林業技術ハンドブック
ISBN4-88138-062-1
著者 森林総合研究所執筆陣・
大学・都道府県研究機関研究者
ほか140名

林業技術を体系的にまとめ
た技術書。林業・林産業に
従事されるあらゆる読者の
業務・実践・研究などのご
参考に活用していただける
実践的、使い勝手のよいハ
ンドブックです。

●主な項目
森林資源と林業／森林の公益的機能／森林の公益的機能の
保全・増進／森林の総合的利用とそのシステム／森林資源
の調査／マネジメント／樹木と森林、森林生態系／森林の
生育適地／造林技術１̶タネと苗木／造林技術２̶造林・
育林／初期保育／森林の保護管理／林業機械／林業機械作
業／森林路網／木材の加工と利用／木造建築／木質環境／
特用林産／林産物の規格／普及方法／付属資料
A5判

1972頁

定価15750円（本体15000円）

豊かな林業経営

実践技術ガイド

ISBN978-4-88138-171-7
全国林業改良普及協会 編

本書は、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。特徴・内容は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3360円（本体3200円）

山で働く人の本 〜見る・読む 林業の仕事
ISBN978-4-88138-162-5
全国林業改良普及協会 編

やっと見つけた！林業の仕
事がわかる本。
森林を守り育てる『林業』
は、日本を支える仕事です。
でも、職業としての林業の
姿は、なかなか外からは見
えにくいもの。
本書は「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。
●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／職場の仕組み／森林組合とは／林業会社とは／山
村での暮らし／私たちのＩターン林業

B6判
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138頁 定価 1890円（本体1800円）

ニューフォレスターズ・ガイド
林業入門

ISBN978-4-88138-051-2
全国林業改良普及協会 編

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しました。
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
林業の基礎／森林の調査／服装と道具／造林
技術１̶人工林／造林技術２−天然林施業／森林の保護管理技術／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／森林レクリエーションと景観を考えた
森林管理／経営の基礎／森林所有者への支援／森林資源情報としての航空写
真の利用ほか
A4変型判

304頁

定価4200円（本体4000円）

林業労働安全ノート
林業で働く人を大切に
ISBN4-88138-137-7
石井邦彦 著

現場に直結する労働安全の参考書です。
50 年間におよ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。
●主な項目
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
A5 判

332 頁

定価 2940 円（本体 2800 円）

地域の新たな森林管理

−森づくりをささえる仕組みと手法ー
ISBN4-88138-140-7
全国林業改良普及協会

編

期待されている機能に応じた森林づくり
を進めていくために、新管理事業、上下
流の連携、森林基金の活用、効率的な施
業、ボランティアの参加など、地域の知
恵と工夫で生み出された全国107の先駆
的な事例を紹介しました。
B5判

404頁

定価3675円（本体3500円）

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
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
守る知識／７章 知っておきたい知識／農山村での生活
A4 判

160 頁

ソフトカバー

定価 5565 円（本体 5300 円）

あなたを

森林施業計画ガイドブック
ISBN978-4-88138-160-1
監修 林野庁

森林施業計画の内容と作成方
法、各種手続きなどを詳細に
解説した最新版ガイドブック
です。
森林計画制度の概要から、認
定基準の計算方法、優遇措置
の受け方、森林施業計画で実
際に作成する詳細な内容に至
る森林施業計画のすべてを、
図表やイラストを豊富に用い
て解説しています。また、各
章に設けたＱ＆Ａ方式の「実
務相談室」では、森林所有者の方々の目線から見た疑問
点に、具体的な例題の計算例などを示しながら丁寧にお
答えしています。
巻末の資料編には最新の関係法令集も掲載しました。
この改訂版を編集するに当たり、融資の優遇措置、森林
整備事業の概要をはじめ全体にわたって変更点を更新し
ています。
B5判

264頁

定価3360円（本体3200円)

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
ISBN978-4-88138-084-0
全国林業改良普及協会 編

機械を上手に活かすマネジメント
が問われています。
本書は、実践的
な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を算出
し、経営判断・経営改善する際に
ぜひ本書をお役立てください。400
点以上の図表で解説。生産性・コ
スト計算に必要なオリジナルデー
タが豊富に盛り込まれ、
そのまま利用できます。
A4 判 ソフトカバー 240 頁 2 色刷（一部カラー）
定価 5040 円（本体 4800 円）

新刊

有利な採材・仕分け

ISBN4-88138-078-8
堀 繁ほか 著

間伐材で創る公共空間

現在の森林づくりで、大きな課題と
なっている間伐を進めるためには間伐
材の利用拡大が鍵といわれています。
本書では、間伐材を公共空間 ( 山地・水
辺・道・公園・農業漁業など ) で活用
した 97 事例を紹介し、今後の多様な間
伐材利用のあり方を提案しています。
各事例は、カラー写真のほか設計図、設
計のポイント、材料表、イラストによる
説明など見開きでわかりやすく紹介。
間伐材利用を支える技術者、行政担当
者必携の書です。
A4 判 ソフトカバー 288 頁カラー 定価 5880 円
（本体 5600 円）

山を豊かにする木材の売り方
全国実践例

ISBN978-4-88138-179-3
遠藤日雄＋林業普及指導員

編著

山を豊かにする地域林業ビジネスのアイ
デア、工夫が満載の本です。
「山を豊かにする木材の売り方」と
は、山村側（森林所有者、山村社会）
の収入を増やすための、地域内集団
化、組織化、連携、生産システム創
造、事業化、マーケティング・販売な
ど、さまざまな手法を指します。本書
の「山を豊かにする木材の売り方」が
目指す方向は①山村（森林所有者、山
村振興）の立場に立つ。②林家経営の継続、収益確保、森林・木
材関連の仕事や地域内雇用を創出する売り方全体を目指す。③具
体的やり方（山村に利益が残る林業・木材産業、木材の売り方）
を提示する。④高く売るためのマーケティング発想、手法の紹介
等です。資源インフレ時代を先取りし、実践で生まれた本物の知
恵がこの一冊に。
●主な項目
解説編 木材の売り方が変わる／実践編 山を豊かにする木材の売り方
／需要家へ直接販売／流通の工夫／需給体制の整備／地域システムづく
り／連携型住宅への取り組み
B５判

340頁

定価3360円（本体3200円）

実践ガイド

ISBN978-4-88138-274-5
赤堀楠雄 編著

ココまでヤルか！を実践!!
顧客が喜ぶ商品へと変貌

技術とデザイン

一部改訂版

高く売る技術公開

本書では、各地の林業経営者、素材生産業者、森林組合が
どのようにして有利な採材に取り組んでいるか、実践者
の現場のノウハウを通して具体的に紹介しています。
１章では「山見の徹底」や「厳密な採寸」などの有利な採材
の方法を、２章では採材の基本的な指標となる、伐り旬、
乾燥との関係、強度と耐久性、材長、工法ごとの特徴を解
説しています。
３章では「品質管理の方法」、「利益を最大にする採材」、
「Ｂ、Ｃ材をいかに少なくするか」「材の欠点を見える化」
「長材を平らな土場で採材」「仕様書作成で市場の信頼を
勝ち取る」
「意図して小曲がり、大曲がりをとる」など、実
践者自らの有利な採材技術を公開しています。

●主な項目
１章 採材の重要性（赤堀楠雄）
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）
２章 採材の指標（赤堀楠雄）
伐り旬／乾燥との関係／強度と耐久性／材長
／工法ごとの特徴／営業力をつけるには
〔事例編〕３章 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、宮城県津山町）

／利益を最大にする採材とマーケティングのポイント（日吉町森林組合参
事・湯浅 勲、京都府南丹市）／Ｂ、Ｃ材をいかに少なくするかを極める
技術（株式会社泉林業社長・泉 忠義、熊本県人吉市）／注文材は伐採す
る山を選び、１棟ごとの邸別出荷（有限会社高見林業、栃木県鹿沼市）／
材の欠点を見える化し、後工程を考えて造材（有限会社安田林業、広島県
廿日市市吉和）、ほか
四六判

200頁

ソフトカバー

定価1995円（本体1900円）

www.ringyou.or.jp
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プロが教える

森の技・山の作法

鋸谷式間伐

ISBN4-88138-090-7
新島敏行 著
長野亮之介 イラスト

知りたかった !! プロの技
がすべてここに。森の技は、
そのことだけを知っていれ
ばよいわけではありません。
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。
著者は林業のプロとしての経験を活かして、東京都奥多
摩町で一般の人たちに森の技の指導を行っています。本
書は、林業のプロとして、また指導のプロとして活躍する
著者が、森の技・山の作法をわかりやすく伝えるイラス
トブックです。
A4 変型判

72 頁

定価 1575 円（本体 1500 円）

続 プロが教える
森の技・山の作法
応用編
ISBN978-4-88138-201-1
新島敏行 著
長野亮之介 イラスト

72 頁

定価 1575 円（本体 1500 円）

イラスト図解

林業機械・道具と
安全衛生

ISBN978-4-88138-195-3
月刊「林業新知識」 編
鶴岡政明 絵と文
四六判 ソフトカバー 208頁
イラストカラー・解説１色刷
定価1995円（本体1900円）

イラスト図解

造林・育林・保護

ISBN978-4-88138-196-0
月刊「林業新知識」 編
鶴岡政明 絵と文
四六判 ソフトカバー 176頁
イラストカラー・解説１色刷
定価1995円（本体1900円）

なるほどＱ＆Ａ

ISBN978-4-88138-243-1
鋸谷 茂 編著

『鋸谷式 新・間伐マニュアル』刊行後、著者に
寄せられた読者の疑問、現場からの質問にズバ
リ答えたＱ＆Ａ方式の本です。
間伐手遅れ林を
健全な人工林に改良する間伐技術である鋸谷式
間伐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を同時に目指します。
全国
の鋸谷式間伐実践事例、現場でのさまざまな工
夫、質疑応答なども入れ込みました。
間伐の効果
が一目でわかるように著者が開発した「林分健
全度グラフ」も必見。
林分の健全度の判定や 10
年後の健全度を予測することができます。
●主な項目
口絵 これが鋸谷式間伐、鋸谷式間伐̶各地の実践／推薦のことば 養老孟司／序
鋸谷式間伐と林分健全度 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／林分健全度グラフを開発／鋸谷式間伐のふり返り 鋸谷式間伐の目標、風雪
害や獣害で「荒れた山」の対処方法／鋸谷式間伐への疑問に答えます 鋸谷式間伐̶
ここが疑問点／鋸谷式間伐の実践事例 岩手県江刺市・愛知県豊田市・岐阜県郡上
市の実践現場から／鋸谷式間伐Ｑ＆Ａ／グラフで林分の健全度を判断 林分健全度
グラフの読み方／健全度グラフと鋸谷式間伐 事例：１回めの間伐̶鋸谷式間伐調
査地の林分健全度を見る／資料１ あなたの林分健全度グラフをつくろう
B5 判

山づくりに活用できるプロの
技を克明に紹介。前著につづく
応用編！プロの技を次世代に
伝える著者が、山や沢の環境改
善のために実践した「森の技・山の作法」を収録。
著者は昔、子ども心を躍らせた山で出会った動植物を呼び
戻すために環境改善を手掛けようと決心。まず、谷地の手入
れでは、沢底を掻き回し、小砂利を洗うことから始め、次に
渕つくりに取りかかり、そこには秋切りの皮を剥いでおい
た杉材を使います。橋は水を溜める前に架け、最後に渕に栓
をします……。本書は、これら一連の作業とそれにつながる
道具の扱い、修理などに込められた「森の技・山の作法」の
一つひとつを文章と明快なイラスト・写真でまとめました。
A4 変型判

実践編

森林の健全度を高めよう

ソフトカバー

鋸谷式

80 頁

口絵カラー

定価 1575 円（本体 1500 円）

新間伐マニュアル

ISBN4-88138-125-3
鋸谷 茂 監修
大内正伸 著・イラスト

「鋸谷式間伐」は、これからの森林整備の決め手
となる施業法です。強度の間伐で一気に手入れ
をして山を生まれ変わらせます。鋸谷式の間伐
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です。鋸谷式間伐は手入れ
が遅れ、線香のような細い木が立ち並ぶ林では
「巻枯らし間伐」を提案します。風雪害で荒れた
山の間伐の選木でも、的確な基準を持つことが
できます。
B5 判

ソフトカバー

68 頁

2 色刷

定価 892 円（本体 850 円）

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。
『イラスト図解 林業機械・道具と安全衛生』は、手工具などの道具、林業機械、
用具、さらには安全衛生に関する用語を。
『イラスト図解 造林・育林・保護』は、造林・育林の土台となる生態学的基礎（樹
木の成長、土壌、保水力など）、育林技術、施業方法から虫害、獣害など森林保護に
関する項目を収録しています。
弊会発行月刊誌「林業新知識」で長期連載した「林業リテラシー」の一部をまとめ
たものです。
●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①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／手打ちノコギリの製造と目立て、
ほか
【安全衛生編】林業作業と腰痛／ハチ刺され対策①服装／熱射病／応急手当て①応急手
当ての流れ／応急手当て②心肺蘇生／応急手当て③止血、
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①養分の吸収／樹木の物質の流れ②養分の生成／森林
の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、
ほか
【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／スギザイノ
タマバエ／シカ害･カモシカ害、
ほか

伐木造材のチェーンソーワーク
ISBN978-4-88138-178-6
石垣正喜・米津 要 共著

安全な伐木作業を ｢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｣ と
定義づけ、
いかに安全を確
保しながら作業を可能に
するかという視点でまと
めています。

●主な項目
チェーンソー…エンジン、燃
料、構造、エンジンを動かす、
始業点検、エンジンの傷損、ガイドバーの種類・特性
ソーチェーンの目立て…目立てのポイント、目立ての克服
（対策）
伐木の訓練…基本姿勢と訓練の方法、チェーンソーのエン
ジンの始動方法、基本姿勢、丸太を立てて横挽き、様々な条
件における玉切り
伐木造材…安全な伐木作業とは？、伐採箇所の事前踏査、
作業前の打ち合わせ、伐倒方向、伐採前の準備作業、指差し
安全確認手順・合図・伐倒の補助器具、伐倒方法、枝払い、
造材・玉切り、捨て切り間伐
伐木の補助器具…フェリングレバー、ロープ、チルホール、
スナッチ
伐木の指導…指導の要点、体験学習指導、練習問題、伐木実
技手順

A4 判 ソフトカバー 192 頁
定価 2625 円（本体 2500 円 ）

図解 チェーンソーワーク入門

ISBN978-4-88138-212-7
石垣正喜 著
●本書の特徴

１．安 心 し て チ ェ ー ン
ソーが扱えるよう、
正しい知識と使用方法
をわかりやすく紹介し
ました。
２．著者が各地で行って
き た 指 導・研 修 か ら
チェーンソーワーク
の要点を抜き出しまし
た。
３．写真でよくわかる。注意すべきポイントを写
真でわかりやすく紹介しました。

刈払機安全作業ガイド−基本と実践−

ISBN978-4-88138-254-7
石垣正喜 著

技術・技能習得テキストに最適です。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、危険から回
避するための防御訓練の方法などを紹介。刈払機
の安全作業をすすめるためのステップアップ、実
践学習に役立ちます。刈払機による事故多発を防
ぐため作業者自身がいかに自己防御しながら、効
率よく安全作業を実現するか、
その実践・考え方についてまとめています。
●主な項目
１章 刈払機の登場−代表的な刈払機の形態／２章 刈払機の構造と刃物の種類−刈
払機のエンジン・燃料、
刈払機の構造、
カコミ・チップソーの注意点／３章 操作フォー
ムと機種の特性・リスク・安全距離−各機種の操作フォームと特性、刈払機使用のリス
ク／４章 刈払機使用の実際−作業の手順を決める、刈り幅、斜面の刈り方と機械の使
用例／５章 刃物の目立て−丸ノコ刃の目立て、チップソーの目立て／６章 刈払機研
修指導の要点−刈払機のリスクを解説、正しい刈払機の装着法、フォームの指導、自己防
御訓練、
エンジンの始動方法、
刈払い作業の実際
A4 判 ソフトカバー 96 頁 定価 2100 円
（本体 2000 円）

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の本

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しています。

・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。

・楽しいカービングライフを提案

パートナーや家族とともに楽しむ。腕を磨いて職業に
する。子や孫が喜ぶ作品をつくる。山村や林業を元気
にする。全国の仲間と交流する。そんな楽しいカービ
ングライフの数々を、実践者が提案します。
●主な項目
序 これがチェーンソーカービングだ！／１章 カービングの精神／２章 僕らを虜にし
たカービング／３章 カーバーになりたい／４章 女性から見たカービング／５章 カー
ビングをステップアップ／６章 カービングの材料を知る／７章 チェーンソーを知る
Ａ５判 ハードカバー 224 頁（カラー、一部モノクロ） 定価 1995 円（本体 1900 円）

●主な項目
チェーンソーを知ろう…チェーンソーの各部名称／エン
ジンの作動／ソーチェーンの構造／チェーンソーワーク
に適した服装・装備
チェーンソーの扱い方…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／チェーンソー始業時の
点検／メンテナンスの方法／ソーチェーンの目立ての基
本／目立て−ソーチェーンの固定
チェーンソーワークの基本…姿勢とチェーンソー操作の
問題点／チェーンソーの持ち方／基本姿勢̶横に置いた
丸太を切る／基本姿勢̶立っている丸太を横挽きする／
チェーンソーの危険なポイント
チェーンソー操作のトレーニング…丸太の輪切り̶玉切
りのトレーニング／玉切りの方法／玉切りの基本／玉切
りの実際／水平切りのトレーニング／突っ込み切りのト
レーニング
伐木のトレーニング…安全な伐木作業のために／伐木前
の準備作業と指差し安全確認／作業の進め方／伐木の補
助器具／伐木の基本／伐倒方向と受け口づくり／丸太を
利用した伐木のトレーニング
チェーンーソーを選ぼう

DVD 付き

B5 判 ソフトカバー 76 頁
定価 1890 円（本体 1800 円）

A4 変型判 ソフトカバー 112 頁 カラー DVD 付き 定価 2520 円
（本体 2400 円）

写真図解

チェーンソーカービングの技
ISBN978-4-88138-260-8
吉野チェンソーアートスクール

著

チェーンソーカービング（チェーンソーアート）
の技術・製作過程を、写真とＤＶＤで解説するハ
ウツー本です。初心者から経験者まで楽しめる実
用技術を掲載。
「吉野チェンソーアートスクール」
の講師５人による、それぞれの個性を生かした作
品の製作過程解説も紹介します。
●主な項目
口絵 チェーンソーカービングの魅力／１章 チェーンソーカービングとは、必要な
道具と装備、材料、安全・場所／２章 基本技術 作品のデザイン、作品のモチーフ、
チェーンソーの扱い方／３章 イスを彫る 直線カットをマスターする／４章 フク
ロウを彫る／５章 コイを彫る／６章 イルカを彫る／７章 トラを彫る／８章 人
に喜ばれるカービング 技の磨き方、上達する方法、チェーンソーカービングが地域
にもたらす効果、体のケア、
Ｑ＆Ａ 講師が悩みに答えます

www.ringyou.or.jp

げんばびと

林業現場人 道具と技 Vol.１
チェーンソーのメンテナンス徹底解説

げんばびと

やっぱり、
林業は現場人！

ISBN978-4-88138-225-7
林業・木材製造業労働災害防止協会 協力

各地の現場人の道具と技、心を伝えます。達人たちを
取材し、現場で実践される工夫や技術、改良や考案さ

大型判・カラー写真図解、

れた道具を紹介。豊富なイラストや写真図解で、文字
も大きく読みやすい。実践に基づく安全対策もしっか
り公開。今までになかった、現場人のための待望の必
読本です。そして、現場人と現場人を繋ぐ本です。
◆専用のウェブサイト
『林業現場人 道具と技』げんばびとの広場

http://douguwaza.blog45.fc2.com/

※
『林業現場人

道具と技』 Vol.１〜Vol.７共通

全国林業改良普及協会
カラー・一部モノクロ

編 A4 変型判 ソフトカバー
定価各 1890 円（本体各 1800 円）

文字も大きく読みやすい！

【特 集】チ ェ ー ン ソ ー の メ ン テ ナ ン ス 徹 底 解 説
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／燃料からのトラブル回避の実践テク／
スプロケットの取り替え方の工夫／ガイドバーのタ
イプと選択方法／ソーチェーンの「こんがらがり」か
らの脱出法、
など
【その他の項目】 アーボリストの技 樹上の伐採術／ノウハウ公開 収納自慢／
新ツール探訪 切るのが楽しくなる！ ソーチェーン目立て装置開発／チェーン
ソー発達史／林業現場の安全第一／キラリ 山で働く女性たち／吉野杉は知って
いる〜小さな村のできごと／自分技を語ろう−チェーンソー使いこなし術、
など

128 頁

げんばびと

林業現場人 道具と技 Vol.4
正確な伐倒を極める

ISBN978-4-88138-255-4

プロが実践する特殊伐採の技術や

工夫、
安全対策を初公開！！

【その他の項目】 現場訪問・岐阜県 きれいな仕事は職人としての心
意気／レポート 世界伐木チャンピオンシップ 2010（クロアチア大会）
／拝見！腰袋② 満足度１００％をめざして／夫婦で現場人 チーム
ワークで伐出作業／安全ズボンの履き心地／現場人の生の声 ３製品
徹底レポート／身を守る小道具大集合／正確な伐倒̶安全性と生産性
を飛躍させるために／地域発 現場日記／現場人を支える妻のホンネ
／現場人のライフスタイル̶狩猟̶命の循環を感じて／こだわりの道
具術 自分専用のナタを作ろう

安全対策、
チームワークを公開！！
【特集】特殊伐採という仕事 −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 150 件、神主さんにお祓い
してもらって神社のスギの枝下ろし −特殊伐採で
起業−樹木で森の空間をつくる−巨木管理専門の会
社を起業、技術と経営の両立−企業組合で活躍−熟
達の技 宙伐り−巨大な枯損木から文化財を守る
（和氣 邁さん） −特殊伐採の技術 ハイリスクな仕事を支える技術−下見・
段取り／木に登る／幹・枝を伐る／吊り下ろす −樹木の総合管理技術者と
して プロの世界基準ＩＳＡのシステム−特殊伐採は一部に過ぎない／６つ
の認定制度／日本におけるＩＳＡ活動／ＩＳＡのアーボリスト／文化的財産
を預かる仕事
【その他の項目】 シリーズ 世界の現場人１ ジェフ・ジェプソンさん／私の“通
勤車” 軽バン派 VS 軽トラ派 VS 軽四駆派／特殊伐採技術を活用 牽引伐倒―木に
登らずにロープをかける／伝統技術に学ぶ 古式の技「三ッ緒伐り」を伝える／山
行きさんのための腰痛対策と水分補給のコツ／防振手袋の使い心地 現場人の生
の声 ３製品徹底レポート／現場人を支える妻のホンネ／山のライフスタイル
ロケット・ストーブと薪を使いこなす、
ほか

120 頁

新刊

Vol.５

ISBN978-4-88138-262-2

プロが実践する正確な伐倒の技、
【特集】正確な伐倒を極める 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
／基本の基本 正確な受け口の作り方 アド
バイス・小田桐久一郎さん／正確な伐倒をイ
メージし、実行する 段木流の伐倒技術に学
ぶ／クサビの研究 アドバイス・小田桐久一
郎さん／海外のクサビ使い勝手ランキング／究極の正確伐倒 世界伐木
チャンピオンシップの競技基準 小田桐久一郎（チーム監督・林材業安
全技能師範）
、
など

げんばびと

林業現場人 道具と技
特殊伐採という仕事
新刊

128 頁

今日も林業日和―ナカシマ・アヤの現場日誌

山、仕事、愉快な仲間たち

ISBN978-4-88138-267-7
中島 彩 著

主人公は、神戸出身のナカシマ・アヤさん。
本書は、経験ゼロのナ
カシマさんが林業を志し、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。
山に働く人々との交流、あり
のままの林業の仕事、山と向き合って働くこと、山や木と関わる
人々のありのままの姿、地域でのくらしの実際など、ナカシマさ
んの等身大の記録です。
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です。
●主な項目
現場日誌 一年目 神戸のチベットです／吉和よりコンニチハ！／一山
去って、また一山／晴れ 時々 熊騒動／おたくのチェーンソー／コト
リ、コトリと地ごしらえ／兄ちゃんバックホー／植える林業、伐る林業／
安田林業の愉快な仲間たち＜永見班編＞ 永見のオトウサン／ 200 分の
１の想い、
ほか
現場日誌 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」／田舎暮らしは「鏡の法則」／ホワイト
ボード／プラプラプランナー／ Welcome ！ハーベ star ！／土場は戦場／
伐採者デビュー／林業は
「想像力」
、
ほか

▲本書の舞台・広島県吉和地域

現場日誌 三年目 実験！「低コスト造林」
①／ Let's 積み込み／事
故報告書／木の実の「お母さん」／チャップス着用！／原木代金計算
書／「ワシにも、教えてください」／視察デビュー☆／勝手に吉和ト
ライアスロン／石の上にも３年、
ほか
四六判

288 頁

ソフトカバー

定価 1890 円（本体 1800 円）

げんばびと

林業現場人 道具と技
伐倒スタイルの研究
北欧・日本の達人技

げんばびと

林業現場人 道具と技
刈払機の徹底活用術

Vol.2

ISBN978-4-88138-244-8

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！

ISBN978-4-88138-233-2

プロが実践する伐倒技術最前線を公開！
【特集】伐倒スタイルの研究 北欧・日本の達人技 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／達人技に学ぶ 先の先を読め！ 大
径木伐倒の実際／日本の伝統技術、
など
【その他の項目】 林業３兄弟 あうんの現場 伐出 4000m3 の間伐現場／世界伐
木チャンピオンシップ／道具自慢／かかり木を外すアイデア道具いろいろ／日本
の伝統技術／技術研究 ヤスリのいろいろ／ハチ刺され災害を防ごう！／身体の
使い方・動作術講座／ナカシマ・アヤの「こちら現場です」／ズバリ語ろう 稼ぎ、
ケガ、
身を守る技／うまい弁当が食いたい！、
など

128 頁

新刊

徹底図解

Vol.3

げんばびと

林業現場人 道具と技
搬出間伐の仕事

Vol.６

ISBN978-4-88138-273-8

システムから材と人・機械の動き、

【特集】刈払機の徹底活用術 刈払機作業の
現場〈土谷流〉
̶小型エンジンと大径刃で、
楽に仕事をこなす、
〈土居流〉
̶コンスタン
トに仕事をこなすチームの技／公開！私の
目立て術 梶谷流・チェーンソーのカッ
ターをイメージして目立て、高橋流・目立てで摩擦面を減らしてお
く̶現場の手間を省く工夫、土谷流・刈刃の同心円を保つ、八木流・
携帯できる刈刃の目立て台、北川原流・笹刃目立て装置を開発／基本
図解 刈払機の構造／刈刃が接触しない！自作股バンド、これが浅井
流！安全スタイル大公開／徹底比較 笹刈刃 VS チップソー、
など
【その他の項目】 チェーンソー・トラブル回避術／混合ガソリン・
チェーンオイルの基本はこれだ！／拝見！腰袋 満足度 100％をめざ
して／頼れるプロショップ／道具ＤＩＹ術 トビのメンテナンス／安
全ツール探訪 ここまで来た！刈払機用防護具の開発／安全地下足袋
は、本当に安全か／地域発 現場日記／山里は、今日も曇りのち晴れ 夫
婦で林業独立稼業／座談会・現場人のホンネ小屋／現場人のライフス
タイル 手づくりカヌーで清流を行く！／山仕事・山遊びに使える
おしゃれな帆布製バッグ、
など

128 頁

技術や工夫まで、
その特徴を紹介。
パノラマやイラストで徹底図解！

【特集】徹底図解 搬出間伐の仕事 ２人チームで道づ
くりから搬出まで（カネキ木材 岐阜県）／ 大型架線シ
ステムを駆使し、１人 1800ｍ3 ／年を生産（とされいほ
く 高知県）／一人一台小型重機を駆使し、コンパクト
な搬出（藤原造林 山梨県）／全工程を皆で共有する大
きな現場（大原林産 岐阜県）／作業ごとの専従チームで道沿い間伐（日吉町森林
組合 京都府）
【その他の項目】 段木さんの搬出間伐 伐倒方向を制御するロープ活用術／世界
の現場人 オラブ・アントンセンさん ( 伐木造材インストラクター ) ／ワイヤロー
プの必需品 台付けの使い方／達人・広瀬献さんに聞く！ チェーンソーメンテ
ナンスの極意／現場人流 技術の磨き方シリーズ１ 自分の技術を客観的に確か
める！ 第 2 回伐木チャンピオン大会
（青森県・八戸市森林組合）
、メーカー研修会
で海外の達人に出会う／林業現場人男性陣に聞いてほしいこと 妻たちのホンネ
座談会／私の工夫・究極のこだわり 快適・高機能の山イキスタイル、
ほか

128 頁

【特集】これで架線が分かる―現場技術図解 高さのある架線集材―
H型
（とされいほく 高知県）
／機動力もある架線集材―タワーヤーダ
（北信木材生産センター協組組合 長野県）／小回りがきく小規模集
材―ラジキャリ（福岡県）／急勾配を集材―ダブルエンドレス（藤一林
業 静岡県）／もっと長距離を、もっとかんたんに―架線技術進化系
−欧州型タワーヤーダ事例―（香美森林組合 高知県）／これが架線
の機械、
道具だ／泉社長の回想録―わたしが歩んだ架線集材創成の頃
【その他の項目】 自伐林家の簡易架線術−ヤエン方式復活／小田桐
師範が語る チェーンソー伐木の極意伝えます／現場人流道具活用術
―ショックレスハンマー使い比べ（西間健さん）／「安全第一」昼休み、
小休憩の取り方と重要性／技術シリーズ 確認―ワイヤ、ロープ、滑車
の能力、使用法／ルポ―ワシらの時代は架線ありきで−架線とともに
生きている達人／山のライフスタイル−現場人流緩やかな遊びの工
夫、
ほか

予告

研修テキスト

失敗しない伐木造材術
翻訳

●主な項目
第１章 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
ンソーの安全性 第２章 木を伐り倒す
−基本的な伐倒手順／ステップ１ 伐倒
対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／ステッ
プ３ 伐倒の実行と退避 第３章 難し
い木を伐る−狭い場所で木を引きながら
倒す／著しく前傾した木での突っ込み切
り／絡まった木の伐倒 第４章 伐倒木
の枝払いと造材−枝払いと造材の危険／
基本的な枝払い技術／基本的な造材技術
５章 枝と丸太を運ぶ−枝と丸太を運
ぶ 10 の方法 第６章 薪割りと薪積み
−薪を割る、
ほか
A5 判

ソフトカバー

森林・林業の基礎知識

ISBN978-4-88138-112-0
全国林業改良普及協会 編

プロが教える実践ガイド

ジェフ・ジェプソン 著
ジョン・ギャスライト、川尻秀樹

げんばびと

林業現場人 道具と技 Vol.7
これで架線が分かる―現場技術図解
予告

▲原著の表紙

▲足に挟んで始動させる方法

本書は、就業前に森
林・林業に関する基礎
知識・技術を身につけ
る研修用テキストとし
て最適です。人工林お
よび天然林についての
造林・育林・木材収穫
技術、林内路網、林業
の仕事の基礎である服
装、道具・機械などに
ついて、基礎的な内容
をとりまとめました。

●主な項目
人工林施業／天然林施業／収穫技術／林地へのアクセ
ス−道の役割／林業の基礎／服装と道具・小型機械
▲左／ 45 度に開いた受け口は、木が倒れる途中で閉じます

A4変型判

112頁

定価1575円（本体1500円）

▲右／ 90 度に開いた受け口は、木が地面に倒れてから閉じます

定価 2310 円（本体 2200 円）

www.ringyou.or.jp

林業 GPS

徹底活用術

続・林業 GPS 徹底活用術

ISBN978-4-88138-226-4
全国林業改良普及協会 編

ハンディ GPS の林業での活用術を
紹介。
森林境界の明確化、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、GPS
を使いこなすために必要な情報を整
理し、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。
●主な項目
１章

ハンディ GPS の正しい使い方〈竹島喜芳／岐阜県立森林文化アカデ

ミー準教授〉／ 2 章

GPS の林業への活用法

ハンディ GPS を用いた森

林情報の管理
〈吉田正木／吉田本家山林部／三重県〉、育林作業の出来高管理

に GPS を活用〈杉山要／ NPO 法人信州そまびとクラブ／長野県〉、GPS で最

善ルートをなぞり作業道を作設〈西間
GPS で森林調査を支援

薫／西間林業経営／岩手県〉／ 3 章

GPS を応用

エコツーリズム支援システム森林

利用者のモニタリング〈吉村哲彦／島根大学生物資源科学部教授〉、森林資源

モニタリング調査をプログラムで支援〈立木靖之／ NPO 法人 EnVision 環境

保全事務所／北海道〉／４章

解説・GPS の仕組み〈露木聡／東京大学大学

院農学生命科学研究科準教授〉 GPS 測位に影響する誤差要因、GPS 測位方

式／５章

GPS 選択のポイント〈吉村哲彦／島根大学生物資源科学部教授〉

ナビゲーションを主な用途とする GPS、他

B5 判 ソフトカバー カラー 160 頁 定価 2100 円（本体 2000 円）

応用編

ISBN978-4-88138-250-9
全国林業改良普及協会 編

本書は、好評発売中の
『林業ＧＰＳ徹
底活用術』の第２弾です。
ハンディＧ
ＰＳは近年非常に普及しています。
本書では、森林・林業の現場でハン
ディＧＰＳを日頃から活用している
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、
ＧＰＳのお悩み解決
策、森林境界の明確化の大戦略まで、
丸ごと紹介します。
「より現場作業、管理運営に役立つ内容」
「ト
ライしてみたい事例がいっぱい」
「簡単便利な使い方」
「究極の
使い方」
、本書の実践を参考にそれぞれ発展、工夫してＧＰＳを
林業の現場で使ってみませんか。
●主な項目

GPS を現場で活用する−GPS で契約地のデータを蓄積、GPS で境界

１章

確認̶軌跡と杭位置を記録、GPS で山の幸の位置情報を記録／２章

GPS

で資料をつくる−各種 GIS データを出先事務所に配布、地図画像を GPS に表

示̶カスタムマップの使い方、作業路計画支援マップで作業路線形を計画・
検討／３章

お悩み解決！

ハンディー GPS 徹底活用術、GPS 活用で悩み

が出てきた方のために、GPS 活用徹底術̶悩み解決策

GIS を知る／４章

森林境界明確化の戦略と戦術̶手順フローと GPS 活用の場面−森林境界明
確化の戦略と戦術、森林境界明確化の大戦略
見極める、森林境界明確化の中戦略
／５章

現状を整理し、最善の作戦を

立会いまでの事前準備の段取りが大切

林業 GPS の現状と発展の方向−林業 GPS の発展過程と現状、GPS

から GNSS へ̶林業 GPS の将来、ΑＲの活用̶林業 GPS の将来／６章

新刊

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

森林境界明確化の「全体像」をとら
え、読者がいま関わっている事例が
どんな位置づけにあるのか、その解
決方法はどんなものか、戦略や戦術、
ハウツーを提供しています。机上論
ではなく、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」
に具体的に、著者の試
行錯誤や事例を引きながら解説しています。
キーパーソンや人材確保、境界確認活動に必須のツール、準備
の方法、立会、測量から情報管理のノウハウまで、担当者に役立
つ実践ノウハウが満載です。
さらに、森林境界明確化の先にあ
る持続的な森林経営を目指す考え方、森林情報管理までを取り
上げています。
●主な項目

１章 この本の目線−「林業業界に降り立った宇宙人」、私の「戦略と戦術」の

クライアント／２章 森林境界明確化、動き出す前に攻め方を考える− 事例

が参考にならない理由、森林境界明確化の大戦略〈自分で作戦、案内人作戦、大

名行列作戦〉／３章 攻め方を決めたら、事業の全貌を見渡す−森林境界明確

GPS 選択のポイント− ナビゲーション用途の GPS 紹介を中心に紹介、マッ
ピング業務のための GPS、最高精度が必要な業務に使われる GPS、他

B5 判 ソフトカバー カラー 144 頁 定価 2100 円（本体 2000 円）

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
●本書の特徴

１．広葉樹林施業の補助事業がよく
分かる広葉樹林の育成に必要な施業
のすすめ方と活用できる補助事業を
分かりやすく示しました。
２．現在の林の状況からスタートす
る施業を提示。
「やや不良」
「不良」
「極めて不良」な林分から
どのように施業するのか、
「５年生」
「15 年生」
「30 年生」な
どの林齢によってどのように施業するのかを、現場に即して
提案しています。
３．写真と図でよく分かる
施業現場の写真、図版を随所に配置。クヌギ林、コナラ林等
の林齢ごとの様子や、 手入れ不足の林、優良な林、施業の流
れがよく分かります。

化の中戦略、森林境界明確化、犯しがちな誤り／４章 事業遂行のファースト

●主な項目

略の舞台裏／５章 事業遂行のファーストステップ 事前準備「人材確保」そ

す／雑木林の整備が注目されている／主な施業の流れ、ほか

ステップ 事前準備「人材確保」その１−研修には２種類の研修がある、小戦

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

の２−地域のリーダーとの間合い、人材確保の戦術〈目線、説得、残心〉／６章

雑木林の改良に活用できる補助事業−雑木林の改良に活用できる補助事業／

事業遂行のファーストステップ 事前準備「人材確保」以降−これまでの振

り返り、小戦略 事前準備 地域のリーダー確保以降／７章 戦略を組み立

てるツール−ツールやテクニックの体系化との出会い、お役立ち戦術／８章
事業遂行のセカンドステップ 立会 その１−戦略体系化前夜／９章 事

業遂行のセカンドステップ 立会 その２−「立会」、モダンアプローチ以降

補助事業の趣旨／補助事業の実際／補助事業の解説

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／ 17 年伐期以外

の林への対応／５年生までの幼齢林を改良する施業スケジュール／ 15 年生程
度の若齢林を改良する作業スケジュール、ほか

広葉樹林の経済性−伐採収支を見積もる／用材（広葉樹材）の単価／きのこ

／ 10 章 事業遂行のサードステップ 測量／ 11 章 事業遂行のファイナ

原木（広葉樹材）の単価（菌床チップ用を含む）／薪・チップ材 ( 広葉樹材）

Ａ５判 ハードカバー 176 頁 定価 2310 円（本体 2200 円）

Ｂ5 判

ルステップ 情報管理／ 12 章 森林境界明確化加速化のポイント、ほか

の単価

ソフトカバー

112 頁

定価 1680 円（本体 1600 円）

話題の本・森林療法の本
ジョン・レノンが愛した森
夏目漱石が癒された森

森林療法のてびき
地域でつくる
実践マニュアル

著名人の森林保養

ISBN978-4-88138-188-5
上原 巌 著

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。
●主な項目

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 フィールドいろいろ／休養効果の高い森林環境／森林療法
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／活動主体による森林療法の
運営／森林療法の計画作り他

Ｂ６判 ソフトカバー カラー 160 頁 定価 1995 円（本体 1900 円）

実践！

上原巌が行く

ISBN978-4-88138-222-6
上原 巌 著

森林療法最前線

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、
加筆した書籍化。
●主な項目

─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
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／森林療法を
進める上でのポイント／森林療法のワークショップ
写真で見るプログラム例／森林療法の活動団体・組織／その他の事例─
身近なところで始まっている取り組み─／森林療法の現在の課題と今後
の展望

四六判 ハードカバー 一部カラー 352 頁 定価 2100 円（本体 2000 円）

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。
●主な項目

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／第９章 その他の事例／第10章 森林散策の効用

A5判 ソフトカバー カラー 212頁 定価2100円（本体2000円）

事例に学ぶ 森林療法のすすめ方
医学･教育からツーリズム、市民レベルでの活動まで
ISBN4-88138-159-8
上原 巌 編著

森林療法の具体的手法がここに！
わが国の森林療法研究・実践のパ
イオニアであり第一人者の上原巌
先生
（森林療法研究会主宰）
編著。
各地域の現場で要望が高い森林療
法活動の具体的すすめ方を、事例を
基に紹介。
人・組織・ネットワーク・
プログラムのすべてが盛り込まれ
ています。あなたの地域の森林療法
づくりに欠かせない一冊です。
四六判

ハードカバー

384 頁

定価 3990 円
（本体 3800 円）

森へのいざない イラストで学ぶ

やさしい樹林気功

森林療法あらかると
ISBN978-4-88138-208-0
上原 巌 監修
NPO 法人 日本森林療法協会

ISBN978-4-88138-234-9
上原 巌 著

ISBN978-4-88138-191-5
藤田雅子 絵と文
編

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。

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

序 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 地域での取り組み／
第４章 福祉、療育分野での取り組み／第５章 アートと森林療法／第６章
伝統が引き継がれるドイツの森林療法／附編

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／第四章 大
自然の治癒力に出会う さあ！森へ行こう！／第五章 森を癒してくだ
さっている皆さんへ 森での体ほぐし、
ほか

四六判
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ハードカバー

296 頁

定価 2310 円（本体 2200 円）

ソフトカバー

100 頁

定価 1890 円（本体 1800 円）

話題の本
十三戸のムラ輝く 山形県金山町杉沢集落

日本の記録 林業人列伝 vol.1

本書の舞台は、山形県の内陸
部の北、金山町の中で最も山
奥の十三戸の集落・杉沢。
栗
田夫妻を軸にして、住人が山
里の暮らしを伝える「共生の
むらすぎさわ」
、
毎夏開かれる
山里哲学講座、冬のメープル
フェスタなど、杉沢集落のユ
ニークな活動と暮らしを写
真家・三宅岳さんが写真と
文で紹介。
ここに十数年通う
哲学者・内山節さんが、山里
のありようを多面的に伝え
ます。

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する読み物です。登場
する人物は、弊会発行誌「林業新知識」2000〜
2002 年「技芸の人」に掲載された 30 名！

ISBN4-88138-164-4
栗田和則・栗田キエ子・内山節・三宅岳 共著

●登場人物

●主な項目

山里に暮らす（栗田和則）／杉沢の四季（栗田キエ子・栗田和則）／
山里に生きる知恵と工夫（三宅岳）／時間が蓄積される里（内山節）

四六判

ハードカバー

248 頁

定価 1890 円（本体 1800 円）

「読む」植物図鑑
樹木・野草から
森の生活文化まで

ISBN978-4-88138-180-9
川尻秀樹 著
四六判
ハードカバー 345頁
定価2100円（本体2000円）

続・「読む」植物図鑑
樹木・野草から
森の生活文化まで

ISBN978-4-88138-200-4
川尻秀樹 著
四六判
ハードカバー 510頁
定価2310円（本体2200円）
●各本の紹介

森林インストラクター川尻
氏が野山で出会った世界。
好奇心と知の探求。
「読んで楽しむ図鑑」が登
場しました。「図鑑」とい
っても、名前を調べるための従来の図鑑とは一味違い
ます。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。岐阜県林務職員で
森林インストラクターとして活躍する著者と、野山の
植物と生きる人々との出会いもまた魅力的に描かれま
す。「あっ」という感動、学びが生まれます。
続編も登場。あわせてお楽しみ下さい。
●各本の主な項目

第1章 森の樹木／第2章 山野草／第3章 森の生き物／第4章
きのこ／第5章 森の技術／第6章 植物と文化（続編のみ）
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ISBN978-4-88138-207-3
全国林業改良普及協会 編

井原敬典さん／柿崎富榮さん・ヤス子さん／伊藤信夫さ
ん／安藤久氏さん／岡信一さん／永田勝幸さん／津田和
佳さん／田子英司さん／沼常義さん／加藤周一さん／三
上幸夫さん／片岡一郎さん／渡辺一夫さん／樋口正博さ
ん／田爪弥栄さん／栗栖誠さん／武田明さん／本間治久
さん／高田一嘉さん・直子さん／吉野武文さん／大橋慶
三郎さん／松田富雄さん／鈴木勲さん／一藤泰助さん／
佐藤清太郎さん／吉本健一さん・笑子さん／眞砂典明さ
ん／筒井順一郎さん／柴田正義さん・全子さん／今井保
隆さん

四六判 ハードカバー 334 頁
定価 2100 円（本体 2000 円）

日本の記録 林業人列伝 vol.2
ISBN978-4-88138-224-0
全国林業改良普及協会 編

Vol .１につづき、「林業新知識」2003〜2005年の
「技芸の風」に掲載された全国の林業人の活躍を
紹介します。
●登場人物

荻野雅之さん・絹代さん／山仕事仲間の会／遠藤孝夫さ
ん／小川智英さん・里美さん／自然届け隊／北川原弘さ
ん／岩 芳吉さん／栗栖敬和さん／NPO法人Woodsman
workshop／水上平八郎さん／美山ともいきの杉／日野
岡金治さん／内山右之助さん／白松博之さん／田岡秀昭
さん／株式会社美都森林／木場忠さん／辻端武彦さん／
千葉日出雄さん・夏枝さん／門脇桂孝さん／清瀬八郎さ
ん／杉山宰さん／福士孝衛さん／神川建彦さん／安江銕
臣さん／宮本典幸さん／高橋義明さん／佐々木久助さん
／小原秀樹さん／NPO法人信州そまびとクラブ

四六判 ハードカバー 320頁
定価2100円（本体2000円）

日本の記録 林業人列伝
ISBN978-4-88138-246-2
全国林業改良普及協会 編

vol.3

いよいよ vol.3 が登場。
「林業新知識」2006〜
2008 年の「技芸の風」に登場した林業人を紹介
します。
●登場人物

安田孝さん／田中惣次さん／山中敬久さん／夢の森つや
ま協同組合／齋藤文明さん／熊崎一也さん／山本喜行さ
ん／美田和三郎さん／田中裕さん／柿迫正紀さん／嘉代
詔一さん／春名善樹さん／前田久元さん・紀代さん／女
性林研グループ バンビの会／智頭林業研究会／齋藤正
さん／中原丈夫さん／前田誠さん／藤原正志さん／外久
保蔦雄さん／及川一男さん・良子さん／上尾欽吾さん／
佐藤健一さん／小林温さん／長崎喜一さん／佐藤彦一さ
ん／舘脇信王丸さん／栗屋克範さん／畠山寿市さん

四六判 ハードカバー 324 頁
定価 2100 円（本体 2000 円）

