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1．『農林業問題研究』第 58 巻第２号（第 226 号）の発刊案内
1-1 目次

＜個別報告論文＞
ネガティブな要因をきっかけとする若者の帰郷・定住プロセスと心理変化―島根
県雲南市を事例として―
上田航平・髙田晋史
農山村における外部人材の継続的な協働を促す働きかけ－福井県越前町熊谷区の
事例から－
小林悠歩・中塚雅也
Text-Mining Analysis on Qualitative Characteristics of the Substantial
Community-Based Master Plan in Unfavorable Area in Japan: A Case of the
Sanin Region
Xiaoxi Gao・Nobuyoshi Yasunaga・Norikazu Inoue
Working in the Garment Industry and Child Education and Work in Cambodia
Miwa Kana
Does Migration Push Exit from Agriculture in Mexico?
Yuji Nagaoka・Atsushi Chitose・Motoi Kusadokoro
農福連携の取組が農業経営にもたらす影響
中本英里・豊田正博・山本俊光
＜書評リプライ＞
"Community-based Rural Tourism and Entrepreneurship
A Microeconomic
-1Approach" 〈Springer・2019 年 11 月 28 日〉評者：八木浩平（第 57 巻・第 3 号）
大江靖雄
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＜書評リプライ＞
"Community-based Rural Tourism and Entrepreneurship A Microeconomic
Approach" 〈Springer・2019 年 11 月 28 日〉評者：八木浩平（第 57 巻・第 3 号）
大江靖雄
＜書評＞
上田遥著『食育の理論と教授法

善き食べ手の探求』
山田伊澄

１−２ 編集後記

農林業問題研究は，2014 年頃，紙媒体
からオンラインジャーナルに変わった．
同時に，購読型の雑誌から，オープンアク
セス（OA）ジャーナルに変わった．この改
革の理由は，紙媒体での発行コストであ
ったと記憶している．しかし，今となれば，
OA ジャーナルにすることで，購読者が間
違いなく増えたし，引用件数も増えたの
ではと考えられる．
また，2016 年頃，個別報告論文において，
既存研究レビューを行い，新規性と学術
性を論じることを求めるようになり，ペ
ージ数が 6 頁から 9 頁に増えた．それと
同時に，査読の厳格化が進んだ．その結果，
採択率は低下したが，研究論文に近いレ
ベルの個別論文が公表されるようになっ
た．
さらに，最近の大きな変化は，英語論文が
増えたことだ．今回の 226 号では，個別

報告論文 6 本の内の３本までが英語論文
である．
以上のように，農林業問題研究は，OA ジ
ャーナルとし，世界を含むより多くの人
に読まれるようになった．また，利益目的
の OA ジャーナルとは異なり，厳格な査読
が行われている．その結果，
「地域の実態
に即して農林業問題に関する経済的・社
会的研究を進め，農林業の発展に寄与す
る」という学会の使命を果たすためのツ
ールとしての重要性が高まったと言える．
ただ，問題は，投稿数が減少傾向にあるこ
とだ．論文の投稿先が世界に広がると同
時に，ジャーナルの数が増えるなかで，農
林業問題研究も厳しい競争に曝されるこ
とになる．しかし，重要なことは，厳格な
査読を行うことで，健全な学術誌であり
続けることだろう．（T.F.）

★編集後記
会員相互のよりよいコミュニケーションにむけて、皆様からのご意見やご要望、ご提案をお待ちしております。
組織・広報担当常任理事（堀田 学 horita@fpu.ac.jp または辻村英之 tsujimura.hideyuki.8m@kyoto-u.ac.jp）まで、積
極的にお知らせ下さい。（M.H.）
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学会配信メールの受信設定のお願い

最近、地域農林経済学会の配信メール（地域農林経済学会事務局 arfe@nacos.com からの
一斉配信メール）が迷惑メールボックスに入ってしまう現象が多くみられます。配信側で可
能な対策は講じておりますが、会員の皆様におかれまして受信状況をチェックいただき、受
信側での対策として受信設定をお願いいたします。
今後も学会の大会情報などをメール配信いたしますので、お手数をおかけしますが、ご協
力賜りますようお願い申し上げます。
【１】地域農林経済学会の配信メールが受信できているかどうかご確認をお願いします。
直近では、6 月に、第５回国際ワークショップについてのメールを配信しております。送
信元は、地域農林経済学会事務局<arfe@nacos.com>です。受信トレイに問題なく届いている
場合には、以下の【２】の受信設定をしていただく必要はありません。
受信トレイに届いていない場合には、迷惑メールボックスに入っていないかどうか、ご確
認をお願いします。そのうえで、
【２】の設定をお願いします。
【２】地域農林経済学会のドメインの受信設定をお願いします。
配信メールが通常の受信トレイに届かない場合には、受信側の設定として、配信元メール
アドレス「arfe@nacos.com」のドメインである「@nacos.com」の受信設定をお願いします。
＜受信設定の方法について＞

今回とくに問題が生じているのが Gmail で受信する場合ですので、例として、Gmail の
受信設定の方法をご案内します。
「Gmail でメールドメインの受信設定をする方法」
https://office-hack.com/gmail/receive-settings/
【配信メールが迷惑メールボックスにも届いていない場合】
メールアドレスが登録されていない、または、登録メールアドレスの更新がされていない
可 能 性 が あ り ま す 。 地 域 農 林 経 済 学 会 オ ン ラ イ ン 会 員 情 報 管 理 シ ス テ ム e-naf
（https://www.e-naf.jp/ARFE/member/login.php）にログインのうえ、会員情報の確認・更
新をお願いします。パスワードおよび登録メールアドレス不明のためにログインができな
い場合には、学会事務局（arfe@nacos.com）までご連絡ください。
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