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1 12.10/31(水) [長月十六日] 「フード・マイレージ」事始め 共奏キッチン http://archives.mag2.com/0001579997/20121030235448000.html

2 12.11/ 7(水) [長月廿四日] 「フード・マイレージ」に込めた思い しごと塾さいはら http://archives.mag2.com/0001579997/20121107072530000.html

（山梨･上野原市、塩島由依子さん）

3 12.11/14(水) [神無月朔日] 輸入食料のフード・マイレージの「試算」 べりカフェ http://archives.mag2.com/0001579997/20121114063343000.html

（埼玉･小川町、高橋優子さん） （｢べりカフェ｣3周年記念号）

4 12.11/21(水) [神無月八日] 輸入食料の輸送距離について わいがや勉強･交流会 http://archives.mag2.com/0001579997/20121121065036000.html

（埼玉･新座市、荻原洋志さん）

5 12.11/28(水) [神無月十五日] 輸入食料のフード・マイレージの「試算」結果 生活文化・地域協同研究会 http://archives.mag2.com/0001579997/20121128065508000.html

（さいたま市、菊池陽子さん）

6 12.12/ 5(水) [神無月廿二日] 輸入食料のフード・マイレージ　－品目構成等 映画「よみがえりのレシピ」 http://archives.mag2.com/0001579997/20121205063405000.html

7 12.12/12(水) [神無月廿九日] 輸入食料のフード・マイレージ　－5千億と9千億 江戸東京野菜コンシェルジュ育成講座 http://archives.mag2.com/0001579997/20121212070344000.html

8 12.12/19(水) [霜月七日] 食をめぐる世界と日本の動き　－世界の潮流 高坂勝さん http://archives.mag2.com/0001579997/20121219070418000.html

（バー「たまにはTSUKIでも眺めましょ」）

9 12.12/26(水) [霜月十四日] 日本人は食生活に満足？ 大竹道茂さん http://archives.mag2.com/0001579997/20121226064659000.html

（江戸東京・伝統野菜研究会）

10 13. 1/ 2(水) [霜月廿一日] 伝統野菜等の取組 山下惣一さん http://archives.mag2.com/0001579997/20130102112812000.html

（佐賀・唐津、農民作家） （新春ご挨拶号）

11 13. 1/12(土) [師走朔日] フード・マイレージを考える背景　－私たちの食の激変 全国うまいもの交流サロン・なみへい http://archives.mag2.com/0001579997/20130112070000000.html

（川野真理子さん） （和暦の朔日、十五配信という現在のスタイルに変更）

12 13. 1/26(土) [師走十五日] 食の「外部化」「簡便化」 greensmile http://archives.mag2.com/0001579997/20130126073000000.html

（今中徹也さん）

1313. 2/10（土） [元旦] 食品流通の変化とフードデザート問題 きょうと風土（フード）コンソーシアム http://archives.mag2.com/0001579997/20130210080000000.html

（京都市、西澤浩美さん）

1413. 2/24（日） [睦月十五日] 供給熱量構成の変化 金沢エコネット http://archives.mag2.com/0001579997/20130224075927000.html

（中村早苗さん）

1513. 3/12（火） 如月朔日 「私たちの食の激変の悪影響」の考え方 福島県有機農業ネットワーク http://archives.mag2.com/0001579997/20130312060828000.html

（菅野正寿理事長）

1613. 3/26（火） 如月十五日 「食の激変」の悪影響　－栄養バランスの崩れ US.Peaceファーム http://archives.mag2.com/0001579997/20130326070229000.html

1713. 4/10（水） 弥生朔日 「食の激変」の悪影響　－肥満の増加 つぐまたかこさん http://archives.mag2.com/0001579997/20130410070000000.html

（金沢市、フードライター）

1813. 4/24（水） 弥生十五日 「食の激変」の悪影響　－食に対する不安感の高まり 吉田俊道さん http://archives.mag2.com/0001579997/20130424070000000.html

（長崎･佐世保市、NPO大地といのちの会）

1913. 5/10（金） 卯月朔日  私たちの食生活の変化と食料自給率等 マエキタミヤコさん http://archives.mag2.com/0001579997/20130510070000000.html

2013. 5/24（金） 卯月十五日 食料自給率は「大嘘」？ 竹本亮太郎さん http://archives.mag2.com/0001579997/20130524065606000.html

（東京･檜原村）

配信年月日
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2113. 6/ 9（日） 皐月朔日 カロリーベースと金額ベース 池袋・えんがわ市 http://archives.mag2.com/0001579997/20130608070000000.html

2213. 6/23（日） 皐月十五日 生産額ベースの総合食料自給率の「実力」 植村春香さん http://archives.mag2.com/0001579997/20130623070000000.html

（東京、NPO・農業情報総合研究所）

2313. 7/ 8（月） 水無月朔日 カロリーベースの総合食料自給率は「過小」か。 NPO・CSまちデザイン http://archives.mag2.com/0001579997/20130708070000000.html

（東京、近藤惠津子理事長）

2413. 7/22（月） 水無月十五日 カロリーベースの総合食料自給率は「ガラパゴス」か。 NPO・市民科学研究室 http://archives.mag2.com/0001579997/20130722070000000.html

（東京、上田昌文さん）

2513. 8/ 7（水） 文月朔日 穀物自給率について 北亜続子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20130807070000000.html

（熊本市、ひご野菜コロッケ・ひご之すけ）

2613. 8/21（水） 文月十五日 2012年度の食料自給率について 松井つるみさん http://archives.mag2.com/0001579997/20130821071751000.html

（東京･高円寺、さかな料理・うおこう）

2713. 9/ 5（木） 葉月朔日 「日本は世界第5位の農業大国」？ 吉田恵美子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20130905070011000.html

（福島、いわきおてんとSUN企業組合）

2813. 9/19（木） 葉月十五日 「世界第5位」の見方について 久松達央さん http://archives.mag2.com/0001579997/20130919070003000.html

（茨城・土浦市、久松農園）

2913.10/ 1（火） 長月朔日 日本農業の実力－土地－ 根本二郎さん http://archives.mag2.com/0001579997/20131005070000000.html

（東京･新宿区議会議員）

3013.10/19（木） 長月十五日 日本農業の実力　－人－ 三田の家 http://archives.mag2.com/0001579997/20131019070000000.html

（東京･港区、芝）

3113.11/ 3（日） 神無月朔日 日本農業の強み　－風土－ 篠原久仁子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20131103070000000.html

（野菜ジャーナリスト）

3213.11/17（日） 神無月十五日 日本農業の強み　－人口密度－ 酒井文子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20131117070000000.html

（東京･小金井、江戸東京野菜料理研究家）

3313.12/ 3（火） 霜月朔日 日本農業の強みを活かすには 毎熊知子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20131203070000000.html

（熊本市、フード＆ライフスタイル協会）

3413.12/17（木） 霜月十五日 注目されるCSA 蔦谷栄一先生 http://archives.mag2.com/0001579997/20131217070000000.html

（西東京市、農的社会デザイン研究所）

35 14. 1/ 1(水) [師走朔日] 2013年 総集編 2013年 総集編 http://archives.mag2.com/0001579997/20140101070215000.html

362014.1/15（水） [師走十五日] フード・マイレージ基礎知識－輸入食料のフード・マイレージ（品目別） ひご野菜ブランド協議会 http://archives.mag2.com/0001579997/20140131070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/1-1_FM1.pdf （熊本市） （「豆知識」では、毎回、ポイントとなる図表を紹介することに）

372014.1/31（金） [睦月朔日] 輸入食料のフード・マイレージ（人口1人当たり、輸入相手国別） 大西美香さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140131070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/1-2_FM.pdf （きき酒師、焼酎アドバイザー等）

38 2014.2/14（金 [睦月十五日] 輸入食料のフード・マイレージ（輸入量と輸送距離） 花井裕一郎さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140214070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/1-3_FM.pdf （長野･小布施町、NPOオブセリズム）

392014.3/1（土） [如月朔日] 輸入食料の輸送に伴う二酸化炭素排出量の試算 高橋金一さん、井上誠一さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140301070004000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/2-1_CO2.pdf （東京･小金井市、農業）

402014.3/15（土） [如月十五日] 輸入食料の輸送に伴う環境負荷の大きさと家庭での節約 堀内正弘先生 http://archives.mag2.com/0001579997/20140315070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/2-2_CO2_2.pdf （東京･自由が丘、「シェア奥沢」オーナー）
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412014.3/31（月） [弥生朔日] 地産地消の定義とメリット 森良さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140331070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/3-1_CHISAN.pdf （東京・西池袋、ECOM）

422014.4/14（月） [弥生十五日] 輸送機関別にみた二酸化炭素排出係数 アースデイ（地球の日、Earth Day） http://archives.mag2.com/0001579997/20140414070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/4_CO2keisu.pdf

432014.4/29（火） [卯月朔日] 地産地消の効果測定-1 （東京･小金井市、小松菜1） 齊藤志野歩さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140429070001000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/5_komatuna.pdf （東京･阿佐谷、おたがいさま食堂）

442014.5/13（火） [卯月十五日] 地産地消の効果測定-2 （東京･小金井市、小松菜2） 桂 政彦さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140513070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/6_komatuna.pdf （埼玉･東松山市、共奏ファーム）

452014.5/29（木） [皐月朔日] 地産地消の効果測定-3 （金沢、ネオ和食） みやけようこさん http://archives.mag2.com/0001579997/20140529070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/7_kagayasai1.pdf （東京･国立市、「おかんめし。」）
http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/8_kagayasai2.pdf

46 14. 6/12（水） [皐月十五日] 地産地消の効果測定-4　（熊本･産山村のあか肉と飼料) 大和田順子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140612070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/9_ubuyama.pdf （LBA共同代表、JKSK理事長）

47 14. 6/27（金） [水無月朔日] 地産地消の効果測定-5　（熊本市、お弁当) 釘島浩子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140627070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/10_bento.pdf （杉本鉞子『武士の娘』研究家）

48 14. 7/11（金） [水無月十五日] フード･マイレージ指標の限界-1　（輸送機関) シェア奥沢 http://archives.mag2.com/0001579997/20140711070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/11_yusou.pdf （東京･自由が丘）

49 14. 7/27（日） [文月朔日] フード･マイレージ指標の限界-2　（LCA、コープさっぽろ) 高田（青柳）彰一さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140727070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/12_CFP1.pdf （フローデザイナー）

50 14. 8/10（日） [文月十五日] フード･マイレージ指標の限界-2　（LCA-2、NZリンカーン大) 吉永鴻一さん http://archives.mag2.com/0001579997/20140810070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/13_NZ.pdf （東京･八王子市、子ども支援アンアンネット）

51 14. 8/25（月） [葉月朔日] フード･マイレージ指標の限界-2　（LCA-3、生鮮トマト) 結イレブン－新宿と福島を結ぶ復興カフェ http://archives.mag2.com/0001579997/20140825070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/14_tomato.pdf （東京･新宿、鈴木亮さん）

52  14. 9/ 8（月） [葉月十五日] フード･マイレージ指標の有用性-1（おさらいと批判、輸送段階のシェア） ふるさと食農ほんわかネット http://archives.mag2.com/0001579997/20140908070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/14_tomato.pdf （熊本市、高木正三さん）

53 14. 9/24（水） [長月朔日] フード･マイレージ指標の有用性-2 （分かりやすさ） 映画『ある精肉店のはなし』 http://archives.mag2.com/0001579997/20140924070000000.html

54 14.10/ 8（水） [長月十五日] フード･マイレージ指標の有用性-3 （「食」から世直し） 大山千枚田保存会 http://archives.mag2.com/0001579997/20141008070000000.html

（千葉・鴨川市）

55 14.10/24（金） [閏長月朔日] フード･マイレージ指標の有用性-4 （食と農の間の距離） 中村靖彦先生 http://archives.mag2.com/0001579997/20141024070000000.html

（元NHK解説委員、良い食材を考える会）

56 14.11/ 7（金） [閏長月十五日] 世界の人口と穀物自給率 環境ネットワークくまもと（熊本市）と http://archives.mag2.com/0001579997/20141107070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/15_kokumotu.pdf 原田正純先生

57 14.11/22（土） [神無月朔日] 日本は世界最大の農産物輸入国か （農産物の純輸出入額） 大南信也さん http://archives.mag2.com/0001579997/20141122070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/16_boueki.pdf （徳島･神山町、グリーンバレー理事長）

58 14.12/ 6（土） [神無月十五日] お米の値段（概算金、生産コスト、小売価格等） 置賜自給圏構想（山形）と http://archives.mag2.com/0001579997/20141206070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/17_beika.pdf 菅野芳秀さん

59 14.12/22（土） [霜月朔日] お米の値段について　(2)他の物価との比較 ふくしまオルガン堂 http://archives.mag2.com/0001579997/20141222070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/18_bukka.pdf （東京･下北沢、阿部直実店長）

60 15. 1/ 5（月） [霜月十五日] 2014年 総集編 2014年 総集編 http://archives.mag2.com/0001579997/20150105070000000.html
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61 15. 1/20（火） [師走朔日] クイズ（みんな約30円） 菅野瑞穂さん http://archives.mag2.com/0001579997/20150119070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/19_kuizu.pdf （福島･二本松、きぼうのたねカンパニー）

62 15. 2/ 3（火） [師走十五日] 1年以内にした年中行事（食関連） 大塚好雄さん http://archives.mag2.com/0001579997/20150203070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/20_nenjugyoji.pdf （東京･北品川、マルダイ大塚好雄商店）

63 15. 2/19（木） [元旦] 米を購入するために必要な年間労働時間等の推移 浅見彰宏さん http://archives.mag2.com/0001579997/20150219070409000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/21_hituyoujikan.pdf （福島･喜多方市山都町、農業）

64 15. 3/ 5（木） [睦月十五日] 家計消費支出に占める主な費目の割合の推移 寝占理絵さん http://archives.mag2.com/0001579997/20150305070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/22_kakei.pdf （マザーリンク・ジャパン）

65 15. 3/20（金） [如月朔日] 消費支出額とエンゲル係数の推移 吉川彰浩さん http://archives.mag2.com/0001579997/20150320070033000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/23_engel.pdf （アプリシエイト・フクシマ・ワーカーズ）

66 15. 4/ 3（金） [如月十五日] 消費者物価指数とエンゲル係数の推移 「食料・農業・農村計画」（閣議決定） http://archives.mag2.com/0001579997/20150403070011000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/25_CPI2.pdf

67 15. 4/19（日） [弥生朔日] 消費者物価指数の増減 塩島由依子さん http://archives.mag2.com/0001579997/20150419070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/25_CPI2.pdf （「しごと塾さいはら」ほか）

68 15. 5/ 3（日） [弥生十五日] 食料への支出額の増減率と寄与率（2005～14） ご近所ラボ新橋 http://archives.mag2.com/0001579997/20150503070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/26_kakei.pdf （東京･新橋）

69 15. 5/18（月） [卯月朔日] 食料への支出額の増減率（2005～14、世帯主年齢別） 小金井 江戸の農家みち http://archives.mag2.com/0001579997/20150518070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/27_nenrei.pdf （東京･小金井市）

70 15. 6/ 1（月） [卯月十五日] 食料への支出額の増減率（2005～14、単身世帯、年齢別） 日本フードシステム学会 http://archives.mag2.com/0001579997/20150601070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/28_tansin.pdf

71 15. 6/16（火） [皐月朔日] エンゲル係数の比較（2014、年間収入五分位階級別） 押上よしかつ http://archives.mag2.com/0001579997/20150616070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/29_shotokukaisou.pdf （東京･墨田区業平）

72 15. 6/30（火） [皐月十五日] 収入階層別にみた品目別支出額の特化係数（2014） 八王子市民のがっこう・まなびつなぐ広場 http://archives.mag2.com/0001579997/20150630070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/30_shotokukaisou2.pdf （ナビゲーター・石川敏之さん）

73 15. 7/16（木） [水無月朔日] 所得と生活習慣等に関する状況 NPO 女性の活力を社会の活力に(JKSK)」 http://archives.mag2.com/0001579997/20150716070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/31_shotoku_eiyou.pdf

74 15. 7/30（木） [水無月十五日] 米とパン（小麦）に対する支出額と年間供給量 本木上堰 http://archives.mag2.com/0001579997/20150730070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/32_kometopan.pdf （福島･喜多方市山都町）

75 15. 8/14（金） [文月朔日] 米、パン、カップめん等に対する支出額（都市階級別） 相馬野馬追 http://archives.mag2.com/0001579997/20150814070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/33_toshikaikyu.pdf （福島･相馬、南相馬）

76 15. 8/28（金） [文月十五日] 米、パン、カップめん等に対する支出額（地域別） たべるはたけ部 http://archives.mag2.com/0001579997/20150828070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/34_Shushoku.pdf （東京･新橋）

77 15. 9/13（土） [葉月朔日] 米、パン、カップめん等に対する支出額（都道府県庁所在地） ユギムラ牧場 http://archives.mag2.com/0001579997/20150913220732000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/35_todoufuken.pdf （東京･八王子、鈴木亨さん、舩木翔平さん）

78 15. 9/27（日） [葉月十五日] 肉類に対する支出額（都道府県庁所在地） 横田岳さん http://archives.mag2.com/0001579997/20150927070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/36_nikurui.pdf （埼玉･小川町、横田農場）

79 15.10/13（火） [長月朔日] 外食に対する支出額（都道府県庁所在地別） CSA-Community Supported Agriculture http://archives.mag2.com/0001579997/20151013070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/37_gaishoku.pdf

80 15.10/27（火） [長月十五日] 米の相対取引価格の推移 鈴木亮さん http://archives.mag2.com/0001579997/20151027070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/38_aitai.pdf （東日本大震災支援全国ネットワーク）
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81 15.11/12（木） [神無月朔日] 米の作付規模別生産費と農家手取り価格 ソーシャル・ジャスティス基金（SJF） http://archives.mag2.com/0001579997/20151112083008000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/39_cost.pdf

82 15.11/26（木） [神無月十五日] 品目別にみた主副業別農家のシェア 「和食の日」（11月24日） http://archives.mag2.com/0001579997/20151126070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/40_shugyou2.pdf

83 15.12/11（金） [霜月朔日] 米の販売価格と消費量の推移 多摩・八王子江戸東京野菜研究会 http://archives.mag2.com/0001579997/20151211070003000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/41_beika.pdf （福島秀史 代表）

84 15.12/25（金） [霜月十五日] 農業の地位と「生/消割合」の推移 本木・早稲谷 堰と里山を守る会 http://archives.mag2.com/0001579997/20151225070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/42_CSA.pdf （浅見彰宏さん、福島･喜多方市山都町）

85 16. 1/10（日） [師走朔日] 2015年 総集編 2015年 総集編 http://archives.mag2.com/0001579997/20160110090000000.html

86 16. 1/24（日） [師走十五日] うるち米と新聞代（小売物価）の推移 正岡子規　『仰臥慢録』 http://archives.mag2.com/0001579997/20160124070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/43_shinbun.pdf

87 16. 2/ 8（日） [睦月朔日] 一票の格差（参議院選挙区；人口、牛飼養頭数、森林面積） 高月美樹さん（和暦研究家） http://archives.mag2.com/0001579997/20160208070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/44_kakusa.pdf

88 16. 2/22（月） [睦月十五日] 最大都心圏の人口と総人口に占める割合（2014） 寺田本家 http://archives.mag2.com/0001579997/20160222070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/45_daitosi.pdf （寺田優さん、千葉・香取郡神崎町）

89 16. 3/ 9（水） [如月朔日] 圏域別にみた人口増減数及び東京・地方圏の人口増減率 ご近所ラボ新橋（東京・新橋） http://archives.mag2.com/0001579997/20160309070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/46_kokucho.pdf

90 16. 3/23（水） [如月十五日] 1980年代以降の関東圏における人口増減数 （株）さとゆめ http://archives.mag2.com/0001579997/20160323070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/47_kanto.pdf

91 16. 4/ 7（木） [弥生朔日] 東京都への移住者数（移動前の地域別、2015年） 納所二郎さん http://archives.mag2.com/0001579997/20160407072007000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/48_tokyoinyuu.pdf （NPO江戸東京野菜コンシェルジュ協会）

92 16. 4/21（木） [弥生十五日] 「しっかりとした担い手」数の順位（都道府県別）－熊本農業の特色(1) 水の国･熊本 http://archives.mag2.com/0001579997/20160421072000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/49_kumamoto.pdf

93 16. 5/ 7（土） [卯月朔日] 耕地利用率等の推移－熊本農業の特色(2) 阿蘇の草原の維持と持続的農業 http://archives.mag2.com/0001579997/20160507071000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/50_riyouritu.pdf （世界農業遺産）

94 16.5/21（土） [卯月十五日] 国内（県内）総生産に占める農林水産業、食料品製造業のシェア 『くまもと食べる通信』 http://archives.mag2.com/0001579997/20160521070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/51_kenmin.pdf （林信吾さん）

95 16. 6/ 5（日） [皐月朔日] 食品について安心と感じているか、不安と感じているか（アンケート） 奥沢ブッククラブ http://archives.mag2.com/0001579997/20160605070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/52_monitor.pdf （シゲさん）

96 16. 6/19（日） [皐月十五日] 食中毒による死者数（原因施設別） 『福島第一原発廃炉図鑑』 http://archives.mag2.com/0001579997/20160619070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/53_shokuchudoku.pdf （開沼博先生、吉川彰浩さん、竜田一人さん）

97 16. 7/4（月） [水無月朔日] リスク認知に影響する要素 「広野わいわいプロジェクト」 http://archives.mag2.com/0001579997/20160704070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/54_risk.pdf （広野サステナブルコミュニティ推進協議会）

98 16. 7/18（月） [水無月十五日] 食品に関するリスク認識（一般消費者と専門家との差） 横山知代さん http://archives.mag2.com/0001579997/20160718070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/55_riskninsiki.pdf （立石マルシェ）

99 16. 8/ 3（水） [文月朔日] 食品についての「安全」と「安心」の関係 内閣府　食品安全委員会 http://archives.mag2.com/0001579997/20160803070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/56_anzenansin.pdf

100 16. 8/17（水） [文月十五日] 食事パターンと乳がん罹患のリスク 世界農業遺産（GIAHS） http://archives.mag2.com/0001579997/20160817070000000.html

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/57_nyugan.pdf


