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小学校高学年以上向け

森林の本シリーズNo.1

しらべてみよう　森の探偵入門
ISBN978-4-88138-100-7
森の探偵となって自分たちで森
の生物を調べる方法を分かりや
すく紹介。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、
ほか

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

イラスト図解  森を知るデータ集
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：本体300円＋税

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。

小学校高学年・
中学生以上向け

豊富なイラスト図解で、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。

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

森林の本シリーズNo.3

森であそぼう　雑木林探検入門
ISBN978-4-88138-102-1
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、ほか

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

森林の本シリーズNo.2

応援しよう　林業体験入門
ISBN978-4-88138-101-4
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

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、ほか

A4判 16頁カラー
定価：本体200円＋税

森林の本シリーズNo.4

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：本体300円＋税

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：本体300円＋税

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、ほか

小
学
生
以
上
向
け
／
森
林
・
林
業
教
育

小
学
生
・
中
学
生
向
け
／
森
林
・
林
業
教
育
／
体
験
学
習

農学博士
藤森隆郎
 監　修

森と人シリーズ 小学校中学年以上向け

マンガで楽しく紹介した冊子です。
少年、少女のキャラクターが読者を案内します。

森と人シリーズ第１回

森林のひみつとみんなのくらし
ISBN978-4-88138-096-3
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：本体120円＋税

森と人シリーズ第４回

みんなのくらしと「木」
ISBN978-4-88138-099-4
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：本体120円＋税

森と人シリーズ第２回

みんなの森林ができるまで
ISBN978-4-88138-097-0
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：本体120円＋税

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
ISBN978-4-88138-092-5
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：本体60円＋税

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
ISBN978-4-88138-095-6
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：本体60円＋税

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
ISBN978-4-88138-094-9
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：本体60円＋税

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。

※森と人シリーズ第３回は絶版です。 ※森林とわたしたちシリーズ第２回は絶版です。

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。

48樹木セット 定価：本体1,600円＋税  ※バラ売りはしておりません

【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、ほか

●サイズ／128mm×91mm A4判 16頁カラー
定価：本体300円＋税
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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。

森のセミナーシリーズ　１

森と水  水を育む森、森を育む水
ISBN978-4-88138-063-5
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。

●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：本体1,000円＋税

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
ISBN978-4-88138-072-7
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。

●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：本体1,000円＋税

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
ISBN978-4-88138-064-2
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注
目しました。

●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：本体1,000円＋税

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
ISBN978-4-88138-073-4
雑木林とはどんな森か、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：本体1,000円＋税

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
ISBN978-4-88138-074-1
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：本体1,000円＋税

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

ISBN978-4-88138-081-9
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。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：本体1,000円＋税

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
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。

●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：本体1,000円＋税

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

ISBN978-4-88138-083-3
森林・林業の仕事の全貌を分かりやす
く紹介しました。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：本体1,000円＋税

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

ISBN978-4-88138-109-0
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：本体1,000円＋税

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

ISBN978-4-88138-110-6
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。

●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、ほか

A4変型判 56頁２色刷 定価：本体1,000円＋税

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

ISBN978-4-88138-111-3
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。

●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：本体1,000円＋税
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  森林教室
ISBN978-4-88138-107-6
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 と々山村

B5判 16頁カラー  定価：本体130円＋税

  ジュニア・フォレスターズJF
ISBN978-4-88138-106-9
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

A4判 16頁カラー  定価：本体300円＋税

  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

A4判 16頁カラー  定価：本体300円＋税

  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

A4判 16頁カラー  定価：本体300円＋税

小学校高学年以上向けパンフレット

▶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。

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
ISBN978-4-902901-04-7
農林水産省森林総合研究所鳥獣管理研究室
（現.国立研究開発法人森林研究・整備機構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：本体1,143円＋税

※森のセミナーシリーズ３は絶版です。



24 25www.ringyou.or.jp

各新書判 
★表示のないものは定価：本体1,100円＋税　★表示のあるものは定価：本体1,320円＋税
電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

 No.183　林業イノベーション
　　　　 －林業と社会の豊かな関係を目指して

長谷川尚史 著　ISBN978-4-88138-333-9
何を造る林業を目指すのか？　地域適合型の精密林業とは？　日本林業のイノ
ベーションの方向性と効果を分析し、整理した、著者渾身の書き下ろし。

 No.185　「定着する人材」育成手法の研究
　　　　 －林業大学校の地域型教育モデル

全林協 編　ISBN978-4-88138-345-2
地域の林業を担う「定着する人材」育成に向けて、各地で広がる林業大学校、林業
アカデミー（長期就業前研修）の教育モデルを解説し、事例を紹介。

 No.184　主伐時代に備える
　　　　 －皆伐施業ガイドラインから再造林まで

全林協 編　ISBN978-4-88138-344-5
全国各地の事例から、皆伐を効率的に実践するルールやしくみ、その後の再造林
に向けた支援策、地域的な取り組み方法、苗木増産などを紹介。

 No.192　これから始める原木乾シイタケ栽培
大分県農林水産研究指導センター  林業研究きのこグループ 著

ISBN978-4-88138-369-8
原木シイタケの先進地・大分県の入門書を元に、経験の浅い方でも栽培や経営方
法をわかりやすく紹介した技術読本。

 No.193　続『現代林業』法律相談室
北尾哲郎 著　ISBN978-4-88138-382-7

「境界問題」「不法投棄」「損害賠償と損失補償」他、森林・林業の法律問題にカテゴ
リー別に丁寧に回答する第２弾。解決のヒントが見つかります！

 No.194　市町村と森林経営管理制度
全林協 編　ISBN978-4-88138-383-4

制度のスタートに基づき、林野庁のポイント解説、全国各地の市町村実践事例、県
の支援事例を紹介。具体的な対応策の参考に。

 No.195　地域の林業戦略に活かす林業ICT
寺岡行雄 編著　ISBN978-4-88138-384-1

自治体等の林業ICT導入に広く関わる著者が、林業ICTの世界や地域の森林監理
や林業戦略などの取り組み事例をわかりやすく紹介。

 No.191　丸太価値最大化を考える
　　　　 「もったいない」のビジネス化戦略

遠藤日雄・吉田美佳・全林協 著　ISBN978-4-88138-368-1
「もったいない」の発想で、現場の技術、効率化、売り方の工夫など、丸太価値最大
化を実現する解説・実証例を紹介。

 No.190　『現代林業』法律相談室
北尾哲郎 著　ISBN978-4-88138-367-4

月刊「現代林業」に掲載された法律相談室の双書化。弁護士の著者が森林・林業
の様々な法律問題に丁寧に回答。

 No.186　椎野先生の「林業ロジスティクスゼミ」
　　　　 ロジスティクスから考える林業サプライチェーン構築

椎野 潤 著　ISBN978-4-88138-346-9
日本トップ企業の改革や実践手法からサプライチェーン・マネジメントを学ぶ。ロ
ジスティクス専門家・椎野先生が解説する林業界へのアドバイス集。

 No.187　感動経営  林業版「人を幸せにする会社」
　　　　  ―長寿企業に学ぶ持続の法則

全林協 編　ISBN978-4-88138-354-4
元気な経営を維持しつつ雇用を守り続け、地域にも利益をもたらす―そんな長寿
企業の事例から、持続の秘訣を探る。

 No.189　続・椎野先生の「林業ロジスティクスゼミ」
　　　　  IT時代のサプライチェーン・マネジメント改革

椎野 潤 著　ISBN978-4-88138-356-8
今何をすべきか、厳しい道を進む先進事例（企業例）から、成長への考えや手法の
基本を学ぶ。既刊No.186の第二弾。

 No.180　中間土場の役割と機能
遠藤日雄・酒井秀夫・長谷川尚史ほか共著　ISBN978-4-88138-321-6

造材・仕分け、ストック、配給、在庫調整、管理組織整備による価格交渉、与信、情報
共有の機能を各地の事例から紹介。

 No.181　林地残材を集めるしくみ
酒井秀夫・田内裕之ほか共著　ISBN978-4-88138-331-5

林地残材利用のカギとなる、集荷の技術（集荷システムや機械開発を含む）と、地
域ぐるみで集荷を支援するしくみを紹介。

 No.179　スギ大径材利用の課題と新たな技術開発
遠藤日雄・中村昇・池田潔彦ほか共著　ISBN978-4-88138-320-9

大径材活用の方策と市場のゆくえを整理し、「積層接着合わせ梁材」「高強度梁仕
口」等、各地で進む新たな木材加工技術開発を探る。
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 No.182　木質バイオマス熱利用でエネルギーの地産地消
相川高信・伊藤幸男ほか共著　ISBN978-4-88138-332-2

木質バイオマス事業化の戦略、市場づくり、ビジネス化手法から、地域的な熱供給事
業から個別施設での事業化実践例を紹介。 Amazon電子書籍Kindle版も発売中

森林・林業の多彩な広がり この一冊

 No.196　森林環境譲与税 市町村の活用戦略　★
全林協 編　ISBN978-4-88138-396-4

森林経営管理制度導入に合わせ、譲与が開始された森林環境譲与税。有意義な
活用に向けた施策・手法を全国市町村の実践事例から紹介しました。地域活性化
のヒントがつまっています。林野庁による事例解説も掲載。

 No.197　針広混交林を目指す　　 ★
　　　　  市町村森林経営管理の施業

佐藤 保 著　ISBN978-4-88138-397-1
林業経営に適さない森林（人工林）の経営管理として、広葉樹を混交させて針広混
交林へと誘導する管理施業を、森林生態学専門の著者が科学的知見に基づきわ
かりやすく説明。市町村森林経営管理施業に備えた一冊です。

 No.198　アフターコロナの　　　　　　　 ★
　　　　  森林・林業・木材産業のあり方を探る

    遠藤日雄 著　ISBN978-4-88138-398-8
コロナショックによる需要減退について、日本の森林・林業・木材産業の現況を整
理・解説し、今後の課題についての考え方やヒントを示しています。

 No.178　コンテナ苗　その特長と造林方法
山田健ほか共著    ISBN978-4-88138-319-3

期待されるコンテナ苗。その特長から、育苗方法、造林方法、省力・低コスト造林の
手法までを理解するために最新情報をまとめた。

 No.188　そこが聞きたい  山林の相続・登記相談室
鈴木慎太郎 著　ISBN978-4-88138-355-1

山林相続や登記（名義変更等）、譲渡、家族・親族への民事信託など、司法書士の
著者がＱ＆Ａ方式で解説。 Amazon電子書籍Kindle版も発売中

その他のおすすめパンフレット
 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。
●主な項目
あなたも「森づくり」に協力できます／森づく
り活動の舞台／人工林の手入れ、ほか

A4判 12頁カラー 定価：本体300円＋税

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

広葉樹林の魅力について、4つの基本
テーマを軸に美しい写真と解説でわか
りやすく紹介。
●主な項目
広葉樹の魅力をたずねて／私たちと広葉樹／
生物多様性ってなんだろう？、ほか

A4判 16頁カラー 定価：本体250円＋税

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。
●主な項目
あなたの近くの広葉樹林、遠くの広葉樹林／
ものを生産する森林、ほか
A4判 16頁カラー 定価：本体250円＋税

リーフレット
2019年4月、森林経営管理法がスタート。

「森林経営管理制度」の趣旨やしくみ、森林所有者の関わり
などをイラスト入りで親しみやすく紹介。四つ折り定形封筒
サイズで、制度のPRやダイレクトメールにも最適です。
●主な項目
新たな森林経営管理制度の流れを図で示すと…／自ら経営や管
理できない森林は市町村にご相談下さい／林業に適した森林は
林業経営者に経営を委託します、ほか

変形版巻四つ折り（仕上がり228㎜×105㎜）
8頁カラー　定価：本体70円+税

林業・木材産業  改善資金のしおり 
令和4年度版

林業や木材産業の経営者を無利子でサ
ポートする「林業・木材産業改善資金」
を紹介した最新版です。改善資金の活
用用途や優遇措置・特例措置、申請・交
付の流れなど、改善資金について概観
的に理解できます。
●主な項目
林業・木材産業改善資金でできるこんなこ
と！／税制優遇／償還期間の特例／対象と

なる人は？／貸付限度額は？／償還方法は？、ほか
A4判 8頁カラー 定価：本体200円＋税

ご存じですか？  林地開発許可制度
林地開発許可制度の「対象森林」「開発
面積」「許可の基準」「森林率と森林の配
置」「監督処分と罰則」、そして事務手続
きの流れについて紹介。イラストを用い
た一問一答式で制度のポイントをわか
りやすく紹介しています。
●主な項目
対象となる森林は？／対象となる開発行為
は？／許可の基準は？、ほか

A4判 8頁カラー 間伐紙使用 定価：本体191円＋税

林業改良普及双書

 No.201　スマート林業から林業DXへ　★
　　　　  ICT林業の最新技術

加治佐剛・寺岡行雄 編著　ISBN978-4-88138-429-9
リモートセンシング、GIS、高性能林業機械、サプライチェーン、情報通信技術、IoT・
AIの最前線、スマート林業から林業DXへの道筋を示します。

 No.200　事例にみる 森林アメニティ　★
　　　　  ―私たちの健康と森林―

上原　巌・高山 範理・竹内 啓恵 著　ISBN978-4-88138-428-2
「森林アメニティ」とは、「森林のもたらす恵み」。その概要や効果的に得られる方法
など、豊富な事例を紹介しながら、森林の可能性を探ります。

 No.199　続・実践事例に見る 　　　　　　 ★
　　　　  市町村等の森林環境譲与税活用術

全林協 編　ISBN978-4-88138-427-5
譲与税活用における全国の市町村等事例や林野庁による使途の傾向などを紹介
した第二弾。譲与税導入から３年目を迎え最新情報を満載。各地域の参考に。

保安林のしおり  令和4年版
保安林の重要性や保安林制度
のあらましをマンガやイラスト、写真で
わかりやすく紹介したパンフレット。保
安林が自然災害を守る働きを理解でき、
一般の方にもおすすめです。
●主な項目
保安林小さな旅　大雨災害を防ぐ保安林の
巻／私たちの暮らしを守る保安林、ほか

A4判 16頁カラー 定価：本体220円＋税

森林整備事業のあらまし 
令和4年（2022）年度版

林野庁 編集
持続的な森林経営に向けた路網整備
の推進、公的な関与による森林整備の
強化など、森林整備事業の適切な取組
や支援方向のほか、各種補助の内容や
体系など、最新情報を詳しく紹介してい
ます。

●主な項目
適切な森林整備の取組／森林整備事業の体系／森林環境保全直
接支援事業／美しい森林づくり基盤整備交付金／農山漁村地域
整備交付金、ほか
A4判 24頁オールカラー 定価：本体400円＋税

令和3年度版  間伐のしおり
間伐の必要性や重要性を紹介するとと
もに、実際に間伐を行う際に役立つ情
報をわかりやすくまとめました。森林経
営計画や森林整備地域活動支援対策
交付金などの内容も更新しています。
●主な項目
人工林の循環利用のサイクルと間伐／森を
豊かにする間伐の効果／支援（補助金）制度
を活用して有利な間伐を、ほか

A4判 8頁カラー 間伐紙使用 定価：本体200円＋税

新刊

新刊

新刊

Amazon電子書籍Kindle版 Amazonオンデマンド版
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雑誌のご注文は年間購読（最新号から１年間分）のみ、お受けしております。バックナンバーはお取り扱いしておりませんので、ご了承下さい。

林業新知識

GR 現代林業

　月刊「林業新知識」は、山林所有者のための
雑誌です。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。
　特集方式で、毎号のテーマをより掘り下げま
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ます。一人で不
安に思うことはありませんか。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。

　月刊「現代林業」は、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。
●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、「第３次ウッド
ショックが浮き彫りにした日本の森林・林業・木材産業の
課題」「事例に見るコウヨウザンの可能性を検証」「森林
環境譲与税実践事例　森林整備」「林業労働安全のため
の指導者養成のポイント」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
●好評連載中：ナカシマ・アヤ「ハートでつなぐ普及の原
点」「飛田京子の安全談義」
●チャレンジする林業現場の課題を追って：林業現場の
キーパーソンに焦点を当て課題やニーズを紹介
●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：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

B5判 24頁 カラー / １色刷り
年間購読料 定価4,320円（税・送料込み）

A5判 80頁
年間購読料 定価6,972円（税・送料込み）

山林所有者みなさんと、共に歩む月刊誌です。

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。
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※社会情勢の変化により、
　料金が改定となる場合があります。

※社会情勢の変化により、料金が改定となる場合があります。

 No.172　低コスト造林・育林技術最前線
全林協  編　ISBN978-4-88138-287-5

 No.173　将来木施業と径級管理－その方法と効果
藤森隆郎  編著　ISBN978-4-88138-288-2

 No.174　林家と地域が主役の「森林経営計画」
後藤國利・藤野正也  共著　ISBN978-4-88138-289-9

山主さんの視点で書いた実践のアドバイス！新制度の柱である森林経営計画策定
や間伐補助のしくみを理解し、失敗しない管理・契約方法など上手く活用するため
の実践ノウハウをまとめた。

 No.175　事例に見る　公共建築木造化の事業戦略
全林協  編　ISBN978-4-88138-300-1

地域の公共建築物の木造化・木質化を実現した事例から予算確保、関係機関や地
域での合意形成、調査・設計上の工夫、技術的工夫、地域材など木材調達の方法、コ
スト低減の方法から耐火、設計条件規制のクリア、メンテナンスの改良などを紹介。

 No.177　協議会・センター方式による所有者取りまとめ
                      ―森林経営計画作成に向けて

全林協  編　ISBN978-4-88138-302-5
協議会・センターなどの連携組織が地域に生まれ、取りまとめ、集約化、さらには
森林経営計画作成までを地域ぐるみで行う各地の事例を紹介。

 No.176　竹林整備と竹材・タケノコ利用のすすめ方
全林協  編　ISBN978-4-88138-301-8

竹材の手入れ・整備方法、竹材・タケノコの利用技術、地域的取り組み方法を実践
事例から紹介。加えて、伐出・搬出などの整備マニュアルも紹介する。

 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　ISBN978-4-88138-271-4Amazon電子書籍Kindle版も発売中

 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

 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

 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

 No.168　獣害対策最前線
全林協  編　ISBN978-4-88138-253-0

 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

 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

 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

 No.163　改訂版 間伐と目標林型を考える　★
藤森隆郎  著　ISBN978-4-88138-404-6

各新書判 
★表示のないものは定価：本体1,100円＋税　★表示のあるものは定価：本体1,320円＋税
電子書籍は、Amazonへの直接注文をお願いします。

森林・林業の多彩な広がり この一冊 林業改良普及双書

●上記で紹介していないナンバー（No.）の双書については、全林協
ホームページをご確認ください（絶版の品もありますことをご了承くだ
さい）。

●下記のナンバーについては、Amazonオンデマンド版で発売中で
す。最終頁に記載するamazonストアもご覧ください。
（https://www.amazon.co.jp/zenrinkyou）
　・No.126　樹木の世界　渡邊定元 著
　・No.152　森をささえる土壌の世界　有光一登 著

●オンデマンド版 予定
　・No.139　木と森の快適さを科学する　宮崎良文 著
　・No.143　地球環境保全と木材利用　大熊幹章 著

マガジンファイル

「林業新知識」＆「現代林業」専用
マガジンファイル販売中！ 

バックナンバーの保存や再読時などに最適！

「林業新知識」は２年（24冊分）、「現代林業」は１年（12
冊分）に収められ、どちらのファイルも雑誌に穴を開け
ることなくファイリングできる仕様になっています。
●「林業新知識」／２年分（24冊入り）
●「現代林業」／１年分（12冊入り）

「新知識」「現代林業」とも定価：本体667円＋税

そのほかの出版予告
今秋以降発行予定

なるほど！　造林・育林の初級講座（仮）
川尻秀樹 著

造林・育林経験や森林所有の初心者に向けた読み物的なテキスト
です。造林・育林の基礎知識を体系的に整理し、多様な目的に応じ
た森林管理をわかりやすく学べます。月刊「林業新知識」好評連載
の書籍化。　B5判240頁（一部カラー）

「第3次ウッドショック」で
今後の林業界・住宅・木材業界はどうなるのか？
－その背景と今後の展望を探る－（仮）

遠藤日雄 著
コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻など世界情勢の影響の中で、
日本の森林・林業・木材産業や丸太・製材品価格はどうなるのか？
状況を整理しながら今後の展開を読み解きます。　A5判

森林経営計画ガイドブック  令和4年度改訂版（仮）
森林経営計画制度を詳しく解説した策定実務書。令和元年スター
トの森林経営管理制度に係わる変更点を反映させた最新改訂版
です。　B5判
※「平成30年度改訂版」は、オンデマンド版で発売中です。

森林経営管理制度ガイドブック  令和4年度版（仮）
森林経営管理制度に係る事務手引等を中心に、制度の内容と様式、
各種事務手続きなどの運用方法を解説した令和４年度版を発行
予定。　B5判


