■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

