
森林教室
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。
●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

小学校高学年以上向け　B5判　16頁　カラー　定価136円（本体130円）
「民有林版」と「国有林版」があります。

イラスト林業道具図鑑
ISBN978-4-88138-105-2
林業に携わるさまざまな人々の仕事と
道具を、230点のイラストで描いた見
て楽しむ図鑑です。イラストを見てい
るだけで、理屈抜きで林業についての
知識が知らず知らずのうちに身につき
ます。
●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

小学校高学年以上向け　A4判　16頁　カラー　定価315円（本体300円）

2012～2013

森林・林業の本とパンフレット

ジュニア・フォレスターズ JF
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

小学校高学年以上向け　A4判　16頁　カラー　定価315円（本体300円）

森林と日本人  
わたしたちが森林と歩んできた歴史
ISBN978-4-88138-104-5
日本人がどのように森林を利用し、保
全してきたのか。利用と保全の両面
を、歴史上のエピソードを交え、興味
深く紹介しました。
●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

小学校高学年以上向け　A4判　16頁　カラー　定価315円（本体300円）

知ってほしい  
森と木のこと 2011

平成24年版  森林・林業白書
ISBN978-4-88138-276-9　林野庁　編集
特集章は、東日本大震災からの復旧・復興をテ
ーマとして、震災による森林・林業・木材産業
の被害・復旧状況を紹介した上で、復興に向け
た取り組みとして海岸防災林の復旧・再生、木
材の活用、木質バイオマスの活用、原子力災害か
らの復興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、森林・林業に関心の
あるすべての方に必携の一冊です。
●主な項目
第1部 森林及び林業の動向－第Ⅰ章　東日本大震災からの復旧・復興に向けて／
第Ⅱ章　地球温暖化と森林／第Ⅲ章　多様で健全な森林の整備・保全／第Ⅳ章　
林業・山村の活性化／第Ⅴ章　林産物需給と木材産業／第Ⅵ章　「国民の森林
（もり）」としての国有林野の管理経営
第2部 平成23年度　森林及び林業施策－Ⅰ森林の有する多面的機能の持続的な発
揮に向けた整備と保全／Ⅱ林業の持続的かつ健全な発展と森林を支える山村の活
性化／Ⅲ林産物の供給及び利用の確保による国産材競争力の向上／Ⅳ森林・林
業・木材産業に関する研究・技術開発と普及／Ⅴ国有林野の適切かつ効率的な管
理経営の推進／Ⅵ持続可能な森林経営の実現に向けた国際的な取組の推進、ほか
A4判　284頁　カラー　間伐紙使用　定価2100円（本体2000円）

ISBN978-4-88138-268-4
林野庁　編集
森林・林業・木材産業に関する
動向や林野庁の施策を、「地球環
境と森林」、「森林整備と保全」、
「林業・山村の現状」、「林産物利
用」、「国有林の役割」の５分野・
17 テーマに分けてわかりやすく
紹介したパンフレットです。各テーマの重要な項目につ
いて、最新データを掲載したグラフやイラストなどで簡
潔にまとめてあります。
A4判  36頁　カラー  間伐紙使用　
定価500円（本体477円）

知ってほしい  森と木のこと  2012
８月中旬発行予定



森林とわたしたちシリーズ 第1回

考えてみよう　森林の働き
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
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

B5判　８頁カラー　
定価63円（本体60円）　

森と人シリーズ 第４回

みんなのくらしと「木」
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126円（本体120円）

森林とわたしたちシリーズ 第２回

森林を育てる
面積や蓄積など日本の森林資源のよ
うすを整理し、人工造林の方法や自
然に森林をつくる方法を紹介しまし
た。

●主な項目
日本の森林／森林を育てる　人工造林
／森林を育てる　天然更新／なんのタ
ネだろう？

B5判　８頁カラー　
定価63円（本体60円）　

森林とわたしたちシリーズ 第３回

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
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

B5判　８頁カラー　
定価63円（本体60円）　

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
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

B5判　８頁カラー　
定価63円（本体60円）

森と人シリーズ 第１回

森林のひみつとみんなのくらし
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。
●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
B5判　16頁カラー　
定価126円（本体120円）

森と人シリーズ 第２回

みんなの森林ができるまで
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。
●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
B5判　16頁カラー　
定価126円（本体120円）

森と人シリーズ 第３回

世界の森林　みんなの森林
日本の森林分布、東南アジア、南
米、ヨーロッパ、アフリカなどの
森林の姿や、さらには緑の回復へ
の努力を紹介しました。
●主な項目
いろいろな森林の姿をみせる日本／減り
つづける東南アジアの熱帯林／開発すす
むアマゾンの大密林／酸性雨に悩むヨー
ロッパの森林／砂漠化が止まらないアフ
リカ／みんなの未来は緑の地球
B5判　16頁カラー　
定価126円（本体120円）
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森林とわたしたちシリーズ
小学校高学年以上向け。
豊富なイラストと写真で紹介しました。

森と人シリーズ
小学校中学年以上向け。
少年、少女のキャラクターが読者を案内します。
マンガで楽しく紹介した冊子です。



森林の本シリーズ NO.1

しらべてみよう  森の探偵入門
森の探偵となって自分たちで森の生
物をいろいろ調べる方法を分かりや
すく紹介しました。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。
●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／役立
つ道具、ほしい道具

A4判　16頁カラー　定価210円（本体200円）

森林の本シリーズ NO.2

応援しよう  林業体験入門
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。
●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

A4判　16頁カラー
定価210円（本体200円）

森林の本シリーズ NO.3

森であそぼう　雑木林探検入門
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。
●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／雑木林の葉っぱ図鑑

A4判　16頁カラー
定価210円（本体200円）

森林の本シリーズ NO.4

つくってみよう　木工・クラフト入門
ISBN978-4-88138-103-8
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。
●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／木のある空間づくり
①②／樹木を知る̶木の利用図鑑
A4判　16頁カラー　定価210円（本体200円）

イラスト図解  森を知るデータ集 NO.1

森林のすがた
ISBN978-4-88138-184-7
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。
●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

A4判　16頁カラー
定価315円（本体300円）

イラスト図解  森を知るデータ集 NO.2

森林の働き
ISBN978-4-88138-185-4
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315円（本体300円）

イラスト図解  森を知るデータ集 NO.3

森林を育てる
ISBN978-4-88138-186-1
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。
●主な項目
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

A4判　16頁カラー
定価315円（本体300円）

イラスト図解  森を知るデータ集 NO.4

地球温暖化と森林
ISBN978-4-88138-187-8
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
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／炭素を貯蔵した木材を利用
する／木材のエネルギー利用

A4判　16頁カラー
定価315円（本体300円）
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森のまるごとデータ集

小学校高学年・中学生以上向け。
本書は、森林・林業、地球環境問題と森林の機能につい
て、豊富なイラスト図解で解説しました。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。
ぜひ、ご活用下さい。
農学博士・藤森隆郎　監修

森林の本シリーズ
小学校高学年以上向け。
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。



森のセミナーシリーズ　１　
森と水　水を育む森、森を育む水
ISBN4-88138-063-X

森林の水源かん養機能について専
門知識がなくても理解できるよう
イラストで図解しました。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
副読本です。水源かん養機能やそ
の機能を高める森林施業技術が分
かりやすく整理され、専門家もぜ
ひご活用下さい。

●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り／森と水をま
もる人々／森と水のアクティビティ

A4変型判　56頁２色刷　定価1050円（本体1000円）

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
ISBN4-88138-064-8

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
わりに特に注目しました。広く一
般に森林の公益的機能を考えても
らう絶好の副読本です。

●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1050円（本体1000円）

森のセミナーシリーズ　３　
地球と森林　温暖化を防ぐ森林・木材
ISBN4-88138-065-6

森林の減少、砂漠化、土壌劣化な
ど、とかく難しい記述になりがち
な地球環境や温暖化対策を、予備
知識なしで、楽しく読めるようイ
ラストで図解。生活の視点から地
球温暖化を考える活動も紹介し、
地球環境問題を考える絶好の副読
本です。バイオマス発電、バイオ
マス地域暖房など、話題の技術事
例も紹介しました。

●主な項目
地球環境とくらし／地球環境はどうなっている／地球温暖化を抑える
森林・木材／再生する森のエネルギー̶地球を生きる森生活ガイド

A4変型判　56頁２色刷　定価1050円（本体1000円）

森のセミナーシリーズ　５　

里山の雑木林　みんなで活かそう、くらしの森
ISBN4-88138-073-7

雑木林とはどんな森か、アマチュ
アでもできる手入れ方法を知りた
い、どう手入れすれば森がどうな
るのか、などを知りたい方はぜひ
参考にして下さい。動植物の生息
場、レクリエーション活動、セラ
ピー活動、地域景観、木質バイオ
マス生産などの場として雑木林を
活用する考え方、手入れの仕方を
イラストで解説しました。

●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わり

A4変型判　56頁２色刷　定価1050円（本体1000円）

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
ISBN4-88138-074-5

木材は人気が高い素材です。優れ
た特長をもち、環境材料としても
注目されています。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ユーザー
情報も盛り込みました。

●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／環境共生
のすまいへ／木材と私たちをつなぐ／どこで木材を手に入れる 

A4変型判　56頁２色刷　定価1050円（本体1000円）

森のセミナーシリーズ　４　

私たちの人工林　再生資源をつくろう、つかおう
ISBN4-88138-072-9　　

国土の３割近くを占める人工林に
注目し、再生する木材資源として
私たちのくらしに活かす視点を紹
介。人工林の代表樹木スギやヒノ
キの紹介、人工林づくりの歴史、
人工林の手入れ、伐採の役割や再
生する森のための生態的工夫など
をイラストで図解しました。木材
を活かすための工夫や「緑の市場」
や森林認証のしくみも紹介しまし
た。

●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1050円（本体1000円）

森林と林業を知る本

森のセミナーシリーズ
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。
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森のセミナーシリーズ　７　　　

森のバイオマスエネルギー
地域資源で快適・おしゃれなあたたかさ
ISBN4-88138-081-8

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
て事例で紹介しました。バイオマ
スとはなにか、エネルギー利用の
具体像を知りたい、専門知識がな
くても分かる資料がほしい、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初め
て応えた一冊です。

●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1050円（本体1000円）

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
ISBN4-88138-109-1

地域や家庭での健康維持に森を活
かすさまざまな工夫・考えを紹
介。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／森と健康のいろいろなこころみ

A4変型判　56頁２色刷　定価1050円（本体1000円）

森のセミナーシリーズ　11　　　

森林と市民参加
　̶みんなの知恵・情報・力が地域を創る
ISBN4-88138-110-5

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。地域しらべ、ボラン
ティアの運営、ワークショップの
手法、企画づくりの方法など。

●主な項目
参加型で地域の豊かな森づくり／な
ぜ、市民参加か／ステップ１　情報を
共有する　ステップ２　相談・検討する　ステップ３　意志・思い
の決定　ステップ４　協働（パートナーシップ）で行う　ワークショ
ップのすすめ方　コミュニケーションの手法／森林ボランティア／
事例に見る市民参加の工夫

A4変型判　56頁２色刷　定価1050円（本体1000円）

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
ISBN4-88138-111-3

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。さ
らに、直接出会う機会が限られる
野生動物の生活ぶりを知る野外活
動プログラム例も紹介しました。

●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1050円（本体1000円）

森のセミナーシリーズ　８　　　

森をゆたかにする間伐
歴史、生態から技術、経済まで 
ISBN978-4-88138-082-6

なぜ間伐が全国的な課題なのか、
間伐の意味、目的、やり方などを
改めて整理・解説した本です。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。間伐ならまず
この１冊です。

●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

A4変型判　56頁２色刷　定価1050円（本体1000円）

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
ISBN4-88138-083-4

森林にかかわる仕事にはなにがあ
るのでしょうか。仕事内容、その
魅力は？そんな情報を求める読者
に、分かりやすく森林・林業の仕
事の全貌を紹介しました。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。

●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1050円（本体1000円）
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イラスト　里山の手入れ図鑑 
ISBN978-4-88138-079-6
中川重年　監修
私たちの近くにある里山を、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。
雑木林、人工林、竹林、湿地の手入れ方法
が具体的に分かる一冊です。手入れで出
る間伐材、枝、葉、ササ、タケなどを運び出
す方法やイス、ベンチ、チップロードなど
に利用する楽しいアイデアも紹介しまし
た。ボランティアの方、里山の森が好きな
すべての方に参考にしていただけます。
見ているだけでも楽しめるイラスト図鑑です。
●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 1260 円（本体 1200 円）

森づくりワークブック　人工林編  
ISBN4-88138-119-9
全林協　編
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。けれど、どこ
へ行き、何をすればいいのか、どんな手入
れが必要か、技術や道具は誰に相談した
らいいのか、など具体的なことが分かり
づらいもの。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。
●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／下刈りほか
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／新しい間
伐を手伝う
快適、安全な活動のために　森のマナー／姿勢と歩行／山で役立つヒューマ
ンスケール／楽しい雰囲気づくりのコツほか
A5 判　197 頁　定価 1575 円（本体 1500 円）

森づくりワークブック　雑木林編  
ISBN4-88138-122-9
中川重年　監修
森づくりのアイデアいっぱいの本で
す。森林ボランティア、市民活動で、仲
間、家族みんなで雑木林を手入れし、地
域のシンボルにしましょう。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みましょう。
新しい時代の、人と人、森と人がつなが
る新時代の森林文化活動に必携のガイ
ドブックです。
●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／木を伐る
雑木林を楽しむ活動いろいろ　森の料理／森の癒し・森のアート   
快適、安全な活動のために 　子どもといっしょに活動するときの注意点ほか
A5 判　192 頁　定価 1575 円（本体 1500 円）

森のバイオマス利用アイデア集  
ISBN4-88138-085-0
中川重年　監修
森のバイオマス利用（とりわけエネル
ギー利用）について私たちみんなでで
きること、やってみたい活動アイデア
を集めました。
●主な項目
森のバイオマス・マップづくり／森のバイ
オマス量をはかる／情報・データバンクを
つくろう／家族で薪積み、テーブルコーディ
ネートコンテスト／学校林でエネルギー植
林を／みんなでつくる森のクリスマス・パー
ティ／森の科学実験̶温水暖房を体験しよう／ミニ発電装置づくりほか
AB判　95頁　定価 1260 円（本体 1200 円）

体験セミナーシリーズ　１　
森の手入れ・森のあそび
ISBN4-88138-056-7
中川重年　著　イラスト／鶴岡政明

森林での遊び、アウトドア活動を通じて、森
林（放置されたり、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。
つくる、味わう、探検する、スポーツ、音楽な
どいろいろな森のあそびを紹介しました。
●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／森のビオトープ／ランドマー
クツリーのデザインほか
AB判　96頁　定価 1050 円（本体 1000 円）

体験セミナーシリーズ　２　
森を知る、森を楽しむ
ISBN4-88138-061-3
中川重年  著　イラスト／鶴岡政明、長野亮之介

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。
●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／スポーツ・トレイル／
ペットボトルのツリーシェルターほか
AB判　96頁　定価 1050 円（本体 1000 円）

体験セミナーシリーズ　３　
まちの森生活　ソフト林業入門
ISBN4-88138-069-9　
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／堆肥づくり／間伐材で
まちの景観づくり／間伐材のミニハウス／薪
ストーブの居酒屋／木炭ですまいを快適に／
森でまちを冷やそう／緑の屋根
AB判　96頁　定価 1050 円（本体 1000 円）

森と親しむ本・森の魅力を伝える本
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森林インストラクター入門
ISBN4-88138-028-1
全林協　編
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／森林の昆虫／森林のきのこ／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／林業と山村／山を楽しむ文化ほか指導技術編
B5 変型判　408頁 2色刷　定価 4200 円（本体 4000 円）　

森林教育のすすめ方
ISBN4-88138-041-9
全林協　編
一般成人や青少年を対象にし
た森林・林業教育活動に関す
る理念、企画、プログラム、運
営、フィールド設定、教材、イ
ンストラクター育成方法、事
業化などを事例をもとに詳し
く紹介しました。
A5 判　416 頁
定価2853円（本体2718円）

インストラクターのための
森林・林業教育実践ガイド
ISBN4-88138-060-5
全林協　編
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。基本理念
や歴史、フィールド選択や教材、プロ
グラム作成手法、インストラクターの
指導方法、地域の合意形成、安全管理、
モデルプログラムなど、プランニング
や運営に役立つ内容をまとめました。
●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 3150 円（本体 3000 円）

森林づくり
ボランティア手帳
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。 
B7 変型判　48頁４色刷  
定価 500 円（本体 477円）

協働でひろがる森づくりコーディネート術
ISBN978-4-88138-211-0
辻井　寛・今永正文　共著
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、その実際を紹介。県職員、事業を受注する
NPO職員として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。
上司も納得する企画作成の実際、運営の分担、外部協力
者との関係づくり、運営プログラムのコツ、グループ活
動の支援、ネットワークの作り方、行政と民間のよりよ
い関係づくり、の実践ノウハウなどが、体験を元に紹介
されます。
行政、NPO、地域関係者など、さまざまな人々のパワー
を結集する協働の実際が、建前論なしで描かれます。
・理論ではなく、体験を元にした実践ノウハウ紹介
・行政（県）職員とNPO職員の対話形式での語り
・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
   料を掲載。そのまま使えます
●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 1890 円（本体 1800 円）

森で学ぶ活動プログラム集１ 　
小学高学年の総合的な学習
ISBN4-88138-120-2
全林協　編

森林をフィールド、テーマにした森の
活動を実施するためのプログラム集
です。小学高学年（５、６年）を対象に、
森林にかかわるさまざまな学習プロ
グラムを指導者向けにまとめたもの
です。紹介する学習プログラムは、13
の年間計画モデル事例の他、森林環境、
森林管理、木材などの資源利用、農山村
地域や創作・表現にかかわるものなど、
5分野 49の実践的プログラムです。
A4 変型判　192頁　
定価 2100 円（本体 2000 円）

森で学ぶ活動プログラム集2

小学中学年の総合的な学習
ISBN4-88138-153-9
全林協　編

森で学ぶ活動プログラム集の小学
中学年（３，４年）版です。総合学習
を地域ぐるみで支えるネットワー
クの作り方など実践的な解説と、
年間計画モデル 10 事例の他、森林
環境、木材などの資源利用、農山村
地域や創作・表現にかかわる個別
プログラムを紹介しました。
A4 変型判　135頁　
定価 2100 円（本体 2000 円）

森で学ぶ活動プログラム集3 　
中学校の総合的な学習
ISBN4-88138-158-X
全林協　編　

中学生の森林・林業教育を支援
する活動プログラム集です。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。中学
校の総合的な学習を対象とした
本書では年間計画、個別事例のほ
か地域支援のつくり方に重点を
おいた編集がされています。 
A4 変型判　128頁　
定価 2100 円（本体 2000 円）

森で学ぶ活動プログラム集４ 　
高校生の課題研究の手引き
ISBN4-88138-172-5
全林協　編

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。
A4 変型判　160頁　
定価 2100 円（本体 2000 円）
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大橋慶三郎　道づくりのすべて
ISBN978-4-88138-091-8
大橋慶三郎　著
この本には机上論はありません。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。
●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

A4 変型判　上製本　160頁　定価 4725 円（本体 4500 円）

新たな森林管理
̶持続可能な社会に向けて 
ISBN4-88138-123-7
藤森隆郎　著
いま、新たな森林管理のあり方
が問われています。本書は時代
を超えた森林・林業の本質を
捉えるとともに、社会情勢の変
化や科学的知識の向上に照ら
して新たな森林管理の考え方
とその技術を提示したもので
す。持続可能な循環型社会システムづくりにむけた森林管
理技術の全体像がこの一冊に示されています。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
すく解説したものが本書です。生態学的、造林学的知識を土
台にした森林技術の全貌。豊富な図、表で眼で分かり、用語
解説・ボックス解説を設け、テキストとしても最適です。
A5 判　ハードカバー　426頁　定価 3990 円（本体 3800 円）

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
本書は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。森
林生態系の仕組みを理解する
ことによって、森林との付き合
い方に新たな視点を見出していくための技術テキスト。
森林生態系の仕組みを解き明かした一冊。森林認証の基準
理解にも欠かせない一冊。
●主な項目
森林生態学の知識／なぜ生態学を学ぶのか／森林生態系と森林
生態学／地球環境と生態系の歩み／生物多様性／樹木／森林の
生育する環境条件／森林生態系に関わる環境要因／森林生態系
の物質生産／森林生態系の物質循環と環境形成／森林生態系の
生物社会／攪乱と更新の機構／森林生態系の動態／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／地球環境保
全への対応／森林生態系からの社会的提言／全体の要約

A5 判　ハードカバー　484頁　定価 3990 円 ( 本体 3800 円 )

複層林マニュアル　施業と経営
ISBN4-88138-012-5
藤森隆郎　編著
複層林の仕立て方、施業・管理
技術を体系的にまとめると共
に、経営上どのように複層林を
活用すべきなのか複層林の経営
技術を実践的に解説したもので
す。要間伐林を抱えた多くの森
林所有者の方に現在の林況の自
己診断、および最も効率的な複
層林への移行技術を実践的に分
かりやすく解説しました。
B5 判　ソフトカバー　128頁　定価 3150 円（本体 3000 円）

技術を伝える本

藤森隆郎　現場の旅
新たな森林管理を求めて 上巻
※日本図書館協会選定図書
ISBN978-4-88138-229-5
藤森隆郎　著
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。持続可能な社会の土
台となる「新たな森林管理」とは？　技術や経営の現場の中に、その答
えを探します。月刊「林業新知識」連載に大幅加筆し、書籍化。
●主な項目
久万林業地での複層林経営　岡信一さん（林業家・愛媛県）／森林認証を生かす経営　
静岡市林業研究会森林認証部会の皆さん／施業と生態のつながりを現場にみる　NPO
法人信州そまびとクラブの皆さん（長野県）／林業クラスターで地域雇用創出　山下邦
廣さん（下川町森林組合・北海道）／山に習い、調和を求める林業経営　大橋慶三郎さん
（林業家・大阪府）／山も人もいきいき。森林組合経営術　湯浅勲さん（日吉町森林組合・
京都府）／ 50年目のチャンスを生かす条件－林業ビジネス戦略　梶山恵司さん／顧客
サービス追求型の積極経営　堀ノ内秀樹さん（南那珂森林組合・宮崎県）／市民主導の
里山保全・利用事業　寺川裕子さん（NPO法人里山倶楽部・大阪府）／針・広多様な山
を生かす択伐林業　田中裕さん（林業家・青森県）／「新たな森林管理」を探す旅は続く
★各対談者との「対談を終えて」も収録

A5 判　ハードカバー　264頁　定価 2520 円（本体 2400 円）

藤森隆郎　現場の旅
新たな森林管理を求めて 下巻
ISBN978-4-88138-257-8
藤森隆郎　著
森林科学者・藤森隆郎先生が、現場でさま
ざまな疑問、悩みを考える旅のシリーズ第
二弾。施業技術、目標林型、経営と技術の両
立、地域経営での林業の役割、伝統技術、長
伐期経営、人材育成、森林とツーリズムな
どの現場を訪問。現場の旅から見えてきた
大事なものが描かれています。
●主な項目
金山スギが創る景観のまちづくり　岸三郎兵衞さん、杉井範之さん、狩谷健一さん（金山町森
林組合）／林業集約化と黒字経営体質への転換をめざす　浦部秀一郎さん（多野東部森林組
合）／御用材を育てる究極の長伐期施業　村瀬昌之さん（神宮宮域林）／人・自然を健康に
するバランスを考えた森づくり　佐藤清太郎さん（林業家）／人を育て、技術力で施業集約
化をすすめる　藤原正志さん（有限会社藤原造林）／吉野林業の伝統を明日につなぐ　岡橋
清元さん（清光林業株式会社）／現場担い手、指導者を育てる事業　水野雅夫さん（林業ト
レーナーズ協会代表）／自伐林家の多角化経営戦略　杉山精一さん（農林家）／高密路網が
可能にする持続的な家族経営　橋本光治さん（専業林家）／質で勝負できる山づくり、人づ
くり　安田孝さん（専業林家）／世界自然遺産・知床の利用と保全　金澤博文さん、関口均
さん、寺山元さん（北海道斜里町／羅臼町）／１００年後の姿を夢見る森づくり　C.W. ニコ
ルさん（作家、環境保護活動家、探検家）／「新たな森林管理」を探す旅は続く
★各対談者との「対談を終えて」、ＢＯＸ解説も収録

A5判　ハードカバー　322頁　定価2520円（本体2400円）
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作業道　理論と環境保全機能 
ISBN4-88138-133-4
酒井秀夫　著
作業道の専門書が登場しました。作業
道を体系的に解説した専門書として
わが国初の本です。これからの森づく
りの主役は作業道です。本書は、「理」
にかなった道づくりと効用を解説し
たものです。作業道の経済的側面だけ
でなく、環境的側面からも新しい見方
が盛り込まれています。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。
A5 判　ハードカバー　284頁　定価 3675 円（本体 3500 円）

写真図解　作業道づくり 
ISBN 978-4-88138-190-8
大橋慶三郎・岡橋清元　共著
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。本書は、作業
道づくりの第一人者が、半世紀にわ
たる実践のエッセンスをまとめたも
のです。机上論はありません。
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した本書は、実務
者必携の１冊です。
B5 判　108 頁カラー・一部１色刷　定価 2625 円（本体 2500 円）

作業道　
路網計画とルート選定 
ISBN978-4-88138-263-9
大橋慶三郎　著
路網計画の考え方、計画の手順、注
意点、事例研究などを、作業道づく
りの第一人者である著者の 50 年の
実践を元に紹介。これまでに日本各
地で路網を計画し、ルート選定を
行ってきた方法は、資料（地形図、森
林基本図、空中写真など）を元に危険な個所を探し出し、これを
避けたゾーンを得心するまで山を歩き回って計画するやり方
です。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。
●主な項目
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／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 3360 円（本体 3200 円）

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。60年以上、現場で林業経営
と格闘してきた大橋氏が、日々の体験
を通じて語った本書に、その答えが書
かれています。タナ地形の発見、作業
道づくり、適正規模、時間軸、借金林業
の怖さ、現場を見る眼をどう養うか、
後継者に伝える言葉など。
わが山を知り、自然に逆らわず、調和
を尊び、決して無理をしない、見得も張らない。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。
●主な項目
１章　大橋山の経営　施業と目標林型　２章　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　３章　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　４章
　個人史－大橋慶三郎　師に学んだこと／古典に学ぶ　５章　自然に学
ぶ　林業必携 木の見方　６章　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　７章　人こそが経営－その心を知る
　他を知る／己を知る　８章　心と技を託す－後継者

A5 判　ハードカバー　232頁　定価 2310 円（本体 2200 円）

作業道ゼミナール
－基本技術とプロの技－
ISBN978-4-88138-216-5
酒井秀夫　著
●本書の特色
・日本各地の卓越した技の全貌が。
・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。
●主な項目
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／作業道のコストと路網密度／作業道
と高性能林業機械の作業システム／幅員と車幅
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／大橋氏の作業道と丸太組工法
／木製構造物の耐用と安定化のメカニズム／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
事例解説編̶日本の作業道とプロの技術̶
防災水源かん養路網／豪雪地帯の道づくり－秋田県佐藤山林－／豪雨地
帯の道づくり－高知県溝渕林業－／日本の作業道の現状と高知県香美森
林組合／林研グループの取組み－鳥取県智頭町－、ほか

A５判　ハードカバー　292頁　定価 3675 円（本体 3500 円）

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
ISBN978-4-88138-275-2

酒井秀夫　著
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。実例を通じた解説とゼミナール形式による実践的な
設問を設け、読者の実践力を鍛える工夫にも配慮しています。弊
会月刊誌「現代林業」2009年１月～2011年３月連載の「林業生産
技術ゼミナール」をベースに、新たな知見を付加して再編成。
●主な項目
第１部　林業生産技術を考える　新時代を拓く林業技術とは─ 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、ほか　
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　第３部　林業のビジネス化－林業、林産業のサプライチェーン－　作業
システムの基本／地域のトータル林業実践事例─ 長野県根羽村、ほか

A５判　ハードカバー　352頁　定価 3780 円（本体 3600 円）
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