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フォレストスケープ
森林景観のデザインと演出
ISBN4-88138-055-9
堀　繁、下村彰男ほか　著
豊かな森林景観づくりのデザインとその
演出（ビジュアル・プレゼンテーショ
ン）について、やさしく解説していま
す。ひろく地域の景観（フォレストスケ
ープ）をデザイン・創造し、演出するた
めの考え方、技法をまとめた初めての本
です。理論だけではなく、実践的な内容
を重視し、森林景観づくりの森林計画、森林レクリエーション施
設デザイン、治山林道の景観デザイン、地域景観デザインのアイ
デアソースとして役立つ技法を網羅しています。
A4変型判　200頁（カラー口絵）　定価4620円（本体4400円）

ひびけアルプホルン　
森は素敵な音楽堂
ISBN4-88138-165-2 
中川重年　著
森林研究者・中川重年さんとア
ルプホルン音楽堂を巡る森の話
です。里山の雑木林を舞台に、
人々が森に入り、森を手入れ
し、森や木とつきあい、アルプ
ホルンつくり・演奏を通して感
動し、喜び合う。そんな場面を
描いています。
製材品にならない、いわば利用価値の低い小径間伐材を利
用して、コツコツとアルプホルンづくりを楽しむ人が広が
っています。
A5判　244頁　上製本　付録CD　定価1995円（本体1900円）

ろーかるでざいんのおと 田舎意匠帳
－あのひとが面白い あのまちが面白い－
ISBN978-4-88138-161-8
鈴木輝隆　著
「ローカル (田舎) は、限りなく面白く、
楽しいもの｣ と､ 全国の魅力的なローカル
を訪ね歩いている江戸川大学教授の鈴木
輝隆さん｡
この本は鈴木さんが、30年間訪ね歩き､ 
個性的で豊かな人生と､ 魅力的で活力あ
る「あのまち」の物語を聞き集めた全国
のローカルデザイン現場の実録であり､  
地域づくりの哲学書です｡
B6判　480頁　定価2625円（本体2500円）

森がくれる心とからだ
ISBN4-88138-117-2
浜田久美子　著
森や樹木との出会い、ふれあいは、私た
ちが思っているよりもっと深いところで
心とからだの健康に関わっているのでは
ないでしょうか。森に癒され、森と出会
うことで生きるちからとよろこびを見つ
けた人々の声を紹介しながら、著者が森
の力を探索します。心とからだ、そして
生きる力を森がどのようにあたえてくれ
るのかが紹介されています。
四六判　261頁　定価1680円（本体1600円）

ツリークライミング　
樹上の世界へようこそ
ISBN4-88138-131-8
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。木の上ではだ
れでもいっしょ。体力、年齢、障害は関係あ
りません。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／林
業とツリークライミング／世界へ広がる夢

A5 判　268 頁　定価 1900 円（本体 1810 円 )

スウェーデン　森と暮らす
木と森にかこまれた豊かな日々
ISBN4-88138-132-6
浜田久美子　著／上條滝子　絵
環境型の林業先進国スウェー
デン。北部の村を著者が訪れ、
出会った人々と森や林業のよ
うすを描いたノンフィクショ
ンです。農家民宿を営む夫婦
オーサとラッセを主人公に、ま
わりの森、湖、ブルーベリーや
きのこ、環境に配慮した新しい
林業、木質バイオマスのエネル
ギー利用、エコツーリズムなど
が描かれます。ゆったり、素敵
に暮らす人々の姿から、自然と
かかわりながら生きる豊かさが見えてきます。
日本とほぼ同じ国土面積・森林面積のスウェーデンの人
口は900万人足らず。都市を出ると全国どこも“過疎の村”
です。そんな村の森や自然とのつきあい方を、上條さんの
イラストとともに紹介しました。
四六判　248頁　定価 1680 円（本体 1600 円）

R

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
ISBN978-4-88138-181-6
奥 敬一・香川隆英・
田中伸彦  編著 
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
成となっています。
●主な項目
序　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／森林セラピー／森林景観づくり事業の実践　

A５判　275頁　定価 3360 円（本体 3200 円） 
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提案型集約化施業のカンどころ
ISBN978-4-88138-223-3
坪野克彦　著　執筆協力　本多孝法
低コスト林業、提案型集約化施業
を実践する具体的な仕事のすす
め方を実践的に解説。プランナー
研修講師として活躍する著者の
実践アドバイス集です。
全国の森林組合や事業体職員の
悩み、質問、課題を解決する具体
的アドバイスがここに。低コスト
林業を実現するために必須の、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、コストのとらえ方、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。
●主な項目
意識改革編－提案型集約化施業、なぜやらなければいけないの？／どこ
から集約化を始めるのか？｢とりあえずやってみる現場｣の確保、ほか
組織づくり・所有者対応編－集約化に不可欠な技術力・営業力・広報
力／トップの理解と組織を挙げての取り組みが不可欠、ほか
コスト編－避けては通れない間伐作業のコスト把握／コストがわから
なければ提案はできない、ほか
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
資料編－プランナーの声（編集部）
組合のレベルアップが山主さんのメリットに　浦部秀一郎さん／地域
の実情にあわせた施業プランを提案する　大西大輔さん、ほか

四六判　ソフトカバー　188頁　定価 1890 円（本体 1800 円）

林業再生の決め手！
生産性を向上させる80カ条
ISBN978-4-88138-249-3
坪野克彦　編著
（林業経営コンサルタント　中小企業診断士）

執筆協力 　湯浅伸一
集約化施業の成否を決めるのが、
「生産性の向上」です。多くの林業
事業体では組織そのものの中に
も「生産性の向上」を妨げる課題
が隠れています。
本書では、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、具体的な解決法を80カ条にまとめました。プ
ランナー、現場技術者、事務職員、管理者それぞれが、いま何
をやらなければならないのか、その目標を分かりやすく図
解しました。
●主な項目
Ⅰ基礎知識編̶生産性とコストダウンを理解するために̶生産性に
ついて理解するために…費用（コスト）とは何か／減価償却費とは／
数字で分かるコストダウンの実際…人件費を削ることがコストダウ
ン？ほか
Ⅱ実践編̶生産性向上を目指して役割を全うする̶経営トップ・管
理職の役割…森林組合における参事はプランナーの元締めである／
プランナーの役割…プランナーは所有者の代理人／機械選定はメー
カーの言いなりではダメ／現場技術者の役割…次工程（後工程）のこと
を考える／総務その他の役割…間接部門のコストを考える　他
Ⅲ組織運営編̶職員全員が同じ目標を目指す̶組合員に親しまれる
森林組合をつくろう…組合員とコミュニケーションを図ろう／施業
履歴は森林組合の財産　他／生き生きと動く組織をつくろう…職員
間の信頼関係構築のために／働きやすい職場を作ろう…家庭の幸せ
が最大のモチベーション／納得性がやる気を上げる／目標や情報を
共有しよう…定期的に会議・ミーティングを開く／ミーティングが
うまくいくポイント　他

四六判　ソフトカバー　232頁　定価 1995 円（本体 1900 円）

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
ISBN978-4-88138-245-5
相川高信　著
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。人工林林
業がハイテク、自動車産業などと並び立つ、成
長産業となっている先進国もあります。
一方で、残念なことに、わが国では林業は成長
産業として成立するには至っていません。
本書は、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。この19原則それぞれが、わ
たしたち日本が先進国型林業へと脱皮できるかのカギとなっています。
●主な項目
林業を持続させるための努力／林業は中山間地域の持続可能な産業の重要起点で
ある／林業は低下した木材価格と、上昇を続ける労働費用と闘わなければならな
い／補助金制度は評価され、見直される／森林の状況はモニタリングされる／兼
業としての林業は、森林所有者の暮らしを豊かにする／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／生物多様性保全は、森林法
内で「具体的に」規定される／森林認証は、事実上の世界標準である／教育･訓練に
より、職業生活への参加を社会が保障する／日本林業の未来はあなたが創る

Α5判　ハードカバー　212頁　定価 2310 円（本体 2200 円）

仕事があれば、村は元気！
－地域雇用づくりの林業戦略　
ISBN978-4-88138-261-5
全国林業改良普及協会　編
「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。そして林業技術を地域に保ち、若者の人材育成。以上に視点
を当てた実践例には、大事な「幸せ」のエッセンスが盛り込まれています。
●本書で紹介している地域・組合
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／岐阜県加子母森林組合／高知県梼
原町森林組合／石川県かが森林組合／山形県小国町森林組合

四六判　ソフトカバー　236頁　定価 1995 円（本体 1900 円）

この人に聞く　山を豊かにする林業創造
ISBN978-4-88138-192-2
全国林業改良普及協会　編
材を育てた森林所有者や森林地域の人々・社
会が豊かになる林業のやり方、山を豊かにす
る林業のさまざまなやり方の実践例が満載で
す。登場される方々は、山を豊かにする林業の
実践者。机上論ではない本物のやり方、考え
方、アイデア、ヒントなどを参考にしていただ
けるものと確信しています。
●本書に登場する人々
遠藤日雄氏（鹿児島大学農学部教授）／田岡秀昭氏（原
木市場・製材工場経営）／戸塚元雄氏（建築家）／松下
芳樹氏（森づくりフォーラム理事）／大西泰弘氏（建築家）／大西庸子氏（国産材プロ
デューサー）／湯浅勲氏（日吉町森林組合参事）／梶山恵司氏（富士通総研主任研究員）
／安田孝氏（林業経営）／齋藤正氏（高見林業代表）／田村文宏氏（田村材木店）／渡辺
明弘氏（工務店「響屋」）／田爪弥栄氏（林業経営）／千葉日出雄氏・夏枝氏（林業経営）
／松下照幸氏（林業起業家）／矢野康明氏 (東京電力環境部ＧＭ)・宮林茂幸氏 (東京
農業大学教授）／原田裕保氏（豊田市森林課長）

四六判　ソフトカバー　272頁　定価 1890 円（本体 1800 円）

新刊
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林業を天職に！　人生を愉しむ仕事術
ISBN978-4-88138-256-1
湯浅　勲 著
気持ちいい仕事人生の秘訣がここに！
著者は「仕事が充実すれば、人生はこれほ
ど愉しい」と林業を実践してきました。そ
の体験のエッセンスをまとめたのがこの
本です。
仕事への姿勢、仕事をこなす技術、考え方、
林業の面白さ・醍醐味、仕事に恵まれて生
きる幸せなど。一生の仕事として林業に生
き、林業を天職とするために必要なものと
は？　「できる人」への大変身、「ヤル気の
ある人」、「夢がないならすぐ辞めろ」、「今
しかない」「貸し越しの人生」、「ボジティブ発想」……など、仕事を充
実させる技、実行方法を具体的に記述した言葉がいっぱいです。本書
からあなたの「人生を愉しむ仕事術」を見つけてみませんか？
●主な項目
第一章　林業事業体と経営…経営とは何か、時代同調型経営とコツコツ型経営、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／◆第一章
の要約／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」、仕事
と作業の違い、できる人は結果を出せる人、できる人にもレベルがある、まずは素直
な心が基本、約束と責任を果たす人／◆第二章の要約／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、納得して仕事に取り組
め、夢がないなら早く辞めろ、天職は遊びよりも楽しい、失敗は学びの宝庫である／
◆第三章の要約／第四章   実りある人生のために…人生は「夢のまた夢」であり、今
しかない、油断大敵、具体的に行動しないと何も変わらぬ、ポジティブ発想の実例、
本を読むこと／◆第四章の要約

四六判　ソフトカバー　184頁　定価 1890 円（本体 1800 円）

山も人もいきいき
日吉町森林組合の痛快経営術
ISBN978-4-88138-182-3
湯浅　勲　著
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。
同森林組合の先駆的な仕事は、職員一人ひとりの「人組みと心組み」が
あってこそ実践されています。本書ではその経営術を公開しています。
四六判　ソフトカバー　184頁　定価 1995 円（本体 1900 円）

林業経営力アップ！　痛快人材育成術
ISBN978-4-88138-205-9
湯浅　勲　著
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・見識を合わせ持つ
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、仕事に向かう姿。それを森林
組合、その他林業経営体で実現し
ていくための著者の実践的経験談・読者へのメッセージです。
四六判　ハードカバー　224頁　定価1995円（本体1900円）

実践マニュアル　
提案型集約化施業と経営
ISBN978-4-88138-189-2
湯浅 勲　編著
【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。
【内容】
はじめに　自ら進むべき道を求めて／ PART1 なぜいま林業がチャンスな
のか／ PART2 チャンスを現実のものとするために／ PART3 地域森林管理
の手法－団地化に向けて／ PART4 提案型集約化施業の手順と完了報告／
PART5 作業システム選択の考え方／ PART6 作業道づくりのポイント／
PART7 現場作業の段取り・管理／ PART8 経営を知る－作業を検証し改善
する／PART9対象林の目標林型を考える／PART10材の売り方デザイン
B5 判  ソフトカバー　136頁　定価 2310 円（本体 2200 円）

湯浅勲の林業実践問答
集約化の壁はこうしてブチ破れ
ISBN978-4-88138-237-0
湯浅　勲　著
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、ほか
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、ほか
経営編…問　組合の将来が不安、幹部に聞いてもらいたい／支所によって慣例がバ
ラバラ、深夜まで残業／社員の半数が私でなく作業班長になびいた、ほか  

四六判　ソフトカバー　192頁　定価 1995 円（本体 1900 円）

泉社長が語る　
伐出ひとすじ 現場の流儀
ISBN978-4-88138-235-6
泉　忠義　著 
林業従事者にとって、一番の栄養
は先輩からの本音のアドバイス。
林業管理者、経営者にとっての日
頃の悩みにも応えてくれる実践
アドバイスも満載です。伐出現場
ひとすじ 60 年の泉社長の厳し
く、温かいことばのなかに、あな
たに響く一言を見つけていただ
ければ幸いです。
●主な項目
[ 仕事の覚え方・技術の磨き方 ]…流儀　何を学ぶかが大切／仕事で自分を磨く
[ 研修・資格でスキルを高める ]… 流儀　「自分だったらこうする」が大事
／逆に研修生から学ぶ　
[ コミュニケーションの取り方と現場のルール ]…流儀　社員は家族、新人
は息子／飯を食えるのがプロ　
[ 林業人として必要な資質、理念 ]…流儀　どんくさく林業を／人には負け
ないものを持つ　
[ 安全への取り組み ]…流儀　安全意識は実践が難しい／おごりは事故を招く
[ 林業機械の技術 ] …流儀　林業は応用／機械を使いこなす人を育てよ／林業
は刃物
[ 集材の技術 ]…流儀　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 ]…流儀　木をよく見る／造材は花嫁に衣装
を着せる気持ちで　
[植栽の技術]…流儀　草刈りは「坪刈り」／伐った時点で植える　
[ 山主さんとの関係の作り方・見積もりの出し方 ]… 流儀　たった１回
でも信頼を失う

四六判　ソフトカバー　196頁　定価 1890 円（本体 1800 円）



21

緑の地球紀行　切手が描く森と木の世界
ISBN4-88138-080-X
羽賀正雄　著
森、木、地球環境にかかわるテーマ
を描いた世界中の切手類（郵便切
手、郵便書簡、切手帳、郵便はがき
など）797点（著者コレクション）
を掲載しています。切手はそれ自体
精緻、正確なイラスト・写真作品で
す。美しいビジュアル（切手）の魅
力を楽しみながら、森林保全や地球
環境問題を考える環境教育の本とし
ても利用できます。
A4変型判　ソフトカバー　136頁　定価3990円（本体3800円）

「森と水」の関係を解き明かす
現場からのメッセージ
ISBN978-4-88138-238-7
蔵治光一郎　著
私たちが森から得ている恵みの一
つである「水」を題材にして、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
している科学者、技術者、行政、森
林ボランティア、シンクタンク、企業、市民の皆さんのさまざ
まな取り組みを現地レポートを交えて紹介しています。
●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、ほか
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－／地域型の情
報管理を目指して－多摩川源流大学、ほか
連携による森林管理の合意形成…流域市民と研究者との関係づくり
／国県町･学･民が一体となって照葉樹林を復元する－宮崎･綾の取り
組み／愛知県豊田市の挑戦（１）－森づくり条例と１００年の森づく
り構想／愛知県豊田市の挑戦（２）－森づくり会議とは、ほか
研究者のあるべき姿勢、かかわり方…現場と向き合う研究者の悩み／
社会に役立つ研究者とは

四六判　ハードカバー　232頁　定価2310円（本体2200円）

新刊

2020年  日本の森林、木材、山村はこうなる
̶森林化社会がくらし・経済を変える　
ISBN4-88138-118-0
森林化社会の未来像編集委員会　編著
2020 年頃には、日本の森林・林
業、木材産業、山村は、どうなって
いるのでしょうか。本書は、林野
庁のフォレスター、森林総合研究
所研究者など、第一線の専門家が
描く未来像を紹介したものです。
これまでの農山漁村の生活を再
評価しつつ、その根元にある共同
体的結びつきに注目し、来るべき
森林化社会の姿を描いています。
四六判　280頁　定価 1890 円（本体 1800 円）

栽培きのこ　害菌・害虫ハンドブック 
ISBN4-88138-049-4
古川久彦・野淵　輝　共著
きのこ栽培にとって問題となる害菌・害虫
約100種について、最新の分類研究をもと
に、248点の写真で解説したハンディタイプ
のカラー図鑑です。この１冊で、害菌・害
虫を検索し、形態、病徴、発生環境、防除
対策などがわかるとても役立つ図鑑です。
新書判  284頁  カラー  定価 4587円（本体4369円）

藤原儀兵衛　マツタケ山づくりのすべて
生産技術全公開 
ISBN978-4-88138-266-0
藤原儀兵衛　著
マツタケの反収20㎏を目指せ！　マツタケ
専業50年。実践技術がここに！
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。著者
は、毎日マツ山に通い、マツ山と向き合
い、試行錯誤でマツタケ山づくりを行って
きました。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。本書にある著者の秘訣を参考に、あなた
もマツタケの採れる宝の山づくりにチャレンジしませんか！
●主な項目
マツタケ山づくりへの途／マツタケ山づくり専業で生きてきた／マツタケ山づく
りにかけた日々／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” ／マツタケの調理法／技術編１ マ
ツタケ発生の条件…１. シロ　２. マツタケの発生と気象条件　３. アカマツ林の林
齢とマツタケの発生　４ . マツタケ山の適地／技術編２ マツタケ発生の施業…１ .
施業適地を選ぶ　２.柴かき ３. 戻し柴 ４. 下層木の除伐・枝打ち ５. アカマツの間
伐　６.土壌湿度の管理　７.マツタケの害敵　８.観察と収穫　９. 保護対策

Ａ５判　ハードカバー　192頁　カラー（一部モノクロ） 定価4200円（本体4000円）

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。
弊会発行誌「林業新知識」2008年４月号～2012
年７月号連載の「お悩み相談室」の単行本化。
●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／再造林を行わ
ない山が地域で増えてきています、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／年配の方々に「よそ
者が入り込むとろくなことがない」と反対されます、ほか

四六判　ソフトカバー　定価1890円（本体1800円）
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林業生活ガイド
ファミリー林業の魅力と技術
ISBN4-88138-070-2
全国林業改良普及協会　編
森に囲まれた田舎暮らしを考え
ている方にぜひ役立てていただ
きたいガイドです。あなた自身や
家族のため、地域のために森を活
かす工夫や技術をイラストで分
かりやすく解説しました。
B5 変型判　248頁 2色刷　定価 3360 円（本体 3200 円）

森と暮らすNo.1　
山林の資産管理術
ISBN 978-4-88138-202-8
全国林業改良普及協会　編
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。
●主な項目
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／十一章　山の多角経営／十二章　森で学ぶ・森を楽しむ／十
三章　林業の支援制度と法律／十四章　山のリスク管理／十五章　次代へ山をつなぐ／十六章
　所有林の法務・税務

A5 判　ソフトカバー　192頁　一部カラー　定価 1890 円（本体 1800 円）

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、木炭で収入を得る編　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／六章　燃料・木炭の生産・販売／七章　森のサービス業で収入を得る／
八章　特用林産物で収入を得る／九章　販売・マーケィテング／ お役立ち情報

A5判　ソフトカバー　208頁　一部カラー　定価1890円（本体1800円）

森と暮らすNo.2
ノウハウ図解　山仕事の道具
ISBN978-4-88138-203-5
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。道具に籠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。
●主な項目
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／七章　山の作業小屋
（庵）をつくろう／フォト　チェーンソーワークの基本／安全編　八章　森であなたを守る知
識／九章　安全に活動するために

A5 判　ソフトカバー　292頁　一部カラー　定価 1890 円（本体 1800 円）

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
「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　ソフトカバー　184頁　一部カラー  
定価 1890 円（本体 1800 円）

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
「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  ソフトカバー  120 頁  カラー（一部モノクロ）  
定価 1995 円（本体 1900 円）

森と暮らす！　50歳からの田舎暮らしがここに！

森と暮らすNo.4
仕事が楽しい！ 森の自給生活
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。」～呼吸するように～私の心の自
給／二章　薪割りストが楽しむ森の自給自足／三章　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
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　ソフトカバー　192頁　一部カラー　定価 1890 円（本体 1800 円）
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4歳～8歳向けの楽しい絵本です。子どもたちと森の樹木、動物たち、森を育てる人々との
出会いを楽しく描きます。子どもたちと森に入る前に、読み聞かせてあげたい本です。森の絵本

ISBN4-88138-151-2
ささき　みお　作／絵
まなちゃんのお父さんと、おじいさん
は、スギの林を育てる林業家。こんな
ふうにスギの木は大きくなったんだ
よ。お父さんが話してくれました。
A4変型判　32頁　
定価1050円（本体1000円）

ISBN4-88138-152-0
ささき　みお　作／絵
森の動物たちからまなちゃんと弟りょうくん
へ手紙が届きます。「おやつをつくりにきて」。二
人はさっそく雑木林へ。森の動物たちといっ
しょに、おいしいバームクーヘンをつくります。
A4 変型判　32頁　
定価 1050 円（本体 1000 円）

■フリーソフトでここまでできる　林業GIS（仮）
竹島喜芳　著
森林経営計画、森林施業プラン等の森林管理のあらゆる場面で活用した
い有効なツールの一つがGIS。本書では高価な初期投資がいらない、GISの
フリーソフトを森林管理業務に活用する方法を提案します。「何と何を
覚え」「何にGISが使えるのか」を実践レベルでマニュアルとして紹介。
●主な内容
森林管理業務と林業GIS／基本編（在庫の把握、事業計画）、発展編（工程管
理、見積精度向上のための改善）／新しい技術の現状・課題・費用対効果（資
源量の把握）／覚えておきたいGISの基本知識

■小田桐師範が語る　チェーンソー伐木の極意伝えます（仮）
小田桐久一郎　著
これまでにのべ１万人以上の研修生を受け入れ、その技術習得を支援し
てきた小田桐久一郎林材業安全技能師範が、長年の指導のエッセンス、
伐木造材の技術の磨き方、実践的な安全対策、安全作業への思い、教え
子たちとの交流、世界伐木チャンピオンシップへの出場などを語りま
す。チェーンソー伐木作業を担うすべて方への熱いメッセージ。

■経営力を高める架線集材技術（仮）

■自伐林業を楽しむ　軽トラ徹底活用術（仮）

そのほかの出版予告 森林・林業カレンダー

おやつをつくりにきてくださいおおきくなあれ

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。人工林や里山林での作業の種
類、服装と安全などの項目を掲載し、森林
ボランティアの方々など、森林の作業を初
めて体験される方に最適な1冊です。
A4判　12頁カラー　定価315円（本体300円）

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
近年、期待が高まってきている広葉樹林の
魅力について、4つの基本テーマ(①林産物
や森の恵みを提供してくれる、②美しい景
観を提供してくれる、③水資源のかん養や
国土の保全などを担ってくれる、④野生動
植物の生息・生育の場を提供してくれる)を
軸に美しい写真と解説でわかりやすく紹介
したパンフレットです。
A4判　16頁カラー　定価262円（本体250円）

広葉樹の森林を育てる
広葉樹林の魅力を引き出す森林整備
「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。「ものを生
産する」「景観を楽しむ」「防災を考える」「多様
な動植物を育む」の4つの目的に合わせたゾーニ
ングを提案し、それぞれの特徴を活かすため
に、私たちでも取り組みが可能な整備の手法を
盛り込みました。また、広葉樹林を市民の手で
整備している事例も紹介しました。
A4判　16頁カラー　定価262円（本体250円）

広葉樹林の質問箱　Ｑ＆Ａ
広葉樹林に関する身近な質問について親しみ
やすく説明したＱ＆Ａ編と、各地の広葉樹林
整備の取り組みを紹介した事例編の2つで構
成されています。Ｑ＆Ａでは、広葉樹の特
徴、分布、面積、恩恵、整備方法などについ
て、コラムを交えて誤解を解きながら平易に
解説しています。また、事例編では、市民に
よる里山保全や原生林の保全などをはじめ、
話題性のある6事例を掲載しました。
A4判　16頁カラー　定価262円（本体250円）

技術を紹介するパンフレット

■山の見方・木の見方（仮）
大橋慶三郎　著
山（自然）を見る眼・見方を習得する読者に対し、山の見方の凡例を豊富
な写真で示し図解。さらに、林業経営を担う者として山をどのように観
て、判断し、施業を計画する資料として活用していくのか、著者・大橋慶
三郎氏60年のいわば林業経営の奥義ともいうべき知見を整理しています。

■なるほど納得　道づくりのポイント（仮）
決定的なテキスト、指導ポイント（知見等）があっても、なお現場では間
違った道づくりが進められる例が少なくありません。本書は、そうした現
場（道づくり担当者）の立場に立って、道づくりの要点を確認していくプ
ロセスを提供。道づくりの現場レベル向上を目指した指南の書です。

■ポケット判　林業現場必携（仮）
林業現場で参照したくなるさまざまな技術データ、指針、要覧、統計、規
格、単位等、専門情報をまとめた便利な携帯サイズ。さまざまな現場で活
用できます。

■藤森隆郎　森づくりの心得（仮）

■毎年10月～翌年３月まで発売予定です。
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改訂版樹木カード
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。

【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／ヒサカキ／ヒノキ／ブナ／ホオノキ／マテバシイ
／ミズキ／ムクノキ／モミ／ヤブツバキ／ヤブニッケイ／ヤマ
ザクラ／ヤマハゼ／ヤマモモ／ユズリハ／リョウブ
■サイズ／ 128mm×91mm
■48樹木セット　1680 円（本体 1600 円）
※バラ売りはしておりません

森林・林業の多彩な広がり　この一冊   林業改良普及双書

No．171  バイオマス材収入から始める副業的自伐林業
中嶋健造 編著 　　　　　　　　　　　　　　 ISBN978-4-88138-271-4
紹介する事例は、いずれもバイオマス材を生産し、副業的に収入を得、楽しく、
地域も元気にしながらグループで行う副業的自伐林業。誰でも参加できるよう
な仕組みをつくり出すことで、地域の農家、サラリーマン、定年退職者、都市部
の交流者までが積極的に副業型自伐林業に参入。荒れていた山が甦り、出荷し
た材と引き替えに発券される地域通貨が参加者をいきいきさせ、地域の商店を
も活気づける。関係者の努力・工夫が光る普及実践活動記録。

No．170  林業Ｑ＆Ａ　その疑問にズバリ答えます
全林協　編 　　　　　　　　　　　　　　 　 ISBN978-4-88138-270-7
仕事・技術、林業集約化・経営、森林・林業再生プラン・林業改革、地域・グルー
プ活動、家族・後継者、普及方法…。読者が抱える率直な疑問や悩みに具体的
に答えるアドバイス集。森林組合参事や指導林家、森林科学者や哲学者など、
第一線で活躍する経験豊富な各実践者（回答者）のアドバイスは、課題解決の
糸口として。さらにはＱ＆Ａを通じて事業体職員、林業従事者、林業行政担当
者の悩み、実情を知る普及資料としての利用も。

No．169  「森林・林業再生プラン」で林業はこう変わる！
全林協　編 　　　　　　　　　　　　　　 　 ISBN978-4-88138-269-1
「森林・林業再生プラン」の考えを理解し、その制度を積極的に生かし、地域の
立場でよりよい活用方法を具体的に提案。わかりづらい補助制度の詳細解説、
具体的な進め方。人工林のみならず、広葉樹林など多様な森の整備、そして地
域を生かした経営モデル創出。国産材市場の変化、持続的な木材ビジネスのあ
り方など、林業家、大学教授、林材ライター、林業会社取締役、企業組合代表理
事ら各分野の実践者が再生プランの手法を語る。

No．168  獣害対策最前線
全林協　編 　　　　　　　　　　　　　　 　 ISBN978-4-88138-253-0
シカ、イノシシ、サル、クマなど野生動物の被害に悩み、その克服に向けて懸命
の活動をつづける現地からの最前線レポート。獣害対策の具体策とともに、町
おこし・地域づくりへと発展させている各地の意欲的な取り組みも紹介する。
野生動物は農林業などの「対立物」ではなく、根絶させることなく積極的に利
用していく「地域資源」であるという発想に立って、持続的な体制、制度を作っ
ていくことが重要であり、その鍵を握るのが他人任せにしない住民意識の高
まりである。本書はそんなメッセージを発信。

哺乳類による
森林被害ウォッチング
加害動物を判断するために
ISBN4-902901-04-8
農林水産省森林総合研究所鳥獣管理研究室
（現 .独立行政法人　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 1200 円（本体 1143 円）

長伐期林の実際　
その効果と取り扱い技術
桜井尚武　他18名　共著 
財団法人 林業科学技術振興所  発行
長伐期林を決断
するためのいく
つかの注意点や、
実際に取り組む
ときの保育技術、
材質変化、経営の
損得勘定などに
ついて検討を試
みました。

A5 判  173 頁  
定価 1500 円（本体 1429 円）

※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。

林業・実験実習の手引き
ISBN978-4-88138-258-5
全国高等学校林業教育研究協議会　編
林業関係学科生徒のため
に、指導側である林業関係
学科の先生方でまとめた
手引書。林業技術や林業経
営の土台となる基礎知識
や技術の修得、さらに実
験・実習を通して学習へ
の目的意識をもち、自然界
への疑問や発見を導く内
容になっています。
●主な項目
１章　育林…林木とその特性、育苗、林木の保育／２章
　林業土木…架空索、林業機械／３章　林業経営…地域
の林業、材積の測定／４章　林産加工…木材の構造、木
材の性質、木材の工作、改良木材、木炭、きのこ／５章　
測量…平板測量、コンパス測量
B5判　ソフトカバー　184頁　
定価1500円(本体1429円)

No．164  森林吸収源、カーボン・オフセットへの取り組み
小林紀之　編著　　　　　　　　　　　　　　 ISBN978-4-88138-231-8
低炭素社会づくりに向けた森林活用の新たな取り組みとして、森林吸収源の活
用、カーボン・オフセットなどへの関心が高まっている。本書の第Ⅰ編では地球
温暖化と森林吸収源の取り組みをやさしく解説し、第Ⅱ編では実際に森林吸収
源を経済的に活用し森林整備に取り組んで来た 6人の方々の実践記録を紹介。

No．163  間伐と目標林型を考える
藤森隆郎　著　　　　　　　　　　　　　  　ISBN 978-4-88138-230-1
利用間伐が本格化するいま、長期的な森づくり、目標とする森林の姿が必要と
なる。それは林分の目標林型と配置の目標林型の二つを指す。目標林型を考え
るとき、間伐のあり方が改めて問われる。間伐の指針、選木から伐倒までの技
術、作業システムと間伐、施業体系における間伐を整理した。将来のための目
標づくりに必要な考え方と技術情報をまとめた。

No．166  普及パワーの施業集約化
林業普及指導員＋全林協 編著　　　　　　　　  ISBN978-4-88138-251-6
林業再生のカギが施業集約化。森林所有者の意見を取りまとめ、団地を設定
し、効率のよい伐出システム、路網を導入し、技術力を高めていく。それらの原
動力が、普及パワー。本書は、地域における普及実践活動であり、林業普及指導
員をはじめ地域関係者の努力・工夫の記録でもあり、現場のエッセンスから
学ぶべき普及パワーの具体的手法が描かれている。

No．165  変わる住宅建築と国産材流通
赤堀楠雄　著 　　　　　　　　　　　　　　  ISBN978-4-88138-232-5
住宅市場の情勢変化や住宅建築現場の実態が国産材の取り扱いにどう関わっ
てくるのか、という問題意識をベースに、プレカットの普及が急速に進んだ
1990 年代以降の約 20 年間に生じた変化を概観するとともに、木造住宅建築
や国産材利用に関わる最近の具体的な動きを取り上げて解説。

No．167  木質エネルギービジネスの展望
熊崎　実　著 　　　　　　　　　　　　　　  ISBN978-4-88138-252-3
この 10 年ほどの間に欧州などでは薪やチップ、ペレットを直接燃やす燃焼
機器が目覚ましく改善され、ビジネスとして定着してきた。本書では海外の状
況を紹介し、日本の現状を顧みたうえで、進むべき今後の方向を展望した。主
要トピックスは、木質エネルギーをめぐる過去半世紀の状況の変化、木質エネ
ルギーのポテンシャル、森林バイオマスのサプライチェーン、木質バイオマス
の成型燃料化、進歩するバイオマス燃焼の技術と環境負荷。これに加えて注目
される新しい技術のいくつかを最後にやや詳しく紹介。

各新書判　★表示のあるものは定価969円（本体923円）　
　　　　　　★表示のないものは定価1155円（本体1100円）
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No．162  森林の境界確認と団地化
志賀和人　編著　　　   　　　　　　　　　　　 ISBN978-4-88138-215-8
Ⅰ編では、地域森林管理の構築に向けた境界確認・団地化の意義を見出し、地
域実態に即した将来展望を、Ⅱ編の事例編では境界確認・団地化の手順、合意
形成、人材活用などを、自らの体験をもとに詳述。

No．161　普及パワーの地域戦略
林業普及指導員＋全林協　編著　　　　　　　　　ISBN978-4-88138-214-1
本書では意識変革、組織づくり、グループ育成、新たな技術のアレンジ・伝達、
連携・ネットワークづくりなどの普及方法を紹介。

No．160　森林づくり活動の評価手法
宮林茂幸　編著                                                  ISBN978-4-88138-213-4
企業・ＮＰＯ等を含めての森林づくり活動を評価する手法（定量的、定性的）を
紹介したもので、各地での実際の活用事例も紹介。

No．159   大橋慶三郎　道づくりと経営
大橋慶三郎　著                          　　　　　　　 　　   ISBN 978-4-88138-197-7
自分の後継者のために率直に書き綴った思い。林業生活 60 年を通じて学ん
だ、山の道づくりと経営について、その神髄をまとめている。

No.158　地域の力を創る－普及が林業を変える
白石善也　著                          　　　　　　　    　　　ISBN 978-4-88138-198-4
地域を豊かにする林業の土台とは、地域の力－とりわけ「まとめる力」が生み
出す。すべて普及活動で創っていけるものばかりである。

各新書判　★表示のあるものは定価969円（本体923円）　
　　　　　　★表示のないものは定価1155円（本体1100円）

 ISBN4-88138-022-2
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※月刊誌は基本的に年間購読でお願いしています。随時受け付けておりますので、お申し込みの 
　際に購入開始号（何月号から購読希望か）をご指示ください。

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。すべて現場発の情報ですので、机上の理
論はありません。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。
　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る雑誌です。一人で
不安に思うことも、本誌でいっしょに考えれば、
いいアイデアも浮かびます。

●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。

林業新知識

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、「現場主義」をモットーに、
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。基本構成としては以下の通りです。

●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、「自立経営時
代の意識改革」「森林経営計画のポイント」「木質バイオ
マス」「自前の人材育成」「境界確認」「地域材戦略」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
●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
●市町村行政担当者のカンどころ：森林経営計画の認
定など市町村担当者の悩みに対してアドバイス
●坪野克彦の経営談義：金言・名言から学ぶ林業事業
体経営者向けの経営の心得を紹介
●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：法律相談、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

GR 現代林業GR 現代林業

林業新知識
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B5判　24頁　定価230円（本体220円） 送料68円
年間購読料　定価3560円（税・送料込み）

A5判　80頁　定価400円（本体381円） 送料76円
年間購読料　定価5700円（税・送料込み）



□ 公　費

■ご注文方法のご案内

全林協出版物の申込書

FAX 03-3584-9126
●代金は後払いです。書籍が到着後、同封または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。
●合計代金800円以上から承っております。

機関名・部署 (ご担当者）お名前

TEL （　　　　　）
FAX （　　　　　）

合　計お申し込み・お問い合せ先

全国林業改良普及協会（全林協）
〒107-0052　東京都港区赤坂1-9-13　三会堂ビル　TEL.03-3583-8461　FAX.03-3584-9126

全国一律送料350円。
5,000円以上お買上げ
送料無料。

円

円

円

円

円

円

円

円

円

お届け先 □ 私　費〒 -

備　考

■商品のお届けについて

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頁より「インターネットショップ森の書店」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。

ホームページ  http://www.ringyou.or.jp/

商品は郵便、メール便、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。

■代金の支払い方法
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）。お
届けする商品に請求書・郵便局の振込用紙を同封いたします（書籍に同封
されていない場合は別送になりますので、前後してお手元に届きます）。郵
便振込手数料は当会負担です。

■お問合わせ・返品・交換について
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

■メールマガジン
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下さい。
http://www.r ingyou.or. jp/

オンラインでご注文できます（ホームページより）
HOME
PAGE

●Amazon 
●ジュンク堂
●ブックサービス
●７＆Ｙ（セブンアンドワイ）　　

http://www.amazon.co.jp/
http://www.junkudo.co.jp/
http://www.bookservice.jp/
http://www.7andy.jp/books/

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（ （

主な例

Web
book site

FAX、お電話、はがきでお申し込みください。書名、冊数、送付先の郵便番号
・ご住所・ご氏名（フリガナ）・電話番号、E-mailアドレスをご明記下さい。

FAX：03-3584-9126
T E L：03-3583-8461（午前9時30分～午後5時30分）
はがき：〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル２階

全国林業改良普及協会　　

当会（発行所）へ直接ご注文の場合

（ （24時間受付　下記申し込み用紙
をご利用ください。

全林協

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。

各都道府県の林業改良普及協会
林業改良
普及協会

書店からもお申し込みできます
book

http://www.ringyou.or.jp/

出　版　物　名 定　価（税込） 数　量 小　計

ご注文専用


