
回数 年⽉⽇ 演題 所属（当時） 講演者

第1回 H19.10.13 農業を変えた技術開発 中央農研 丸⼭ 清明
第2回 H19.11.10 ⽇本稲作の特徴－機械化の視点から－ 中央農研 ⽮治 幸夫
第3回 H19.12. 8 精密農業とは？ 中央農研 ⽷川 信弘

第4回 H20. 1.12 GAPで実現する安全で環境に優しい農業 中央農研 ⼆宮 正⼠

第5回 H20. 2. 9 ⼟の健康と環境 中央農研 ⽊村 武
第6回 H20. 3. 8 植物の病気から⾒る⾷の安定と安全 中央農研 ⾼橋 賢司
第7回 H20. 4.12 ⽇本農業のビジネスモデル 中央農研 増渕 隆⼀
第8回 H20. 5.10 植物バイオテクノロジ－ 中央農研 ⽥中 宥司
第9回 H20. 6.14 植物ウイルスとその防除 中央農研 花⽥ 薫
第10回 H20. 7.12 農作業を安全・快適に 中央農研 ⼩林 恭
第11回 H20. 8. 9 野⽣動物の⽣態と農業被害 中央農研 百瀬 浩
第12回 H20. 9.13 カメムシの“におい”の不思議 中央農研 ⽔⾕ 信夫
第13回 H20.10.11 雑草の埋⼟種⼦とその管理 中央農研 渡邊 寛明
第14回 H20.11. 8 ナタネ・ヒマワリで地域おこし 中央農研 冨樫 ⾠志
第15回 H20.12.13 ⾝近な野⿃を知る 中央農研 池⻑ 裕史
第16回 H21. 1.10 ⼥性が輝く農業とは 中央農研 原 珠⾥
第17回 H21. 2.14 イノシシとはどんな⽣き物か 中央農研 仲⾕ 淳
第18回 H21. 3.14 機械が拓く新しい農業 中央農研 ⾕脇 憲
第19回 H21. 4.11 野菜の流通はどうなってるの？ 中央農研 佐藤 和憲
第20回 H21. 5. 9 ⽥植えロボット＝鉄腕アトムが⽥植え？ 中央農研 ⽟城 勝彦

第21回 H21. 6.13 ⾍で⾍を退治する－導⼊天敵チュウゴクオナ
ガコバチ－ 中央農研 守屋 成⼀

第22回 H21. 7.11 稲の病気はどう流⾏するの？ 中央農研 ⽯⿊ 潔
第23回 H21. 8. 8 え！種まき、⽥植えじゃないの？ 中央農研 ⽮治 幸夫

第24回 H21. 9.12 フィールドサーバで観よう－庭先からヒマラ
ヤ奥地まで－ 中央農研 平藤 雅之

第25回 H21.10.10 イネが分⾝の術でいもち病から⾝をかわす 中央農研 藤⽥ 佳克
第26回 H21.11.14 斑点⽶カメムシって何？ 中央農研 渡邊 朋也
第27回 H21.12.12 エコ化する農業－評価技術で未来を描く－ 中央農研 林 清忠
第28回 H22. 1. 9 有機農業を巡って 中央農研 ⽊村 武
第29回 H22. 2.13 ⽥んぼの⽣物多様性 中央農研 森本 信⽣
第30回 H22. 3.13 数をくらべる－統計のはなし－ 中央農研 ⼆宮 正⼠

第31回 H22. 4.10 農業を次代に託す－離農したい⼈と農業を始
めたい⼈を結ぶ新しいやり⽅－ 中央農研 梅本 雅

第32回 H22. 5. 8 野菜作りで無駄な肥料をやっていませんか？ 中央農研 屋代 幹雄
第33回 H22. 6.12 農林地資源を活かす⽜の放牧 中央農研 千⽥ 雅之
第34回 H22. 7.10 ⽔⽥を活かす地下⽔位制御技術 中央農研 島⽥ 信⼆
第35回 H22. 8.14 家畜ふん堆肥を上⼿に使おう 中央農研 加藤 直⼈
第36回 H22. 9.11 農業における「リスク」とその判断 中央農研 ⽯⿊ 潔
第37回 H22.10. 9 畑のやっかいもの外来雑草アサガオ類とは？ 中央農研 澁⾕ 知⼦
第38回 H22.11.13 ⽥んぼで⾼品質の⻨を作る 中央農研 渡邊 好昭
第39回 H22.12.11 ⼟壌の機能と地球温暖化 中央農研 太⽥ 健
第40回 H23. 1. 8 ⻨の話 中央農研 佐々⽊昭博

第41回 H23. 2.12 アジアの⽔⽥にて －イネ害⾍防除の海外技
術協⼒－ 中央農研 渡邊 朋也

第42回
※中⽌（注1） H23. 3.12 ⾝近なバイオマス利⽤ 中央農研 薬師堂謙⼀

第43回
※中⽌（注2） H23. 4. 9 稲作と地球温暖化 中央農研 中川 博視

第44回 H23. 5.14 東⽇本⼤震災と稲作（注3） 作物研 寺島 ⼀男
第45回 H23. 6.11 農作物の⼤敵センチュウとは？ 中央農研 ⽔久保隆之
第46回 H23. 7. 9 野菜の害⾍－ヨトウムシとその仲間たち－ 中央農研 後藤 千枝

第47回 H23. 8.13 20世紀の農業と21世紀の農業 －化学農薬と
⽣物農薬の調和－ 中央農研 津⽥ 新哉

第48回 H23. 9.10 失われた作物と新規作物 －資源作物⾒本園
－ 作物研 勝⽥ 眞澄

第49回 H23.10. 8 作物の⽣き残り戦略に学ぶ 〜⽯⾖（いしま
め）を例に 中央農研 ⼄部 和紀

第50回 H23.11.12 ⼈類は何故農業を始めたか 元中央農研 丸⼭ 清明

回数 年⽉⽇ 演題 所属（当時） 講演者

第51回 H23.12.10 稲作と地球温暖化 中央農研 中川 博視
第52回 H24. 1.14 ⾝近なバイオマス利⽤ 中央農研 薬師堂謙⼀

第53回 H24. 2.11 ⽶価と稲作経営 －ごはん１杯10円で稲作経営
は成り⽴つか－ 中央農研 梅本 雅

第54回 H24. 3.10 アスパラガスを巡る物語 野菜茶業研 浦上 敦⼦
第55回 H24. 4.14 千変万化のアブラムシ 中央農研 本多健⼀郎
第56回 H24. 5.12 ⾝近な⿃カラスの暮らし 中央農研 吉⽥保志⼦
第57回 H24. 6. 9 チャレンジ！⽥んぼでの有機栽培 中央農研 三浦 重典
第58回 H24. 7.14 ⽥んぼで⼤⾖や野菜を楽に安定して作る 中央農研 細川 寿
第59回 H24. 8.11 お⽶のおいしさを測る 作物研 鈴⽊啓太郎
第60回 H24. 9. 8 ⼤⾖の病気を防ぐカビの話 農研機構本部 仲川 晃⽣
第61回 H24.10.13 未来の野菜⽣産を考える 野菜茶業研 中野 明正
第62回 H24.11.10 知って！⾷べて！－サツマイモの話－ 作物研 ⾼⽥ 明⼦
第63回 H24.12. 8 ⾷卓から⾒た⽶消費のゆくえ 中央農研 ⼭本 淳⼦
第64回 H25. 1.12 飼料⽤⽶の話 中央農研 重⽥ ⼀⼈
第65回 H25. 2. 9 成分分析で迫る有機農産物の⾵味 中央農研 ⽥中 福代
第66回 H25. 3. 9 DNA情報を利⽤した作物と家畜の品種改良 中央農研 林 武司
第67回 H25. 4.13 お⽶の未来を開く品種たち 中央農研 三浦 清之
第68回 H25. 5.11 露地野菜の出荷予測システム 中央農研 菅原 幸治
第69回 H25. 6. 8 温暖化が進むと野菜は作れなくなるか 野菜茶業研 岡⽥ 邦彦
第70回 H25. 7.13 農作業と⼈間⼯学 中央農研 菊池 豊
第71回 H25. 8.10 ⼤⾖品種のバージョンアップ作戦！ 作物研 ⽻⿅ 牧太
第72回 H25. 9.14 天敵銀⾏で害⾍を防除する 中央農研 ⻑坂 幸吉
第73回 H25.10.12 畑⼟壌のリン酸・窒素肥沃度を簡単に測る 中央農研 ⾦澤 健⼆
第74回 H25.11. 9 ⽇本の果物の優秀性と美味しい果物を作る⽅法 果樹研 ⼭⽥ 昌彦
第75回 H25.12.14 ⾷物繊維が豊富な⼤⻨⾷品 作物研 柳澤 貴司
第76回 H26. 1.11 猛威を振るう外来雑草 中央農研 ⿊川 俊⼆
第77回 H26. 2. 8 統計からみた⽇本の農業の姿 中央農研 澤⽥ 守
第78回 H26. 3. 8 作物病害⾍の「リスク」について考える 中央農研 ⼤藤 泰雄

第79回 H26. 4.12 茨城の動物たち －⼈と動物との関わり、あつれ
き－ 中央農研 ⽵内 正彦

第80回 H26. 5.10 作物に寄⽣するセンチュウとその防除 中央農研 植原 健⼈
第81回 H26. 6.14 新しい接ぎ⽊法によるトマト⻘枯病の防除 中央農研 中保 ⼀浩
第82回 H26. 7.12 ⽔⽥作－少ないリン酸肥料で作物⽣産 中央農研 新良 ⼒也
第83回 H26. 8. 9 施設でトマトやキュウリをつくるのは・・・ 野菜茶業研 東出 忠桐
第84回 H26. 9.13 ⼈⼯衛星の農業への利⽤ 中央農研 ⻑坂 善禎
第85回 H26.10.11 おいしいくだものを⾷卓へ！ 果樹研 樫村 芳記
第86回 H26.11. 8 お⽶の品種ができるまで 作物研 ⼭⼝ 誠之
第87回 H26.12.13 作物研究所における⼩⻨の育種について 作物研 ⼄部千雅⼦
第88回 H27. 1.10 飼料⽤稲の栽培 中央農研 ⼭⼝ 弘道
第89回 H27. 2.14 関東発祥の砂糖とサトウキビ 中央農研 寺内 ⽅克
第90回 H27. 3.14 薬⽤作物を活⽤した６次産業化の可能性と課題 中央農研 後藤 ⼀寿
第91回 H27. 4.11 科学で⾖腐を考える 作物研 ⼾⽥ 恭⼦
第92回 H27. 5. 9 農業とバイオマスエネルギー 農林⽔産省 飯嶋 渡
第93回 H27. 6.13 ドイツの⼩⻨作経営 中央農研 関根 久⼦
第94回 H27. 7.11 「グルテンフリー⽶粉パン」で⽶の消費拡⼤を 作物研 荒⽊ 悦⼦
第95回 H27. 8. 8 ⼟着天敵を活⽤した害⾍防除 中央農研 ⽇本 典秀
第96回 H27. 9.12 多年⽣雑草スギナの特性と防除 中央農研 中⾕ 敬⼦
第97回 H27.10.10 リンゴもミカンも温暖化で変わる 果樹研 杉浦 俊彦
第98回 H27.11.14 宮城県・津波被災地の復興に向けた取り組み 中央農研 仁平 恒夫

第99回 H27.12.12 化学肥料を使わないで堆肥だけで野菜を作れる
か？ 野菜茶業研 徳⽥ 進⼀

第100回 H28. 1. 9

慎ましやかな農業技術 〜病害⾍防除技術からみ
た現代農業〜 中央農研 津⽥ 新哉

⽔⽥雑草の防除と除草剤抵抗性 中央農研 内野 彰
ここまで来た「農作業ロボット」 中央農研 ⽟城 勝彦

注1：東日本大震災のため中止。第52回に改めて同タイトルで開催
注2：東日本大震災のため中止。第51回に改めて同タイトルで開催
注3：東日本大震災後の情勢を踏まえ、当初のテーマを変更の上開催
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