さ

行

埼玉県茶業試験場研究報告 埼玉茶試研報
埼玉県農業試験場研究報告 埼玉農試研報
埼玉県農林総合研究センター研究報告 埼玉農総研研報
佐賀県農業試験研究センター研究報告 佐賀農セ研報
佐賀県農業試験場研究報告 佐賀農試研報
佐賀大学農学部彙報 佐賀大農彙
作物研究所研究報告 作物研報
雑草研究 ○
雑草とその防除 ○
滋賀県農業試験場研究報告 滋賀農試研報
滋賀県農業総合センター農業試験場研究報告 滋賀農総セ農試研報
四国農業試験場報告 四国農試報
静岡県茶業試験場研究報告 静岡茶試研報
静岡県農業試験場研究報告 静岡農試研報
静岡県農業試験場特別報告 静岡農試特別報告 or 静岡農試特報
静岡大学農学部研究報告 ○
芝草研究 ○
島根県農業試験場研究報告 島根農試研報
島根大学生物資源科学部研究報告 ○
島根大学農学部研究報告 島根大農研報
食品総合研究所報告 食総研報
植物細胞工学 ○
植物組織培養 ○
植物の化学調節 ○
植物の生長調節 ○
生物環境調節 ○
草地試験場研究報告 ○
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た

行

玉川大学農学部研究報告 ○
玉川大学農学部研究報告 玉川大農研報
畜産草地研究所研究報告 ○
千葉県原種農場研究報告（～2000年） 千葉原農研報
千葉県産業支援技術研究所研究報告 千葉産技研研報
千葉県農業試験場研究報告 千葉農試研報
千葉県農業試験場特別報告 千葉農試特報
千葉県農業総研究センター特別報告（2001年～） 千葉農総研特報
千葉県農業総研究センター報告（2001年～） 千葉農総研研報
千葉県農林総研究センター特別報告（2008年～） 千葉農林総研特報
千葉県農林総研究センター報告（2008年～） 千葉農林総研研報
千葉大学園芸学部学術報告 千葉大園学報
茶業試験場研究報告 茶業試験場研究報告
中央農業総合研究センター研究資料 中央農研研究資料
中央農業総合研究センター研究報告 中央農研研報
中国農業試験場研究報告 中国農試研報
東海近畿農業試験場研究報告 . 栽培部 ○
東京都農業試験場研究報告 東京農試研報
東京農業大学農学集報 東農大農学集報
東京農工大学農学部農場研究報告 農工大農場研報
東北大学農学研究所報告 東北大農研報
東北農業研究 ○
東北農業研究センター研究報告 東北農研研報
東北農業試験場研究報告 東北農試研報
徳島県農業試験場試験研究報告 徳島農試研報
徳島県立農業試験場研究報告 徳島農試研報
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 徳島農研報
栃木県農業試験場研究報告 栃木農試研報
鳥取県食品加工研究所研究報告 鳥取食加工研報
鳥取県農業試験場研究報告 鳥取農試研報
鳥取大学農学部研究報告 鳥大農研報
鳥取大学農学部砂丘研究所報告 鳥取大砂丘研報
富山県農業技術センター研究報告 富山県農技セ研報
富山県農業試験場研究報告 富山農試研報
富山県立技術短期大学研究報告 ○

な

行

長崎県総合農林試験場研究報告 長崎総農林試研報（農業部門）
長野県中信農業試験場報告 長野中信農試報
長野県南信農業研究試験場報告 長野南信農試報
長野県農業総合試験場報告 長野農総試報
奈良県農業技術センター研究報告 奈良農技セ研報
奈良県農業試験場研究報告 奈良農試研報
奈良県農業総合センター研究報告 奈良農総セ研報
新潟県農業試験場研究報告 新潟農試研報
新潟県農業総合研究所研究報告 新潟農総研研報
新潟大学農学部研究報告 新大農研報
日本作物学会紀事 日作紀
日本作物学会紀事第 ** 巻（別号 1） 日作紀 **（別 *）
日本食品科学工学会誌（1994年～） 食科工誌
日本食品工業学会誌（1962～1993年） 日食工誌
日本植物病理学会報 日植病報
日本草地学界講演要旨集 日草誌 **（別 *）
日本草地学会誌 日草誌
日本大学農獣医学部学術研究報告 ○
日本土壌肥料学会講演要旨集 土肥要旨集 **
日本土壌肥料学会誌 土肥誌
日本農薬学会誌 ○
熱帯農業 ○
熱帯農業研究（2008年～） 熱帯農業研究
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な

行

農業および園芸 農及園
農業環境技術研究所資料 農環研資料
農業環境技術研究所報告 農環研報
農業機械学会誌 ○
農業技術 ○
農業技術研究所報告 A 物理統計 農技研報 A 
農業技術研究所報告 B 土壌・肥料 農技研報 B 
農業技術研究所報告 D 農技研報 D
農業気象 ○
農業研究センター研究資料 農研センター資料
農業研究センター研究報告 農研センター研報
農業生物資源研究所研究資料 生物研研究資料
農業生物資源研究所研究報告 生物研報
農業土木学会誌 農土誌
農作業研究 ○
農事試験場研究資料 ○
農事試験場研究報告 農事試研報
農事試験場報告 ○
農林水産技術研究ジャーナル 研究ジャーナル
農林統計研究 ○

は

行

兵庫県農業技術センター研究報告 兵庫農技研報（農業）
兵庫県農業総合センター研究報告 兵庫農総セ研報
兵庫県立中央農業技術センター研究報告 兵庫中農技研報（農業）
兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告 兵庫農技総セ研報（農業）
弘前大学農学生命科学部学術報告 弘大農生報
弘前大学農学部学術報告 弘大農報
広島県立農業技術センター研究報告 広島農技セ研報
広島県立農業試験場報告 広島農試報告
福井県農業試験場研究報告（1994 年～） 福井農試研報
福井県農業試験場特別報告 福井農試特報
福井県農業試験場報告（1993 年以前） 福井農試報
福岡県農業総合試験場研究報告 福岡農総試研報
福岡県農業総合試験場研究報告 A（作物） 福岡農総試研報Ａ－ 1～13
福島県農業試験場研究報告 福島農試研報
福島県農業試験場特別研究報告 福島農試特研報
北陸農業試験場報告 北陸農試報
北海道大学大学院農学研究科邦文紀要 北大農邦文紀要
北海道農業研究センター研究報告 北海道農研研報
北海道農業試験場彙報 ○
北海道農業試験場研究報告 北海道農試研報
北海道農業試験場報告 ○
北海道立農業試験場集報 北海道立農試集報
北海道立農業試験場報告 ○
ほ場と土壌 ○

ま

行

三重県科学技術振興センター農業研究部報告 三重科技セ農研報
三重県農業技術センター研究報告 三重農技研報
三重大学生物資源学部紀要 三重大生物資源紀要
三重大学農学部学術報告 ○
宮城県古川農業試験場研究報告 宮城古川農試報
宮城県農業園芸総合研究所研究報告 宮城農園研報
宮城県農業センター研究報告 宮城農セ研報
宮城県農業短期大学学術報告 宮城農短大報
宮崎県総合農業試験場研究報告 宮崎総農試報
宮崎大学農学部研究報告 ○
明治大学農学部研究報告 ○
名城大学農学部学術報告 名城大農学報
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や

行

野菜茶業研究所研究報告 ○
山形県農事研究報告 山形農事研報
山形県農事特別研究報告 山形農事特研報
山形県立農業試験場研究報告 山形農試研報
山形県立農業試験場特別研究報告 山形農試特別研報
山形大学紀要　農学 山形大学紀要（農学）
山口県農業試験場研究報告 山口農試研報
山口大学農学部学術報告 山口大農学報
山梨県総合農業試験場研究報告 山梨総農試研報
山梨県農業技術研究所研究報告 山梨農試報告
山梨県農業試験場研究報告 山梨農試報告
琉球大学農学部学術報告 ○

わ
行

和歌山県農業試験場研究報告 和歌山農試研報
和歌山県農林水産総合技術センター研究報告 和歌山農林水技セ研報

正式名称 略称

支

部

日本育種学会・日本作物学会北海道談話会報告 育種・作物学会北海道談話会会報
日本作物学会東北支部会報 日作東北支部報
日本作物学会関東支部会報 日作関東支報
北陸作物学会報（1973 年 8 号～） 北陸作報
日本作物学会北陸支部会報（1965 ～ 1972 年 7 号） 日作北陸支報
東海作物研究（2000 年～） 東海作物研究
日本作物学会東海支部会報（～ 1999 年） 日作東海支報
作物研究（2008 年 53 号～） 作物研究
近畿作物育種研究（1984 年 29 号～ 2007 年 52 号） 近畿作育研究
近畿作物育種談話会報（～ 1983 年 28 号） 近畿作育会報
日本作物学会中国支部研究集録 日作中支集録
日本作物学会四国支部会報 日作四国支報
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