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 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。
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●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 2

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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