■ご注文方法のご案内

▶インターネット書店でも購入できます（パンフレットは除く）

▶オンラインでご注文できます（ホームページより）

主な例

オンラインのショッピング・カート
（カゴ）でご注文いただけます。下記、全林協ホ
ームページのトップページより
「オンラインショップ全林協」または「出版物ご購
入ガイド」をクリックし、
ご注文ください。
ご希望の書籍が見つかったら、画面上
のアイコンをクリックし、カートに入れてご注文ください。カートに入れた商品の

ホームページ http://www.ringyou.or.jp

zenrinkyou

https://www.amazon.co.jp/zenrinkyou

▶各都道府県の林業改良普及協会
各都道府県の林業改良普及協会（一部山林協会など）へお申し込みいた
だくこともできます。

■メールマガジン

商品をお届けする際には万全を期しておりますが、万が一汚損・乱丁・落
丁などの場合は返品・交換いたしますので下記までご連絡ください。
TEL：03-3583-8461 FAX：03-3584-9126

https://ssl.pro-s.co.jp/ringyou/mm/index.html
https://www.facebook.com/zenrinkyo（3頁にQRコードあり）

03-3584-9126

送先まで送料無料。

◆ 合計代金1,000円以上（税込）から承っております。
◆ 代金は後払いです。

書籍が到着後、別途お送りする専用郵便振替用紙

（手数料無料）でご送金ください。また、銀行振込でもお支払い可能です。

法人名

石垣正喜 著
ISBN978-4-88138-405-3
B5判 88頁オールカラー
定価：本体2,000円＋税

(ご担当者）お名前

お届け先 〒
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備
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）
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）
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版

物

詳細は
24頁

「市町村担当者のための林道入門」編集委員会 編
ISBN978-4-88138-409-1
B5判 250頁オールカラー
定価：本体4,000円＋税

改訂版

伐木造材とチェーンソーワーク

□私

費

業務で使う QGIS Ver.3

費

完全使いこなしガイド
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数
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円
円
円
円

石垣正喜・米津 要 共著
ISBN978-4-88138-406-0
A4判 224頁一部カラー
定価：本体3,000円＋税

円

合

計

道具と技
Vol. 20
特集
プロの実践
ノウハウ大公開！
チェーンソーのセルフ
メンテナンス
詳細は
3頁

全国林業改良普及協会 編
ISBN978-4-88138-400-8
A4変型判 132頁オールカラー
定価：本体2,300円＋税

令和４年版 森林・林業白書
ISBN978-4-88138-437-4
林野庁 編

最新バージョン
対応！
森林・林業分野
にも活かせる
詳細は
6頁

喜多耕一 著
ISBN978-4-88138-378-0
B5判 636頁オールカラー
定価：本体6,000円＋税

林業現場人

詳細は
5頁

バージョンアップ版
今秋以降発行予定！

名

林野庁 編集
A4判 24頁オールカラー
定価：本体400円＋税

安全を徹底追求！
作業レベル
向上のための
実践書

詳細は
5頁

申込書

令和４年（2022）度版

詳細は
14頁

決定版！
チェーンソーの
基本技術が
わかる

◆ 全国一律送料550円 ／ 5,000円以上（税込）お買い上げの場合は、１配

森林整備事業のあらまし

詳細は
4頁

チェーンソーの使い方

東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

新刊

パンフレット

森林整備事業の
あらましを紹介
最新版
パンフレット

写真図解でわかる

zenrinkyou@ringyou.or.jp
TEL.03-3583-8461

新刊

林道に係る
市町村担当者の
ための
手引書

アーボリスト トレーニング研究所 著
ISBN978-4-88138-430-5
A4判 124頁オールカラー
定価：本体3,000円＋税

▶または各都道府県林業改良普及協会（一部山林協会など）へ
＜都道府県の林業改良普及協会（一部山林協会等含む）一覧＞
http://www.ringyou.or.jp/about/organization.html

市町村担当者のための
林道入門

各項目の内容を
見直した
2022年改訂版
登場！

®

お申込み先

全国林業改良普及協会

新刊

ロープ高所作業（樹上作業）
特別教育テキスト

全林協では、新刊情報、好評既刊本のご案内をメールマガジンの形で第
１・３火曜日定期的にみなさまに配信しております。
ご希望の方は、下記
ホームページでメールマガジン登録をクリックしてお申し込みください。

■お問い合わせ・返品・交換について

〒107-0052

2022―2023
2022年改訂版

■ 商品のお届けについて

amazon▶
ストア

商品は郵便、DM便、宅配便等でお届けします。お届けには１週間程度い
ただいております。

ご注文FAX

全林協の出版案内

代金は本が到着後の後払いです（一般のインターネット書店を除く）。別
途お送りする専用郵便振替用紙でご送金ください。郵便振込手数料は当
会負担です。
また、銀行振込でもお支払い可能です。

amazonストア

▶書店からもお申し込みできます

amazonストア …………https://www.amazon.co.jp/

■代金の支払い方法

オンライン▶
ショップ
全林協

https://ringyou.shop-pro.jp

農業書センター…………http://www.ruralnet.or.jp/avcenter

セブンネットショッピング…http://7net.omni7.jp

削除は自由にできます。折り返しご注文受け取りメールをお送りいたします。

オンラインショップ全林協

honto (丸善ジュンク堂とサイト統合)……http://honto.jp

森林・林業の本とパンフレット

A4判カラー
定価：本体2,200円＋税

新刊

日本の森林・林業を取り巻く動向を解説し、森林・林業施
策について報告する
「森林・林業白書」の最新版です。
特集１では、
「令和３（2021）年の木材不足・価格高騰
（いわゆるウッドショック）への対応」を取りあげています。
同年６月に閣議決定された新たな森林・林業基本計画
では、
「グリーン成長」を実現していくこととしています。
特集２では、
「グリーン成長のカギを握る木材需要拡大
と木材産業の競争力強化」について記述しています。
行政担当者や林業に携わっている方をはじめ、森林・林
業に関心のあるすべての方に必携の一冊です。

円

その他の新刊予定については、26頁の
「出版予告」
もご覧ください。

www.ringyou.or.jp

全林協
Facebook

Amazonオンデマンド版のみ発売中

Vol.１● チェーンソーのメンテナンス徹底解説
128頁 ＊Amazonへの直接注文をお願いします。
林業・木材製造業労働災害防止協会 協力

やっぱり林業はげんばびと！
各地の現場人の技と心を伝えます
【特集】チェーンソーの自己診断、
メンテナンスの基本
／現場での目立て、ほか

Vol.７● ズバリ架線が分かる 現場技術大図解
ISBN978-4-88138-278-3

Vol.１３● 材を引っ張る技術いろいろ

116頁

ISBN978-4-88138-326-1

プロが実践する架線の技術、醍醐味を公開！
【特集】大規模システム Ｈ型架線 1000ｍ超の主索間

Vol.１9● 写真図解 リギングの科学と実践

120頁

ISBN978-4-88138-366-7

マルチスキッダ、自走式搬器、林内作業車、
簡易架線、馬搬…。技術タイプ別大公開！

124頁

ISAテキストから、
アーボリストの現場、
技術や道具を写真図解で紹介

を余さず集材（とされいほく高知県）／張り替えを繰り返

【特集】
タワーヤーダとウッドライナーのコンビ／マル

【特集】
リギング技術を現場に見るISA世界基準の紹介

し機動力アップ 列状間伐にピッタリの索張り法（北信

チスキッダで材を牽引／自走式搬器で牽引／ハイ

事前調査、スピードライン、ヒンジカットほか／樹上

木材生産センター 長野県）
、ほか

リード式〈タワーヤーダ〉、ほか

80ｍの世界 ジャイアントセコイアの森の間伐 ジョ
ン・ギャスライトさんインタビュー、ほか

Amazonオンデマンド版のみ発売中

Vol.２● 伐倒スタイルの研究 北欧・日本の達人技
128頁

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

プロが実践する伐倒技術最前線を公開！
【特集】
これが北欧スタイルだ 伐倒と枝払いがセット。
安全と効率を追求／北欧流枝払いスタイル 枝払い６
ポイントシステム／北欧ツールの優れもの／北欧の
研修スタイル安全・効率を普及、ほか

Vol.８● パノラマ図解 重機の現場テクニック
ISBN978-4-88138-291-2

Vol.１４● 搬出間伐の段取り術

116頁

ISBN978-4-88138-336-0

重機の役割、機能が分かる！搬出現場を公開！
【特集】葉枯らし乾燥材を造材・出荷（泉林業 熊本県）／
4人で7台の重機を動かす搬出間伐の現場（向井林業
岡山県）／カラマツ・広葉樹の小規模皆伐・造材（西間
林業 岩手県）
、ほか

120頁

「段取り八分の仕事二分」。
搬出間伐現場の規模や特色、
人員などに合わせた段取り例を大公開！

Vol.２０●プロの実践 ノウハウ大公開！
チェーンソーのセルフメンテナンス
ISBN978-4-88138-400-8

132頁オールカラー

オールカラーでついに出た！
プロの実践メンテを写真で大公開。

【特集】進捗の「見える化」で段取りの効率化（田中林業）／

【特集】チェーンソーが動く仕組み／エンジン周りのク

フォワーダの特性を活かす段取り
（三八地方森林組合）、ほか

リーニング法／スパークプラグ交換の基本／クラッチ
周りとガイドバーの点検・整備／燃料の取り扱い術／

Vol.３● 刈払機の徹底活用術

Vol.９● 広葉樹の伐倒を極める

Vol.１５● 難しい木の伐倒方法

ISBN978-4-88138-436-7 128頁

ISBN978-4-88138-295-0

プロが実践する刈払い作業、
安全のポイント、
刈刃の目立て術を公開！

広葉樹だからこその伐倒技術、
達人による、
その極意を紹介！

116頁

ISBN978-4-88138-340-7

【特集】
こうすれば裂けない！広葉樹の伐り方・ツボ公開

径刃で、楽に仕事をこなす、
〈土居流〉コンスタントに

（星 隆市さん 新潟県）／タイプ別伐倒図解 芯抜け・裂

仕事をこなすチームの技、ほか

Amazonオンデマンド版のみ発売中

120頁

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

プロが実践する正確な伐倒の技、工夫、安
全対策を初公開！
！
！
【特集】狙った方向へピタリ−見きわめと確認、確実な
伐倒方向 西間健さん、福本雅文さんの伐倒技術に学
ぶ、正確な受け口の作り方アドバイス、ほか

ISBN978-4-88138-303-2

116頁

登る、伐る、降ろす、作業デザイン、そして安全。
特殊伐採の技術を写真図解！
【特集】
タイプ別伐倒図解 枝降ろし、幹降ろしの技術、
道具図鑑（アーバンフォレストリー 長野県）／木の重
心を見極めて吊り切り
（和氣邁さん 栃木県）、
ほか

Vol.５● 特殊伐採という仕事

ISBN978-4-88138-312-4

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

プロが実践する特殊伐採の技術や
安全対策、
チームワークを公開！
！
【特集】個別注文に応える技術−師弟のチームワーク
で高める技術力、２人でこなす屋敷林の現場は年間

120頁

【特集】風雪害木に有効な「Ｖ形カット」の基本と応用
／急斜面のウロ（空洞）のある広葉樹「追いヅル伐り」
／クサビで偏心木を横に倒す、ほか

ISBN978-4-88138-347-6

システムから材と人・機械の動き、技術や
工夫まで、パノラマやイラストで徹底図解！
【特集】２人チームで道づくりから搬出まで（カネキ木

【特集】製材用丸太・ニーズに合わせて規格を細分化、
合板用丸太・合板原木として使えない木／丸太の見方
木口の見方、ほか

アーボリスト®トレーニング研究所 訳

安全にリギングを行うために基礎技術
および事故防止のための一番良い方
法をまとめました。器材の選択と使用、
結び、枝下ろしの基本的な方法から、上
級テクニックまで紹介しています。

120頁

【特集】WLCトッププロに学ぶ

究極の安全・正確さを

生むチェーンソー教育法／WLCトップ選手の戦い方、

●この本で学べる主な技術
リギング器材の安全率と限界使用荷重／リギングノット／バットタイ、
チップタイ／バランシング／リディレクトリギング、ほか

ISBN978-4-88138-351-3

124頁

進化する皆伐施業とは！
技術、経営、販売から社会的責任の視点まで

Vol.１２● 私の安全流儀 自分の命は、
自分で守る
124頁

「安全はすべてに優先する」
プロ22人の思いと実践がここに！
たケガ／私の安全流儀／私が信頼する道具

生産（とされいほく）／一人一台小型重機を駆使し、
コン

光さん／前田智広さん／西間 健さん、ほか
＊オンデマンド版は、Amazonへの直接注文をお願いします。

児玉

クライミング、
リギング、樹木管理技術
ISBN978-4-88138-376-6
ISA International Society of Arboriculture/
シャロン・リリー 著

の視点／伐採搬出ガイドラインに沿った実際の現場、

Vol.１8● 北欧に学ぶ
重機オペレータのテクニックと安全確保術
ISBN978-4-88138-358-2

【特集】泉 忠義さんと現場人22人の実践−私の経験し

ISA公認 アーボリスト®基本テキスト

【特集】皆伐を経営する−技術、経営、販売、社会的責任
ほか

材）／大型架線システムを駆使し、
１人1800㎥／年を

パクトな搬出（藤原造林）、ほか

ISBN978-4-88138-361-2
ISA International Society of Arboriculture/
ピーター・ドンゼリ/シャロン・リリー 著

Vol.１7● 皆伐の進化形を探る

120頁

ニーズを知り、顧客が喜ぶ商品（丸太）をつくる！
！
採材・造材でここまで材価が上がる。

ISBN978-4-88138-322-3

ISA公認テキスト

アーボリスト®必携 リギングの科学と実践

WLCトッププロも学ぶ
究極の安全・正確な習得方法とは

Amazonオンデマンド版も発売中

128頁

／チェーンオイル・エンジンオイルの選び方

B5判 184頁 定価：本体5,000円＋税

150件、ほか

ISBN978-4-88138-273-8

充電／取扱説明書にはないメンテナンスいろいろ／ガイドバーの違い

Vol.１６● 安全・正確の追求
−欧州型チェーンソーの伐木教育法

技術の磨き方、ほか

Vol.１１● 稼ぐ造材・採材の研究

Amazonオンデマンド版のみ発売中

120頁

け上がりを防ぐ伐倒技術（久保米雄さん 青森県）、ほか

Vol.１０● 大公開 これが特殊伐採の技術だ

Vol.４● 正確な伐倒を極める

ソーチェーンの目立ての基本／バッテリーチェーンソーの点検・整備・

V形カット、追いヅル伐り、
クサビを使う技…。
難度の高い「伐倒方法」
を徹底紹介！

【特集】刈払機作業の現場〈土谷流〉小型エンジンと大

Vol.６● 徹底図解 搬出間伐の仕事

２

道具と技 』

128頁

北欧の林業から学ぶ！
安全確保・チームワーク・テクニック
【特集】オペレータは商品づくりの最前線とサプライ
チェーン情報発信を担う／ドライビングテクニックの
基礎／ハーベスタ・フォワーダ伐出作業、ほか

アーボリスト®トレーニング研究所 訳

アーボリストの手引き書として世界中
で読まれている
「Tree Climbers' Guide,
3rd Edition」の日本語翻訳版。
樹木生態学の基礎、ロープと結び、剪定、
クライミング、
リギング、伐倒・造材、基
本技術、原則を分かりやすいイラストで解説しています。

皆伐／架線技術／搬出間伐／重機オペレータ／チェーンソー／刈払機／仕事の段取り

道具／林業機械／技術／現場人／伐倒／特殊伐採／造材・採材／安全／アーボリスト

大人気シリーズ！
！『 林業現場人

全国林業改良普及協会 編
A4変型判 カラー（一部モノクロ）
Vol.1〜Vol.19共通 定価：本体 各1,800円＋税 ／ Vol.20 定価：本体 2,300円＋税

●主な項目
樹木の健康と科学／安全管理／ロープとノット／クライミング／剪
定／リギング／樹木の伐倒、造材／ケーブリング、ほか
A4判 オールカラー 200頁 定価：本体8,000円＋税

３

ISBN978-4-88138-286-8
小田桐久一郎 著 聞き手 杉山 要

ロープ高所作業（樹上作業）特別教育テキスト

®

上達のコツ−こうすればあなたもプロに…、施業理論と技術の関係、
プスゲージの調整、燃料、難しい木の伐倒方法、ほか
A5判 208頁 定価：本体1,900円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

梶谷哲也の達人探訪記

ISBN978-4-88138-311-7
梶谷哲也 著

ISBN978-4-88138-392-6
上村 巧 著

樹上でロープ高所作業に従事する方
のための特別教育テキストです。墜落・
転落災害防止、安全意識向上のために、
作業やロープの知識等、写真図解で平
明に紹介しています。今回の改訂では、
各項目の内容を全面的に見直した上
で、写真、図表、イラストを修正、追加等
しました。

●主な項目

●主な項目
１章

樹上におけるロープ高所作業に関する知識／２章 メインロー

プ等に関する知識／３章

労働災害の防止に関する知識／４章

関

係法令―労働安全衛生法、労働安全衛生規則、安全衛生特別教育規程、
関係通達／５章

災害事例

A4判 124頁オールカラー 定価：本体3,000円＋税

●主な項目

Amazon電子書籍Kindle版
そ ら し

空師・和氣 邁が語る 特殊伐採の技と心
和氣 邁 著

ゼロからわかる チェーンソーカービング
ISBN978-4-88138-217-2
全国林業改良普及協会 編

これから始める人のために…必要な道具、
安全対策、全国の仲間たち、活動場所、心
構えなど、初歩的な内容から詳しく丁寧
に紹介。あこがれの名人が大集合…国内
外で活躍するカービングの達人たちが登
場し、その魅力と哲学を語ります。
●主な項目
これがチェーンソーカービングだ！／カービングの精神／僕らを虜にし
たカービング／女性から見たカービング／カービングをステップアップ
／カービングの材料を知る／チェーンソーを知る、ほか
Ａ5判 ハードカバー 224頁カラー（一部モノクロ）
定価：本体1,900円＋税

Amazonオンデマンド版

すぐる

●主な項目

聞き手・杉山 要

放置すれば人命や貴重な国宝に危険が
及ぶような、境内や並木の巨大な枯損木
を「吊し伐り」
「宙伐り」
という技術で伐出
するのが著者の和氣邁さん。
日光東照宮
をはじめとした全国の名だたる神社仏
閣から、次々に声がかかります。空師（特
殊伐採を行う現場人）
として卓越した技
術で信頼を集めている著者が、仕事へ
の姿勢、考え方、技術、事業経営のあり方
などを語ります。

●主な項目

国内の伐倒技術の変遷とその理由／海外の受け口の形の意味／ツル

刈払機の登場−代表的な刈払機の形態／刈払機の構造と刃物の種類／

に加わる力と役割／受け口角度の意味／受け口の深さ─ツルとの関係

操作フォームと機種の特性・リスク・安全距離／刈払機使用の実際、ほか

／追い口の高さ─裂けとの関係／ツルの幅─裂けとの関係／受け口

A4判 96頁 定価：本体2,000円＋税

の会合線が一直線にならないとどうなるか、ほか

＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

A5判 188頁 口絵／カラー（一部モノクロ）定価：本体2,500円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

改訂版 伐木造材とチェーンソーワーク

●主な項目

「写真図解チェーンソーワーク入門」を全
面改訂したのが本書です。
著者が各地で行ってきた指導や研修から、
チェーンソーの使い方を入門者向けにま
とめました。オールカラーの写真図解で、
安全に安心してチェーンソーが使えるよ
う、正しい知識と使用方法をわかりやすく
●主な項目
紹介しています。

４

前著に大幅に加筆しました！
「安全な伐木作業とは、作業者が、対象
木を作業開始から終了まで、十分なコ
ントロール下に置くこと」
（著者より）。
安全を重視した技術・技能・判断力の
養い方、身につけ方を学べる総合的な
実践書。テキストにも最適です。

１章 チェーンソー／２章 ソーチェーンの目立て…目立てのポイント・克

①チェーンソーを知ろう…各部名称、エンジンの作動、
ソーチェーンの構

服（対策）／３章 伐木の訓練…基本姿勢、チェーンソー操作の上達法／

造、チェーンソーワークに適した服装・装備／②チェーンソーの扱い方…

４章

ソーチェーンの取り付け方、チェーンオイルと燃料の入れ方、始業時の点

ル切り、突っ込み切り）／５章 伐倒の補助器具…フェリングレバー、ロー

検、メンテナンスの方法、目立ての基本／③チェーンソーワークの基本

プ／６章 伐倒の指導／資料編、ほか

…基礎トレーニングの考え方、姿勢と操作の問題点、持ち方、横に置いた

A4判 224頁一部カラー 定価：本体3,000円＋税

伐木造材…安全な伐木作業とは？、伐倒方法（追い口切り、追いヅ

丸太を切る、立っている丸太を横挽きする、危険なポイント、ほか
B5判 88頁オールカラー 定価：本体2,000円＋税

第１章 特殊伐採の仕事―日光東照宮、伊勢神宮／第２章 私の特殊伐
採技術いろいろ／第３章 どのように技術を磨いてきたか―私の林業人
生／第４章 探求心と創造工夫／第５章 仕事にまい進した日々―私の
林業今昔物語／第６章 プロとしての体の整え方―「極まり無し」を貫く
ために／第７章 私が得た仕事の極意
＊Amazonへの直接注文をお願いします。

生産性倍増をめざす林業機械実践ガイド −世界水準のオペレータになるための22の法則

ペル‐エリック・ペルソン 著 酒井秀夫・吉田美佳 解説 本多孝法 訳

下巻

「なぜ？」が学べる実践ガイド 納得して上達！伐木造材術
ブライアン・コットワイカ イラスト

●主な項目

ジョン・ギャスライト、川尻 秀樹 訳

作業の準備…トレーニングと経験、健康と体調、作業の危険性、チェーン

なぜその方法か？ 200点以上の図を用い、
準備、手順を踏んだ伐木、難しい木の伐
倒、枝払い・玉切り、薪の扱い方などを段
階的に説明しています。

ISBN978-4-88138-406-0
石垣正喜・米津 要 共著

ISBN978-4-88138-405-3
石垣正喜 著

上巻
ISBN978-4-88138-279-0
ジェフ・ジェプソン 著

プロからアマチュアレベルまで、多くの人を
指導してきた著者の経験から、刈払機の安
全作業につながるポイントを作業者の視点
でまとめました。刈払機の構造、メンテナン
ス、刈刃の目立て、操作フォーム、身体機能
にまで踏み込んだ作業方法、危険回避の防
御訓練方法などを紹介。実践学習に役立ち、
技術・技能習得テキストに最適です。

●本書で学べる主な内容

的な工夫」にこだわる林業家・吉村健次郎さん／特殊伐採技術を追求

ス情報のブログ発信者・笹野一規さん、ほか
A5判 192頁カラー（一部モノクロ）定価：本体1,900円＋税

ISBN978-4-88138-254-7
石垣正喜 著

明治時代〜現在に至る伐倒技術の変遷
を読み解き、
「受け口・追い口・ツル」の規
定寸法の妥当性を試験・解析。鋸断に失
敗すると、
どこにどんな力が加わり、
どん
な現象を招くのか。伐木の力学的な原理
を丁寧に解説。安全で正確な伐倒を行う
ための「よりどころ」
となる１冊です。

正確な伐倒を極める伐倒名人・福本雅文さん／吉野林業の神髄「徹底

両立の達人−ストイックな姿勢と精神力・児玉光さん／機械メンテナン

刈払機安全作業ガイド −基本と実践−

写真図解でわかる チェーンソーの使い方

すごい人がいる！ 奈良県黒滝村森林組合
で働く梶谷哲也が、現場人の目線で伐倒
名人、特殊伐採人、チェーンソーメンテナ
ンス達人、林業家、研ぎ名人たちのワザ、
ノウハウ、道具使いのツボを徹底的に取
材し紹介。

する起業チーム・アーバンフォレストリー／チェーンソーアートと林業、

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

狙いどおりに伐倒するために 伐木のメカニズム

ISBN978-4-88138-430-5
アーボリスト トレーニング研究所 著

著者（林材業安全技能師範）が、指導の
エッセンス、チェーンソー上達のコツ、安
全で効率的な伐木造材チェーンソーワー
クの技、伐木造材の技術の磨き方、実践
的な安全対策、安全作業等について伝え
ています。教え子との技術交流も紹介。

「見える」
と
「読める」の違い／ツボ解説 伐木造材 チェーンソーの技…デ

新刊

チェーンソーワーク／伐木造材／刈払機／メカニズム／林業機械

小田桐師範が語る チェーンソー伐木の極意

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

2022年改定版

日
※本図書館協会選定図書

チェーンソーカービング／ロープ高所作業／チェーンソー／伐木造材／達人

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

●主な項目
上巻…解説1 スウェーデンの持続的森林経営の理念と目標…酒井秀夫

ソーの安全性／木を伐り倒す…基本的な伐倒手順、
ステップ１.伐倒対

／第1章 作業安全の基本／第2章 安全衛生─作業環境の改善、ほか

象木と伐倒現場の調査、ステップ２.伐倒対象木と伐採現場の下準備、

下巻…第14章 ハーベスタによる伐採／第15章 フォワーダによる集材／

ステップ３.伐倒の実行と退避／難しい木を伐る…伐倒補助具：クサビ、
フェリングレバー、押し棒、牽引ロープ、ほか
A5判 232頁 定価：本体2,200円＋税

オペレータとしての心得から機械のメンテナンス、伐採実務、木
質バイオマスの取り扱いまでを上・下巻でまとめた待望の翻訳
書。ベテランのオペレータの学びなおし、林業経営を安定・拡大
させたい林業経営者、林業就業を志す学生や就業者、バイオマ
ス事業者など必携の一冊。

ISBN978-4-88138-379-7
B5判 352頁 オールカラー
定価：本体4,000円＋税

ISBN978-4-88138-380-3
B5判 352頁 オールカラー
定価：本体4,000円＋税

第16章 土場作業／第20章 木質バイオマスとしての林地残材（枝葉・梢
端）、ほか

www.ringyou.or.jp

５

業務で使う
QGIS Ver.3

今秋以降発行予定！

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

完全使いこなしガイド

Amazon電子書籍Kindle版のみ発売中

喜多耕一 著

林業現場で役立つQGIS使い方ガイドで
す。林業技術者、
フォレスター、
プランナー、
都道府県・市町村林務職員、林業事業体
従事者などにお薦めです。
「QGISとは」か
ら始まる操作手順図入りの展開でわかり
やすく、各章ごとに使いこなす手順が具
体的に学べます。

ISBN978-4-88138-378-0
喜多耕一 著

●主な項目

ツーリズム、
セラピー、
森林療法、樹林気功の本

業務で使う
林業QGIS 徹底使いこなしガイド（バージョン2.14対応）

森林・林業分野にも活かせる網羅
的解説書の決定版！ 最新バージョン
3.6 対応！ 林務行政、林業経営に活
かせる応用事例も豊富。
便利なデータ処理、地図化、ファイル
作成が今すぐに。
「ここを説明してほ
しい」を項目別にていねいに解説。
森林経営管理制度の支援ツールとし
ても最適です。

1章 QGISとは／2章 QGISの準備／3章 データの準備／4章 座標参照系
（CRS）／5章 インターネット地図を使う／6章 レイヤ操作／7章 ベクタ
レイヤの地図表現／8章 ラスタレイヤの地図表現／9章 ラベル／10章

●主な項目
QGISとは／QGISの準備／データの準備／座標参照系（CRS)／インター
ネット地図を使う／レイヤ操作／ベクタレイヤの地図表現／ラスタレイ
ヤの地図表現／ラベル／属性データを操作する／ベクタレイヤの編集
／高度なベクタ編集／地図の印刷／紙地図をQGISで利用する／場面
で描くQGISの活用／職場でQGISデータを共有するために／資料編
＊Amazonへの直接注文をお願いします。

より魅力的な森林景観をつくるため、ま
た景観づくりをツーリズム、森林セラピー、
環境教育など広い分野へ応用するため、
その考え方、手法、事例をまとめた一冊。
森林景観を理解するためのキーワードの
解説、スケールや森林空間の特性に応じ
た計画の考え方を紹介する解説、近年注
目を集めている分野を中心とした「事例」紹介の三部構成。
●主な項目
森林景観をつくるには／スケールに応じたデザイン／地域特性を

生かしたデザイン／里山保全、地域・景観づくり／教育活動と森林景観

タ編集／13章 プロセッシングツール／14章 地図の印刷、ほか

／森林セラピー／森林景観づくり事業の実践

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

ISBN978-4-88138-181-6
奥 敬一・香川隆英・田中伸彦 編著

序

属性データを操作する／11章 ベクタレイヤの編集／12章 高度なベク
B5判 636頁 オールカラー 定価：本体6,000円＋税

魅力ある森林景観づくりガイド

ツーリズム、森林セラピー 、環境教育のために

DVD付き フリーソフトでここまで出来る

A5判 275頁 定価：本体3,200円＋税

●主な項目

QGIS、Google Earth、GPSを使い、
あらゆる
場面での応用力が身につきます。My森林簿
づくり、森林在庫把握、森林経営計画、森林
施業プラン作成、路網計画図作成、測量デー
タのGIS化などの複雑な操作をよりわかりや
すく、使い手の身になって解説。森林情報
データ、操作動画等収録DVD付き。

続・林業GPS 徹底活用術
応用編

を知る…起動と終了、地図を表示する
性の相互参照 【基本編】GISの基本

その１（ベクタ地図）
、地図と属

その２GISマスターへ道、最大の関所…GPS・Google.Earth・QGISとの
データのやり取り、ほか
B5判 320頁 オールカラー 定価：本体4,000円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

●主な項目
序

ISBN978-4-88138-250-9
全国林業改良普及協会 編
B5判 144頁カラー
定価：本体2,000円＋税

いざ実践！森林境界明確化
問題のとらえ方と解決の仕方
ISBN978-4-88138-272-1
竹島喜芳 著

現場へのナビゲーション、デジカメ写真整理、モニタリング調査
など、実践者の試行錯誤から生まれたさまざまな工夫・アイデア
をまとめました。
また、ハンディGPSの特性、
どのような使い方に
向いているか、正しい使い方、
しくみについても分かりやすく紹
介しています。応用編では、各著者が、現場へのナビゲーション
から作業路計画・管理、収穫調査、施業計画資料、お悩み解決策
まで幅広く紹介。

実践から生まれた多彩“レシピ”です！
森林療法実践の広がり、可能性がここに。
ホリスティック医学、健康、保養、アート、
音楽、教育…全国各地で森林療法にか
かわるさまざまな団体の組織化、森林療
法活動実践が続いています。こうした各
地の取り組みからプログラム内容、運営
手法、フィールド情報など実践のエッセ
ンスを本書で紹介していきます。

森林療法の概要と現況／第１章

健康増進、予防医療分野での取り

６

森林療法のてびき 地域でつくる実践マニュアル
ISBN978-4-88138-188-5
上原 巌 著

概論 「森林療法（Forest Therapy）」
とは何で
しょう？／森林療法の活用フィールド フィール

方を決めたら、事業の全貌を見渡す／事業遂

ドいろいろ／休養効果の高い森林環境／森

林業GPS…ハンディGPSの正しい使い方〈竹島喜芳／岐阜県立森林文化

行のファーストステップ

事前準備「人材確保」／事前準備「人員確保以

林療法を行う場所／森林療法の実施にあたっての準備／森林療法に必要

アカデミー準教授〉／GPSの林業への活用法 ハンディGPSを用いた森林

降」／戦略を組み立てるツール／事業遂行のセカンドステップ 立会／

なもの／基本的な心構え、留意点／スタッフの役割／活動主体による森

応用編 …GPSを現場で活用する−契約地のデータを蓄積／GPSで資料
をつくる−各種GISデータを出先事務所に配布／GPS活用で悩みが出て
きた方のために、ほか

●主な項目

森林療法の実践、ワークショップなどか
ら得られた実践手法、知見、技術、
ノウハ
ウ、アドバイスをまとめ、森林療法実践者
側に提供します。理論的研究を基にした
情報提供ではなく、あくまで実践から得
られた知見を重視する本です。具体的な
手順、マネジメント、技術などに加え、実
践から浮かび上がってきた課題も整理。
月刊「現代林業」連載の「森林療法最前
線」を再構成、加筆して書籍化。

─現在までの森林療法の概要─／日本における新たな保養地の萌芽〈長
野県信濃町の事例〉／医療分野における森林療法〈心の治療の試み〉／高
齢者の健康づくりと森林療法／働く人を対象とした森林療法／森林療法

森へのいざない イラストで学ぶ やさしい樹林気功
ISBN978-4-88138-191-5
藤田雅子 絵と文

●主な項目

A5判 ハードカバー 176頁 定価：本体2,200円＋税

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

四六判 ハードカバー 352頁一部カラー 定価：本体2,000円＋税

福祉、療育分野での取り組み／第５章 アートと森林療法

●主な項目

管理／森林境界明確化加速化のポイント、ほか

アッシュダウン・フォレスト／第８章 ワーズワースと湖水地方、ほか

／第６章 伝統が引き継がれるドイツの森林療法／附編

心とからだ、いきいき生活はじめません
か。地域みんなの森林療法活動づくりの
手引き書です。プログラム、計画・運営か
らフィールドまでが早わかりの１冊。

GPSを活用〈杉山要〉、ほか

隠・善光寺平／第６章 ベートーベンとバーデン／第７章 Ａ．Ａ．
ミルンと

み／第４章

森林境界明確化の解決方法となる戦略
や戦術、ハウツーを提供。実践的な解決
に向けて「発想を柔軟に」するための「人
や問題との対峙の仕方」を具体的に解説。

事業遂行のサードステップ 測量／事業遂行のファイナルステップ 情報

章 堀辰雄と軽井沢／第４章 神谷美恵子と軽井沢／第５章 津村信夫と戸

とアートとの融合／地域の山林の再生と森林療法との融合、ほか

明確化、動き出す前に攻め方を考える／攻め

情報の管理〈吉田正木／吉田本家山林部〉、育林作業の出来高管理に

第１章 夏目漱石とスコットランド／第２章 ジョン・レノンと軽井沢／第３

組み／第２章 スピリチュアリティと森林療法／第３章 地域での取り組

私の「戦略と戦術」のクライアント／森林境界

●主な項目

●主な項目

ISBN978-4-88138-222-6
上原 巌 著

四六判 ハードカバー 296頁 定価：本体2,200円＋税

ISBN978-4-88138-226-4
全国林業改良普及協会 編
B5判 160頁カラー
定価：本体2,000円＋税

上原 巌 著

ビートルズ解散後、度々軽井沢に家族で
滞在していたジョン・レノンを魅了した
風景とは何か。英国滞在中にうつ症状に
悩まされていた夏目漱石は、なぜロンド
ンではなく、遠くスコットランドの高原へ
“疎開”したのか。現地を訪ね、上原先生
がその謎を解き明かしていきます。堀辰
雄、神谷美恵子、ベートーベン、ワーズ
ワースから坂本龍馬まで、森林療法研究
の第一人者・上原先生ならではの視点で、現地を旅したくなる美
しい写真と文章が楽しい本です。

ISBN978-4-88138-208-0
上原 巌 監修 NPO法人 日本森林療法協会 編

その１GIS必須の知識・技術を身

につける…GPSをともかく使う、Google.Earthを利用する／GISの基本

著名人の森林保養

森林療法あらかると

【準備編】GISの学び方／学びのための環境整備 【入門編】GIS入門GIS

林業GPS 徹底活用術

ジョン・レノンが愛した森 夏目漱石が癒された森

実践！ 上原巌が行く 森林療法最前線

実務で使う林業GIS

ISBN978-4-88138-307-0
竹島 喜芳 著

Amazonオンデマンド版のみ発売中

森林療法／森の癒し／セラピー／森林景観

境界確認／GPS／GIS／QGIS

バージョンアップ版

林療法の運営／森林療法の計画作り、ほか
Ｂ6判 160頁カラー 定価：本体1,900円＋税

気功法の一つである樹林気功の魅力と
一人やグループでできる方法をイラスト
で分かりやすく解説しました。大自然の
治癒力に気づき、森の生命への感謝をも
ちながら、森とつながっていける方法が
本書で紹介される樹林気功です。樹林気
功という方法を知ってもらい、忘れかけ
ていた自然との付き合い方や、より深い
自然との交流を体験し、豊かな人生を送っていただきたいと願う
気持ちから本書はつくられました。
●主な項目
命へのやさしさが目覚める樹林気功の世界／序 いろんな、
「これが大事
だ！」／第一章 樹林気功の基本 まずはこれをマスターしよう／第二章 普
段の生活に取り入れて、潤いを与える ちょっとやってみませんか？／第三
章 もう少し深く感じてみる 樹林気功の深みを見る、ほか
B5判 100頁 定価：本体1,800円＋税

www.ringyou.or.jp

７

森林の健全度を高めよう

ISBN978-4-88138-261-5
全国林業改良普及協会 編

ISBN978-4-88138-243-1
鋸谷 茂 編著

●主な項目

読者の疑問、現場からの質問にズバリ答え
たＱ＆Ａ方式。間伐手遅れ林を健全な人工
林に改良する鋸谷式間伐の技術をより実践
的に紹介。優良な木材生産と公益性の高い
森づくりも目指します。間伐効果が一目でわ
かる著者開発の「林分健全度グラフ」
も必見。
林分健全度の判定や10年後の健全度の予
測が可能です。

口絵 これが鋸谷式間伐・各地の実践／健全さを保ちながら森林づく
り、木材生産をしていく視点／鋸谷式間伐への疑問に答えます／岩手
県江刺市、愛知県豊田市、他の実践現場から／資料

「林業に働く人々、その家族、住民、林業の村
（地域）みんなが幸せになる」。その手法モ
デルを実践例に求めて紹介。林業地域に雇
用（仕事）が創出し、それが子から孫世代ま
でも継続すること。付加価値（雇用を含む）
を生み、地域に利益を残す手法。林業技術
を地域に保ち、若者の人材育成。

B5判 80頁 口絵4頁 一部カラー 定価：本体1,500円＋税

岩手県住田町／北海道下川町／宮崎県諸塚村／長野県根羽村／愛媛
県久万高原町／北海道紋別市／岡山県西粟倉村／高知県馬路村、ほか

Kindle

vol.2

vol.4

●各シリーズの
主な項目

森の樹木／山野草

山、仕事、愉快な仲間たち

経験ゼロで林業を志し、広島の林業会社へ
就職して、現場と向き合い、苦闘した３年間
の 記 録で す。これ から林 業 に就きた いと
思っている若者、いま林業現場で働く皆さ
んにぜひ読んでいただきたい一冊。
●主な項目
現場日誌 一年目…吉和よりコンニチハ！、一山去って、
また一山、
コトリ、
コトリと地ごしらえ、植える林業、伐る林業／二年目…「まさか」の年度始
め「チームナカシマ」、
とことん吉和暮らし、私なりの「林業論」／三年目
…実験！
「低コスト造林」、Let's 積み込み、事故報告書、ほか
四六判 288頁 定価：本体1,800円＋税

地域の未来・自伐林業で定住化を図る

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

技術、経営、継承、仕事術を学ぶ旅

ISBN978-4-88138-390-2
佐藤宣子 著

New自伐型林業のすすめ

ISBN978-4-88138-324-7
中嶋健造 編著

New自伐型林業とは、山林所有の有無、あ
るいは所有規模にこだわらずに、森林の経
営や管理、施業を自ら
（山林所有者や地域）
が行う、自立・自営型の林業であり、限られ
た森林が所在する地域で暮らし、その森林
を永続管理し、持続的に収入を得ていく林
業です。本書では、各地の実践者や町村に
よる支援例を紹介しています。

口絵 自伐型林業の伐出方法〜身の丈にあった道具と技術〜／序 New
個人・グループ・集落によ

る自伐型林業／支援編 自治体による自伐型林業支援／技術編 自伐
型林業のための道具とシステム、ほか
A5判 160頁 口絵8頁 定価：本体1,800円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

vol.3

vol.5

今日も林業日和―ナカシマ・アヤの現場日誌

ISBN978-4-88138-125-0
鋸谷 茂 監修 大内正伸 著・イラスト

＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

／ 森 の 生き物 ／き

研修・人材育成担当者の実践書！ 研
修効果を高め、持続させ、求める人材
を育成する実務のツボ、運営アイデア
満載!! 研修やOJTの事例から、専門
家・川嶋直氏、川北秀人氏（本書編著
者）の企画・運営方法、具体的な学びの
手法や研修成果を職場や地域に広め
ていくための手順やアドバイスを紹介。

●主な項目
【第1章】
自伐型林業支援で定住化を図る地方自治体の取り組み 【第2
章】
自伐（型）林業の技術と経営スタイル…静岡県編／熊本県編／島根
県編／北海道編／愛媛県編 【第3章】
自伐（型）林業と農山村地域社会
…福井県編／鳥取県編／高知県本山町編／岐阜県編／和歌山県編／
宮城県編／群馬県編／岡山県編 【第4章】
自伐（型）林業の人材育成・
継承―後継者、新規参入者…埼玉県／奈良県、ほか
A5判 436頁 定価：本体2,800円＋税

●主な項目
【企画・運営のツボ】受講生のモチベーションを上げる方法／全方向の
学びを引き出す―ペチャクチャタイム／ＫＰ法でシンプルに伝える―
紙芝居プレゼンテーション【学び方・教え方のツボ】研修の評価方法―
絵を描かせる／素人を２週間で半人前に、ほか
A5判 264頁 定価：本体2,200円＋税

のこ／ 森 の 技 術 ／
植物と文化
● vol.1 ISBN978-4-88138-180-9 345頁 定価：本体2,000円＋税
Amazon電子書籍Kindle版も発売中

● vol.2 ISBN978-4-88138-394-0 512頁 定価：本体2,200円＋税
● vol.3 ISBN978-4-88138-338-4 304頁 定価：本体2,000円＋税
● vol.4 ISBN978-4-88138-339-1 336頁 定価：本体2,000円＋税
● vol.5 ISBN978-4-88138-388-9 392頁 定価：本体2,100円＋税
四六判 vol.2以外はハードカバー、vol.2はソフトカバー

樹木、山野草をはじめ、森の動植物について、その特色、エピ
ソード、由来、歳時記的知識に加え、野山での森林インストラク
ターの著者と動植物との出会い、自然と人とのつきあいなどが
いきいきと描かれます。
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

林家が教える 山の手づくりアイデア集
ISBN978-4-88138-335-3
全国林業改良普及協会 編

全国17の地域を取材・インタビューし、自伐
（型）林業の実践者たち、自治体の工夫や支
援の取り組み、住民参画で地域を盛り上げ
ている、そんな事例を「対談」形式で紹介。
また、農山村地域の活性化に繋がるポイン
トを「考察ノート」でわかりやすく整理して
います。定住促進とともに未来の地域社会と自伐林業、暮らしの
あり方を考えるためのさまざまなヒントがあります。

「木の駅」軽トラ・チェーンソーで 山も人もいきいき

８

vol.1

四六判 236頁 定価：本体1,900円＋税

鋸谷式 新間伐マニュアル

B5判 68頁 2色刷 定価：本体850円＋税

ISBN978-4-88138-313-1
川嶋 直＋川北秀人 編著

川尻秀樹 著

ISBN978-4-88138-267-7
中島 彩 著

「鋸谷式間伐」
とは強度の間伐施業法。間伐
率は「保安林制度」の指定施業要件の間伐
率の上限とほぼぴったり。手入れが遅れた
林では「巻枯らし間伐」を提案。風雪害の山
の間伐選木も、的確な基準を持つことがで
きます。

プロが教える実践ノウハウ 集合研修とOJTのつくり方

●本書で紹介した地域・組合

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

自伐型林業は中山間地の救世主／実践編

樹木・野草から森の生活文化まで

あなたの林分健

全度グラフをつくろう、ほか

●主な項目

「読む」植物図鑑

●主な項目

vol.1

vol.2

vol.3

全国の林業研究グループや林家、森林所有
者の方々が、山の恵みや資源を工夫し、楽し
みながら活用されている様子、またその作
品等をカラー写真で紹介。既製品にはない
ユニークなアイデアや人肌が感じられるデ
ザイン、おもしろい！味わいがある！ 手づく
りの素朴な魅力が満載です。

【木楽】おもしろしょうぎ／間伐材のシーソー／ヒノキの火鉢／ヤマザク
ラの樹皮の行燈／手づくり香水 【食楽】ニッケイ
（カラギ茶）／竹筒パン
／よもぎ豆腐／男巻き／クズ酢・フジ酢【 林業】簡易集材装置「修羅ｉｉ
ｄｏ」／ドラム缶炭窯／チェーンソー製材板、ほか
B5判

日本の記録 林業人列伝

208頁オールカラー 定価：本体2,200＋税

全国各地で、
卓越した林業経営ノウハウ、
技術を実践する林業家、
事業体経営者など、
地域に生きる林業人たちの実像を紹介してい
ます。弊会発行誌「林業新知識」
「技芸の人」に掲載された林業
人が登場します！
● vol.1

ISBN978-4-88138-207-3 334頁

登場人物（敬称略） 井原敬典／柿崎富榮・ヤス子／伊藤信夫／安藤久
Amazonオンデマンド版のみ発売中

増補・改訂版

氏／岡信一／永田勝幸／津田和佳／田子英司／沼常義／加藤周一、ほか
● vol.2

ISBN978-4-88138-224-0 320頁

栽培きのこ 害菌・害虫ハンドブック

登場人物（敬称略） 荻野雅之・絹代／山仕事仲間の会／遠藤孝夫／小

きのこ栽培にとって問題となる害菌・害虫約100種につ

● vol.3

の駅」／２章 「木の駅」の搬出法…素人でも安全・簡単・低予算・楽しく

いて、最新の分類研究をもとに、248点の写真で解説し

登場人物（敬称略） 安田孝／田中惣次／山中敬久／夢の森つやま協

作業できる／３章 座談会「木の駅」を全国に広げよう―山主、林研グル
編「木の駅」Ｑ＆Ａ・規約・マニュアル・伝票類、ほか

たハンディタイプのカラー図鑑です。
この１冊で、害菌・ 同組合／齋藤文明／熊崎一也／山本喜行／美田和三郎／田中裕、ほか
害虫を検索し、形態、病徴、発生環境、防除対策などが 全国林業改良普及協会 編
四六判 ハードカバー 定価：本体 各2,000円＋税
わかるとても役立つ図鑑です。

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

Amazonオンデマンド版のみ発売中

丹羽健司 著

●主な項目

チェーンソーと軽トラでできる！ あなたも自
伐林業をしてみませんか。材の搬出・出荷
方法、各地の運営実践例を紹介。
「木の駅」
って何？ 山も人も元気になるその仕組みと
醍醐味を著者・丹羽健司氏が語ります。

口絵―木の駅へようこそ！／１章

古川久彦・野淵 輝 共著
木の駅いろいろ…全国に広がる
「木

ープ活動への広がり…人が山に入り、それが持続する仕組みを／資料

樹木・植物／森の癒し／林業人の記録／OJT／きのこ／山の手づくり

自伐型林業／鋸谷式間伐／地域雇用／木の駅

仕事があれば、村は元気！−地域雇用づくりの林業戦略

鋸谷式間伐 実践編 なるほどＱ＆Ａ

川智英・里美／自然届け隊／北川原弘／岩﨑芳吉／栗栖敬和、ほか
ISBN978-4-88138-246-2 324頁

９

ISBN978-4-88138-245-5
相川高信 著

経済性、ペレット、林地残材、集荷コスト、燃料
価格、需給見極め、技術、各種補助制度、地域
エネルギー利用事業化ステップ、熱供給の地
域ビジネス計画・運営など、林業側の視点で
整理した木質バイオマス事業の方策を紹介し
ました。

ある／補助金制度は評価され、見直される／生産コストは稼働時間に
反比例する／更新には、
自然のメカニズムを利用する、ほか
A5判 ハードカバー 212 頁 定価：本体2,200円＋税

提案型集約化施業のカンどころ
ISBN978-4-88138-223-3
坪野克彦 著 本多孝法 執筆協力

プランナー研修講師として活躍する著者の心
の通った仕事流儀集です。意識改革から組織
づくり、営業、
コストの捉え方、普及までを読み
やすい講話形式で著者が読者に語りかけます。

【序】地域でバイオマスエネルギー利用を目指す意義は何か？【本編】成
バイオマス事業化のステップ／私のバイオマス交遊抄、ほか

現場作業の段取り・管理／経営を知る−作業を検証し改善する／対象

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

林の目標林型を考える／材の売り方デザイン、ほか
B5判 136頁 定価：本体2,200円＋税

森づくりの科学的根拠となる原理・
原則を読み解き、そのルールを知る
ことで最適な森づくりを考える本で
す。間伐率はどうあるべきか、材積成
長の最適化はどう見るか、皆伐、再造
林の在り方などは、何を根拠に検討
すべきか。そうした答えを本書から
見つけることができます。

力・営業力・広報力［コスト編］
コストがわからなければ提案はできない［普
及編］−面的普及のためには地域における成功事例の創出が不可欠、ほか
四六判 188頁 定価：本体1,800円＋税

（林業経営コンサルタント 中小企業診断士）
湯浅伸一 執筆協力

日本の自然環境…日本の気候＝温暖多雨を知る、潜在

自然植生と原植生、ほか／2部

樹木の生態…樹木の寿命の見方、ス

ギ・ヒノキとアカマツ・カラマツを比較する、ほか／３部
か／【応用編】４部

●主な項目

木材生産技術の原理・原則

Ⅰ基礎知識編−生産性とコストダウンを理解するために…費用（コス
Ⅱ実践編−生産性向上を目指して役

森づくり…伐期の決め方、自然撹乱を模倣した皆

A5判 200頁 定価：本体2,300円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

ISBN978-4-88138-391-9
湯浅 勲・杉山 要 共著
藤森隆郎・酒井秀夫 協力

指す…組合員とコミュニケーションを図ろう、ほか
四六判 232頁 定価：本体1,900円＋税

機械化のマネジメント

地域の経営力アップのために
高性能林業機械をどう活かすか

Part1…マネジメントの基礎−わが国の林業経営条件／Part2…作業条
件と機械選択／Part3…マネジメントの指標−生産性とコスト／Part4
…作業実行 よりよいオペレーティングのために／Part5…間伐の機械
化、ほか
A4判 240頁 2色刷（一部カラー）定価：本体4,800円＋税

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

技術の本質を学び現場に活かす

プランナーの元締めである Ⅲ組織運営編−職員全員が同じ目標を目

機械を上手に活かすマネジメントに役立つ考
え方・技術情報・データを豊富に盛り込みまし
た。経営内容の把握、機械選択肢の検討、生産
性、そして最も重要な経営指標であるコスト
算出等、経営判断・経営改善に必携です。

団地化、集約化を進めたい、生産性を上げた
い。林業を変えたい…。さまざまな課題、疑問
にぜひこの本が助けになります。著者・湯浅氏
の日吉町森林組合での実践や全国の講習会、
現地研修会での質疑応答などから、具体的な
問答形式で答えた一冊です。

●主な項目

地域森林のとりまとめ編…問 プランナーのスキルと責任範囲／森林
は／組合員と非組合員、
どのように差をつけるべきか／団地内全員の
承諾が得られない

施業技術編…問

間伐後のキズ木をなくす方法

はありませんか／路網設定の方法／日本のフォワーダはどこが問題な
の

経営編…問

組合の将来が不安、幹部に聞いてもらいたい、ほか

四六判 192頁 定価：本体1,900円＋税

伐方法、天然更新の難易度と方法、ほか

割を全うする−経営トップ・管理職の役割…森林組合における参事は

ISBN978-4-88138-084-0
全国林業改良普及協会 編

森林の生態

…養分移動の法則、森林の世代交代に埋土種子は当てにならない、ほ

林業経営コンサルタントとして全国で活躍す
る編著者が、現場での聞き取りや研修会など
で出た質問、悩みから、課題を明らかにし、具
体的な解決法とプランナー、現場技術者、事務
職員、管理者それぞれの目標を分かりやすく図解しました。

ト）
とは何か／減価償却費とは

ISBN978-4-88138-237-0
湯浅 勲 著

の処分売り、何とか止められないか／山主さんからの信用を得る方法

●主な項目
【基礎編】1部

●主な項目

伐採作業、伐出機械作業（システム）、
作業道づくり……、様々な現場での
実践を通して辿り着いた技術の本質
（原理・原則）を紹介しています。その
場面で用いる技術がなぜ有効なの
か、現場ごとにベストな技術を選択、
適用するための根拠を本書で学ぶこ
とができます。

【第1部】伐木作業の原理・原則

立木の重心／伐倒時の退避／受け口

林業を天職に！ 人生を愉しむ仕事術

に学ぶ―提案型施業のポイント／四章 やる気を引き出す人事システム
／五章 人材育成の考え方／六章 ドイツの旅から学んだこと／七章 日
本の森林は宝の山、ほか

第一章

林業事業体と経営…経営とは何か、林業

にはコツコツ型がよく似合う、三方良し経営のカギを持つのは経営者
／第二章 こういう社員が求められる…必要とされるのは「できる人」、
で
きる人は結果を出せる人、
まずは素直な心が基本、約束と責任を果たす
人／第三章 社会人として自分を向上させる…チョー気持ちいい仕事人
生を送るために、ほか
四六判 184頁 定価：本体1,800円＋税

ISBN978-4-88138-162-5
全国林業改良普及協会 編

方式／メンテナンス費／機械性能とコスト／機械の稼働率／アクシデ
ント対策／作業日報、工程管理、ほか 【第3部】作業道づくりの原理・原
土壌／断層、流れ盤／豪雨の影響／山腹崩壊予定地／路面水の

処理／計画／縦断勾配／踏査／安定勾配／路肩の立木／丸太組み／
ヘアピンカーブ施工、ほか
A5判 248頁 定価：本体2,500円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

人材育成の力・ノウハウをもつことが、林業経
営の成長を左右する時代です。林業の仕事に
は技術力はもちろん経営、マネジメントへの
知識・理解・見識を併せ持つ人材が欠かせま
せん。人が生き生きと働き、考え、技術を磨き、
将来を考え、情報を共有し、仕事に向かうための著者の実践的
経験談・読者へのメッセージです。
●主な項目
一章 心のどん底が納得する仕事がしたい／二章 森林・林業の未来は明
るい／三章 人材とは何か／四章 人材育成の基本的な考え方と方法／
五章 全てのカギを握る経営トップに知ってほしいこと／六章 ここがポ
イント林業の人事制度改革／七章 日本林業再生への道筋
四六判 ハードカバー 224頁 定価：本体1,900円＋税

ブチ破れ 林業の壁 あきらめなければ夢は叶う
ISBN978-4-88138-296-7
湯浅 勲 著

●主な項目

山で働く人の本 見る・読む 林業の仕事

機械の選択／ヘッドの選択／集材

ISBN978-4-88138-205-9
湯浅 勲 著

「仕事が充実すれば、人生はこれほど愉しい」
と林業を実践。その体験のエッセンスをまと
めました。仕事を充実させる技、実行方法など
具体的な記述がいっぱいです。

ル伐り／危険予知活動／指差し確認／体調管理、ほか 【第2部】伐出
機械作業（システム）の原理・原則

林業経営力アップ！ 痛快人材育成術

ISBN978-4-88138-256-1
湯浅 勲 著

の斜め切り／会合線／精度向上のプロセス／災害木の処理／追いヅ

則

一章 大正時代のままではいけない／二章 日吉の森復活作戦／三章常

四六判 184頁 定価：本体1,900円＋税

湯浅勲の林業実践問答 集約化の壁はこうしてブチ破れ

ISBN978-4-88138-357-5
正木 隆 著

［意識改革編］−提案型集約化施業、なぜやらなけ

●主な項目

本書は、森林と林業の再生に夢と希望をもって
取り組む著者の実践の記録です。著者が参事と
して勤務する日吉町森林組合が注目されている
のは、
「森林プラン」
という施業の提案書を作成
して、町内の間伐の遅れた山を取りまとめる手
法によって、持続可能な森林整備を進めてきた
ことにあります。

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

自然法則に学ぶ合理的な森づくり

ればいけないの？ ［組織づくり・所有者対応編］−集約化に不可欠な技術

ISBN978-4-88138-249-3
坪野克彦 編著

／地域森林管理の手法−団地化に向けて／提案型集約化施業の手順
と完了報告／作業システム選択の考え方／作業道づくりのポイント／

●主な項目

林業再生の決め手！ 生産性を向上させる80カ条

●主な項目

功事例はあるのか？／バイオマス利用に経済性はあるのか？【実践編】

森づくりの原理・原則

ISBN978-4-88138-182-3
湯浅 勲 著

【本書の特長】
1.本書は、地域森林管理を進めるための実践
テキストです。
2.地域ぐるみ（団地化など）の森林管理を進め
るためのノウハウ、技術が、実践例で分かります。
3.トータルでものを見る力が身につきます。

なぜいま林業がチャンスなのか／チャンスを現実のものとするために

●主な項目

山も人もいきいき 日吉町森林組合の痛快経営術

ISBN978-4-88138-189-2
湯浅 勲 編著

相川高信 著

●主な項目
林業は中山間地域の持続可能な産業の重要起点で

実践マニュアル 提案型集約化施業と経営

Amazonオンデマンド版

木質バイオマス事業 林業地域が成功する条件とは何か

人工林林業は先進国でこそ産業として成り立
つ、
というのが世界の共通認識です。なぜ人工
林林業が先進国で成立するのかを解き明かし、
その原則を紹介します。

●主な項目
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Amazon電子書籍Kindle版

「山で働きたい」
「山村にＩターンしたい」
と
いう人に向けて、林業の概要と特徴、職場の
仕組み、山村暮らしの実際、Ｉターン先駆者
の足跡などをまとめ、職業の全体像がつか
める内容となっています。

提案型集約化／仕事術／山で働く／林業経営

提案型集約化／先進国型林業／木質バイオマス／森づくり・木材生産技術の原理・原則

先進国型林業の法則を探る
日本林業成長へのマネジメント

●主な項目

林業を仕事にしていれば必ず抱くギモンや、ぶち
あたる壁。
そんな「なぜ？」に著者・湯浅 勲氏が豊
富な経験と知識をもとに、ホンネで答えます。聞
きたかった・知りたかったあれこれや悩んでいた
ことが解決！Q&A形式で、
ズバリ答えがわかり、
グ
ンと視界がひらけ、読めば納得、勇気と元気がわ
き出る本です。

【林業とは】本当にこの仕事で良いのか？／自然破壊だと言われてしまっ
た／誰のための間伐？ 【組織と人】人間性に欠ける発想／聞いてもらえ
ないもどかしさ／視察にどう対応するか／職員と現場／月給制に不満で
す 【技術・安全】安全と効率／技術は誰が決めるのか／技術の他流試合
／技術の根拠は？、ほか
四六判 232頁 定価：本体1,800円＋税

●主な項目
ルポ「林業最前線」／自分の身は自分で守る／切れる刃は仕事の基本
／工夫次第で効率は上がる／現場は機をみて敏／山を観る 山を読む
／力仕事だけが林業じゃない／喋れて一人前／理想を叶える起業へ
の道／林業ってなんだ？／かけがえのない森林／林業の仕事、ほか
B6判 138頁カラー・一部モノクロ 定価：本体1,800円＋税

www.ringyou.or.jp
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森林管理にかかわる技術者、林業家、ボ
ランティア、NPO、森林に関心を持つ学
生や一般の人々など、様々な立場の人た
ちが共有できる森林管理のあり方を、基
礎知識から理論的に分かりやすく解説。
テキストとしても最適です。
A5判 ハードカバー 426頁 定価：本体3,800円＋税

森林生態学 持続可能な管理の基礎
ISBN978-4-88138-170-0
藤森隆郎 著

森林生態学の既存の知識や考えを整理
し、新たな考え
（仮説）を加えて、
より良い
政策や森林管理技術への応用につなげ
ていこうとするものです。
●主な項目
Ⅰ部

森林生態学の知識…なぜ生態学を学

上巻

藤森隆郎 現場の旅

新たな森林管理を求めて
下巻

作業道 路網計画とルート選定

ISBN978-4-88138-091-8
大橋慶三郎 著

作業道づくりの第一人者である著者が、山
にひそむ「絶対に道を通してはいけない
個所」
「危険個所」を計画時に見抜き、
より
安全なルートを選定するための秘訣をま
とめました。

半世紀に渡り、樹の持つ生命力を重視し
た間伐と、急傾斜の林地を荒らさずに高
密林内路網を開設してきた著者の実践の
記録です。

路網計画で注意したい危険なポイント
（破砕帯、
円弧）／１章 どんな作業道を目指すべきか／２章 路網計画の考え方／

ISBN978-4-88138-229-5
藤森隆郎 著
A5判 ハードカバー 264頁
定価：本体2,400円＋税

ISBN978-4-88138-257-8
藤森隆郎 著
A5判 ハードカバー 322頁
定価：本体2,400円＋税

施業技術の疑問や管理・経営方法の悩み。間伐方法、伐出方法、
路網づくり、木材利用、目標林型、利益が出る経営とは、林業の
目的とは。森林科学者・藤森先生が、
日本各地の現場を訪ね、現
場第一線の方々の疑問にズバリ答えます。
●上巻・訪ねた人々
（敬称略）

ぶのか／森林生態系と森林生態学／地球環

岡信一（林業家）／静岡市林業研究会森林認証部会／NPO法人信州そ
まびとクラブ／山下邦廣（下川町森林組合）／大橋慶三郎（林業家）／湯浅

／森林生態系に関わる環境要因／森林生態系の物質生産／森林生

勲（日吉町森林組合）／梶山恵司／堀ノ内秀樹（南那珂森林組合）／寺川裕

態系の物質循環と環境形成／森林生態系の生物社会

子（NPO法人里山倶楽部）／田中裕（林業家）、ほか

３章 路網計画の手順と必要資料／４章 路網計画の注意点／５章 現地
踏査と施工ルートの決定／６章 路網計画とルート選定の事例研究、ほか
A4判 124頁カラー 定価：本体3,200円＋税

大橋慶三郎 林業人生を語る 聞き手 酒井秀夫 佐藤宣子
ISBN978-4-88138-236-3
大橋慶三郎 著

林業経営の成功と失敗を分けるものは、
何か。身の程にあわせたやり方を貫き通
すことの実践を語った、真実の本です。

ト／求める機能に応じた森林管理／森林配置とランドスケープ

Ⅲ部 全体の要約…生態系を学ぶことの意味／生態系の歴史と生物

岸三郎兵衞（金山町森林組合）／浦部秀一郎（多野東部森林組合）／村瀬昌
之（神宮宮域林）／佐藤清太郎（林業家）／藤原正志（㈲藤原造林）／岡橋清

多様性／森林生態系の構造と機能／森林の区分と林分の発達様式

元（清光林業㈱）／水野雅夫（林業トレーナーズ協会代表）／杉山精一（農林

●主な項目
大橋山の経営 施業と目標林型／道づくり ルー
ト選定がすべての土台／維持管理とコスト減の
考え方／林業の基本戦略 経営が成り立つため
に、
「山づくり林業」は、業としては成立しない／個人史−師に学んだこ
と、古典に学ぶ／技術の追求 自由な発想とアイデアを生み出す、理論よ
り、
まず現実を観る、ほか

／林分の発達様式と機能／ランドスケープと里山林／日本の自然環

家）／橋本光治（専業林家）／安田孝（専業林家）
、ほか

A5判 ハードカバー 232頁 定価：本体2,200円＋税

Ⅱ部

森林生態学の森林管理への応用…エコシステムマネージメン

●下巻・訪ねた人々
（敬称略）

境と森林管理・施業のあり方 、ほか

写真解説 山の見方 木の見方
森づくりの基礎を知るために

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

「なぜ３割間伐か？」林業の疑問に答える本

森林のしくみから施業・管理・ビジョンまで
森づくりの全体像を平易に解説。持続性
を実現する考え方と技術が集約され、幅
広い議論の共通認識に役立ちます。
●主な項目

／森林の更新機構／森林の発達段階と機能／
森林のタイプと区分／求める機能に応じた目標林型／流域の森林配
置／日本の自然・森林の特色／【森づくりの技術】木材生産の立地環境
／伐採の種類と意味／木材生産の更新技術／初期保育技術／間伐技
術／伐倒と集材技術／木材生産の施業体系／間伐技術／伐倒と集材
技術／木材生産の施業体系、ほか
＊Amazonへの直接注文をお願いします。

Amazonオンデマンド版のみ発売中

泉社長が語る

大橋慶三郎 著

生産林、経済林、造林、森づくりの目標、
生産と環境の調和、技術の根拠、知識と
経験、判断、賃金・給料、生命力のある森、
伐採跡地、大径材、木質バイオマス…林
業の現場から寄せられる質問・疑問に、
森林科学者・藤森隆郎が答えます。

藤森隆郎 著

林について知る】森林生態系とそのサービス

ISBN978-4-88138-285-1

ISBN978-4-88138-318-6
藤森隆郎 著

森づくりの心得

【森づくりの背景】森づくりとは／森林・林業の

●主な項目
大橋慶三郎の林業―大橋山とは、
林内環境の改善、間伐林業、林業
の実践から／高密林内路網の計
画−なぜ高密林内路網なのか、
路網計画、路網計画の手順例、路
網計画にスキャナーを活用する
／高密林内路網の設計と施工−施工についての考え方、設計と施工の
実際、ヘアピンカーブとは／経営編−林業の経営、ものの見方と判断、
自分の山で働く時代、ほか
A4変型判 上製本 160頁 定価：本体4,500円＋税

図解 作業道の点検・診断、補修技術
ISBN978-4-88138-323-0
大橋慶三郎 著

道を長く使い続ける技、大公開！
！山に開
設した道は、
どのように維持管理すれば、
半永久に保たせることができるのでしょ
うか？要注意ポイントの点検、ルート診
断、施工診断、道の補強・補修技術の実
際について図解した実践書です。
●主な項目

A5判 ハードカバー 484頁 定価：本体3,800円＋税

Amazonオンデマンド版のみ発売中

大橋慶三郎 道づくりのすべて

ISBN978-4-88138-263-9
大橋慶三郎 著

●主な項目

境と生態系の歩み／生物多様性／樹木／森林の生育する環境条件

歴史と現状を踏まえて／造林学について／【森
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藤森隆郎 現場の旅

新たな森林管理を求めて

●主な項目
【質問】造林のことはどうなっているのか？→答）減り続けている日本
の人工林の造林面積、ほか【質問】豊かな森とは？→答）経済林、生活
林、環境林の適切な配置で、流域全体の調和を、ほか【質問】森づくり
の目標とは？→答）その地域に合った森づくりが基本、ほか【質問】生

林業経営の基本は、山・樹木・自然をよく観
察し、その意味を読み取り判断することで
す。著者の林業の奥義ともいうべき知見を
整理しました。
●主な項目
写真編 山の見方 木の見方…木の見方 生命力
を判断する／伐って淘汰する木／伐ってはいけ
ない木／間伐林分・立木密度の見方／植物から林内環境を判断する／
樹木から地層を判断する／路面排水の見方 解説編 山の見 木の見方
道づくり…地層・地質のよみ 大橋山の「森づくり」
と林業、ほか
A4判 136頁 カラー（一部モノクロ）定価：本体3,200円＋税

産と環境は両立できないか？→答）生産と環境の調和のためにはそ
れに適した制度が必要、ほか

写真図解 作業道づくり

四六判 208頁 定価：本体1,800円＋税

ISBN978-4-88138-190-8

＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

大橋慶三郎・岡橋清元 共著

●主な項目
[仕事の覚え方・技術の磨き方]…何を学ぶかが大切

[コミュニケー

伐出ひとすじ 現場の流儀

ションの取り方と現場のルール]…社員は家族、新人は息子

泉 忠義 著

人として必要な資質、理念]…人には負けないものを持つ

伐出現場ひとすじ60年の泉社長の厳しく、温
かい言葉のなかに、あなたに響く一言が
きっと見つけられます。

取り組み]…安全意識は実践が難しい

[林業

[安全への

[集材の技術]…慣習にとらわれ

ない／自ら考えるのがプロ [伐倒・採材・造材の技術]…造材は花嫁に
衣装を着せる気持ちで
＊Amazonへの直接注文をお願いします。

これからの林業経営には作業道は欠かす
ことができません。カラー写真は、吉野林
業の本場・奈良県川上村にある著者（岡
橋）の経営林に作業道を実際に開設し、そ
のプロセスを撮り下ろしました。簡潔な文
と豊富な写真で、著者のノウハウを公開。
B5判 108頁カラー（一部モノクロ）定価：本体2,500円＋税

【道の補修編】維持に配慮した施工…丸太組構造物／切取法高／路
面処理／Ｕターン場所／路面の勾配による排水／洗い越し 日常の
補修／土石流災害での補修／法面補修のためのポイント／小谷補
修のためのポイント 路線の修正…排水のための路線の修正／洗
い越しの修正・施工／川沿いの路線の補修・施工
箇所̶構造物・地中の水分の状態【Q&A編

道の点検…点検

道の修理と維持管理】

一問一答̶道の点検と補修／まとめ̶道づくりと水【道づくり診断
編】ルート診断／道づくりの施工診断、ほか
A4判 112頁 定価：本体3,000円＋税

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

現場図解 道づくりの施工技術

ISBN978-4-88138-305-6
岡橋清元 著

「壊れない道づくり」をめざす現場従事者、
技術者に必携の一冊です。道づくりの実
践や経験から得た知見、技術ノウハウ、工
夫などを整理・集約し、写真とイラストで
わかりやすく紹介。

道づくり／ルート選定／山の見方・木の見方／施工技術／点検・診断︑補修技術

ISBN978-4-88138-123-6
藤森隆郎 著

日
※本図書館協会選定図書

森林管理／施業技術／森林生態／森づくりのビジョン／技術の根拠

新たな森林管理 持続可能な社会に向けて

●主な項目
ルート踏査時の指示／土質の確認／支障木の
伐倒／岩を割る／石を利用する／谷側法面（盛土）の押し込み締固め
／ふとん篭による道の張り出し／ヘアピンカーブの張り出しの施工／
下りながらのヘアピンカーブの施工／路面処理工−路肩部分を掘る方
法／路面を掘って、桁、横木を入れる方法、ほか
A4変型判 96頁カラー 定価：本体2,700円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

www.ringyou.or.jp
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ISBN978-4-88138-362-9
酒井秀夫・吉田美佳 共著
B5変型判カラー 248頁
定価本体4,000円＋税

世界の林道 下巻

ISBN978-4-88138-363-6
酒井秀夫・吉田美佳 共著
B5変型判カラー 224頁
定価：本体4,000円＋税

世界各国の林道を著者が実際に訪れ、その構造や管理方法、
システムやサプライチェーン・マネジメントでの役割、
日本との
違いなどを、現地取材の知見とともに、カラー写真を交えなが
ら解説、紹介しています。林道を見れば、その国の林業が見えて
きます。
●上巻

紹介国：北米、中央・東・南ヨーロッパ

●下巻

紹介国：アイルランド・北欧、
オセアニア、
アジア

ISBN978-4-88138-051-2
全国林業改良普及協会 編

「複合林産型」
で創る国産材ビジネスの新潮流
川上・川下の新たな連携システムとは

ISBN978-4-88138-364-3
遠藤日雄 著

林業全般にわたり、施業技術、森林の管
理、マネジメントなどに関する実践的知
識を、体系的にやさしく解説。森林の管理、
森林の手入れ、林業生産活動に関する学
習教材に最適です。
●主な項目

●掲載国についての主な項目
森林・林業の概要／林道の規格構造・作設指針／林業政策と森林管理

林業の基礎／森林の調査／服装と道具／造林

方針／林道管理／施業と集材方法／トラック運材／林道の多面的利

技術１−人工林／造林技術２−天然林施業／森林の保護管理技術／

用／林道の事例、ほか

収穫技術／林地へのアクセス−道の役割／野生動物とのつきあい／森
林を生かす特用林産物／森林の土壌と水資源の保全、ほか
A4変型判 304頁 定価：本体4,000円＋税

これだけは必須！

道づくり技術の実践ルール 路網計画から施工まで
ISBN978-4-88138-284-4
湯浅 勲＋酒井秀夫 著

実践経営を拓く 林業生産技術ゼミナール
伐出・路網からサプライチェーンまで

道づくりの失敗経験から学び、現地の検
証を経て獲得した経験則を、現場での道
づくり技術の実践ルールとしてまとめて
います。
日本の地質構造、土質を理解した
路網配置、施工方法の選択も東京大学の
酒井秀夫先生が多くの写真を使って解説。

林業労働安全ノート 林業で働く人を大切に

口絵 自然が教えてくれた道づくりの怖さ／実践から得た道づくりの技
術ルール／地質構造、土質を理解した施工方法選択／１章 失敗が教え
てくれた／２章 路網計画と基本設計／３章 踏査と施工における注意
事項／４章 路網の技術点検−壊れない道づくり−、ほか

伐出・林業機械・作業システム・路網等の
林業生産技術の技術点検からサプライ
チェーンまで、木材生産・販売を通じてビ
ジネスとして収益を上げていくために必
要な「林業生産技術」をまとめた実践書。

現場に直結する労働安全の参考書です。
50年間に及び試験研究機関及び林業事
業体へのアドバイザーとして活動した著
者が、膨大な現地調査から得たデータを
整理し、林業労働科学と労働安全の直接
的な話題を中心にまとめています。

地の再造林をどうするか、ほか

林業技術とは─人と技術のよりよい関係づくりを目指して─、林業技術
者に求められる要件、林業生産技術向上のための人材育成／第２部
林業経営の改善 林業経営の改善点、組織の近代化と人材育成、ほか
A5判 ハードカバー 352頁 定価：本体3,600円＋税

市町村担当者のための林道入門

A5判 ハードカバー 284頁 定価：本体3,500円＋税

ISBN978-4-88138-216-5
酒井秀夫 著

新刊

林道の市町村担当者向けに、調査・設
計から施工に係る実務の全体を網羅
し、図表や写真を用いて詳細にわかり
やすく解説した手引き書です。林道の
意義、路網計画から調査・設計、工事の
発注、工事の実務に至る林道開設で実
際に必要となる実務、また、林道災害
の復旧、林道の維持管理等も掲載。林道初級者の研修教材とし
ても活用いただけます。

●主な項目

●本書の特色
・急傾斜、緩傾斜などあらゆるタイプの
作業道を網羅。
・技 術 解 説 図、豊 富 な 現 場 写 真 による
図解。
・作業道の専門キーワード解説。
・現場の生きた教材が教える知恵と技。

［基本編］−低コスト林業による持続的森林経営を目指して−低コスト
林業に作業道は不可欠［実践技術編］−作業道作設の基本−緩傾斜地
の作業道／急傾斜地の作業道／作業道のキーワード／水をコントロー
ルする技術−大橋慶三郎氏の山林に学ぶ、ほか
A5判 ハードカバー 292頁 定価：本体3,500円＋税

丸太価格の暴落はなぜ起こるか
原因とメカニズム、
その対策

ISBN978-4-88138-292-9
遠藤日雄 著

正三角形安全衛生管理論／林業技術者の養成／林業労働は３Ｋでは
ない／職場の労働意識の高揚／考える林業労働を身につける／労働
安全衛生活動の実際／林業に関する労働安全衛生の法律

林業実践ブック 基本技術と安全衛生
ISBN978-4-88138-130-4
全国林業改良普及協会 編

森林管理を最前線で担う方に向けて、林
業の基礎知識から林業技術の基礎、林業
界の動向、農山村の暮らし、各地の実践
者まで広範囲にわたる情報をやさしく紹
介しています。

●主な項目

森林に道路を入れるということ／1章

章 新種のオオカミ誕生−新たな国産材丸太価格暴落のメカニズムと
その背景／３章 ｢共同幻想」の崩壊−ヒノキ価格暴落の背景と新たな
需要を求めて／４章 禍を転じて福となす−国産材丸太価格安定策を
考える／５章 グッバイ
「暴落」、ほか

●主な項目
１章 林業が目指すもの 森林を守り、育てる／２章 林業とは何か／３章
林業の仕事−森林管理／４章 森林作業の基本／５章 間伐のいろいろ
／６章 あなたを守る知識／７章 知っておきたい知識／農山村での生活

A5判 144頁 定価：本体2,000円＋税

有利な採材・仕分け 実践ガイド
ISBN978-4-88138-274-5
赤堀楠雄 編著

林道計画…森林づくりは

林道の維持管理…林道維持

管理の基本／5章 林道災害復旧…法令、予算措置等の概要、ほか
B5判 250頁オールカラー 定価：本体4,000円＋税

2012年、未曾有の国産材丸太価格「暴
落」の原因を求めて全国の森林・林業・
木材産業の現場で多くの方々を取材し、
複雑なメカニズムをわかりやすく整理
しました。
「 暴落」を回避しうる競争力
のある加工・流通のビジネスモデルを
提案し、価格安定化に向けた協定取引、
特売方式、システム販売などの実践例
も紹介しています。

１章 何がどうしてこうなった−国産材丸太価格暴落の経緯と背景／２

A4判 160頁 定価：本体5,300円＋税

道づくりから／2章 林道設計…調査・測量・設計の実際／3章 林道の施
工管理…林道工事の実行について／4章

A5判ハードカバー 296頁 定価：本体3,000円＋税

A5判 332頁 定価：本体2,800円＋税

●主な項目

作業道ゼミナール 基本技術とプロの技

木材流通の経営･技術革新／「スギ大径材問題」
とその打開策／皆伐跡

●主な項目

ISBN978-4-88138-409-1
「市町村担当者のための林道入門」
編集委員会 編・日本林道協会 発行

序論

ス創出に向けて／「複合林産型」ビジネス形成の条件／「複合林産」ビ
ジネスへ至る道筋、ほか 【ミクロ解説編】国産材業界の経営･技術革新

A５判 230頁 定価：本体2,300円＋税

ISBN978-4-88138-133-5
酒井秀夫 著

【マクロ解説編】
「複合林産型」ビジネスの創造…「複合林産型」ビジネ

ISBN978-4-88138-137-3
石井邦彦 著

●主な項目

作業道 理論と環境保全機能

●主な項目

ABCD材それぞれではなく、総合的に
利用するビジネスから「複合林産型」
が始まります。本書は複合林産型の先
進的事例を分析し、ビジネス形成に必
要な条件を考察しています。輸出ビジ
ネスへの備え、林業の経営・技術革新、
A材問題・大径材問題の打開、皆伐跡
地・再造林への対応など、いま林業・国
産材業界が直面する課題解決への手
法、糸口を整理しています。

ISBN978-4-88138-275-2
酒井秀夫 著

第１部 林業生産技術を考える 新時代を拓く

●主な項目

作業道の種類、実例から作設の基本、林
地の環境や水土保全へのプラスの効果
など、いままでに解明されていなかった
作業道の公益的機能も紹介しました。
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ニューフォレスターズ・ガイド 林業入門

林業技術／安全／丸太価格／採材／国産材／ビジネス／治山

道づくり／サプライチェーン／世界の林道／作業道／林道

世界の林道 上巻

各地の林業経営者、素材生産業者、森林
組合がどのように有利な採材に取り組ん
でいるか、実践者のノウハウを通して具
体的に紹介しています。
「山見の徹底」
「厳
密な採寸」などの採材方法や、基本的な
指標となる伐り旬、乾燥との関係など、実
践者自らの有利な採材技術も公開。

治山の技と地域の安全・安心を未来へ
後世に伝えるべき治山 〜よみがえる緑〜

60選ガイドブック

ISBN978-4-88138-310-0
全林協 制作・一般社団法人 日本治山治水協会 発行

林野庁では、荒廃した国土に美しい緑を
よみがえらせた治山事業地60カ所を「後
世に伝えるべき治山」
として選定しました。
その事例の技術史的な価値や成果、その
公共的な役割などをわかりやすくまとめ
たのが本書です。
●主な項目
日本の最北で酪農地帯を守る メークマ海岸の治山事業（北海道稚内市）
／瀬戸のはげ山復旧と萩御殿（愛知県瀬戸市）／台風被害から山河を甦
らせた 鰐塚山山系治山事業（宮崎県宮崎市）、ほか
A4判 142頁オールカラー 定価：本体4,500円＋税

●主な項目
採材の重要性…木の価値を高める意義／実例①採材は経験と蓄積 木
村木材工業（埼玉県）、実例②採材の勘所 佐藤木材（佐賀県）／採材の
指標…伐り旬、乾燥との関係、強度と耐久性、材長、工法ごとの特徴／
〔事例編〕自伐林家、林業経営者の採材・仕分け…品質管理で出荷先と
の信頼を築く
（夢の森つやま協同組合）、ほか
四六判 200頁 定価：本体1,900円＋税

www.ringyou.or.jp
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Amazon電子書籍Kindle版

ISBN978-4-88138-399-5
小林繁男（労働安全衛生コンサルタント）
広部伸二（農学博士、元森林総合研究所）
編著

2015年初版発行時より、制度改正され
た労働安全衛生規則やチェーンソー
による伐木等作業の安全に関するガイ
ドライン等の内容を反映した改訂版で
す。主な改訂点は、下記に記載してい
ます。林業労働安全衛生の理解に欠か
せない基本事項、必須事項をまとめま
した。

藤原儀兵衛 著

マツタケの反収20㎏を目指せ！マツタ
ケ専業で生計を立てて半世紀の著者
が、そのマツタケ生産技術を全公開。
マツタケ適地、柴かき、下層木の除伐・
枝打ち、害敵の防ぎ方、さらには収穫
法まで、著者がたどり着いたマツタケ
山づくりの実践を余すところなく紹介し
ています。

／チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドラインの改正
(R2）、高年齢労働者の安全と健康確保やチェーンソー伐木等作業に係

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの策定（H30）／労
働安全衛生規則の改正（H31）／安全衛生特別教育規程の改正（H31）

わる死傷者数や事故の型別など最新の統計データ、ほか
B5判 168頁オールカラー 定価：本体3,400円＋税

ISBN978-4-88138-343-8
津布久 隆 著

里山の林業経営書が誕生。
手入れをして
「いくらで売れる？」、その
「売り方は？」から、１本数万円以上の
良質木材や人気の緑化樹、特用林産物
の紹介まで。
「収入をいかに上げるか」
をポイントに明快に解説。著者撮り下
ろしのカラー写真で、各広葉樹のタイ
プ、更新施業事例も確認できます。

里山林のルーツ―農業や暮らしを支えた林／第二章

里山林は、何を伐り、何を残せば良いか／第三章
うに更新させれば良いか／第四章
ない方法／第五章
物いろいろ／第六章
何か／第七章

高齢

伐った後は、
どのよ

伐採木を有価物に―廃棄物にし

木材以外の収入源を探す―商品となる特用林産
収入を上げるために頭に入れておくべきことは

事例に見る 造林補助金を活用した施業方法、ほか

●主な項目

[森と水をめぐる知見の整理]…森林と水害、森林と水資源、森林と水質、
森林の環境サービス取引／[科学的な解明・検証をする仕組み]…人々
の認識と科学者の認識のギャップ−科学的に完全に把握できるのか−、
管理の意思決定方法−完全には把握できないものの管理／[科学的な
解明に向けた情報を集める仕組み−地域型の情報管理を目指して]…
−地域内シンクタンクの可能性、地域型の情報管理を目指して−森と水
の源流館−、多摩川源流大学、ほか
四六判 ハードカバー 232頁 定価：本体2,200円＋税

Ｂ5判 160頁 オールカラー 定価：本体2,300円＋税

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

補助事業を活用した 里山の広葉樹林管理マニュアル
ISBN978-4-88138-210-3
津布久 隆 著

広葉樹林施業の補助事業、育成に必要
な進め方と活用を分かりやすく示しま
した。現在の林況からスタートし、林分
の不良度合いや林齢などでどのように
施業するのかを現場に即して提案。ま
た施業現場の写真、図版を随所に配置。
●主な項目
広葉樹林施業のあらまし…施業目標を決める、施業は広葉樹の萌芽性
を生かす／雑木林の改良に活用できる補助事業…補助事業の趣旨・実
際・解説／施業スケジュールを決める…施業モデルの基本は17年伐期、
５年生までの幼齢林を改良する施業スケジュール、ほか
Ｂ5判 112頁 定価：本体1,600円＋税
＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

あなたを応援します！ 山主さんのお悩み相談室
ISBN978-4-88138-277-6
全国林業改良普及協会 編

林業技術・林業経営について、家族・後
継者のこと、地域づくり・グループ活動
について…林家がもつ身近で率直な
悩みを、全国の林家が親身に回答して
います。同じ林家同士だからこそわかり
あえる、悩める林家に贈る言葉は応援
エールでもあります。
●主な項目
[林業技術・林業経営]…Ｑ:経営方針に親族が口やかましい。
どうしたら
よいでしょうか／山仕事の経験が全くないのですが、アドバイスをくだ
さい／シカ害に困っています、ほか [家族・後継者]…Ｑ:都会育ちの私
には、夫の実家であるこの地での暮らしが苦痛です／「山は処分してく
れ」
と言う息子をどう説得したらよいでしょうか／共有林に関心のある
人が減っています、ほか [地域づくり・グループ活動]…Ｑ:集落から出
て行く人が後を絶ちません。
どうすればよいでしょうか／主人は私が林
研グループ活動で家を空けることを快く思っていません、ほか
四六判 192頁 定価：本体1,800円＋税

ISBN978-4-88138-220-2
全国林業改良普及協会 編

生き甲斐発見！「自給」
とは、あえて仕事を
楽しむこと！ 衣、食、住、心。多彩な森の自
給の楽しみを伝えます。
●主な項目
口絵 森の自給生活／森の自給生活のすすめ編 序章
森で自給生活を楽しもう／一章「定点、杉沢。」〜呼吸

●主な項目

するように〜私の心の自給／二章 薪割りストが楽し

口絵 山を楽しむ／一章 山の資産管理術／二章 山を把握しよう／三章 山のパー
トナー／四章 師匠を見つけよう／五章 森林を調査しよう／六章 山の資産簿づく
り／フォト 森と生きる豊かさ／七章 管理の計画を立てよう／八章 山仕事を実践し
よう／九章 管理を委託する／十章 地域活動の楽しみ、ほか

A5判 192頁 一部カラー 定価：本体1,800円＋税

ISBN978-4-88138-203-5
全国林業改良普及協会 編

ISBN978-4-88138-238-7
蔵治光一郎 著

森と水と人との関係の歴史、今何がど
こまで解明されているかを整理しまし
た。
さまざまな森の機能、環境サービス
を私たちがどう評価し、それを高めて
いくのか。
「森と水と人の関係」を再構
築しようと奮闘しているさまざまな取り
組みを現地レポートを交えて紹介して
います。

Amazonオンデマンド版も発売中

森と暮らすNo.4 仕事が楽しい！森の自給生活

人生、２倍に楽しもう！ 第２の人生を森
で過ごしたい人、必携の入門書です。山の
資産価値発見、運用方法をやさしく紹介！
森から収入を得ていく方法や、森の自給
生活、野遊び術、森の環境づくりなどを体
系的に紹介していきます。

「森と水」の関係を解き明かす 現場からのメッセージ

木材とお宝植物で収入を上げる
高齢里山林の林業経営術

第一章

ISBN 978-4-88138-202-8
全国林業改良普及協会 編

森と暮らすNo.2 ノウハウ図解 山仕事の道具

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

●主な項目

森と暮らすNo.1 山林の資産管理術

Amazonオンデマンド版も発売中

＊電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。
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藤原儀兵衛 マツタケ山づくりのすべて 生産技術全公開

●主な項目
マツタケ山づくりへの途／マツタケ山づくりの技術を磨く／マツタケ山づ
くり技術を伝える／松くい虫被害林できのこ生産を／マツタケ生産と販
売・経営／マツタケ窃盗対策／山の価値を高める―里山整備と“お駄賃”
／技術編１ マツタケ発生の条件／技術編２ マツタケ発生の施業 、ほか

●主な改訂点

森と暮らす！50歳からの田舎暮らしがここに！

Amazonオンデマンド版

●主な項目

む森の自給自足／三章

らし／フォト 森の自給いろいろ／六章 食の自給／七章 装いの自給／八章 健康の
自給

A5判 192頁 一部カラー 定価：本体1,800円＋税
＊オンデマンド版は、Amazonへの直接注文をお願いします。

森と暮らすNo.5 林業入門 自家伐出のすすめ
ISBN978-4-88138-239-4
全国林業改良普及協会 編

山仕事で使われるたくさんの道具の徹底
活用術をまとめました。道具に込められ
た知恵を紹介し、道具を使って山林の手
入れをし、夢を描いてきた人々がご登場。
道具を通して、森林とかかわることから得
られる楽しみ、豊かさ、奥深さが感じられ
る１冊です。

口絵 拝見！愛用の道具／道具編 一章 道具の楽しみ／二章 手道具／三章 道具の
簡単修理、修復／四章 林業機械／五章 乗り物／六章 森の作業着、ほか

A5判 292頁 一部カラー 定価：本体1,800円＋税
＊オンデマンド版は、Amazonへの直接注文をお願いします。

森の自給生活いろいろ−各

地の事例から／森の自給生活実践編 四章 住環境の自給生活／五章 火を焚く暮

「自家伐出」
とは、所有山林から木材（丸
太）を自らが実際に作業をして伐りだした
材を利用すること。手取り月５万円も可能。
本書では「自家伐出の技術、道具、売り方」
について、実践事例をあげながら、わかり
やすく紹介しています。
●主な項目
口絵 自家伐出実践中！／序 自家伐出のすすめ／一章 自家伐出に必要な技術とは
／二章 自家伐出の条件を整理する／三章 先輩・師匠を探そう− 実践的技術の習
得術／四章 安全に、楽に− プロのアドバイス／五章 使える機械・道具／六章 ど
んな材をどこに売るのか／フォト 自家伐出の道具・機械集合／七章 自家伐出の段
取り／八章 自家伐出の実際− 伐倒から集運材まで／九章 自伐林家のコストと収

森と暮らすNo.3 定年なし！森を生かした収入法
ISBN978-4-88138-219-6
全国林業改良普及協会 編

生涯現役。副業で収入！ 第２の人生を
森で過ごしたい人、必携の入門書。副業
で森から収入を得る実践事例のあれこれ
を紹介！
●主な項目
口絵 山村型ビジネス／森のビジネス作法編 序章 山
から収入を得る方法いろいろ／一章 森を生かすビジ
ネス流儀／二章 収入術への挑戦−森林空間を生かしたビジネスモデル／三章
林業ビジネスの実利と楽しみ 木材、薪、木炭で収入を得る／ 四章 木材から収入を
得る／フォト 森の商品化手法／五章 木工品を制作・販売、ほか

A5判 208頁 一部カラー 定価：本体1,800円＋税

ツリークライミング 樹上の世界へようこそ
ISBN978-4-88138-131-1
ジョン・ギャスライト 著

ツリークライミングの魅力、おもしろさ
を紹介した本が登場しました。ツリー
クライミングは森も人も元気にしてく
れます。木の上で、楽しい出会いを探
しませんか。
●主な項目
ツリークライミングで木と友だちになろう！
／樹上の世界／ツリークライミングで広がるこんな楽しみ／森の
ヒーロー／チャレンジャー／木の心、森の心／ツリークライミングの
魅力と技を伝えて／ツリークライミングの資格システム、ほか
A5判 268頁 定価：本体1,810円＋税

益の分析− 若手林家の実践から／十章 自伐の楽しみ／十一章 実践・自家伐出

A5判 184頁 一部カラー 定価：本体1,800円＋税

森と暮らす 家族でつくる森林ガーデニング入門
※日本図書館協会選定図書
ISBN978-4-88138-240-0
全国林業改良普及協会 編

田舎暮らし／自伐林業／森林ガーデニング／ツリークライミング

森と水／マツタケ／山主さん／広葉樹林管理／林業労働安全衛生

改訂版 林業労働安全衛生推進テキスト

「森林ガーデニング」
とは、森林そのもの
を庭として、そこにある樹木、草本を育て、
自然の庭のようにデザインして、地域みん
なで楽しむことです。森林で四季それぞ
れの花を育て彩りを楽しんだり、樹木や
草木で森林をデザインしたり、家族で森
林に出かけて自然の中のガーデンを楽しんだり、そんな森林
ガーデニングを、夫婦や家族、仲間たちで行っている実践事例
を紹介しています。
●主な項目
事例編 家族でつくる森林ガーデニング…「岳人の森」
でかなえた雲上の花園 山田
勲さん・幸代さん（徳島県）／人の輪を広げる
「とうざんの里」東山昭夫さん・春代
さん（山梨県）／山歩きが楽しいカラマツ林のコーヒーショップ 辰巳浩一さん（北
海道）／林間を活用したアジサイ園 伊藤達朗さん（岩手県）／森で夢を語り合う
「響きの森」渡邊一夫さん（福島県）／豊富な清水を生かした林家レストラン 増渕
英樹さん一家（茨城県）／天空を仰ぐ森「みかわ天文台」小千田節男さん（新潟
県）／美林を背景にした回遊式庭園 堀江洋伸さん・澄子さん（島根県）
、ほか
図鑑編…森林ガーデニング
解説編…はじめてみませんか森林ガーデニング

A4変型判 120頁 カラー（一部モノクロ）定価：本体1,900円＋税

www.ringyou.or.jp
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体験セミナーシリーズ 2

体験セミナーシリーズ 3

森の手入れ、森のあそび

森を知る、森を楽しむ

ISBN978-4-88138-056-7
中川重年 著 鶴岡政明 イラスト

ISBN978-4-88138-061-1
中川重年 著 鶴岡政明、長野亮之介 イラスト

置されたり、手入れが遅
れている森林）を自分た
ちで手入れする楽しさ
を紹介。

●主な項目
人工林の手入れ／雑木林の手入れ／天然林
の手入れ／アルプホルンづくり／クラフトづ
くり／草木染め／森の料理／ティピーテント
／落ち葉の堆肥、ほか
AB判 96頁 定価：本体1,000円＋税

ISBN978-4-88138-069-7
中川重年、
しまだ・しほ、鶴岡政明、長野亮之介 著
まちでも、家庭でも、
森・樹木・木材をもっ
と役立てて、
くらしを
豊かに、楽しくできる
アイデアを集めまし
た。
●主な項目
市民フォレスター登場／まちの樹林をさが
そう／まちの水需要／家庭の二酸化炭素排
出しらべ／樹林オアシスで省エネ／森の
ガーデニング／リビングの森、ほか
AB判 96頁 定価：本体1,000円＋税

●主な項目
森 を 測る ／ 森 の 調 査 ／ 土 の 中 の 地 図 ／
フィールドサインの地図／サウンド・スケープ
の地図／水辺の地図／林内遊歩道づくり／
チップロードと木レンガ道、ほか
AB判 92頁 定価：本体1,000円＋税

プロが教える 森の技・山の作法

ISBN978-4-88138-201-1
新島敏行 著 長野亮之介 イラスト

森の技は、その作業の準備から後始末まで
すべてを含んでいます。プロのすごさは、
技のレベルはもちろん、いつも次の段取り
を考えて、楽にその仕事を行うことです。だ
から長年、高生産性と仕事の質を保てるの
です。林業また指導のプロとして活躍する
著者が、森の技・山の作法を平明に伝える
イラストブックです。

前著につづく応用編！山で出会った動植物
を呼び戻す環境改善を手掛けようと、谷地
の沢底を掻き回し、小砂利を洗うことから
始め、渕をつくり、そこには秋切りの皮剥ぎ
スギ材を使います。橋は水を溜める前に架
け、最後に渕に栓をします…。
これら一連
の作業、道具の扱い、修理などを、文章と明
快なイラスト・写真でまとめました。

A4変型判 72頁 定価：本体1,500円＋税

●主な項目
森づくりの基礎・里山の雑木林 雑木林の見方
／雑木林を元気にするしくみ／雑木林の生物
たち／みんなでつくろう、雑木林の管理プラン 管理プランづくりのすす
め方／林を調査しよう／ワークショップでプランづくり／市民グループ
の活動事例 森づくりワーク 草、かん木を切る―下刈り／つる切り／もや
かき／落ち葉かき／竹林の管理／間伐と枝打ち、ほか
A5判 192頁 定価：本体1,500円＋税

協働でひろがる森づくりコーディネート術

森林インストラクター入門

ISBN978-4-88138-211-0
辻井 寛・今永正文 共著

ISBN978-4-88138-028-4
全林協 編

森林イベント、
シンポジウム、
ワークショッ
プ、さまざまな研修会など、ソフト的な事
業をどう創っていったらいいのか、県職員、
事業を受注するNPO職員のそれぞれの
立場から、事業づくりの舞台裏、実践ノウ
ハウを語り合った本です。実際の企画書、
運営プログラム、進行・分担表など、運営
ツール、事業費の積算参考資料も掲載。

森林に関する科学、森林と人間との関わ
り、林業と山村の姿などの知識をまとめる
とともに、野外活動、
自然観察、林業体験、
イベントの手法、安全管理の技術など、森
林インストラクターに必要な情報をすべ
てこの1 冊にまとめました。
●主な項目
森林インストラクターに求められる役割／環境教育が求める森林およ
び森林インストラクター／森林のしくみと生態／森林と人間生活環境／
森林の植物／森林の動物／森林土壌の生物／森林の土壌／森林の気
象／森林浴のメカニズムと効用／森林と治山／森林と林道／森林の施
業／森林の利用と保全の歴史、ほか

●主な項目
企画をつくる／人材のマネジメント／パートナーとの協働／プログラム
の実行／評価の方法／市民活動の支援方法／ネットワークをつくる／
行政とNPOのよりよい関係を築くためには（どうすればよいか）
A5判 228頁 定価：本体1,800円＋税

B5変型判 408頁２色刷 定価：本体4,000円＋税

A4変型判 72頁 定価：本体1,500円＋税

豊かな林業経営 実践技術ガイド
Amazonオンデマンド版のみ発売中

森で学ぶ活動プログラム集

1

森で学ぶ活動プログラム集

2

小学高学年の総合的な学習 小学中学年の総合的な学習
全林協 編

全林協 編

森で学ぶ活動プログラム集

3

中学校の総合的な学習
全林協 編

小学中学年（３、
小学高学年（５、
４年）版です。総
６年）を対象に、
合学習を地域ぐ
森林にかかわる
る み で 支 える
学習プログラム
ネットワークの
を指導者向けに
作り方など実践
まとめたもので
的な解説と、年
す。13の年間計
間計画モデル
画モデル事例
10事例の他、森
の他、森林環境、
林環境、木材な
森林管理、木材
などの資源利用など、5分野49の実践的 どの資源利用など、個別プログラムを紹
介しました。
プログラムです。

森で学ぶ活動プログラム集

イラスト 里山の手入れ図鑑
ISBN978-4-88138-079-6
中川重年 監修

里山を、魅力ある場所にして、地域に役立て、利用
するための手入れ方法をイラストで解説しました。
●主な項目
里山の見方と手入れプランづくり／雑木林の手入れ
／里山の人工林の手入れ／湿地の手入れ／竹林の手
入れ／手入れで出た丸太、枝などの運び方、ほか
AB判 99頁 定価：本体1,200円＋税

ISBN978-4-88138-060-4
全林協 編

4

高校生の課題研究の手引き
森林がフィール
ド、テーマです。
森林・林業に関
する学科設置校
が 取り組 む「課
題研究」
（総合
的な学習）を解
説し、全国の高
校の実践事例
をまとめた一冊
です。

●主な項目
森林・林業教育とはなにか／森林・林業教育の
デザイン／森林・林業教育のマネジメント／
森林・林業教育のプログラム、ほか
B5判 200頁 定価：本体3,000円＋税
イラスト図解

林業機械・道具と安全衛生
森林づくりボランティア手帳

豊かな経営の土台となる林業技術の
全般をまとめたものです。林業技術の
基本を平易に解説しています。

青少年や一般を対象とした森林・林業教
育活動を企画・運営する考え方やその技
術をまとめたインストラクター向けの実
践ガイドです。

全林協 編

教 員 、地 域 住
民、NGO、行政
みんなで 中 学
生 の 参 加・行
動 力を引き出
し、一緒に参加
行動します。年
間 計 画 、個 別
事例のほか地
域 支 援 の つく
り方を紹介しています。

ISBN978-4-88138-171-7
全国林業改良普及協会 編

インストラクターのための 森林・林業教育実践ガイド

【オンデマンド版 予定】

＊Amazonへの直接注文をお願いします。

18

●主な項目
森づくりの基礎知識…活動フィールドの見つ
け方／人工林の見方・チェックポイント／森づ
くり作業の楽しみ／環境に配慮する場所／森の健康管理 みんなでつく
ろう、森の管理プラン…一年間の管理プランをつくる／年間の活動スケ
ジュール工夫例／一日の作業スケジュールをつくる 森づくりワーク…地
ごしらえ／植林／下刈り 応用編 こんな活動もやってみよう…皆伐跡
地にも目を向けよう、ほか
A5判 197頁 定価：本体1,500円＋税

続 プロが教える 森の技・山の作法 応用編

ISBN978-4-88138-090-1
新島敏行 著 長野亮之介 イラスト

雑木林はみんなのあつまるにぎやかな
地域の「庭」のような存在です。みんなで
「庭」を手入れし、いろいろな活動フィー
ルドとして雑木林を楽しむガイドブックで
す。

森づくりのために何かしたい、森林ボラ
ンティア活動に参加したい。それにズバリ
応えたのが、本書です。人工林の手入れ
活動に必要な知識、考え方を、参加者の
視点でまとめた一般市民向けガイドです。

まちの森生活 ソフト林業入門

五感を使って森を体
感したり、森の魅力を
高めて森をもっともっ
と楽しむ た め のアマ
チュアができる方法を
具 体 的 に紹 介しまし
た。

つくる、味わう、探検する、
スポーツ、音楽など、森
林での遊び、アウトドア
活動を通じて、森林（放

ISBN978-4-88138-122-9
中川重年 監修

ISBN978-4-88138-119-9
全林協 編

ISBN978-4-88138-195-3 208頁

造林・育林・保護

ISBN978-4-88138-196-0 176頁

森林づくりの意味や役割、安全の留意
点、各種作業の概念と方法、ポイント
などをイラスト中心にわかりやすく解
説した手帳サイズの冊子です。ポケッ
トに入る大きさで、野外での説明資料
などにも便利なサイズです。

●主な項目
①林業経営や施業技術を学ぼうとする林家
向けの内容 ②いろいろな間伐施業方法 ③

森の手入れ方法／インストラクター／森林イベント／イラスト事典

里山・雑木林の手入れ／体験学習／小学生・中学生・高校生の活動プログラム

体験セミナーシリーズ １

森づくりワークブック 雑木林編

森づくりワークブック 人工林編

森と親しむ本・森の魅力を伝える本

チェーンソー、手工具等の取扱 ④山の作業
での基本動作、安全管理⑤理論より実践を
重視
Ａ4判 128頁 定価：本体3,200円＋税

知りたいところが、ズバリ分かる技術のイラスト事典。林業技術
を語る際の土台となる共通の用語を専門家に取材し、そのアド
バイスを得てリアルに再現した豊富な科学イラストによって明快
に用語を解説しています。
●主な項目
■イラスト図解

林業機械・道具と安全衛生

【林業機械･道具編】チェーンソーの構造（エンジン）、刈払機の取り扱い、
ナタの研ぎ方、手打ちノコギリ／GPSの利用、ほか 【安全衛生編】林業作
業と腰痛／ハチ刺され対策（服装）／熱射病、ほか
■イラスト図解

造林･育林･保護

【造林･育林編】樹木の物質の流れ（養分の吸収、養分の生成）／森林の

B7変型判 48頁４色刷
定価：本体477円＋税

月刊「林業新知識」編 鶴岡政明 絵と文
四六判 カラーイラスト・解説１色刷／定価：本体 各1,900円＋税

発達段階と炭素固定／シイタケ原木の伐採･葉枯らし･玉切り 【森林保
護編】ヒノキ漏脂病／スギカミキリ／スギノアカネトラカミキリ、ほか

www.ringyou.or.jp
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小学校中学年以上向け

マンガで楽しく紹介した冊子です。
少年、少女のキャラクターが読者を案内します。

森林の本シリーズ

小学校高学年以上向け
森林と
わたしたちシリーズ

全編イラストで楽しく紹介しました。
各項目見開き完結型の構成です。
森林の本シリーズNo.2

森林の本シリーズNo.1

豊富なイラストと写真で紹介しました。

しらべてみよう 森の探偵入門

応援しよう 林業体験入門

ISBN978-4-88138-100-7

森と人シリーズ第１回

森林のひみつとみんなのくらし

ISBN978-4-88138-096-3

考えてみよう 森林の働き

ISBN978-4-88138-092-5

木材生産や公益的機能を通じてわた
したちの生活と森林との関わりや、森
林のしくみ、分布、森林の育て方などを
紹介しました。

●主な項目
森林が水を蓄える／森林がいこいの場所と
してすぐれている／森林が土砂くずれを防
ぐ／森林が風を防ぐ／森林のひみつ、いろ
いろ

●主な項目
私たちの生活と森林／森林は生きている／
森林の分布／森林を育てる／森を歩こう

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

B5判 ８頁カラー 定価：本体60円＋税

みんなの森林ができるまで

ISBN978-4-88138-097-0

ISBN978-4-88138-094-9

●主な項目
日本にはたくさんの森林がある／木はてい
ねいに植え大事に育てる／下刈りは真夏の
日ざしの中で／大変だ！ぼくらの木が害虫
にやられる／森林は限りない資源。みんな
で大切に

●主な項目
木材は日本人の伝統的親友／日本人の木
の文化／木材のいろいろなすぐれた特長
／木材の欠点を知る／木材を上手に使う
工夫あれこれ／自然の生んだ芸術家、木材

みんなのくらしと
「木」

ISBN978-4-88138-099-4

木のいろいろな特長を分かりやすく解
説し、木がわたしたちの暮らしと深く関
わっているようすを紹介しました。
●主な項目
木でつくったものを探してみよう／木がみ
んなから好かれるわけは？／木の住まいに
は日本人の心があるんだ！／みんなの力で
森林を育てよう
B5判 16頁カラー 定価：本体120円＋税

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

B5判 ８頁カラー 定価：本体60円＋税

B5判 16頁カラー 定価：本体120円＋税
森林とわたしたちシリーズ第４回

森の自然を観察しよう

ISBN978-4-88138-095-6

ISBN978-4-88138-103-8

農学博士
藤森隆郎
監 修

●主な項目
雑木林応援団入門／森の遊園地／
つくってみよう・森のクラフト／炭を
焼いてみよう／森の料理人／間伐材、
根曲がり材、
しば、チップで遊ぶ／雑
木林からの贈り物、ほか

イラスト図解 森を知るデータ集
森林のすがた

森林の樹木、草本、動物、土壌動物、菌
類など、森林の生物の姿をまとめ、そ
のようすを調べるさまざまな観察方法
を紹介しました。
●主な項目
森林の姿いろいろ／森林でくらす生物たち
／観察方法あれこれ／観察のための持ち
物と服装

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

森林の働き

※森林とわたしたちシリーズ第２回は絶版です。

全林協 企画・制作 馬場多久男 監修
体験学習用カード式樹木図鑑です。ほしい樹種を選べばフィールド
オリジナルの樹木図鑑ができ、持ち歩きやすいポケットサイズで子
供たちの学習用教材にも最適です。葉・花・実の写真や樹形シル
エットのシンプルで見やすいデザイン、樹木の特徴や用途などの簡
素な解説文が特徴です。

日本では国土の約70％が森林で
す。森林のしくみ、環境、樹木、生
き物など、
そのすがたを知ろう。

森林の大切な働きを紹介。水を
たくわえたり、災害を防いだり、森
林の大切な働きを知ろう。

●主な項目
森をつくる樹木／森林と環境／日本
の森林／樹木の種類／森林動物

●主な項目
森林とわたしたち／水源かん養機能
／自然災害の危険を防ぐ山の自然災
害／快適な環境をつくる／森林と人
との共生（保健・レクリエーション・文
化）／木材生産（物質生産）
A4判 16頁カラー 定価：本体300円＋税

森を知るデータ集No.４

森を知るデータ集No.３

地球温暖化と森林
ISBN978-4-88138-186-1

ISBN978-4-88138-187-8

人が植え、育てる人工林をつくり、
利用する仕事が林業です。再生
可能な資源・森林を育てる夢の
ある仕事を知ろう。

森林は天然の炭素の貯蔵庫です。
地球温暖化と森林のはたす役割、
炭素を貯めた木材製品の利用な
ど、森を通して地球環境のことを
知ろう。

●主な項目

●主な項目
地球環境の変化／森林の変化／温暖
化の仕組みと森林のかかわり／二酸
化炭素を貯める樹木／二酸化炭素を

スギとヒノキ／人工林づくり／人工
林の主な作業／林業の手道具・主要
機械／林家・従事者／ボランティア

●サイズ／128mm×91mm
48樹木セット 定価：本体1,600円＋税 ※バラ売りはしておりません

小 学 校 高 学 年・
中学生以上向け

ISBN978-4-88138-185-4

ISBN978-4-88138-184-7

B5判 ８頁カラー 定価：本体60円＋税

樹木カード
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●主な項目
木を探検しよう／木と水の関係を探
る／木工デザイナー入門・描いてみよ
う／使ってみよう・いろんな道具／森
の材料でつくろう、ほか

森を知るデータ集No.2

森を知るデータ集No.1

森林を育てる

【樹種】アオハダ／アカガシ／アカマツ／アカメガシワ／アセビ／アベマキ／
アラカシ／イチイガシ／イヌシデ／イヌツゲ／イロハモミジ／ウラジロガシ
／エゴノキ／エノキ／カクレミノ／カラマツ／クスノキ／クヌギ／クマノミズ
キ／クリ／クロマツ／ケヤキ／コナラ／コバノミツバツツジ／サカキ／シキ
ミ／シラカシ／シロダモ／スギ／スダジイ／ソヨゴ／タブノキ／ネジキ、ほか

生物材料としての木のしくみや特
長をやさしく説明し、木工・クラフ
トを楽しむアイデアと工夫、道具
を紹介しました。枝や葉、廃材、板
材を使った作品、オブジェづくり、
ミニチュア森の国づくりなど、従
来の木工テキストとはひと味違う
楽しい内容です。

豊富なイラスト図解で、森林環境教育の教材、
森林・林業の学習冊子、PR冊子として最適です。

A4判 16頁カラー 定価：本体300円＋税

※森と人シリーズ第３回は絶版です。

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

雑木林の成り立ち、
しくみをやさ
しく解説するとともに、雑木林を
利用したいろいろな遊びを紹介
しました。遊びながら雑木林の手
入れになる。そんな楽しさがいっ
ぱい盛り込まれています。

見つめてみよう木材の良さを

木材のさまざまな長所を分かりやすく
整理し、また木材の短所を改良する工
夫や技術を紹介しました。

●主な項目
林業応援団入門／人工林の見方／ス
ギとヒノキ／木の成長を助けよう／
間伐のはなし／林業体験の楽しみ／
プロの仕事／役立つ道具と安全作業
ポイント

つくってみよう 木工・クラフト入門

ISBN978-4-88138-102-1

森林とわたしたちシリーズ第３回

林業の役割や仕事内容をやさし
く解説するとともに、林業体験の
ガイドとなるように育林方法や体
験の楽しさを紹介しました。

森林の本シリーズNo.4

森であそぼう 雑木林探検入門

造林、育林、森林の保護など、人工林を
育てる仕事のようすを分かりやすく紹
介しました。

森と人シリーズ第４回

●主な項目
森の名簿づくり／森の観測所づくり
／フィールドサインを探そう／タネの
しかけを探る／野生きのこしらべ／
虫の記者入門フィールド地図づくり、
ほか

森林の本シリーズNo.3

B5判 16頁カラー 定価：本体120円＋税
森と人シリーズ第２回

ISBN978-4-88138-101-4

森の探偵となって自分たちで森
の生物を調べる方法を分かりや
すく紹介。森の樹木や草花、動物、
昆虫、きのこなどとの楽しい出会
いが、森林と親しむきっかけとな
ります。

森林とわたしたちシリーズ第１回

水を貯えたり、土砂崩れを防いだり、風
を防いだり、いこいの場となったり。そ
んな森林の働きを身近な例で紹介し
ました。

小学校高学年以上向け

小学生・中学生向け／森林・林業教育／体験学習

小学生以上向け／森林・林業教育

森と人シリーズ

A4判 16頁カラー 定価：本体300円＋税

A4判 16頁カラー
定価：本体300円＋税

吸収し、排出を抑える森林の役割／
いろいろな森での炭素の貯蔵、ほか

www.ringyou.or.jp
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森林と林業を知る本

森林教室

森のセミナーシリーズ １

ISBN978-4-88138-107-6

森のセミナーシリーズ

森と水 水を育む森、森を育む水

私たちの暮らしに深く結びついている森
林と林業をカラーイラストを使ってやさし

森のセミナーシリーズ 6

くらしと木材 環境共生のすまいづくり

※森のセミナーシリーズ３は絶版です。

森のセミナーシリーズ 10

森と健康

自然がくれる心とからだの癒し

ISBN978-4-88138-063-5

ISBN978-4-88138-074-1

森林の水源かん養機能について専門知

木材の特長をまとめ、
くらしを通して木
材をもっと知り、使っていくための情報
をまとめました。環境共生のすまいづく
りの視点から、
くらしやまちづくりに木
材を上手に活かす工夫、木材の入手方
法なども盛り込みました。

森林療法、森林療育、森のセラピー、森
の幼稚園、木工療法、健康の森づくりな
ど。からだと心の健康維持、療法に森
（森の環境）を活かしていくアイデア、工
夫例を紹介しました。
●主な項目：森を活かして健康・すみよい地

識がなくても理解できるようイラストで図

く解説・紹介しました。各地で開催される
「
森林教室」や「林業体験教室」などの教材
としてご利用いただけます。

解しました。生活の接点から水を考える
発想や活動も紹介。青少年はもとより広く
一般に水源の森を考えてもらう絶好の副

ISBN978-4-88138-109-0

●主な項目：地球環境と森林／日本の森林
／緑のダム−森林のはたらき／木材を使っ
て地球を救う／木材生産の森林をつくる／天然林を育てる／林業
にたずさわる人々と山村

●主な項目：水と私たち／森林と水の科学／水をはぐくむ森づく

●主な項目：健康、環境、おしゃれなくらし／環境材料・木材の魅力

り／森と水をまもる人々／森と水のアクティビティ

／環境共生のすまいへ／木材と私たちをつなぐ／どこで木材を手

域を／森と木がくれる健康とは／森の療法いろいろ／森と健康の

B5判 16頁カラー 定価：本体130円＋税

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

に入れる

いろいろなこころみ

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

ジュニア・フォレスターズJF
ISBN978-4-88138-106-9
子どもたちが森林で遊びながら手入れ
する楽しいプログラムやアイデアをイラ
ストで紹介しました。自分たちで森林の
遊びを工夫し、森を手入れし、森を大事
にするための楽しいイラスト本です。
●主な項目：ジュニア・フォレスターズ、森を
探検する／森の基地づくり／森のエネル
ギー／森の食材づくり／グリーンテーブル
のにぎわい／シンボルの木／森林からの
贈り物／森のできごとをみんなに伝えよう

読本です。

森のセミナーシリーズ 2

くらしと森林 災害を防ぎ、
くらしを彩る
ISBN978-4-88138-064-2

自然災害を防いだり、私たちのくらしに彩
りを添えてくれる森林の働きを、楽しく読
める内容で解説しました。全頁のイラスト
図解を眺めるだけで、さまざまな森の機
能が分かります。
くらしと森の関わりに注
目しました。
●主な項目：森と私たちの生活／自然災害を防ぐ森林／生活環境
を豊かにする／くらしの森づくり活動
A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

A4判 16頁カラー 定価：本体300円＋税
森のセミナーシリーズ 4

イラスト林業道具図鑑

私たちの人工林 再生資源をつくろう、つかおう
ISBN978-4-88138-072-7

ISBN978-4-88138-105-2

国土の３割近くを占める人工林に注目し、

林業に携わるさまざまな人々の仕事と道

再生する木材資源として私たちのくらしに

具を、230点のイラストで描いた見て楽し

活かす視点を紹介。人工林の代表樹木ス

む図鑑です。イラストを見ているだけで、

ギやヒノキの紹介、人工林づくりの歴史、

理屈抜きで林業についての知識が知ら

人工林の手入れ、伐採の役割や再生する

ず知らずのうちに身につきます。

森のための生態的工夫などをイラストで

●主な項目：林家の人たち／人工林を育て
る／枝打ちのプロ／丸太を作る／丸太を売
る／「普及員さん」たち／林業試験場の人た
ち

図解。
●主な項目：くらしと人工林／人工林の科学と歴史／人工林を育て
る／環境と木材をつなぐ
「緑の市場」／森を育てる人、木を使う人
A4変型判 64頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

A4判 16頁カラー 定価：本体300円＋税

森林と日本人

わたしたちが森林と歩んできた歴史

里山の雑木林 みんなで活かそう、
くらしの森
ISBN978-4-88138-073-4

雑木林とはどんな森か、
動植物の生息

ISBN978-4-88138-104-5

場、
レクリエーション活動、
セラピー活動、

日本人がどのように森林を利用し、保全

地域景観、
木質バイオマス生産などの場

してきたのか。利用と保全の両面を、歴

として雑木林を活用する考え方、
手入れ

史上のエピソードを交え、興味深く紹介

の仕方をイラストで解説しました。

しました。
●主な項目：木を知る／国づくりを支えた
木／林業地の誕生／木材の大消費地誕生
／森林保護政策の始まり／森林づくりへの
努力
A4判 16頁カラー 定価：本体300円＋税

森のセミナーシリーズ 7

森のセミナーシリーズ 11

地域資源で快適・おしゃれなあたたかさ

みんなの知恵・情報・力が地域を創る

森のバイオマスエネルギー

森林と市民参加

ISBN978-4-88138-081-9

ISBN978-4-88138-110-6

木質バイオマスエネルギーの基礎、家
庭・公共・商業施設・地域での具体的利
用方法、林業と木質バイオマス利用の
関係などについて事例で紹介。市民も
専門家もいっしょに使える検討資料が
ほしいといった要望に応えた一冊です。

いま、森林管理への市民参加が注目さ
れています。市民参加をどうやって勧め
たらいいのか。市民の力、地域らしさを
生かした、市民参加型、合意形成活動の
方法を具体的に紹介。
●主な項目：参加型で地域の豊かな森づくり

●主な項目：地域でバイオマスエネルギー利用をすすめよう／バ

／なぜ、市民参加か／ステップ１ 情報を共有する ステップ２ 相

イオマスとエネルギー利用の基礎／家庭や地域エネルギーに利

談・検討する ステップ３ 意志・思いの決定、ほか

用する方法／木質バイオマス利用と林業

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税
森のセミナーシリーズ 8

森をゆたかにする間伐

森のセミナーシリーズ 12

森林と野生動物

共存をめざす新しいつきあい方
ISBN978-4-88138-111-3

歴史、生態から技術、経済まで

森にくらす主な動物（ほ乳類、鳥類、魚
類、土壌動物など）を紹介。森の環境に
眼を向けながら、動物たちと私たち人
間社会との新しい関係・つきあい方、森
林管理のありかたを考えてみました。

ISBN978-4-88138-082-6

江戸時代からの間伐のやり方、樹木の
密度と光、成長の関係をまとめた間伐
の生態学、各地で行われるさまざまな
間伐方法、環境にも配慮した新しい間
伐方法などを具体的に紹介しました。
●主な項目：みんなで間伐を考えよう／間伐
の歴史／間伐の生態学／間伐の方法／大径材志向の新しい間伐方法

●主な項目：森の野生動物たち／野生動物
がすめるもりづくり／野生動物と農林業被害／野生動物とつきあ
うプログラム
A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

哺乳類による森林被害ウォッチング
森のセミナーシリーズ 5
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森の働き、森の魅力は私たちの想像以上です。
それをイラストで分かりやすく解説しました。
森に関心がある方、森や林業、木についてもっと知りたい方にぜひおすすめします。

イラスト解説シリーズ 森林・林業

小学生向け教材・パンフレット

小学校高学年以上向けパンフレット

●主な項目：あなたの近くの森／雑木林は、
どんな森／雑木林とつくるにぎやか社会―森を地域のために活

森のセミナーシリーズ 9

森林・林業の仕事図鑑

森をつくる・人をつなぐ・木を活かす
ISBN978-4-88138-083-3

森林・林業の仕事の全貌を分かりやす
く紹介しました。造林、木材収穫から、環
境林管理、管理プランづくり、研究者、普
及、森林インストラクター、木材加工な
ど、幅広くとらえました。森林・林業の行
方を考える一冊です。

かそう／雑木林の手入れ／雑木林と人々―森と人の新しいかか

●主な項目：広がる森林・林業の世界／森の仕事図鑑／つなぐ・伝え

わり

る仕事図鑑／木材の仕事図鑑／むらに暮らす、森と生きる、森を伝える

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

加害動物を判断するために

ISBN978-4-902901-04-7
農林水産省森林総合研究所鳥獣管理研究室

（現.国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所鳥獣生態研究室） 編著

財団法人 林業科学技術振興所 発行

この小冊子は、森林に被害を与える哺
乳類動物の種類を判定するのに手助
けとなるハンディ版ガイドブックです。
初心者にもやさしい記述と多数のカ
ラー写真・図によって解説しています。
B5判 30頁 定価：本体1,143円＋税
▶ここに紹介する図書は財団法人林業科学技術振興所（平成22年
度末解散）の発行です。全林協が引き続き販売いたします。

www.ringyou.or.jp
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森林作業入門 森づくりに参加しよう
森づくりの意味や森林での作業を、親し
みやすいイラストで紹介した作業入門
パンフレットです。

●主な項目

●主な項目

人工林の循環利用のサイクルと間伐／森を

あなたも「森づくり」に協力できます／森づく

豊かにする間伐の効果／支援（補助金）制度

り活動の舞台／人工林の手入れ、ほか

を活用して有利な間伐を、ほか

A4判 12頁カラー 定価：本体300円＋税

広葉樹の魅力をたずねて

広葉樹の特長を活かした森林の整備
広葉樹林の魅力について、4つの基本
テーマを軸に美しい写真と解説でわか
りやすく紹介。
広葉樹の魅力をたずねて／私たちと広葉樹／
生物多様性ってなんだろう？、ほか
A4判 16頁カラー 定価：本体250円＋税

広葉樹の森林を育てる

「広葉樹の魅力をたずねて」の第2弾。
前回紹介した広葉樹林の4つのテーマ
について、
さらに整備の視点でポイント
を紹介しました。

加治佐剛・寺岡行雄 編著

A4判 24頁オールカラー 定価：本体400円＋税

林地開発許可制度の「対象森林」
「開発
面積」
「許可の基準」
「森林率と森林の配
置」
「監督処分と罰則」、そして事務手続
きの流れについて紹介。
イラストを用い
た一問一答式で制度のポイントをわか
りやすく紹介しています。

A4判 16頁カラー 定価：本体250円＋税

新刊

●主な項目
大雨災害を防ぐ保安林の

●主な項目
対象となる森林は？／対象となる開発行為
は？／許可の基準は？、ほか
A4判 8頁カラー 間伐紙使用 定価：本体191円＋税

AIの最前線、
スマート林業から林業DXへの道筋を示します。

基本を学ぶ。既刊No.186の第二弾。

事例にみる 森林アメニティ
―私たちの健康と森林―

巌・高山 範理・竹内 啓恵 著

No.188 そこが聞きたい 山林の相続・登記相談室

★

鈴木慎太郎 著

ISBN978-4-88138-428-2

「森林アメニティ」
とは、
「森林のもたらす恵み」。その概要や効果的に得られる方法
など、豊富な事例を紹介しながら、森林の可能性を探ります。

No.199

ISBN978-4-88138-427-5

譲与税活用における全国の市町村等事例や林野庁による使途の傾向などを紹介
した第二弾。譲与税導入から３年目を迎え最新情報を満載。各地域の参考に。

遠藤日雄 著

Amazon電子書籍Kindle版

No.197

針広混交林を目指す
★
市町村森林経営管理の施業

ISBN978-4-88138-398-8

2019年4月、森林経営管理法がスタート。

巻／私たちの暮らしを守る保安林、ほか

かりやすく説明。市町村森林経営管理施業に備えた一冊です。

森林環境譲与税 市町村の活用戦略
全林協 編

★

ISBN978-4-88138-396-4

森林経営管理制度導入に合わせ、譲与が開始された森林環境譲与税。有意義な
活用に向けた施策・手法を全国市町村の実践事例から紹介しました。地域活性化
のヒントがつまっています。林野庁による事例解説も掲載。

No.195

地域の林業戦略に活かす林業ICT
寺岡行雄 編著

ISBN978-4-88138-384-1

自治体等の林業ICT導入に広く関わる著者が、林業ICTの世界や地域の森林監理
や林業戦略などの取り組み事例をわかりやすく紹介。

市町村と森林経営管理制度
全林協 編

ISBN978-4-88138-383-4

令和4年度版

ISBN978-4-88138-382-7

林業や木材産業の経営者を無利子でサ
ポートする「林業・木材産業改善資金」
を紹介した最新版です。改善資金の活
用用途や優遇措置・特例措置、申請・交
付の流れなど、改善資金について概観
的に理解できます。

24

リー別に丁寧に回答する第２弾。解決のヒントが見つかります！

新刊

No.192 これから始める原木乾シイタケ栽培

大分県農林水産研究指導センター 林業研究きのこグループ 著
ISBN978-4-88138-369-8

原木シイタケの先進地・大分県の入門書を元に、経験の浅い方でも栽培や経営方

「森林経営管理制度」の趣旨やしくみ、森林所有者の関わり
などをイラスト入りで親しみやすく紹介。四つ折り定形封筒
サイズで、制度のPRやダイレクトメールにも最適です。
●主な項目

●主な項目

新たな森林経営管理制度の流れを図で示すと…／自ら経営や管

林業・木材産業改善資金でできるこんなこ

理できない森林は市町村にご相談下さい／林業に適した森林は

と！／税制優遇／償還期間の特例／対象と

林業経営者に経営を委託します、ほか

なる人は？／貸付限度額は？／償還方法は？、ほか

変形版巻四つ折り
（仕上がり228㎜×105㎜）

A4判 8頁カラー 定価：本体200円＋税

8頁カラー 定価：本体70円+税

法をわかりやすく紹介した技術読本。

No.191

丸太価値最大化を考える
「もったいない」のビジネス化戦略
遠藤日雄・吉田美佳・全林協 著

ISBN978-4-88138-368-1

「もったいない」の発想で、現場の技術、効率化、売り方の工夫など、丸太価値最大
化を実現する解説・実証例を紹介。

No.190 『現代林業』法律相談室

北尾哲郎 著

椎野先生の「林業ロジスティクスゼミ」
ロジスティクスから考える林業サプライチェーン構築
椎野 潤 著

ISBN978-4-88138-346-9

日本トップ企業の改革や実践手法からサプライチェーン・マネジメントを学ぶ。ロ
ジスティクス専門家・椎野先生が解説する林業界へのアドバイス集。

No.185 「定着する人材」育成手法の研究
−林業大学校の地域型教育モデル

ISBN978-4-88138-345-2

地域の林業を担う
「定着する人材」育成に向けて、各地で広がる林業大学校、林業
アカデミー（長期就業前研修）の教育モデルを解説し、事例を紹介。

No.184

主伐時代に備える
−皆伐施業ガイドラインから再造林まで
全林協 編

ISBN978-4-88138-344-5

全国各地の事例から、皆伐を効率的に実践するルールやしくみ、その後の再造林
に向けた支援策、地域的な取り組み方法、苗木増産などを紹介。

No.183

林業イノベーション
−林業と社会の豊かな関係を目指して
長谷川尚史 著

ISBN978-4-88138-333-9

何を造る林業を目指すのか？ 地域適合型の精密林業とは？ 日本林業のイノ
ベーションの方向性と効果を分析し、整理した、著者渾身の書き下ろし。

ISBN978-4-88138-332-2

木質バイオマス事業化の戦略、市場づくり、ビジネス化手法から、地域的な熱供給事
業から個別施設での事業化実践例を紹介。 Amazon電子書籍Kindle版も発売中

林地残材を集めるしくみ

酒井秀夫・田内裕之ほか共著

ISBN978-4-88138-331-5

林地残材利用のカギとなる、集荷の技術（集荷システムや機械開発を含む）
と、地
域ぐるみで集荷を支援するしくみを紹介。

No.180

中間土場の役割と機能

遠藤日雄・酒井秀夫・長谷川尚史ほか共著

ISBN978-4-88138-321-6

造材・仕分け、
ストック、配給、在庫調整、管理組織整備による価格交渉、与信、情報
共有の機能を各地の事例から紹介。

No.179 スギ大径材利用の課題と新たな技術開発
遠藤日雄・中村昇・池田潔彦ほか共著

ISBN978-4-88138-320-9

大径材活用の方策と市場のゆくえを整理し、
「積層接着合わせ梁材」
「高強度梁仕
口」等、各地で進む新たな木材加工技術開発を探る。

No.178 コンテナ苗 その特長と造林方法

山田健ほか共著 ISBN978-4-88138-319-3

期待されるコンテナ苗。その特長から、育苗方法、造林方法、省力・低コスト造林の
ISBN978-4-88138-367-4

月刊「現代林業」に掲載された法律相談室の双書化。弁護士の著者が森林・林業
の様々な法律問題に丁寧に回答。

ISBN978-4-88138-354-4

企業の事例から、持続の秘訣を探る。

No.181

「境界問題」
「不法投棄」
「損害賠償と損失補償」他、森林・林業の法律問題にカテゴ

林業・木材産業 改善資金のしおり

全林協 編

元気な経営を維持しつつ雇用を守り続け、地域にも利益をもたらす―そんな長寿

相川高信・伊藤幸男ほか共著

の支援事例を紹介。具体的な対応策の参考に。

北尾哲郎 著

感動経営 林業版「人を幸せにする会社」
―長寿企業に学ぶ持続の法則

No.182 木質バイオマス熱利用でエネルギーの地産地消

制度のスタートに基づき、林野庁のポイント解説、全国各地の市町村実践事例、県

続『現代林業』法律相談室

Amazon電子書籍Kindle版も発売中

全林協 編

ISBN978-4-88138-397-1

交林へと誘導する管理施業を、森林生態学専門の著者が科学的知見に基づきわ

No.193

A4判 16頁カラー 定価：本体220円＋税

Amazonオンデマンド版

林業経営に適さない森林（人工林）の経営管理として、広葉樹を混交させて針広混

No.196

著者がＱ＆Ａ方式で解説。

No.186

No.198 アフターコロナの
★
森林・林業・木材産業のあり方を探る

ISBN978-4-88138-355-1

山林相続や登記（名義変更等）、譲渡、家族・親族への民事信託など、司法書士の

No.187

続・実践事例に見る
★
市町村等の森林環境譲与税活用術
全林協 編

No.194

リーフレット

ISBN978-4-88138-356-8

今何をすべきか、厳しい道を進む先進事例（企業例）から、成長への考えや手法の

佐藤 保 著

ご存じですか？ 林地開発許可制度

椎野 潤 著

ISBN978-4-88138-429-9

理・解説し、今後の課題についての考え方やヒントを示しています。

整備交付金、ほか

続・椎野先生の「林業ロジスティクスゼミ」
IT時代のサプライチェーン・マネジメント改革

リモートセンシング、GIS、高性能林業機械、サプライチェーン、情報通信技術、IoT・

コロナショックによる需要減退について、
日本の森林・林業・木材産業の現況を整

あなたの近くの広葉樹林、遠くの広葉樹林／

のあらましをマンガやイラスト、写真で
わかりやすく紹介したパンフレット。保
安林が自然災害を守る働きを理解でき、
一般の方にもおすすめです。

No.189

★

適切な森林整備の取組／森林整備事業の体系／森林環境保全直

ものを生産する森林、ほか

保安林小さな旅

No.201 スマート林業から林業DXへ
ICT林業の最新技術

●主な項目

●主な項目

保安林の重要性や保安林制度

新刊

★表示のあるものは定価：本体1,320円＋税

電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

接支援事業／美しい森林づくり基盤整備交付金／農山漁村地域

広葉樹林の魅力を引き出す森林整備

保安林のしおり 令和4年版

★表示のないものは定価：本体1,100円＋税

上原

林野庁 編集
持続的な森林経営に向けた路網整備
の推進、公的な関与による森林整備の
強化など、森林整備事業の適切な取組
や支援方向のほか、各種補助の内容や
体系など、最新情報を詳しく紹介してい
ます。

●主な項目

各新書判

No.200

A4判 8頁カラー 間伐紙使用 定価：本体200円＋税

森林整備事業のあらまし
令和4年（2022）年度版

林業改良普及双書

森林・林業の多彩な広がりこの一冊

間伐の必要性や重要性を紹介するとと
もに、実際に間伐を行う際に役立つ情
報をわかりやすくまとめました。森林経
営計画や森林整備地域活動支援対策
交付金などの内容も更新しています。

林業改良普及双書

全林協のパンフレット

令和3年度版 間伐のしおり

その他のおすすめパンフレット

手法までを理解するために最新情報をまとめた。

www.ringyou.or.jp
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各新書判

★表示のないものは定価：本体1,100円＋税

林業新知識

★表示のあるものは定価：本体1,320円＋税

電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

No.177

協議会・センター方式による所有者取りまとめ
―森林経営計画作成に向けて
全林協 編

ISBN978-4-88138-302-5

協議会・センターなどの連携組織が地域に生まれ、取りまとめ、集約化、さらには
森林経営計画作成までを地域ぐるみで行う各地の事例を紹介。

No.176

竹林整備と竹材・タケノコ利用のすすめ方
全林協 編

ISBN978-4-88138-301-8

竹材の手入れ・整備方法、竹材・タケノコの利用技術、地域的取り組み方法を実践
事例から紹介。加えて、伐出・搬出などの整備マニュアルも紹介する。

No.175

事例に見る 公共建築木造化の事業戦略
全林協 編

ISBN978-4-88138-300-1

No.170

林業Ｑ＆Ａ その疑問にズバリ答えます
全林協 編

No.169 「森林・林業再生プラン」
で林業はこう変わる！

スト低減の方法から耐火、設計条件規制のクリア、
メンテナンスの改良などを紹介。

No.174

林家と地域が主役の「森林経営計画」
後藤國利・藤野正也 共著

ISBN978-4-88138-289-9

山主さんの視点で書いた実践のアドバイス！新制度の柱である森林経営計画策定
や間伐補助のしくみを理解し、失敗しない管理・契約方法など上手く活用するため
の実践ノウハウをまとめた。

No.173

将来木施業と径級管理−その方法と効果

No.172

低コスト造林・育林技術最前線

No.171

バイオマス材収入から始める副業的自伐林業

藤森隆郎 編著

全林協 編

ISBN978-4-88138-288-2

ISBN978-4-88138-287-5

Amazon電子書籍Kindle版も発売中 中嶋健造 編著 ISBN978-4-88138-271-4

そのほかの出版予告
今秋以降発行予定

なるほど！ 造林・育林の初級講座（仮）
川尻秀樹 著
造林・育林経験や森林所有の初心者に向けた読み物的なテキスト
です。造林・育林の基礎知識を体系的に整理し、多様な目的に応じ
た森林管理をわかりやすく学べます。月刊「林業新知識」好評連載
の書籍化。 B5判240頁（一部カラー）

全林協 編

ISBN978-4-88138-269-1

全林協 編

ISBN978-4-88138-253-0

No.168

獣害対策最前線

No.167

木質エネルギービジネスの展望

No.166

普及パワーの施業集約化

No.165

変わる住宅建築と国産材流通

No.164

森林吸収源、
カーボン・オフセットへの取り組み

No.163

改訂版 間伐と目標林型を考える

熊崎 実 著

林業普及指導員＋全林協 編著

赤堀楠雄 著

地域の公共建築物の木造化・木質化を実現した事例から予算確保、関係機関や地
域での合意形成、調査・設計上の工夫、技術的工夫、地域材など木材調達の方法、
コ

ISBN978-4-88138-270-7

小林紀之 編著

藤森隆郎 著

ISBN978-4-88138-252-3
ISBN978-4-88138-251-6

ISBN978-4-88138-232-5

ISBN978-4-88138-231-8
★

ISBN978-4-88138-404-6

●上記で紹介していないナンバー（No.）の双書については、全林協
ホームページをご確認ください（絶版の品もありますことをご了承くだ
さい）
。
●下記のナンバーについては、Amazonオンデマンド版で発売中で
す。最終頁に記載するamazonストアもご覧ください。
（https://www.amazon.co.jp/zenrinkyou）
・No.126 樹木の世界 渡邊定元 著
・No.152 森をささえる土壌の世界 有光一登 著
●オンデマンド版 予定
・No.139 木と森の快適さを科学する 宮崎良文 著
・No.143 地球環境保全と木材利用 大熊幹章 著

マガジンファイル
「林業新知識」＆「現代林業」専用

マガジンファイル販売中！
バックナンバーの保存や再読時などに最適！

「第3次ウッドショック」
で
今後の林業界・住宅・木材業界はどうなるのか？
−その背景と今後の展望を探る−（仮）

山林所有者みなさんと、共に歩む月刊誌です。

月刊「林業新知識」は、山林所有者のための
雑誌です。林家や現場技術者など、実践者の技
術やノウハウを現場で取材し、読者の山林経営
や実践に役立つディティール情報が満載。
「私
も明日からやってみよう」。そんな気持ちを応
援します。
特集方式で、毎号のテーマをより掘り下げま
す。後継者の心配、山林経営への理解不足、自
然災害の心配、資産価値の維持など、みなさん
の課題・疑問をいっしょに考えます。一人で不
安に思うことはありませんか。本誌でいっしょ
に考えれば、いいアイデアも浮かびます。

林業新知識／ＧＲ現代林業

林業改良普及双書

雑誌のご注文は年間購読（最新号から１年間分）のみ、お受けしております。バックナンバーはお取り扱いしておりませんので、
ご了承下さい。

林業改良普及双書

森林・林業の多彩な広がりこの一冊

●山林所有者に向けて
地域を代表する林業家、熱心な林研グループ、
定年後に山へ足繁く通う人、山を楽しんで活用
している人などを訪ね、経営ノウハウ、施業技
術、所有林の活用・デザイン術、後継者に継い
でいく家族のドラマなどを紹介しています。
●山仕事の実践者に向けて
自伐林家や現場技術者による、安全で効率よく
作業できる実践技術やアイデア、工夫を凝らし
た道具の使い方、新しい技術などを紹介してい
ます。
B5判 24頁 カラー / １色刷り
年間購読料 定価4,320円（税・送料込み）

GR 現代林業

※社会情勢の変化により、
料金が改定となる場合があります。

分かりづらいテーマを、読者の立場で分かりやすく。
「そこが知りたい」が読める月刊誌です。

月刊「現代林業」は、林業のトレンドをリードする雑誌
として長きにわたり
「オピニオン＋情報提供」を展開して
きました。本誌では、地域レベルでの林業展望、再生産
可能な木材の利活用、山村振興をテーマとして、現場取
材を通じて新たな林業の視座を追求しています。
●特集：タイムリーな時事テーマを取り上げ、山側の視
点から丁寧に紹介。最近のテーマでは、
「 第３次ウッド
ショックが浮き彫りにした日本の森林・林業・木材産業の
課題」
「事例に見るコウヨウザンの可能性を検証」
「森林
環境譲与税実践事例 森林整備」
「林業労働安全のため
の指導者養成のポイント」等
●木材トレンドを読み解く：第一線で活躍する林材ライ
ターによる国産材の流通・加工に関するトレンド情報を紹介

遠藤日雄 著
コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻など世界情勢の影響の中で、
日本の森林・林業・木材産業や丸太・製材品価格はどうなるのか？
状況を整理しながら今後の展開を読み解きます。 A5判

●お役に立ちます！最新研究紹介：林業の現場にすぐに
でも役立つ最新の研究成果をわかりやすく紹介
●好評連載中：ナカシマ・アヤ「ハートでつなぐ普及の原

森林経営計画ガイドブック 令和4年度改訂版（仮）
森林経営計画制度を詳しく解説した策定実務書。令和元年スター
トの森林経営管理制度に係わる変更点を反映させた最新改訂版
です。 B5判
※「平成30年度改訂版」は、
オンデマンド版で発売中です。

森林経営管理制度ガイドブック 令和4年度版（仮）
森林経営管理制度に係る事務手引等を中心に、制度の内容と様式、
各種事務手続きなどの運用方法を解説した令和４年度版を発行
予定。 B5判
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点」
「飛田京子の安全談義」

「林業新知識」は２年（24冊分）、
「現代林業」は１年（12
冊分）に収められ、
どちらのファイルも雑誌に穴を開け
ることなくファイリングできる仕様になっています。
●「林業新知識」／２年分（24冊入り）
●「現代林業」／１年分（12冊入り）
「新知識」
「現代林業」
とも定価：本体667円＋税

●チャレンジする林業現場の課題を追って：林業現場の
キーパーソンに焦点を当て課題やニーズを紹介
●事例連載：林研グループ、林業普及指導員、木造施設
について取り組み事例
●その他連載コーナー：読者のお悩み相談、わがまち木
造自慢、インフォメーションなど

A5判 80頁
年間購読料 定価6,972円（税・送料込み）
※社会情勢の変化により、料金が改定となる場合があります。

www.ringyou.or.jp
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