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1966 昭和41年 表紙写真 第12回特選「植林雪影」 田村邦夫 姫路市 0
1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 年頭の辞 石谷憲男 日本林業技術協会理事 1
1966 昭和41年 特集(地域林業の展望) 北海道における林業および林業技術の展望 小幡進 林業試験場北海道支場 2
1966 昭和41年 特集(地域林業の展望) 東北林業のあれこれ 片山佐又 林業試験場東北支場長 6
1966 昭和41年 特集(地域林業の展望) 関西地方における林業の現状と繁栄対策 徳本孝彦 林業試験場関西支場長 9
1966 昭和41年 特集(地域林業の展望) 四国林業の諸問題 渡辺録郎 林業試験場四国支場長 13
1966 昭和41年 特集(地域林業の展望) 研究と実践の問 甲斐原一朗 林業試験場九州支場長 16
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  世にも不思議な製材事業の実態 梅田三樹男 北見営林局長 19
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  感じたこと 伊藤清三 長野営林局長 19
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  阿武隈川とともに 川床典輝 福島県林務監 21
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  伏状更新 百瀬凱二 岐阜県林務部長 22
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  万国博と大阪の山 松永枩三 大阪府農林部次長 23
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  千歳の後までも 高柳正幸 奈良県林務部長 24
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  冷害と農家林 小林庸秀 北海道林務部長 25
1966 昭和41年 新春に 新春あれこれ 田村栄三 鹿児島県林務部長 26
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  農林行政を担当するに当って 茂成章 岡山県農林部長 27
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  午年にあやかり本県の林業を躍進させよう 井上裕 福岡県林務部次長 28
1966 昭和41年 新春に (新春随想)  人口の流出 高橋正夫 島根県農林部長 29
1966 昭和41年 随筆・随想(次代の林業によせ 林業技術について 田中紀夫 林総協専務理事 31
1966 昭和41年 随筆・随想(次代の林業によせ 低質広葉樹林の利用開発を急げ 水野金一郎 紙・パルプ連合会理事長 33
1966 昭和41年 随筆・随想(次代の林業によせ 思い出すまま 岩野三門 日本ブナ材協会理事長 34
1966 昭和41年 随筆・随想(次代の林業によせ 国有林と観光 矢沢頼忠 富士急行常務取締役 35
1966 昭和41年 随筆・随想(次代の林業によせ 閑で思うこと 小瀧武夫 前国策パルプ監査役 36
1966 昭和41年 表紙写真 第12回三席「汽車と防雪杯」 小平富美雄 長野市 0

1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 現地の育林技術発展のために 竹原秀雄
日本林業技術協会常務
理事・林業試験場土壌調
査部長

1

1966 昭和41年 懸賞論文 第6回佳作 治山技術向上の具体的方策 日置幸雄 林野庁業務課 2
1966 昭和41年 解説(行政施策等) チェンソーの防振対策の現況 美濃地忠敬 林野庁業務課 6

1966 昭和41年
高冷地落葉広葉樹林の天然更新の一方向　特に北上山地にお
けるサイハダカンバ天然下種を主とする更新について

竹内亮 東北パルプ嘱託 11

1966 昭和41年 林木育種ガヤガヤ集　戸田博士のオヤオヤ集を読んで 酒井寛一 国立遺伝研究所 15
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) 山地におけるクリ園の管理について 中原照雄 兵庫県林業試験場 19
1966 昭和41年 解説(行政施策等) 木材価格予測の一つの試算 須郷研次 林野庁計画課 22
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回林業技術賞表彰について(表彰規定) 23
1966 昭和41年 智頭地方の慣用材積測定法(元木(モトギ)計算法)について 星川繁広 香川県林務課 24
1966 昭和41年 測高器の改良について 高橋胤一 三重大学農学部 26
1966 昭和41年 自由論壇 省力林業と天然更新　天然更新の再認織 小沢今朝芳 林業経営研究所 28
1966 昭和41年 自由論壇 九州横断道路に感あり 中村貞一 鳥取農科大学助教授 30

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅸ)釧路原野の粗林に遊ぶタンチョウ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

32

1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「ソ連邦の林業と木材工業」塩谷勉 編著 34
1966 昭和41年 トピック・トピックス・とぴっくす 昭和41年度の林野庁予算 35
1966 昭和41年 コラム(こだま) 予算劇とゴキブリ退治 (山嶺子) 35
1966 昭和41年 表紙写真 第12回三席「砂防林」 佐々木たかしげ 神戸市須磨区 0
1966 昭和41年 懸賞論文 第6回佳作 治山ダムについて 鈴木隆司 愛知県東三河事務所 2
1966 昭和41年 解説(行政施策等) これからの造林政策の方向 秋山智英 林野庁造林保護課造林 8
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) マツクイムシに強いマツとその林分の育でかた 石崎厚美 林業試験場造林部 13
1966 昭和41年 択伐林施業の反省(上) 津村昌一 元北海道庁地方林課長 18
1966 昭和41年 高冷地落葉広葉樹林の天然更新の一方向(続) 竹内亮 東北パルプ嘱託 22
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) クリ山地裁倍の概要について 中原照雄 兵庫県林業試験場 26

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅹ)ノウサギの天敵クマタカ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

29

1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) 稚苗立枯病の防除薬剤散布補助用具について 浜武人
林業試験場木曽分場保
護研究室

31

1966 昭和41年 自由論壇 林業技術コンテスト雑感 松下規矩 林業試験場四国支場 33
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「林業作業測定の進め方」辻隆道・渡部庄三郎共著 加藤誠平 東京大学教授 34
1966 昭和41年 トピック・トピックス・とぴっくす 林野庁が｢国有林の活用」パンフレット 35
1966 昭和41年 コラム(こだま) プレハブ住宅展をみて (K･K生) 35

1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 育林技術の開発改良と森林施業 小畠俊吉
日本林業技術協会常務
理事・林野庁計画課課長

1966 昭和41年 表紙写真 第12回一席「植林されたポタ山」 宮崎宏 唐津市 0

1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 国有林に技術はあるのか 丸田和夫
日本林業技術協会常務
理事・林野庁業務課課長

1

1966 昭和41年 林業関係予算案の概要 昭和41年度　民有林関係林業予算の概要 鎌田藤一郎 林野庁計画課 2
1966 昭和41年 林業関係予算案の概要 昭和41年度　国有林野事業特別会計(国有林野事業勘定予算の 天田彰吉 林野庁業務課 4
1966 昭和41年 解説(行政施策等) 森林火災の発生と対策 関川文之丞 林野庁造林保護課 6
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) スギの造林地の寒害は防げるか 土井恭次 林業試験場造林部 9
1966 昭和41年 実態調査から見た寒干害対策 今井林 岐阜県林務部 12
1966 昭和41年 択伐林施業の反省(下) 津村昌一 元北海道庁地方林課長 16

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅠ)針葉樹林にすむウソ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

20

1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) オスモシルによるマツクイムシの餌木誘殺について 岡田武次 和歌山県林業試験場 22
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) オスモシルによるマツクイムシの餌木誘殺について 井戸規雄 和歌山県林業試験場 22
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「各論 林業診断」浅川澄彦他9名共著 伊藤敞 林野庁研究普及課 28
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「クジラを捕る」八木下弘著 28
1966 昭和41年 シンポジウム (林業の本質―日本林学会関西支部) 司会 松下規矩 林業試験場四国支場 29
1966 昭和41年 シンポジウム (林業の本質―日本林学会関西支部) 話題提供 諸戸民和 諸戸林産株式会社 29
1966 昭和41年 シンポジウム (林業の本質―日本林学会関西支部) 話題提供 四手井綱英 京都大学 30
1966 昭和41年 シンポジウム (林業の本質―日本林学会関西支部) 話題提供 猪野曠 高知県林業課長 31
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 昭和39年度出願された 林業関係特許・実用新案 35
1966 昭和41年 コラム(こだま) 茶飲みばなし (蛾々) 35
1966 昭和41年 表紙写真 第13回特選「ポプラの苗畑」 安東信 米子市 0

1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 森林とレクリエーション 石井佐吉
日本林業技術協会常務
理事・科学技術庁資源調

1

1966 昭和41年 林業時評 森林病害虫獣の防除と自然保護 藍野祐久 林業試験場保護部 2

1966 昭和41年 林業と鳥獣 池田真次郎
林業試験場鳥獣第一研
究室長

5

1966 昭和41年 解説(行政施策等) 海岸保安林の現状と問題点 浦井春雄 林野庁治山課 8
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) 斜面混播造林地の25年後の現状(佐藤敬二氏考案) 福田秀雄 林業試験場四国支場長 11
1966 昭和41年 日本林学会大会 第77回　日本林学会大会探訪 編集室 16

1966 昭和41年 シンポジウム
(第77回林学会) 林業統計研究会シンポジウム　ビッ夕一リッヒ法
をめぐって

依田和夫 林野庁計画課 18

1966 昭和41年 シンポジウム (第77回林学会) 林木生理シンポジウム 土井恭次 林業試験場造林部 19
1966 昭和41年 シンポジウム (第77回林学会) 森林保全懇話会 難波宣士 林業試験場防災部 20
1966 昭和41年 シンポジウム (第77回林学会) 森林立地懇話会　第7回 真下育久 林業試験場土壌調査室 21
1966 昭和41年 シンポジウム (第77回林学会) 木材の将来と木材研究のあり方 松本庸夫 林業試験場木材部 22
1966 昭和41年 シンポジウム (第77回林学会) 林業経済研究会シンポジウム　林業生産のメカ 23
1966 昭和41年 全国植樹祭 第17回国土緑化大会・植樹祭(愛媛県) 25
1966 昭和41年 林業用語集 木材加工 松尾兎洋 林野庁 25
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1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅡ)マツクイムシとコウノトリ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

26

1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) スギの植栽本数について　小丸太の生産条件と植栽本数決定方 細井守 鳥取県林業試験場 28
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) スギの植栽本数について　小丸太の生産条件と植栽本数決定方 大北英太郎 鳥取県林業試験場 28
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「原色日本の林相」日本林業技術協会編 34
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「現代林業の検討」草下正夫他3名共著 34
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 昭和38年度林業試験研究報告 林野庁 35
1966 昭和41年 コラム(こだま) 経営的な感覚 (ぶんちょう) 35
1966 昭和41年 林業写真コンクール 第13回森林・林業写真コンクール入選者の発表 36
1966 昭和41年 表紙写真 第13回一席「下枝刈り」 窪田哲二 0
1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 第20回通常総会を終えて 石谷憲男 日本林業技術協会理事 1
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (松原専務理事追悼特集)  弔辞 田中重五 林野庁長官 3
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (松原専務理事追悼特集)  弔辞 石谷憲男 日本林業技術協会理事 4
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (松原専務理事追悼特集)  君の私 松川恭佐 日本林業技術協会顧問 5

1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (松原専務理事追悼特集)  かくれたる外交官　松原さんを偲んで 西尾元充
アジア航測株式会社常務
取締役

10

1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (松原専務理事追悼特集)  松原君の性格と闘病 滝川三郎 森林開発公団理事 13
1966 昭和41年 入会林野の近代化に望む 倉沢博 東京大学教授 15
1966 昭和41年 解説(行政施策等) 入会林野近代化法案提出の背景とその内容について 高須儼明 林野庁調査課長 18
1966 昭和41年 解説(行政施策等) 入会権とは何か 松岡勝定 林野庁調査課 21
1966 昭和41年 解説(行政施策等) 国有林野の一般地元施設制度の現況 斎藤清三 林野庁調査課 24
1966 昭和41年 解説(研究調査報告等) 保育形式と材質 加納孟 林業試験場木材部 27
1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 はじめに 竹原秀雄 林業試験場土壌調査部 31
1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 (Ⅰ)土壌の物理性 真下育久 林業試験場土壌調査部 32

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅢ)初夏の林に歌うツグミ類 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

35

1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「資本主義的林業経営の成立過程」野村 勇編著 37
1966 昭和41年 トピック・トピックス・とぴっくす 入会林野等近代化法案で4参考人意見開陳 38
1966 昭和41年 林業用語集 木材加工 38
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 永年作物害虫の生物的防除に関する研究 農林水産技術会議 39
1966 昭和41年 コラム(こだま) カンボジアの朝飯 (こうしょう生) 39
1966 昭和41年 日本林業技術協会通常総会 第20回日本林業技術協会通常総会報告 40
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回林業技術賞受賞者の発表 44
1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回林業技術コンテスト受賞者の発表 44
1966 昭和41年 表紙写真 第13回佳作「直島植林島夙景」 福島豊 岡山市 0
1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 日本林業技術協会の使命達成のために 徳本孝彦 日本林業技術協会専務 1
1966 昭和41年 解説(行政施策等) 森林資源基本計画と林産物需給長期見通しの背景 小畠俊吉 林野庁計画課課長補佐 2
1966 昭和41年 林道網計画法とその手順の考え方(その1) 南方康 東京大学農学部 10
1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 (Ⅱ)土壌の物理性 真下育久 林業試験場土壌調査部 14

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅣ)水恋鳥 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

17

1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「ワイヤーロープの継ぎ方」林正人  著 宮川信一 林野庁研究普及課 19
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「実践林業大学Ⅱ」佐藤敬二  著 19
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「森林資源基本計画」および「林産物需給長期見通し」の解説 20

1966 昭和41年
航空写真による資源価値の観察方法についての試案-パル材生
産地帯に関する考察例

中野真人 日本パルプK．K． 21

1966 昭和41年 病害樹の被害解析--スギ黒粒葉枯病調査より 吉田光男 栃木県林業センター 27
1966 昭和41年 自由論壇 新しい木場作林業・そのすすめと事例 盛田達三 青森県 29
1966 昭和41年 自由論壇 アカシヤ林の風害雑感 白井純郎 林業試験場九州支場 31
1966 昭和41年 トピック・トピックス・とぴっくす 「入会林野等近代化法案」成立 33
1966 昭和41年 林業用語集 木材加工 33
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 製材業実態報告書 農林省 34
1966 昭和41年 コラム(こだま) レイノー氏現象 34
1966 昭和41年 林業写真コンクール 第14回林業写真コンクール作品募集要領 35
1966 昭和41年 表紙写真 第13回佳作「茶の木」 平井俊夫 静岡市 0

1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 林業の原始性 平田種男
日本林業技術協会常務
理事・東京大学教授

1

1966 昭和41年 解説(行政施策等) 林業普及指導事業のあり方－林業普及指導事業推進要綱の改 大矢寿 林野庁研究普及課長 2
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞) 推せんのことば 平尾治男 高知営林局作業課長 5
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞)　チェンソー防振装置の考案 池田充興 宇和島営林署事業課長 5
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞) 常田氏の推せんのことば 石谷貞彦 鳥取県林業技術協力会 8
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞)　シイタケ栽培の研究と普及 常田修 全国椎茸普及会理事長 9
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞) 推せんのことば 中野正彦 北海道支部長 12
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞)　治山工法の改良に関する研究 太田重良 北海道立林業講習所長 13
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞・努力賞)　トドマツ・カラマツの簡易地位判定 内田勉 北海道滝川林務署 16
1966 昭和41年 林業技術賞 第12回(林業技術賞・努力賞)　苗畑事業の実験と実行 柏谷信一 青森営林局むつ営林署 18
1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 (Ⅲ)土壌の化学性 松井光瑤 林業試験場土壌調査部 21

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅤ)渓流のカワガラス 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

25

1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「たけのこ(増収のための新技術)」上田弘一郎著 伊藤達次郎 林野庁研究普及課 27
1966 昭和41年 アテの交雑育種について　交配技術と球果採集 倉田信 石川県林木育種場 28
1966 昭和41年 今は昔「海洋筏の話」(1) 小林猛臣 日本パルプK．K．顧問 30
1966 昭和41年 トピック・トピックス・とぴっくす 近藤助氏天皇陛下にご進講 33
1966 昭和41年 林業用語集 木材加工 33
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 昭和41年度都道府県別除草剤使用基準 34
1966 昭和41年 コラム(こだま) 「腕木」と「腕金」 34
1966 昭和41年 省力的な林業技術事例募集審査結果 35
1966 昭和41年 表紙写真 第13回佳作「北山にて(B)」 松波貞夫 和歌山市 0
1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 第12回林業技術コンテストについて 米田幸武 林業試験場機械化部長 1
1966 昭和41年 国際会議 (世界林業会議)  世界林業会議抄 手束羔一 林野庁指導部長 2
1966 昭和41年 国際会議 (世界林業会議)  第6回世界林業会議(マドリッド) 坂口勝美 林業試験場長 4
1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  樹皮堆肥の製造について 細江銀一 岐阜県武儀事務所 7
1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  造林事業における除草剤と機械の活用 浅田清光 恵庭営林署 9

1966 昭和41年 林業技術コンテスト
第12回(日本林業技術協会賞) タテヤマスギ選抜木の選出とその
形質に関する特性調査

真柴孝司 名古屋営林局造林課 11

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  短期育成林の推進 南裏孝 奈良県林業指導員 13
1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回(林野庁長官賞) 経営図形による林業経営類型の分析 進藤市郎 京都府林業改良指導員 15

1966 昭和41年 林業技術コンテスト
第12回(日本林業技術協会賞) 刈払機用造林木切断防止装置の
考案について

鈴木清司 飯山営林署 17

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  函館営林局管内における山腹工の工法決定について 斎藤二三彦 函館営林局治山課 19
1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 (Ⅳ)土壌と植生・指標植物(1) 前田禎三 林業試験場土壌調査部 21

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅥ)モズの早にえ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

25

1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「マツタケ」 伊藤達次郎 林野庁研究普及課 27
1966 昭和41年 自由論壇 再検討を要する施業方針 中村賢太郎 東京大学名誉教授 28
1966 昭和41年 今は昔「海洋筏の話」(2) 小林猛臣 日本パルプK．K．顧問 30
1966 昭和41年 トピック・トピックス・とぴっくす 「木材価格安定対策委」設置(林野庁) 33
1966 昭和41年 林業用語集 森林土壌 33
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 カラマツ林の群落学的研究 日本森林植生研究会 34
1966 昭和41年 コラム(こだま) 森林の新しい価値 (M･N) 34
1966 昭和41年 表紙写真 第13回三席「松かさ」 北林茂 足利市 0

2949

2927

2938

2916
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1966 昭和41年 故石谷憲男理事長略歴 1
1966 昭和41年 弔辞 松川恭佐 日本林業技術協会顧問 2

1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  アメリカ林道視察団について 子幡弘之
林業土木コンサルタンツ
副理事長

3

1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  木材販売とその雑記帳 片山正英 林野庁業務部長 4
1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  米国の林道事情 松本守雄 山梨県林務部長 7
1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  米国の国立公園について 光本政光 鳥取県林務課長 9
1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  林業機械 松田敏夫 岩手富士産業社長 11
1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回(林野庁長官賞) 虹別造林の実態調査報告 黒岩猛 帯広営林局中標津営林 15

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  集材機の一段集材椪付の考案について 村田正人
旭川営林局留萌営林署
幌糠製品事業所

17

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  集材機の一段集材椪付の考案について 小本勝彦
旭川営林局留萌営林署
幌糠製品事業所

17

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回(日本林業技術協会賞) スリングの改良について 三宅頼雄 高知営林局奈半利営林 19

1966 昭和41年 林業技術コンテスト
第12回  豪雪地帯におけるスギ造林木の雪害調査報告－地形と
土壌からみたスギ造林地の適否判定

浅田正郎 前橋営林局長岡営林署 21

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  フォーリンクブロック方式について 津曲明利 熊本営林局多良木営林 23

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回  炭酸ガス施用によるウラジロモミの養苗について 稲葉福次
東京営林局静岡営林署
粟倉苗畑事業所

25

1966 昭和41年 林業技術コンテスト 第12回(林野庁長官賞) オペレチングラインハンガーの考案 畠山宏
秋田営林局二ﾂ井営林署
二ﾂ井修理工場

27

1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 (Ⅴ)土壌と植生・指標植物(2) 前田禎三 林業試験場土壌調査部 29

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅦ)野ネズミの天敵フクロウ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

34

1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「早成樹の養苗と造林の実際」林野庁研究普及課監修 加藤善忠 36
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 新しい技術(第8集)農林水産技術会議事務局編 37
1966 昭和41年 コラム(こだま) 木材価格の安定を (民有林生) 37
1966 昭和41年 表紙写真 第13回佳作「飛騨白川村の聚落」 岡村誼 名古屋営林局 0
1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 林業と木材工業 上村武 林業試験場木材部長 1

1966 昭和41年 林業の長期ピジョン 小瀧武夫
日本林業技術協育林技
術研究会委員長

2

1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  アメリカの林業行政 川床典輝 福島県林務監 9
1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  国有林の多目的利用 山本速水 山本林業株式会社社長 13
1966 昭和41年 海外情報 アメリカの林業技術  林業視察団旅日記 金沢裕臣 岩手県山林種苗協同組 15
1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 (Ⅵ)土壌断面のしらべかた(1) 久保哲茂 林業試験場土壌調査部 19

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅧ)キジとヤマドリ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

24

1966 昭和41年 今は昔「海洋筏の話」(3) 小林猛臣 日本パルプK．K．顧問 26
1966 昭和41年 採種(穂)園の土壌管理 百瀬行男 関東林木育種場長野支 29
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 自然休養地としての森林の保全開発に関する勧告 科学技術庁資源調査会 35
1966 昭和41年 コラム(こだま) プロ精神 (影法師) 35
1966 昭和41年 表紙写真 第13回三席「北国の浜辺」 杉山良一 酒田市 0
1966 昭和41年 巻頭言(巻頭之辞) 追悼号によせて 徳本孝彦 日本林業技術協会専務 1

1966 昭和41年 座談会 石谷さんを偲ぶ

松川恭佐(司会)(出席者)
若林正武、栗田憲二、北
村暢、佐藤大七郎、小滝
武夫、上野金太郎、白井

2

1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  学生時代の石谷さん 水野金一郎 紙・パルプ連合会副会長 10
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  秋田営林局在勤当時 藤井敏也 林野弘済会秋田支部 11

1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  山瀬営林署長当時を思う 伊藤陳重
紙・パルプ奥羽ブロック協
議会

12

1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  署長時代の石谷さん 小林堅蔵 元大館営林署 13
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  石谷一等兵 森田進 国策パルプ木材部長 15

1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  陸軍兵長の頃 相沢平悟
林業土木コンサルタンツ
前橋支所

16

1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  森林計画と石谷先生 小畠俊吉 熊本営林局経営部長 17
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  航空写真と石谷先生 高田秀男 森林開発公団福岡支所 18
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  隣人石谷憲男さんの思い 片山佐又 全国公団造林協議会連 19
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  懐い出すままに 柴田栄 参議院議員 21
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  石谷さんを惜しんで 山崎斉 参議院議員 22
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  石谷さんの話っぷり 大崎六郎 宇都宮大学教授 23
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  故石谷会長を偲んで 重元巌 全国木炭協会常務 24
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  石谷さんと私 山本晃 全苗連副会長 25
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  鳥取県の林業と石谷先生 光本政光 鳥取県農林部次長 26
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  追悼の記 公平秀蔵 東京営林局監査課長 27
1966 昭和41年 訃報・追悼・遺稿等 (石谷理事長のおもかげをしのんで)  写真の先生 八木下弘 林野庁林政課 28
1966 昭和41年 解説(シリーズ―森林土壌解 (Ⅶ)土壌断面のしらべかた(2) 久保哲茂 林業試験場土壌調査部 32
1966 昭和41年 コラム(本の紹介) 「伐木運材の経営と技術」三品忠男・有馬考昌著 中村英碩 35

1966 昭和41年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(ⅩⅨ)山にすむスズメ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

36

1966 昭和41年 トピック・トピックス・とぴっくす 第10回国土保全大会 38
1966 昭和41年 林業用語集 森林土壌 38
1966 昭和41年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 農薬の野性鳥獣におよぼす影響について 池田真次郎 39
1966 昭和41年 コラム(こだま) 外材インパクト (K･K生) 39
1966 昭和41年 林業技術総目次 昭和41年(1966)286～297号 41
1967 昭和42年 表紙写真 「青木が原の樹海」 佐藤勇 山梨県 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 年頭のごあいさつ 若林正武 林野庁長官 1
1967 昭和42年 KNOW-HOW3章―3つの話題 坂口勝美 林業試験場長 3
1967 昭和42年 随筆・随想 自然主義的「治山治国」思想に思う 筒井迪夫 東京大学農学部 7
1967 昭和42年 興林会・日林協あれこれ 機関誌を育てよう 伏見一明 林野庁研究普及課 8
1967 昭和42年 興林会・日林協あれこれ 機関誌を育てよう 鳥越貞雄 宮﨑県林業改良指導員 9
1967 昭和42年 興林会・日林協あれこれ 機関誌を育てよう 須藤一郎 福島県林業専門技術員 10
1967 昭和42年 興林会・日林協あれこれ 機関誌を育てよう 信田貞夫 岐阜県林業改良指導員 12
1967 昭和42年 提案 本会活動の活発化に関する支部からの提案 13
1967 昭和42年 興林会・日林協あれこれ 日林協事務運営図 16
1967 昭和42年 興林会・日林協あれこれ 日本林業技術協会の活動についての意見 山本光 東京教育大学支部長 17
1967 昭和42年 随筆・随想 イスラエル国の林業断片　　建国は造林より 諸戸民和 諸戸林産株式会社社長 20
1967 昭和42年 随筆・随想 日本におけるドイツ人捕虜とその林業技術 福田秀雄 林業試験場四国支場長 22
1967 昭和42年 随筆・随想 カナダの旅　　カスケード山脈を越える 舘脇操 北海道大学名誉教授 25
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林土壌解 土壌のできかたと種類(1) 黒鳥忠 林業試験場土壌調査部 30
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「山村を生かす」大内晃  編 坂本博 林野庁研究普及課 34
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす 林野庁労働力確保で通達 35
1967 昭和42年 林業用語集 森林土壌 35
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 農薬危害防止必携 厚生省・農林省監修 36
1967 昭和42年 コラム(こだま) 牛肉と砂利と森と (山嶺子) 36
1967 昭和42年 表紙写真 第13回佳作「ポプラの苗畑(2)」 安東信 米子市 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 木材工業と林業 大隅清示 林野庁林産課長 1
1967 昭和42年 育林技術の体系について 四手井綱英 京都大学教授 2
1967 昭和42年 林道網計画法とその手順の考え方(その2) 南方康 東京大学農学部 6
1967 昭和42年 海外情報 インドネシア林業の概要 田口豊 林野庁治山課 12
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林土壌解 土壌のできかたと種類(2) 黒鳥忠 林業試験場土壌調査部 17

29611

29712

2981

29510
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発行年
西暦

発行年
和暦

発行月 通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 所属等 頁

1967 昭和42年 自由論壇 庭木を見て 伊藤清三 前長野営林局長 22
1967 昭和42年 自由論壇 優れた林業用品種に“特許”を 大庭左文 東北パルプK.K.造林課長 23

1967 昭和42年
マツ類の種間交雑に関する研究　受粉時期およびその回数と種
子稔性の関係

中井勇
京都大学上賀茂育種試
験地

25

1967 昭和42年
マツ類の種間交雑に関する研究　受粉時期およびその回数と種
子稔性の関係

藤本博次
京都大学上賀茂育種試
験地

25

1967 昭和42年
マツ類の種間交雑に関する研究　受粉時期およびその回数と種
子稔性の関係

伊佐義朗
京都大学上賀茂育種試
験地

25

1967 昭和42年 解説(研究調査報告等) 立枯病防除剤のアカマツ苗におよぼす影響 横川登代司 埼玉県林業試験場 28
1967 昭和42年 簡単な保続計算例 平田利夫 長野営林局奈良井営林 31
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「農家を支える山林」紙野信二・船山良雄著 坂本博 林野庁研究普及課 34
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 「薪炭林等低質材の有効利用と林業経営上の問題点」 林野庁 35
1967 昭和42年 コラム(こだま) 対話 (蛾々) 35
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす 財団法人木原営林大和事業団設立 36
1967 昭和42年 林業用語集 森林土壌 36
1967 昭和42年 林業写真コンクール 第14回林業写真コンクール作品募集要領 37
1967 昭和42年 表紙写真 第13回三席「冬の植林地帯」 山田紀明 長野県諏訪町 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術誌の発展のために 島俊雄 林野庁研究普及課課長 1
1967 昭和42年 期待される木材チップ工業 米沢保正 林業試験場林産化学部 2
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 6

1967 昭和42年
日本列島における森林の設計はこれでよいのか―小瀧武夫氏
の教えをこう

太田研太郎 林業試験場経営部 7

1967 昭和42年
林業経営における費用分析とその調整についての考え方－主と
して企業会計原則の応用によって

黒沢持恭 経営コンサルタント 13

1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす 国有林材20万m3緊急放出(価格対策) 15
1967 昭和42年 海外情報 フランスの林業教育とレクリエーションの場としての森林 沼田善夫 東京大学農学部附属演 16

1967 昭和42年 座談会 これからの林業経営のために
徳本孝彦(司会)(出席者)
坂口勝美、諸戸民和、橋
本与良、加藤善忠、坂本

19

1967 昭和42年 新しい林業経営者の姿(諸戸氏のお話しを聞いて) 坂本博
林野庁研究普及課林業
経営企画官

23

1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林土壌解 育林と土壌条件 松井光瑤 林業試験場土壌調査部 26
1967 昭和42年 苗木の養成技術上の問題点 篠田嘉信 香川県林務課 30
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「クリの山地栽培」中原照雄著 伊藤達次郎 林野庁研究普及課 34
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 育林費調査報告 農林省 35
1967 昭和42年 コラム(こだま) ヒューマンリレイション(研修) (M･Y生) 35
1967 昭和42年 表紙写真 第13回三席「貯木場」 寺川三郎 島田市 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 新任のごあいさつ 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事 1
1967 昭和42年 林業関係予算案の概要 昭和42年度(民有林)　民有林関係林業予算の概要 名村二郎 林野庁計画課 2
1967 昭和42年 林業関係予算案の概要 昭和42年度(国有林)　国有林野事業特別会計 鳥居隆造 林野庁業務課 4

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ウメ
倉田悟 東京大学農学部

6

1967 昭和42年 経済成長と大学農学系教育－OECD会議報告を中心に 伏谷伊一 東京農工大学農学部長 7
1967 昭和42年 解説(行政施策等) 混牧林の今日的意義とその問題点 小田島輝夫 林野庁計画課 9
1967 昭和42年 林木育種によせる期待 湊谷八郎 北海道森連造林課長 13
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林土壌解 瘠悪荒廃林地土壌の概念 橋本与良 林業試験場調査室長 16

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

(1)葉の量
四手井綱英 京都大学農学部教授

20

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 小河内のしし舞い―東京都奥多摩町 大西邦彦 東京都林務課 21
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (1)世界的なニホンザルの価値 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 22
1967 昭和42年 解説(研究調査報告等) スルファミン酸塩類を主剤とした除草剤のクズ繁茂地に対する散 大林弘之介 兵庫県林業試験場 24

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ケヤキ
倉田悟 東京大学農学部

27

1967 昭和42年
林業と林学とのさかい―四手井氏の「育林技術の体系について」
を読んで思う 松下規矩 林業試験場関西支場

28

1967 昭和42年 保安林制度と保安林の面積 田籠伊三雄 福岡県治山課 29
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「資産税実務問答集」国税庁資産税課編 坂本博 林野庁研究普及課 31
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 昭和40年度山村振興特別調査報告 坂本博 林野庁研究普及課 32
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす ワシントン州の丸太禁輸法案否決 33
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 34
1967 昭和42年 コラム(こだま) 農山村定住に技術 34

1967 昭和42年
座談会

『ある担当区さんの記録』(記録映画完成記念)
徳本孝彦(司会)(出席者)
今井勉、神宮寺守、藤原

35

1967 昭和42年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第21回総会(昭和41年度臨時)決議公告 37
1967 昭和42年 表紙写真 第14回特選 「夜の樹木」 和気辰夫 栃木県塩谷町 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 団地造林事業を始めるにあたり 大塚武行 林野庁造林保護課長 1
1967 昭和42年 森林と鳥獣 池田真次郎 林業試験場保護部鳥獣 2

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

マツ
倉田悟 東京大学農学部

4

1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　林政部門 村島由直 東京大学農学部 5
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　林政部門 福島康記 東京大学農学部 5
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　経営部門 南雲秀次郎 東京大学農学部 6
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　造林部門 相場芳憲 東京農工大学農学部 7

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

イヌマキ
倉田悟 東京大学農学部

8

1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　育種 勝田柾 東京大学農学部 9
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　保護部門 西口親雄 東京大学農学部 10
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　樹病部門 小林享夫 林業試験場保護部 11
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　利用部門 鈴木正二 東京大学農学部 12
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　立地部門 原田洸 林業試験場土壌調査部 13
1967 昭和42年 日本林学会大会 第78回　防災部門 山口伊佐夫 東京大学農学部 14
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林土壌解 土壌図のつかいかた 久保哲茂 林業試験場土壌調査部 16

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

(2)葉の同化量
四手井綱英 京都大学農学部教授

22

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 塩山市萩原山にある「みづひ」 大西邦彦 東京都林務課 23
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (2)山のおやじヒグマのはなし 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 24
1967 昭和42年 素人林業論あれこれ 松下規矩 林業試験場関西支場 26
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「林業技術事例集-伐木・集材編-」林野庁監修 宮川信一 30
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 除草剤の化学とその作用形態 林野庁業務課 31
1967 昭和42年 全国植樹祭 第18回全国植樹祭(岡山県岡山市) 32
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 33
1967 昭和42年 コラム(こだま) 林業技術の本質と本誌の役割 (YA･A) 33
1967 昭和42年 アンケート等 (林業手帳)装丁・付録等(返信用ハガキ添付) 34
1967 昭和42年 林業写真コンクール 第14回森林・林業写真コンクール入選者の発表 35
1967 昭和42年 案内 空中写真複製申込み方法と複製単価の改訂 37
1967 昭和42年 表紙写真 第14回三席 「玉切り(造材)」 小山内文雄 青森市 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 森林保険と林業技術 安江宗七 林野庁森林保険課長 1
1967 昭和42年 解説(行政施策等) 林業白書の背景 村本正昭 林野庁調査課 3
1967 昭和42年 解説(行政施策等) 森林法改正について 須藤徹男 林野庁計画課 6
1967 昭和42年 ヨーロッパ林業人を案内して思ったこと 山口昭 林野庁業務課 8
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1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

イチョウ
倉田悟 東京大学農学部

11

1967 昭和42年 クルス教授と航空写真 中島巌 林業試験場航測研究室 12

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

カエデとモミジ
倉田悟 東京大学農学部

14

1967 昭和42年
座談会

キノコにまなぶ
徳本孝彦(司会)(出席者)
今関六也、浜田稔、伊藤
達次郎

15

1967 昭和42年 短伐期造林木の材質に関するシンポジウム 島地謙 東京大学農学部 17
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林土壌解 適地適木 真下育久 林業試験場土壌調査部 19

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

(3)胸高断面積合計
四手井綱英 京都大学農学部教授

24

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 角乗りのこと 滝田良介 東京営林署 25
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (3)東南アジアの野ねずみ 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 26
1967 昭和42年 解説(研究調査報告等) 晩霜害を受けたカラマツの回復経過調査 相馬稔 林野庁森林保険課 28
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 亜高山帯の造林(中間報告) 林業試験場 32
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす 林業労働災害防止規程に製材業安定規程を追加 33
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 34
1967 昭和42年 コラム(こだま) ヒノキと土台 (さみだれ) 34
1967 昭和42年 科学技術週間と国立林業試験場の公開 坂口勝美 林業試験場長 35
1967 昭和42年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第22回通常総会報告 36
1967 昭和42年 林業技術賞 第13回林業技術賞受賞者の発表 39
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回林業技術コンテスト受賞者の発表 39
1967 昭和42年 表紙写真 第14回三席 「モミ,ツガ天然林の樹冠」 岡村誼 名古屋営林局 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 日林協の発展と林業の繁栄 徳本孝彦 日本合板検査会理事長 1
1967 昭和42年 科学技術基本法案の問題点を探る 大崎六郎 宇都宮大学教授 2
1967 昭和42年 解説(研究調査報告等) 生態的立場から見た下刈り 草下正夫 林業試験場造林部 6

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

クスノキ
倉田悟 東京大学農学部

8

1967 昭和42年 解説(行政施策等) 国有林の下刈作業 長谷川尭 林野庁業務課 9
1967 昭和42年 企業の計画造林と下刈の問題点 細越進 紙・パルプ連合会 13
1967 昭和42年 解説(研究調査報告等) マツタケの人工増産について－潅水によるマツタケ増産試験 古谷宏爾 西門菌類研究所 16
1967 昭和42年 解説(研究調査報告等) マツタケの人工増産について－潅水によるマツタケ増産試験 西門義一 西門菌類研究所 16
1967 昭和42年 シンポジウム (森林経理研究会)　林業を正しく捉えるための試み第2回 藤原信 東京大学農学部 20
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林と災害) (1)森林と洪水 杉山利治 林業試験場防災部 22

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(4)
四手井綱英 京都大学農学部教授

26

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 山頂のつつじ祭 山田耕一郎 青森営林局 27
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (4)エゾヤチネズミの生いたち 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 28
1967 昭和42年 会員の広場 国有林野活用法案に対する反対声明について 太田勇次郎 日本林業技術協会名与 30

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

トチノキ
倉田悟 東京大学農学部

31

1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「ヒラタケ・ナメコ・エノキダケ人工栽培法」久宗壮著 伊藤達次郎 林野庁研究普及課 32
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 立木取引慣行に関する調査 33
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす 国有林野活用法案 34
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 35
1967 昭和42年 コラム(こだま) 森林経営への新規参入 (K･H生) 36
1967 昭和42年 表紙写真 第14回三席 「或る貯木場にて」 向山録平 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 林道行政の基本的方向 大福喜子男 林野庁林道課長 1
1967 昭和42年 林業技術賞 第13回(林業技術賞)　「いわおスギ」のこと 吉永敏一 佐賀県七山村林業係長 2

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

キャラボク
倉田悟 東京大学農学部

5

1967 昭和42年 林業技術賞 第13回(林業技術賞)　フサアカシヤの養苗と病害防除 橋本平一 林業試験場北海道支場 6
1967 昭和42年 林業技術賞 第13回(林業技術賞)　製材鋸目立技術 若尾毅一 徳島県林政課 10

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ハナノキ
倉田悟 東京大学農学部

13

1967 昭和42年 海外情報 東北ブラジル森林開発調査紀行  ブラジルの木材工業 上村武 林業試験場木材部長 14
1967 昭和42年 海外情報 東北ブラジル森林開発調査紀行  マラニョン州管見記 中村英碩 林業試験場機械化部 17
1967 昭和42年 海外情報 東北ブラジル森林開発調査紀行  地球の裏側にみられる人間像 太田研太郎 林業試験場経営部 22
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林と災害) (2)森林と山地荒廃 難波宣士 林業試験場防災部 25

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(5)
四手井綱英 京都大学農学部教授

29

1967 昭和42年 コラム(山の生活) ネの神様 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 30
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (5)イノシシとの戦い 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 31
1967 昭和42年 会員の広場 国有林技術開発について思うこと 相馬昭男 林野庁業務課 33
1967 昭和42年 会員の広場 指宿地方における特殊林産物としての芳樟 黒江明治 鹿児島指宿農林事務所 34
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「混牧林の経営」井上楊一郎 坂本博 林野庁研究普及課 36
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 南洋材の穿孔虫駆除に関する試験 37
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 38
1967 昭和42年 コラム(こだま) 南洋材 (山のあな) 38
1967 昭和42年 林業写真コンクール 第15回林業写真コンクール作品募集要領 39
1967 昭和42年 表紙写真 第14回三席 「なめこ栽培」 熊谷ゆたか 湯沢市 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 問題の多い製材工業 大隅清示 林野庁林産課長 1

1967 昭和42年

座談会

造林技術のあり方“造林技術の実行と成果”をめぐって

小幡進(司会)(出席者)秋
葉公、飯田四三九、大友
栄松、佐藤大七郎、相馬
昭男、田中茂、満田弘

2

1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回林業技術コンテスト審査にあたって 島俊雄 林野庁監査官 11

1967 昭和42年
林業技術コンテスト

第13回(林野庁長官賞)上台苗畑における省力経営の一例
バーク堆肥について 飯嶋源太郎

東京営林局高萩営林署
上台苗畑事業所

11

1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回(林野庁長官賞)複式集材装置について 今井三郎 長野営林局野尻営林署 13
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回(林野庁長官賞)複式集材装置について 和合衛 長野営林局野尻営林署 13
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　索張定規の考案 河渡碩次 名古屋営林局高山営林 14
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　雪害の実態調査と被害対策についての考察 樋口勝 岐阜県林業改良指導員 14
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　地位地利を組み入れた林分密度管理盤の考案 笠井正徳 長野営林局計画課 15
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　スギ苗木に対する炭酸ガス施用の実用化 高島巌雄 秋田営林局真室川営林 15
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　地位地利を組み入れた林分密度管理盤の考案 木平勇吉 長野営林局計画課 15
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　下刈の適期に関する2，3の考察 津谷貞男 青森営林局造林課 16
1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　林地除草剤使用による付近農作物の薬害の1例とその 奈良通男 旭川営林局留萌営林署 16

1967 昭和42年
林業技術コンテスト

第13回(日本林業技術協会賞)　トドマツとアカエゾマツの「ポット
造林」について 橋本慶満 帯広営林局陸別営林署

17

1967 昭和42年
林業技術コンテスト

第13回(日本林業技術協会賞)　急峻地帯におけるチェンコンベア
応用による積込について 川久保福実

高知営林局小川営林署
寺川製品事業所

17

1967 昭和42年 林業技術コンテスト 第13回　造林機械の改良について 岡田勲 札幌営林局芦別営林署 18

1967 昭和42年
林業技術コンテスト

第13回(日本林業技術協会賞)　スギ耕うん植栽による成長と保
育作業との関連 大橋健治

前橋営林局中之条営林
署

18

1967 昭和42年 シンポジウム (森林立地懇話会) 県別森林立地区区分の試み 第8回 真下育久 林業試験場土壌調査部 19
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林と災害) (3)森林の暴風害とその防除法 玉手三棄寿 林業試験場研究顧問 21

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ヤマモモ
倉田悟 東京大学農学部

25
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1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(6)
四手井綱英 京都大学農学部教授

26

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 新名物 能代の筏祭り 長岐喜代次 秋田県庁監査課 27
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (6)世界の大敵ハタネズミ 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 28
1967 昭和42年 会員の広場 コンサルタントの活用 渡辺武夫 三重大学農学部教授 30
1967 昭和42年 会員の広場 国有林野活用法案に反対する 橋本辰男 札幌営林調査係長 32
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 アカマツに関する文献目録 林試関西支場 33
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす 森林法一部改正案継続審議 34
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 35
1967 昭和42年 コラム(こだま) 林業技術の社会的位置について (M･N) 35
1967 昭和42年 表紙写真 第14回二席 「苗畑」 熊谷ゆたか 湯沢市 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 日本の造林技術をもっと左へ 佐藤敬二 九州大学名誉教授 1
1967 昭和42年 あいさつ 退官のご挨拶 若林正武 前林野庁長官 2
1967 昭和42年 林業技術をめぐる一つの問題 小幡進 林業試験場研究顧問 3

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

シラカバ
倉田悟 東京大学農学部

7

1967 昭和42年 植物社会と人類(1) 小瀧武夫 8
1967 昭和42年 苗畑経営の合理化を目的とした「樹苗生産団地」 井草五郎 静岡県林業指導課 12
1967 昭和42年 苗畑経営の合理化を目的とした「樹苗生産団地」 片岡安平 静岡県林業指導課 12
1967 昭和42年 第64回　森林利用研究会 南方康 東京大学農学部 17
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林と災害) (4)荒廃林地の復旧 岩川幹夫 林業試験場防災部 19

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(7)
四手井綱英 京都大学農学部教授

23

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 高尾山「火渡り祭」のこと 荻原弘 東京営林局東京営林署 24
1967 昭和42年 随筆・随想 屋久島撮影雑記 真木英助 シナリオライター 25
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (7)秋を鳴くシカの声 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 28
1967 昭和42年 会員の広場 台湾の森林と治山 康佐栄 台湾省林業試験所 30
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「林業技術ハンドブック」林野庁編 32
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 農林水産航空に関する国内文献目録 農林省農政局植物防疫 33
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす 43年度国有林野事業特別会計予算の概要 34
1967 昭和42年 林業用語集 林木育種と造林 35
1967 昭和42年 コラム(こだま) 木を育てる (A生) 35
1967 昭和42年 表紙写真 第14回一席 「広葉樹の育種」 横山八郎 美唄市 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 治山、砂防事業の使命 倉上靖 建設省河川局砂防課長 1
1967 昭和42年 解説(行政施策等) 団地造林事業の紹介 秋山智英 林野庁造林保護課 2
1967 昭和42年 林業経営と林業技術－林政目的と技術の方向 小沢今朝芳 林業経営研究所 5
1967 昭和42年 林道における現代的課題(上) 岩川治 三重大学農学部 8
1967 昭和42年 植物社会と人類(2) 小瀧武夫 12
1967 昭和42年 シンポジウム 林業経済研究会シンポジウム 福島康記 東京大学農学部 16
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林と災害) (5)海岸防災林 樫山徳治 林業試験場防災部 18

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(8)
四手井綱英 京都大学農学部教授

22

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 早池根の神楽 真木英助 シナリオライター 23
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (8)知られない大害獣スミスネズミ 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 24
1967 昭和42年 会員の広場 松下規矩氏の「林業を正しく捉えるための試み」について一言 矢野虎雄 林業コンサルタント 26
1967 昭和42年 会員の広場 林業の発達と林業教育 太田勇次郎 日本林業技術協会名誉 28

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

モクセイ
倉田悟 東京大学農学部

29

1967 昭和42年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

フェニックス
倉田悟 東京大学農学部

30

1967 昭和42年 会員の広場 林業教育に想う 芝田隆雄 31
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「集材機架空索の設計」上田実著 宮川信一 林野庁研究普及課 32
1967 昭和42年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林地移動および価格事例収集調査結果報告 林野庁経済課 33
1967 昭和42年 トピック・トピックス・とぴっくす ソ連極東森林資源開発合同専門委員会開く 34
1967 昭和42年 林業用語集 森林気象 35
1967 昭和42年 コラム(こだま) 消費者保護雑感 (K生) 35
1967 昭和42年 表紙写真 第14回佳作 「雪の杉林」 早見幸男 江津市 0
1967 昭和42年 巻頭言(巻頭之辞) 三省-ごあいさつをかねて- 小田精 日本林業技術協会専務 1

1967 昭和42年 海外情報(IUFRO)
座談会  諸外国の林業試験・研究－第14回IUFRO会議をめぐっ
て

加藤誠平(司会)(出席者)
佐藤大七郎、安藤愛次、
加納孟、小田精、小幡進

2

1967 昭和42年 海外情報 東南アジアの林業開発と日本 大谷滋 三井物産調査部 8
1967 昭和42年 海外情報 台湾の林業とスギ--台湾・琉球の旅から 松川恭佐 日本林業技術協会常任 11
1967 昭和42年 海外情報 マレーシアにおける新しい製炭一ゴムと熔鉱炉用炭 平賀久生 元帝国製鉄KK 15
1967 昭和42年 海外情報 欧米の林地肥培--滞米所見 川名明 東京農工大学教授 18
1967 昭和42年 解説(シリーズ―森林と災害) (6)内陸防風林 樫山徳治 林業試験場防災部 23

1967 昭和42年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(9)
四手井綱英 京都大学農学部教授

27

1967 昭和42年 コラム(山の生活) 秩父の天狗焼 28
1967 昭和42年 解説(シリーズ―林野のけも (9)第三の害獣ムササビの話 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 29
1967 昭和42年 会員の広場 琉球の防災林 鈴木丙馬 宇都宮大学農学部 31
1967 昭和42年 コラム(本の紹介) 「都道府県別林業総覧」地域林業研究会編 坂本博 林野庁研究普及課 34
1967 昭和42年 林業用語集 森林気象 35
1967 昭和42年 コラム(こだま) 都会人と林業 (M･Y生) 35
1967 昭和42年 林業技術総目次 昭和42年(1967)298～309号 37
1968 昭和43年 表紙写真 第14回佳作「飛砂防備保安林」 佐藤金次郎 山形市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 新年の夢 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事 1
1968 昭和43年 これからの林業 森有義 中央森林審議会委員 2
1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 1968年の林業技術展望 武藤憲由 北海道大学助教授 4

1968 昭和43年
特集(1968年の林業技術展望)

北海道における林業技術の間題点
高橋延清

東京大学教授北海道演
習林長

7

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ツツジ
倉田悟 東京大学農学部

10

1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 林業工学における今年の課題 上飯坂実 東京大学教授 11
1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 日本の大学と林学教育 畑野健一 東京大学演習林 14
1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 造林技術の進歩のために 堤利夫 京都大学助教授 17
1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 林業技術の方向と林業経営 半田良一 京都大学教授 20
1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 省力的造林技術の改善をはかれ 宮島寛 九州大学助教授 23
1968 昭和43年 随筆・随想 その後の風害跡地　　思いつくまま 小田島輝夫 旭川営林局大雪営林署 26
1968 昭和43年 随筆・随想 営林署長になって 湯本和司 熊本営林局高岡営林署 28

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

サクランボ
倉田悟 東京大学農学部

30

1968 昭和43年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(10)生長のパイプ理論
四手井綱英 京都大学農学部教授

31

1968 昭和43年 コラム(山の生活) 祭堂の舞 32
1968 昭和43年 解説(シリーズ―林野のけも (10)カモシカはなぜ貴重か 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 33
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 昭和43～52年全国森林計画決まる 35
1968 昭和43年 表紙写真 第14回佳作「樹氷」 三井章二 静岡市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 正―反―合 倉沢博 東京大学教授 1
1968 昭和43年 林業人の海外進出 柳文治郎 丸紅飯田木材部 2
1968 昭和43年 林道における現代的課題(下) 岩川治 三重大学農学部 5

30912

1 310

10 307

11 308
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1968 昭和43年 解説(行政施策等) 林業と肉用牛生産の調整 山内健雄 林野庁業務課 10

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ヒバ
倉田悟 東京大学農学部

13

1968 昭和43年 解説(行政施策等) 全国森林資源調査による日本の森林資源について 岩部元也 林野庁計画課 14
1968 昭和43年 津村昌一氏と北海道林業 松井善喜 前林試北海道市支場長 18
1968 昭和43年 解説(シリーズ―森林と災害) (7)森林の雪害とその防除法 佐藤正 林業試験場防災部 21

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

オリーブ
倉田悟 東京大学農学部

26

1968 昭和43年 植えつけ・寒害・林地除草　関中試連、一般造林部会の記録 安藤愛次 山梨県林業試験場長 27

1968 昭和43年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(11)落葉の分解
四手井綱英 京都大学農学部教授

29

1968 昭和43年 コラム(山の生活) 中国山地の神楽 小野勝也 30
1968 昭和43年 解説(シリーズ―林野のけも (11)ノウサギとユキウサギ 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 31
1968 昭和43年 会員の広場 森有義氏の「これからの林業」の一部を読んで 伊藤清三 前長野営林局長 33
1968 昭和43年 会員の広場 国有林野活用法案制定の必然性について 堀金七郎 福島県林業改良普及協 34
1968 昭和43年 コラム(本の紹介) 「採穂園-林木種苗の生産技術-」田中周著 37
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 関東、中部地区 林地肥培協同試験報告書 38
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 昭和43年度林業関係予算内訳 39
1968 昭和43年 林業用語集 森林気象 40
1968 昭和43年 コラム(こだま) 立ちばなし (民有林生) 40
1968 昭和43年 林業技術賞 第14回林業技術賞表彰について(表彰規程) 41
1968 昭和43年 日本林業技術協会事務運営図(組織図) 42
1968 昭和43年 表紙写真 第14回二席「貯木場」 寺川三郎 島田市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 育林の振興に英知を 坂口勝美 林業試験場長 1
1968 昭和43年 動物保護 今泉英一 上野動物園長 2
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 放射性同位元素と林業試験への利用 坂上幸雄 林業試験場造林部 5

1968 昭和43年 木材チップ検収統一について
古河一也

紙・パルプ連合会チップ
専門委員会会員

8

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

エゾマツ
倉田悟 東京大学農学部

11

1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　大学演習林の紹介に先立って 扇田正二 東京大学教授 12
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(1)東京大学千葉演習林 渡辺資仲 東京大学教授千葉演習 13
1968 昭和43年 解説(行政施策等) 昭和43年度の林業関係放送予定について 山内政人 林野庁研究普及課 17
1968 昭和43年 解説(行政施策等) 空中写真の撮影と利用 島飼愛美武 林野庁計画課 19
1968 昭和43年 解説(シリーズ―森林と災害) (8)なだれ防止林 高橋喜平 林業試験場山形分場 21

1968 昭和43年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(12)
四手井綱英 京都大学農学部教授

25

1968 昭和43年 コラム(山の生活) 会津の出小屋 山根五郎 26
1968 昭和43年 解説(シリーズ―林野のけも (12)エゾタヌキあわれなり 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室 27
1968 昭和43年 会員の広場 矢野虎雄氏の「一言」を読んで 松下規矩 林業試験場関西支場 29
1968 昭和43年 会員の広場 真昼の寝言 沖野丈夫 北海道大学林学図書室 32
1968 昭和43年 コラム(本の紹介) 「造林事業における省力技術の進め方」林野庁業務課監修 33
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林業の生産性向上に関する調査 熊野川流域 34

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

スギ
倉田悟 東京大学農学部

35

1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 農林省大幅に機構改革 36
1968 昭和43年 林業用語集 森林気象 37
1968 昭和43年 コラム(こだま) 今後の林業機械化に思うこと (夢抱松) 37
1968 昭和43年 表紙写真 第14回佳作「造林」 佐藤金次郎 山形市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術と山村問題 岸本定吉 東京教育大学教授 1
1968 昭和43年 林業関係予算案の概要 昭和43年度(民有林)　民有林関係林業予算案について 小野裕章 林野庁計画課 2

1968 昭和43年
林業関係予算案の概要

昭和43年度(国有林)　林野予算にあらわれた重点事項－国有林
野事業特別会計・国有林野事業勘定 鳥居隆造 林野庁業務課

6

1968 昭和43年 コラム(山の生活) 檜原の春 山辺渉 8
1968 昭和43年 帰ってくる小笠原諸島見聞記 金沢安栄 林野庁監査課 9
1968 昭和43年 旧藩時代における林政の概要－秋田スギを中心として 長岐喜代次 秋田営林局監査課 12
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(2)九大演習林の研究動向 青木尊重 九州大学農学部付属演 16
1968 昭和43年 解説(シリーズ―森林と災害) (9)森林火災の防止法 井上桂 林業試験場防災部 20
1968 昭和43年 造林作業省力化のための群状植栽について 福田弘之 栃木県林業センター 24

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

イチイ
倉田悟 東京大学農学部

28

1968 昭和43年 スギの生育条件と花性 右田一雄 東京大学千葉演習林 29
1968 昭和43年 会員の広場 輸送経路としての林道とヘリコプタ 岩川治 三重大学農学部 32
1968 昭和43年 会員の広場 国有林野活用法案について 太田勇次郎 日本林業技術協会名誉 32
1968 昭和43年 国有林経営の硬直化を避けるために 南湖 34
1968 昭和43年 林業用語集 森林気象・集運材 36
1968 昭和43年 コラム(本の紹介) 「農家林業の経営改善-その考え方と進め方-」紙野伸二著 坂本博 林野庁研究普及課 37
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 森林病害虫等防除事業実施状況調 38
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 森林法一部改正法案付帯決議 39
1968 昭和43年 表紙写真 第15回特選「白い道」 高津橋八郎 長野市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 開発と自然保護 大井道夫 厚生省国立公園局 1
1968 昭和43年 国有林における技術開発の進め方について 相馬昭男 2
1968 昭和43年 経済人のみた南方林業 森康 日本輸出入銀行営業部 6
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　林政部門 笠原六郎 三重大学農学部 9
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　林政部門 大橋邦夫 東京大学農学部 9
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　経営部門 南雲秀次郎 名古屋大学農学部 10
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　造林部門(1) 坂上幸雄 林業試験場造林部 11
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　造林部門(2) 蜂屋欣二 林業試験場造林部 12
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　造林部門(3) 勝田柾 東京大学農学部 13

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

カイコウズ
倉田悟 東京大学農学部

14

1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　造林部門(4) 編集室 14
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　保護部門(1) 山田房男 林業試験場保護部 15
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　保護部門(2) 川崎俊郎 林業試験場保護部 16
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　利用・林産 堀高夫 名古屋大学農学部 17
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　立地部門(1) 藤田桂治 林業試験場土壌調査部 18
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　立地部門(2) 遠藤健治郎 東京大学農学部 19
1968 昭和43年 日本林学会大会 第79回　防災部門 片岡順 名古屋大学農学部 20
1968 昭和43年 日本木材学会大会 第18回　日本木材学会大会の概要 雨宮昭二 林業試験場木材部 21
1968 昭和43年 海外情報 アメリカ--大学生活の一面の印象 篠崎哲 東京教育大学教授 23
1968 昭和43年 解説(シリーズ―森林と災害) (最終回)造林地の寒害とその防除法 岡上正夫 林業試験場防災部 26
1968 昭和43年 会員の広場 私は何を学んだか 伊藤清三 前長野営林局長 30
1968 昭和43年 コラム(本の紹介) 「日本の山村―現状と基本問題―」藤沢秀夫・中野直枝共著 33
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 首都圏における木材流通の実態に関する調査研究 林野庁経済課 34
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 35
1968 昭和43年 コラム(こだま) 木材工業をめぐる諸問題 (YA･A) 35
1968 昭和43年 表紙写真 第15回佳作「チップ材の山」 繁村勝 藤枝市上伝馬町 0

1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 試験研究の拡充
原忠平

全国林業改良普及協会
専務理事

1

1968 昭和43年 これからの木材加工技術 上村武 林業試験場木材部長 2
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1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ユキツバキ
倉田悟 東京大学農学部

4

1968 昭和43年 海外情報 日ソ交渉と極東の森林資源開発 松井善喜 林業試験場北海道支場 6
1968 昭和43年 林業か畜産か 中村賢太郎 東京大学名誉教授 11
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 夏から秋に発生する造林地の主な病害虫 伊藤一雄 林業試験場保護部長 14
1968 昭和43年 林地における除草剤使用上の問題点 三宅勇 林業薬剤協会技術顧問 18
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(3)岡山大学・半田山演習林 畔柳鎮 岡山大学付属演習林長 21

1968 昭和43年
会員の広場

入会林野分割の一考察―農林業の利用増進につながらない分
割は避くべきである 堀金七郎

福島県公有林野協会事
務局長

25

1968 昭和43年 会員の広場 アテの交雑育種について　開花、結実の習性と発芽検定 倉田信 石川県林木育種場 28
1968 昭和43年 コラム(本の紹介) 「苗木の選び方と扱い方」宮崎榊著 佐藤卓 林野庁研究普及課 30
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 カンバ類の下種更新―ダケカンバを主として― 函館営林局 31
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 米国が国有林材輸出に禁止措置 32
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 33
1968 昭和43年 コラム(こだま) スピード時代 (さみだれ) 33
1968 昭和43年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第23回通常総会報告 34
1968 昭和43年 林業技術賞 第14回林業技術賞受賞者の発表 37
1968 昭和43年 林業技術奨励賞 第1回林業技術奨励賞受賞者の発表 37
1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回林業技術コンテスト受賞者の発表 38
1968 昭和43年 コラム(山の生活) 飛騨のことば 楠木茂男 38
1968 昭和43年 林業写真コンクール 第15回林業写真コンクール入選者の発表 39
1968 昭和43年 表紙写真 第15回三席「積み込み」 沢勝己 神戸市長田区 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術者への期待 片山正英 林野庁長官 1
1968 昭和43年 林業技術賞 第14回(林業技術賞)　特殊運搬車の製作と生活の向上 佐藤智太郎 農林機械研究所長 2

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ヒノキ
倉田悟 東京大学農学部

4

1968 昭和43年 林業技術賞 第14回(林業技術賞)　草生造林による経営の改善について 清水敏治 沼津営林署 5
1968 昭和43年 林業技術賞 第14回(林業技術賞)　新しい集材索張り法―FFK式 唐渡稔 栃木県林務部林業指導 9
1968 昭和43年 林業技術奨励賞 第1回(林業技術奨励賞)　写真施業団について 渡部寛正 愛媛県林政課 12
1968 昭和43年 コラム(山の生活) 熊檻 圓谷勇 水窪営林署 14
1968 昭和43年 除草剤と植生・土壌生物 小瀧武夫 育林技術研究会 15
1968 昭和43年 灌がいによる林地土壌の改良 小林嵩 鹿児島大学教授 20
1968 昭和43年 林学教育について－畑野博士の説に関連して 川名明 東京農工大学教授 22
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(4)京大演習林の主な研究活動 赤井龍男 京都大学助教授附属演 25
1968 昭和43年 会員の広場 ブナ林の跡地更新試験 川田豊 前橋営林局坂下営林署 29
1968 昭和43年 会員の広場 素人の「林道談義」 矢野虎雄 林業コンサルタント 32
1968 昭和43年 会員の広場 森氏の「これからの林業」について 松下規矩 林業試験場関西支場 34
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 日本における尿素施用に関する試験研究成績集録 日本硫安工業協会 36
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 37
1968 昭和43年 コラム(こだま) 似たはなし？ (山のあな) 37
1968 昭和43年 表紙写真 第15回佳作「流木」 中村隆夫 前橋市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 里山開発への期待 高桑東作 秋田県林務部長 1
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 林業の成熟度と森林施業 柳次郎 林業試験場経営部 2
1968 昭和43年 高密度経済社会と水、森林 武居忠雄 科学技術庁資源調査所 6
1968 昭和43年 水源かん養林の経営について 島嘉寿雄 東京都水道局水源林事 10
1968 昭和43年 沖縄の防風林造成雑感 樫山徳治 林業試験場防災部 14
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(5)豪雪の中の演習林・山形大学 菊地捷治郎 山形大学付属演習林 18
1968 昭和43年 夏の大雪山 鮫島惇一郎 林業試験場北海道支場 22
1968 昭和43年 コラム(山の生活) 川倉の地蔵さま 岩﨑三郎 25
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) キノコ→ガン→長寿→菌食論(1) 今関六也 林業試験場研究顧問 26
1968 昭和43年 会員の広場 柴田氏が考案したスギ整樹法の効果について 須藤昭二 山形大学農学部 29
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林業経営動向調査結果報告 林野庁経済課 32
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 日本北洋材協議会設立へ 33
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 34
1968 昭和43年 コラム(こだま) 正-副組み合わせ造林 (K･H生) 34
1968 昭和43年 林業写真コンクール 第16回林業写真コンクール作品募集要領 35
1968 昭和43年 表紙写真 第15回三席「造材の山」 小沢修治 静岡県安部郡大河内村 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 過疎問題と国有林の新使命 森尾洋一 高知営林局長 1

1968 昭和43年
解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考える　(1)山村人口の流出と林業生産活動
紙野伸二 林業試験場経営部

2

1968 昭和43年 これからの天候をさぐる 朝倉正 気象庁予報部 7

1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 松のシンクイムシ(小蛾)類の薬剤防除について
井上元則

王子製紙工業株式会社
林木育種研究所

11

1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 松のシンクイムシ(小蛾)類の薬剤防除について
川崎政治

王子製紙工業株式会社
林木育種研究所亀山育

11

1968 昭和43年 階段造林と今後への期待 有馬孝昌 沼田営林署長 16
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) キノコ→ガン→長寿→菌食論(2) 今関六也 林業試験場研究顧問 20
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(6)鳥取大学演習林について 大北英太郎 鳥取大学付属演習林 24

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(1)スズカケノキ
落合和夫 東京都道路工事部

26

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(2)ユリノキ
落合和夫 東京都道路工事部

27

1968 昭和43年
会員の広場

逆立ちしている技術開発理念？―相馬昭男氏の「国有林におけ
る技術開発の方向について」(本誌No314)を読んで 松下規矩 林業試験場関西支場

28

1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回(林野庁長官賞) 伐採即時地拵えについて 西保寿儀 大阪営林局福知山営林 30
1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回　ブルドーザーによる盤台作設について 安岡正吉 高知営林局窪川営林署 32
1968 昭和43年 コラム(山の生活) 御柱祭 石谷定之 大阪営林局 33
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 42年度国有林野事業特別会計260億円余の黒字計上 34
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 35
1968 昭和43年 コラム(こだま) 素材の性質 (ほおのき) 35
1968 昭和43年 山火事予知ポスター図案・標 山火事予知ポスター～図案・標語募集の結果 36
1968 昭和43年 表紙写真 第15回佳作「斜面の植林」 吉田伝 浜松市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 技術革新のための体制を 神足勝浩 日本林業技術協会常務 1

1968 昭和43年
解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考える　(2)林業の労働問題とその対策につい
て 田中茂 全国森林組合連合会

2

1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 造林木の材質 加納孟 林業試験場造林部 6

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(3)唐楓(トウカエデ)
落合和夫 東京都道路工事部

9

1968 昭和43年 アカマツ植生盤造林の試み 上田政信 前橋営林局富岡営林署 10
1968 昭和43年 コラム(山の生活) 坪崎の火ぎり神事 二本松譲 愛知県旭村森林組合 13
1968 昭和43年 海外情報 ソ連の農林関係研究所を訪問して 土井恭次 林業試験場造林部 14

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(4)アオギリ
落合和夫 東京都道路工事部

17

1968 昭和43年 北海道の開発と林業 林常夫 北海道林業会館理事長 18
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(7)北海道大学演習林の概要 小島幸治 北海道大学付属演習林 21
1968 昭和43年 会員の広場 これからの造林技術 森下四郎 林野庁監査課 26
1968 昭和43年 会員の広場 アテ採穂園の作り方 倉田信 石川県林木育種場 28
1968 昭和43年 会員の広場 林業技術者は望む 大竹英夫 愛知県林業改良指導員 30
1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回(林野庁長官賞)　自動薬剤散布装置の考案について 城取守 長野営林局伊那営林署 31

1968 昭和43年
林業技術コンテスト

第14回(日本林業技術協会賞)　八女林業におけるスギの枝打ち
と鋸の考案について 小川七郎

福岡県筑後農林事務所
林業改良指導員

32
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1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回　造林事業における大型機械の有効活用について 坂下昭 帯広営林局標茶営林署 35
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 民有林労働力と国有林労働力の流動化について 37
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 米議会原木輸出制限法を可決 38
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 39
1968 昭和43年 コラム(こだま) 保健休養林への期待 (S･A生) 39
1968 昭和43年 表紙写真 第15回佳作「御岳天然林樹海と乗鞍岳，北アルプス」 水野泰邦 津市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 細分化と総合化 蓑田茂 日本大学教授 1
1968 昭和43年 解説(行政施策等) アメリカの丸太輸出制限の法制化とその影響 南清春 林野庁林産課 2

1968 昭和43年
解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考える　(3)林業における生産性問題の展望
熊崎実 林業試験場経営部

5

1968 昭和43年
林業薬剤の開発について--特にカラマツ先枯病防除薬剤の開
発経過をかえりみて 伊藤力雄 科研化学株式会社

9

1968 昭和43年 スギのさし木の切り口より上部の発根 右田一雄 東京大学千葉演習林 13
1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(8)東京教育大学演習林 藤井真一 東京教育大学付属演習 18

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(5)エンジュ
落合和夫 東京都道路工事部

22

1968 昭和43年 解説(行政施策等) 森林風景の理解 豊田真澄 林野庁計画課 23
1968 昭和43年 コラム(山の生活) 安家の村 山川渉 25
1968 昭和43年 会員の広場 再び日本の大学と林学教育 畑野健一 東京大学演習林 26
1968 昭和43年 会員の広場 松下氏の意見に賛成であるが…―本誌No316の記事を読んで 伊藤清三 日本林業技術協会常務 27

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(6)トチノキ
落合和夫 東京都道路工事部

28

1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 国有林技術開発委員会設置 29
1968 昭和43年 コラム(本の紹介) 「世界の合板」平井信二監修 嵯峨途利 林野庁研究普及課 30
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 31
1968 昭和43年 コラム(こだま) 過疎地帯のある部落 (M･Y生) 31
1968 昭和43年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林業経営と林業労働の対応諸関係に関する調査報告書 林野庁 32
1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回(林野庁長官賞)耕地防風林造成に関する考察 久積克朗 北見営林局北見営林署 33

1968 昭和43年
林業技術コンテスト

第14回(日本林業技術協会賞)　バーニヤ目盛付製図盤の考案と
簡易測量に伴う求積について 鈴木登 東京営林局気田営林署

35

1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回　多雪地方における群状植栽について 竹本君男 大阪営林局福井営林署 37
1968 昭和43年 表紙写真 第15回三席「雪の造林地」 早見幸男 島根県江津市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 大都市近郊森林のあり方について 入交保雄 東京都林務課長 1
1968 昭和43年 解説(行政施策等) 材木の品種系統管理の必要性とその方法 田代太志 林野庁造林保護課 2
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 造林地の寒害はどんな状態でおこるか 土井恭次 林業試験場造林部 5
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 積雪地の野鼠害の防除 上田明一 林業試験場北海道支場 8
1968 昭和43年 積雪地帯における冬山の作業の安全と能率の向上対策 尾坂靖二 青森営林局作業課 11
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 冬期におけるチェーンソーの取り扱いについて 辻隆道 林業試験場機械化部 14

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(7)シダレヤナギ
落合和夫 東京都道路工事部

17

1968 昭和43年
解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考える　(4)労働力減少と林業機械化の意味
するもの 水野遵一 岩手富士産業KK

18

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(8)イチョウ
落合和夫 東京都道路工事部

21

1968 昭和43年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(9)愛媛大学・米野々演習林 高瀬五郎 愛媛大学農学部演習林 22

1968 昭和43年
会員の広場

耐鼠性カラマツについての前田さんの「発言」を読んで
西口親雄

東京大学農学部森林動
物学研究室

25

1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回(日本林業技術協会賞)　ヒノキ枝打ちに関する一考察 佐々木巌 名古屋営林局小坂営林 29
1968 昭和43年 林業技術コンテスト 第14回　春雪による被害調査と普及活動 野崎孝平 奈良県林業改良指導員 31
1968 昭和43年 林業用語集 集運材 33
1968 昭和43年 コラム(こだま) 日本は美しい国か (YA･A) 33
1968 昭和43年 林業技術総目次 昭和43年(1968)310～321号 35
1969 昭和44年 表紙写真 第15回三席「早春」 篠原真 鳥栖市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 新年のねがい 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事 1
1969 昭和44年 新春に 新春のごあいさつ 坂口勝美 日本林学会会長 2

1969 昭和44年 解説(研究調査報告等)
新全国総合開発計画　20年後をめざす国土開発の新戦略―新
全国総合開発計画の概要 佐野英男 経済企画庁国土調査課

3

1969 昭和44年 20年後の林業 松井光瑤 林業試験場土壌調査部 11
1969 昭和44年 20年後の農業 川又章 経済企画庁開発計画課 15
1969 昭和44年 20年後の水産業 平野敏行 東海区水産研究所海洋 18
1969 昭和44年 20年後の畜産業－日本農業の新しい展開と再編成のために 森崎守夫 経済企画庁総合開発局 21
1969 昭和44年 特集(新年の抱負) 新年の抱負　森林資源総合対策協議会 森林資源総合対策協議 25
1969 昭和44年 特集(新年の抱負) 新年の抱負　日本林地肥培協会 日本林地肥培協会 26
1969 昭和44年 特集(新年の抱負) 新年の抱負　北海道造林技術センター 北海道造林技術センター 27
1969 昭和44年 特集(新年の抱負) 新年の抱負　林業薬剤協会 林業薬剤協会 28
1969 昭和44年 特集(新年の抱負) 新年の抱負　林木育種協会 林木育種協会 29
1969 昭和44年 特別寄稿 伊勢神宮林の現況 岩田利治 前伊勢神宮林務課長 30
1969 昭和44年 新春に 新春二題 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 33
1969 昭和44年 随筆・随想 北見雑談 奥薗栄 北見営林局事業部長 34
1969 昭和44年 随筆・随想 新しいもの、古いもの 磯地金助 王子造林株式会社副社 36
1969 昭和44年 コラム(山の生活) マタギの村 三山松夫 37
1969 昭和44年 随筆・随想 林木よりは魚がもうかる 土井好友 林野庁林政課 38
1969 昭和44年 表紙写真 第15回佳作「湖岸の林相」 曽我信彦 桑名市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 林業労働力問題と森林経営近代化について 太田清治郎 日本パルプK．K．常務 1
1969 昭和44年 林業における実践と研究の間　(1)大学の研究のあり方と実践 富田義一 九州大学 2
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 林業における実践と研究の間　(2)国立試験機関における反省と 徳重陽山 林業試験場九州支場 3
1969 昭和44年 林業における実践と研究の間　(3)行政からの要望 石田元次郎 佐賀県林務課 6
1969 昭和44年 林業における実践と研究の間　(4)大規模林業経営からの要望 川北真輔 熊本営林局 9

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(9)ナンキンハゼ
落合和夫 東京都道路工事部

10

1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 壮齢林の雪害とその対策 早稲田収 林業試験場関西支場 11
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 多雪地帯の林木の根の働きから見た造林 井沼正之 林業試験場山形分場 14
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 木材輸入へ伸びる蒲郡港 大竹英夫 愛知県 17

1969 昭和44年
解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考える　(5)森林施業の集団化・組織化を
坂本博 林野庁研究普及課

18

1969 昭和44年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(10)信州大学演習林 辰野良秋 信州大学付属演習林長 22

1969 昭和44年
会員の広場

林業も、畜産も
堀金七郎

福島県林業改良普及協
会常任理事

26

1969 昭和44年 会員の広場 野村勇著「外材の輸入事情と問題点」を読んで 黒田迪夫 九州大学農学部 30
1969 昭和44年 会員の広場 野村勇著「木材需給の動向と問題点」を読んで 大島卓司 アラスカパルプKK監査役 32

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(10)クスノキ
落合和夫 東京都道路工事部

33

1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第14回　集材作業における信号装置の改善について 石本匡房 高知営林局魚梁瀬営林 34
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第14回　地被物等飛散装置の考案 小坂昇 秋田営林局花輪営林署 36
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第14回　地被物等飛散装置の考案 斉藤修三 秋田営林局花輪営林署 36
1969 昭和44年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 造林実験営林署研究報告 前橋営林局中之条営林 38
1969 昭和44年 林業用語集 林業税制・金融・会計・監査 39
1969 昭和44年 コラム(こだま) 2ストライク1ボール (彦佐) 39
1969 昭和44年 表紙写真 第15回一席「年輪」 柳沢基恵 諏訪市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 「開発輸入」と「開発購入」 高橋晋吾 十条製紙KK専務取締役 1
1969 昭和44年 木材と生活 山本孝 前名古屋大学教授 2

32011

32112

3221

3232
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1969 昭和44年 木材と生活 土田実 名古屋大学教授 2
1969 昭和44年 木材と生活 鈴木昭弘 名古屋大学助教授 2
1969 昭和44年 樹種・品種にかんする一考案 中村賢太郎 東京大学名誉教授 5
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 精英樹によるスギ育種の今後の問題 酒井寛一 国立遺伝研究所 8
1969 昭和44年 林業用語集 林業税制・金融・会計・監査・林業改良普及 13
1969 昭和44年 森林保険の当面の問題から 大沼省三 森林保険協会専務理事 14
1969 昭和44年 林野火災の現況と対策 井上桂 林業試験場防災部 17
1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(1)土地期望価(Bu)の崩壊 草下正夫 林業試験場造林部 20

1969 昭和44年
解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考える　(6)林業労働力対策の展開は
坂巻俊彦 林野庁経済課

22

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(11)アメリカフウ
落合和夫 東京都道路工事部

27

1969 昭和44年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(11)宮崎大学 緒方吉箕 宮崎大学付属演習林助 28
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 防風林のない村 福田秀雄 30
1969 昭和44年 会員の広場 スギノアカネトラカミキリによる樹幹加害部の異状形態 井戸規雄 和歌山県林業試験場 31
1969 昭和44年 コラム(こだま) 林業労働問題愚考 (M･N生) 33
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第14回　等高線傾斜角度測定スケールの考案 近岡福治 帯広営林局計画課 34
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第14回　カラマツ苗の床替え密度について 後藤久人 長野営林局松本営林署 35
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第14回　成木施肥試験について 池田悟 旭川営林局幾寅営林署 37
1969 昭和44年 表紙写真 第15回三席「軽井沢高原のから松」 上野徳憲 長野市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 生物科学と林業技術の開発に思う 奈良英二 林野庁研究普及課課長 1
1969 昭和44年 日本学術会議レポートとして 大崎六郎 宇都宮大学教授 2

1969 昭和44年 解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考える　(座談会)その背景と今後の課題
坂本博(司会)(出席者)紙
野伸二、熊崎実、坂巻俊
彦、田中茂、水野遵一

5

1969 昭和44年
解説(シリーズ―林業労働力
を考える)

林業労働力問題を考えるシリーズによせて－「中国山地」を読ん
で 中野真人 日本パルプK．K．

13

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(12)トネリコ
落合和夫 東京都道路工事部

15

1969 昭和44年 北海道の国有林と道有林の経営 小瀧武夫 元国策パルプKK監査役 16
1969 昭和44年 桜 林弥栄 林業試験場浅川実験林 22
1969 昭和44年 海外情報 カナダの森に生きる 小沢美江 カナダ在住 27
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 自動車と競争した人の話 寺川義雄 30
1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(2)技術用語というもの 草下正夫 林業試験場造林部 31
1969 昭和44年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(12)宇都宮大学(野州小円を代表する演習林) 長田英雄 宇都宮大学演習林次長 33
1969 昭和44年 会員の広場 「間伐」の停滞は杞憂か 矢野虎雄 林業コンサルタント 36
1969 昭和44年 林業用語集 林業改良普及 39
1969 昭和44年 コラム(こだま) 需要と供給 (民有林生) 39
1969 昭和44年 表紙写真 第16回特賞「吹雪く山路」 奥幸男 京都市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 自然保護と林業 四手井綱英 京都大学教授 1
1969 昭和44年 自然保護の問題点 大井道夫 厚生省国立公園部 2
1969 昭和44年 特集(外国樹種のその後) 導入の経緯とその見通し(Ⅰ)概説 加藤善忠 林業試験場造林部長 6
1969 昭和44年 特集(外国樹種のその後) 導入の経緯とその見通し(Ⅱ)各論(1)北海道地方 柳沢聰雄 林業試験場北海道支場 9

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(13)ケヤキ
落合和夫 東京都道路工事部

13

1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 効率的な下刈りの行ない方 辻隆道 林業試験場機械化部 14
1969 昭和44年 杉の品種ものがたり 鈴木丙馬 前宇都宮大学教授 18
1969 昭和44年 万国博会場と緑地の造成 柴田富男 日本万国博覧会 21
1969 昭和44年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(13)島根大学演習林 沖村義人 島根大付属演習林 25
1969 昭和44年 コラム(山の生活) はだか祭 滝沢兼松 名古屋営林局 27
1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(3)経営計画について 草下正夫 林業試験場造林部 28
1969 昭和44年 随筆・随想 山の村と芸能　　黒川能を中心に 樋口夏樹 シナリオライター 29
1969 昭和44年 会員の広場 二つの文を読んで 橋本辰男 札幌営林局作業課 32
1969 昭和44年 会員の広場 草刈作業機の改良について 土屋好夫 関東林木育種場長野支 34

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(14)ポプラ
落合和夫 東京都道路工事部

36

1969 昭和44年 コラム(本の紹介) 「空中写真の世界」西尾元充著 中島巌 林業試験場航測研究室 37
1969 昭和44年 林業写真コンクール 第16回林業写真コンクール入選者の発表 38
1969 昭和44年 表紙写真 第16回二席「合掌造りと造林」 福間秀典 大阪市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 太郎杉判決に思う 吉村清英 森林開発公団理事長 1
1969 昭和44年 カラマツ材の性質と利用について 半沢道郎 北海道大学教授 2

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(15)モクマオウ
落合和夫 東京都道路工事部

7

1969 昭和44年 特集(外国樹種のその後) 導入の経緯とその見通し(Ⅱ)各論(2)東北地方 村井三郎 林業試験場東北支場 8
1969 昭和44年 これからの造林上の問題点あれこれ 磯地金助 王子造林株式会社副社 16

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(16)アメリカデイコ
落合和夫 東京都道路工事部

18

1969 昭和44年 台風の長期予報 朝倉正 気象庁予報官 19
1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(4)技術者というもの 草下正夫 林業試験場造林部 23
1969 昭和44年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(14)三重大学平倉演習林 渋谷欣治 三重大学演習林長 24
1969 昭和44年 会員の広場 線造林の試み 荒井国幸 林業試験場木曽分場 26
1969 昭和44年 会員の広場 線造林の試み 兵頭正寛 林業試験場木曽分場 26
1969 昭和44年 会員の広場 林地肥培について―特に壮齢林施肥 和泉健 宮城県農業試験場副場 29
1969 昭和44年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 亜高山帯の造林(中間報告2) 林業試験場 32
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 室戸の寺 小野春夫 33
1969 昭和44年 コラム(本の紹介) 「東南アジア林業の展開」塩谷勉編著 小瀧武夫 林業評論家 34
1969 昭和44年 林業用語集 林業改良普及・林業労働・厚生 35
1969 昭和44年 コラム(こだま) 造林作業機械化の課題 (夢抱松) 35
1969 昭和44年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第24回通常総会報告 36
1969 昭和44年 林業技術賞 第15回林業技術賞受賞者の発表 39
1969 昭和44年 林業技術奨励賞 第2回林業技術奨励賞受賞者の発表 39
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第15回林業技術コンテスト受賞者の発表 39
1969 昭和44年 表紙写真 第16回一席「パルプチップの山」 井原祥隆 伊東市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 水源涵養について一言 塩見友之助 林業経営研究所理事長 1
1969 昭和44年 国際会議 (アジア太平洋林業会議)  第8回アジア太平洋林業会議(APFC) 坂口勝美 林業試験場長 2

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(17)マテバシイ
落合和夫 東京都道路工事部

4

1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 林地流域における水の動き 中野秀章 林業試験場防災部 5
1969 昭和44年 特集(外国樹種のその後) 導入の経緯とその見通し(Ⅱ)各論(3)関東、中部、近畿地方 苅住曻 林業試験場造林部 9
1969 昭和44年 林業技術賞 第15回(林業技術賞)　W形曲線集材用特殊搬器の考案について 矢野米士 熊本営林局延岡営林署 15
1969 昭和44年 林業技術賞 第15回(林業技術賞)　エゾヤチネズミの発生予察と飼育実験 桑畑勤 林業試験場北海道支場 17
1969 昭和44年 林業技術賞 第15回(林業技術賞)　エゾヤチネズミの発生予察と飼育実験 増田久夫 林業試験場防災部 17

1969 昭和44年
林業技術賞

第15回(林業技術賞)　人工植栽困難な亜寒帯性地帯におけるカ
ンバ類の下種更新について

グループ
函館営林局計画課研究
グループ

19

1969 昭和44年 林業技術奨励賞 第2回(林業技術奨励賞)　青森営林局管内土壌調査図の完成 山田耕一郎 青森営林局計画課 22

1969 昭和44年
林業技術奨励賞

第2回(林業技術奨励賞)　森林調査への空中写真の利用-特に
その自動計測化への研究について 長正道 九州大学農学部

24

1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(5)2ヵ年林業 草下正夫 林業試験場造林部 27
1969 昭和44年 解説(行政施策等) 国有林における肉用牛生産育成実験事業 山内健雄 林野庁業務課 28

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(18)トネリコバノカエデ
落合和夫 東京都道路工事部

32

3254

3265

3276

3243

3287
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1969 昭和44年 解説(シリーズ―わが演習林) (わが演習林)　(15)岩手大学演習林 千葉宗男 岩手大学農学部 33
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 山神の碑と御山支配役 山本常喜 林業試験場九州支場調 36

1969 昭和44年
会員の広場

ヒノキ造林地に侵入したアカマツの取り扱いについて―岡山署管
内小本宮国有林の場合 森田正彦 大阪営林局計画課

37

1969 昭和44年 林業用語集 39
1969 昭和44年 コラム(こだま) 合成木材の出現 (梅雨) 39
1969 昭和44年 表紙写真 第16回二席「薬剤散布」 青木恵一 札幌市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 二つの農政と林業 小幡進 林業試験場研究顧問 1
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 写真情報による森林調査への提案 中島巌 林業試験場航測研究室 2
1969 昭和44年 特集(外国樹種のその後) 導入の経緯とその見通し(Ⅱ)各論(4)中国、四国、九州地方 山路木曽男 林業試験場岡山試験地 6
1969 昭和44年 特集(現代に実を結ぶ保安林) 矢部川水害防備保安林 脇元裕嗣 熊本営林局日田営林署 10
1969 昭和44年 随筆・随想 コンブと羊と草木と R.T 14
1969 昭和44年 特集(現代に実を結ぶ保安林) 丹後の無双山・城山魚つき林 編集室 14

1969 昭和44年
特集(現代に実を結ぶ保安林)

砂とたたかう僕たちの村
林昌宏

千葉県館山市神戸小学
校六年

15

1969 昭和44年 特集(現代に実を結ぶ保安林) 屏風山と津軽平野 木村良悦 青森営林局治山課 16
1969 昭和44年 解説(行政施策等) 国民レジャーと自然休養林--その指定と開発整備計画 土井好友 林野庁林政課 20
1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(6)本の読み方について 草下正夫 林業試験場造林部 24
1969 昭和44年 随筆・随想 釣り師さまざま 三井利員 木材工業新聞 25

1969 昭和44年
解説(シリーズ―わが演習林)

(わが演習林)　(最終回)東京大学北海道演習林
高橋延清

東京大学教授北海道演
習林長

27

1969 昭和44年 会員の広場 森林草地化の国民経済的意義 中村賢太郎 東京大学名誉教授 31
1969 昭和44年 会員の広場 もっと人間的な林業論を 松下規矩 林業試験場東北支場長 32
1969 昭和44年 コラム(本の紹介) 「日本原色雑草図鑑」沼田真・吉沢長人編 佐藤卓 林野庁研究普及課 34
1969 昭和44年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 輸入禁止植物の対象病害虫解説 横浜植物防疫所 35

1969 昭和44年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　最近の西ドイツ林業事情--近年の木材価格の暴
落は1967年の大暴風災害が原因か！ 三井鼎三

36

1969 昭和44年 林業用語集 林業労働・厚生 38
1969 昭和44年 コラム(こだま) 大学林学科の変革 (K･H生) 38
1969 昭和44年 林業写真コンクール 第17回林業写真コンクール作品募集要領 39
1969 昭和44年 表紙写真 第16回佳作「老木と猿」 岩下一行 青森県むつ市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 過疎化と林業 松本守雄 林野庁指導部長 1

1969 昭和44年

座談会

明日の林業のために　林業の未来を考える

佐野英夫(司会)(出席者)
玉川佐久良、相場芳憲、
福本健、蔵持武夫、古河
久純、大貫仁人

2

1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 除草剤と植生・土壌生物(続) 小瀧武夫 育林技術研究会 10
1969 昭和44年 傾斜階段造林法の着想のいとぐち 青木信三 宮崎大学教授 14
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第15回林業技術コンテストを終わって 中村英碩 前林業試験場作業科長 18

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　簡易索張り方式に用いる繋留式ブロック
の考案について 上野健開

北見営林局丸瀬布営林
署

19

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　漸伐作業集材における自動横取器の考
案について 丸口達雄 長野営林局臼田営林署

20

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　塩素酸系除草剤の下刈り作業における
除草効果と薬害防止について 三浦源太郎 長野営林局王滝営林署

22

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　塩素酸系除草剤の下刈り作業における
除草効果と薬害防止について 山内重男 長野営林局王滝営林署

22

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　塩素酸系除草剤の下刈り作業における
除草効果と薬害防止について 若山浩二 長野営林局王滝営林署

22

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　塩素酸系除草剤の下刈り作業における
除草効果と薬害防止について 湯上谷良造 長野営林局王滝営林署

22

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　塩素酸系除草剤の下刈り作業における
除草効果と薬害防止について 畑中静雄 長野営林局王滝営林署

22

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(林野庁長官賞)　塩素酸系除草剤の下刈り作業における
除草効果と薬害防止について 北沢仁 長野営林局王滝営林署

22

1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第15回(日本林業技術協会賞)　スギ直ざし山元ポット養苗につい 原田明男 大阪営林局福山営林署 24

1969 昭和44年
林業技術コンテスト

第15回(日本林業技術協会賞)　スギ床替え苗木の据え置きによ
る生産性向上について 小川宇内

秋田営林局真室川営林
署

25

1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第15回(日本林業技術協会賞)　豪湿雪地帯造林の取り組みにつ 東俊雄 名古屋営林局富山営林 26
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第15回(日本林業技術協会賞)　豪湿雪地帯造林の取り組みにつ 柏樹直樹 名古屋営林局富山営林 26
1969 昭和44年 林業技術コンテスト 第15回(日本林業技術協会賞)　豪湿雪地帯造林の取り組みにつ 稗木斉 名古屋営林局富山営林 26
1969 昭和44年 随筆・随想 シャクナゲ栽培あれこれ 竹内虎太郎 東京営林局造林課 28
1969 昭和44年 会員の広場 砂防用としての2～3種子の性状 小沢準二郎 林業試験場造林部 31
1969 昭和44年 会員の広場 除草剤をとりいれた一つの造林法 上山泰代 兵庫県林業試験場 34
1969 昭和44年 会員の広場 除草剤をとりいれた一つの造林法 大林弘之介 兵庫県林業試験場 34
1969 昭和44年 会員の広場 除草剤をとりいれた一つの造林法 段林弘一 兵庫県林業試験場 34
1969 昭和44年 会員の広場 除草剤をとりいれた一つの造林法 片山昭治 兵庫県林業試験場 34
1969 昭和44年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ経済と木材状況(上) 三井鼎三 37

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(19)クワの木
落合和夫 東京都道路工事部

38

1969 昭和44年 林業用語集 林業労働・厚生 39
1969 昭和44年 コラム(こだま) 木材を国内生産することの意味 (天の川) 39
1969 昭和44年 表紙写真 第16回佳作「割り目」 伊室章臣 福岡県中間市 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 山もちとその経営 田中重五 林業信用基金理事長 1

1969 昭和44年
国際会議

(日米会議)  天然資源の開発利用に関する日米会議－森林部会
について 雨倉朝三 林業試験場調査部

2

1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 明日の林業のために　Ⅱ木材の将来に対する思索 古谷剛 林業試験場林産化学部 5
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 野生鳥獣と農薬 池田真次郎 林業試験場保護部 8
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 阿蘇山ろくの原野造林とネズミ対策 宇田川竜男 林業試験場保護部 12
1969 昭和44年 解説(行政施策等) 特殊林産物をめぐる最近の話題 伊藤達次郎 林野庁研究普及課 15
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 住吉大社松苗神事 伴昇三 大阪府農林部水産林務 18
1969 昭和44年 「うるしのき」の研究メモからとくに生理について 伊藤清三 日本林業技術協会常務 19
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 下刈りに関する実態調査 植田正幸 茨城県林業試験場 23

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(20)ソメイヨシノザクラ
落合和夫 東京都道路工事部

27

1969 昭和44年 会員の広場 林地残材とチップ資材について 鈴見健次郎 KK岩倉組 28
1969 昭和44年 会員の広場 年輪定数法による施業一連年収穫に関する研究 瀬上安正 熊本県林業研究指導所 30
1969 昭和44年 会員の広場 森林現況簿の信頼度について 上本勝司 三重県林務課 33

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(21)ソメイヨシノザクラ
落合和夫 東京都道路工事部

35

1969 昭和44年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ経済と木材状況(下) 三井鼎三 36
1969 昭和44年 コラム(こだま) 林業人と会議 (M･Y生) 37
1969 昭和44年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 カヤノ平北湿原の植物 長野営林局 38
1969 昭和44年 林業写真コンクール 第17回林業写真コンクール作品募集要領 39
1969 昭和44年 表紙写真 第16回三席「ハイキング」 渡辺澄 愛知県知多郡大府町 0
1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 経済発展と林業人の責務 三浦辰雄 カリマンタン開発KK社長 1

1969 昭和44年 解説(行政施策等)
林産物需給　わが国における木材需給について現段階における
昭和50年度の木材需給の見通しと今後の施策の方向 志賀力 林野庁計画課

2

1969 昭和44年 解説(行政施策等) 今後の国有林野事業の役割について 海谷俊彦 林野庁計画課 6
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 明日の林業のために  Ⅲ　コンピューターと林業 西沢正久 林業試験場経営部 11
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1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(22)シンジュ
落合和夫 東京都道路工事部

15

1969 昭和44年 解説(行政施策等) 新しい林業機械化と今後の課題 宮川信一 林野庁研究普及課 16
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 寒冷地の苗畑の管理　特に寒さの害の防除について 廣谷巍 北海道立林業試験場 20
1969 昭和44年 森林施業の土壌動物に及ぼす諸影響(1) 中村好男 北海道大学農学部 25
1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(7)野鳥と放射性物質 池田真次郎 林業試験場保護部 29
1969 昭和44年 会員の広場 スギのタネの品質に関する一考察 右田一雄 東京大学千葉演習林 30
1969 昭和44年 会員の広場 未来を予測する技術 長井啓三 林野庁監査課 33
1969 昭和44年 コラム(本の紹介) 「機械作業の盲点発掘」中村英碩著 宮川信一 林野庁研究普及課 35
1969 昭和44年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 ヒノキ採種園の初期結実状況 長野営林局 36
1969 昭和44年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　森林に逃れた若人たちの原始生活コンミューン 三井鼎三 37
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 大河内(椎原)の里 長正道 九州大学農学部 38
1969 昭和44年 コラム(現代用語ノート) 国民総生産 39
1969 昭和44年 コラム(こだま) 「明日の林業のために」によせて (S･A生) 39
1969 昭和44年 表紙写真 第16回佳作「雪の湖畔にて」 植松茂 東京都青梅市 0

1969 昭和44年 巻頭言(巻頭之辞) 林業的停滞への挑戦
田中敏文

北海道造林技術センター
会長

1

1969 昭和44年 私有林業と生産保続－山村人口流出との関係 松島良雄 愛媛大学農学部 2
1969 昭和44年 解説(研究調査報告等) 明日の林業のために　(4)明日の林業と林木育種 戸田良吉 林業試験場造林部 7
1969 昭和44年 「うるしのき」の研究メモからグラフから得た観察結果 伊藤清三 日本林業技術協会常務 10
1969 昭和44年 なだれの話 石原健二 気象庁防災気象官 14
1969 昭和44年 コラム(山の生活) 棒の手 二本松譲 愛知県東加茂郡旭町 18
1969 昭和44年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(8)アポロ11号が教えるもの 池田真次郎 林業試験場保護部 19
1969 昭和44年 森林施業の土壌動物に及ぼす諸影響(2) 中村好男 北海道大学農学部 20
1969 昭和44年 コラム(こだま) 都市と森林 (人) 25
1969 昭和44年 会員の広場 屋久島の自然保護について政府へ勧告―日本学術会議レポー 大崎六郎 宇都宮大学教授 26
1969 昭和44年 会員の広場 林学教育はこれでよいのか 大味新学 26
1969 昭和44年 会員の広場 下刈技官と演習林 成瀬善高 東京大学千葉演習林 29

1969 昭和44年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(23)ヤマモモ
落合和夫 東京都道路工事部

31

1969 昭和44年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ合衆国における山林局関係予算の概要 三井鼎三 32
1969 昭和44年 林業技術総目次 昭和44年(1969)322～333号 36
1970 昭和45年 表紙写真 第16回三席「冬の森」 和田廣吉 横浜市鶴見区 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 新しい年代を迎えて 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事 1
1970 昭和45年 化石時代の樹木 三木茂 武庫川女子大教授 2
1970 昭和45年 年輪が語る弥生期の気象 真鍋大覚 九州大学教授 6
1970 昭和45年 古代日本人の生活と木材 亘理俊次 千葉大学教授 10

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(24)トゲナシニセアカシア
落合和夫 東京都道路工事部

14

1970 昭和45年 邪馬台国植生考 苅住曻 林業試験場造林部 15
1970 昭和45年 万葉人と森林植物 倉田悟 東京大学教授 21

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(25)ウバメガシ
落合和夫 東京都道路工事部

25

1970 昭和45年 日本の文化と木材 小原二郎 千葉大学教授 26
1970 昭和45年 採取林業の発展と森林経営思想のめばえ 山本光 東京教育大学教授 31
1970 昭和45年 造林の歴史 塩谷勉 九州大学教授 37
1970 昭和45年 肝煎文書よりみた佐竹林政の一断面 長岐喜代次 秋田営林局管理課 41
1970 昭和45年 表紙写真 第16回二席「白梅の樹の下で」 鈴木保之 埼玉県川越市 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 研究と技術 加納孟 林業試験場調査部長 1
1970 昭和45年 論壇 森林施業の方向－拡大造林か天然林施業か 小沢今朝芳 2
1970 昭和45年 解説(行政施策等) 国有林における技術開発について 堀健治 林野庁業務課 7
1970 昭和45年 経営道と高密度路網営林法(上) 青木信三 宮崎大学教授 14
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) スギの奇形枝による豪雪深とその年度の推定 高橋亀久松 林業試験場 19
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) スギの奇形枝による豪雪深とその年度の推定 高橋啓二 林業試験場 19
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) スギの奇形枝による豪雪深とその年度の推定 渡辺成雄 林業試験場 19
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) スギの奇形枝による豪雪深とその年度の推定 梅山代吉 林業試験場 19
1970 昭和45年 群状植栽10年の経過 清水一郎 福井営林署 24
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) 植栽木の紙袋被覆による除草剤の下刈効果 中野子 徳島県林業試験場 27
1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(9)小さな経験 池田真次郎 林業試験場保護部 30
1970 昭和45年 会員の広場 牟礼町のクロマツの択伐林業 安藤照雄 香川県林務課 31
1970 昭和45年 会員の広場 徳島県林業試験場をたずねて 山本常喜 林業試験場九州支場 33
1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ林学者のみたヨーロッパ林業(上) 三井鼎三 36

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(24)ハクウンボク
落合和夫 東京都道路工事部

37

1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 中国5県および兵庫林業試験場共同試験－薬剤による苗畑除草 山口県林業試験場 38
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) 計量経済学 39
1970 昭和45年 コラム(こだま) 林業政策の方向(○○林業会社の発足) (お山の杉の子) 39
1970 昭和45年 表紙写真 第16回三席「春を待つ山焼」 河村重信 京都市伏見区 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 積極的な国有林経営を 片山正英 前林野庁長官 1
1970 昭和45年 論壇 林業技術者の意識の所在 藤村重任 2
1970 昭和45年 解説(行政施策等) 住宅と木材 嵯峨途利 林野庁研究普及課 9
1970 昭和45年 経営道と高密度路網営林法(中) 青木信三 宮崎大学教授 13
1970 昭和45年 海外情報 タイ国の林業 中野秀章 林業試験場防災部 16
1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(10)マスター・プラン 池田真次郎 林業試験場保護部 20
1970 昭和45年 ヘリコプターによる成木林の施肥－実行を中心に 瀬川恭三 新城営林署 21
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) ツリーモンキーの枝打ち作業功程 岡本謙三 富山県林業試験場 24
1970 昭和45年 林地肥培における肥料運搬車の一事例と林地肥培の実情の紹 村雲正平 岐阜県加茂県事務所林 27

1970 昭和45年
会員の広場

スギ精英樹のさし木発根不良系統に対するインドール酪酸の効
果と処理法 大山浪雄 林業試験場九州支場

30

1970 昭和45年
会員の広場

17年振りに羽幌を訪ねて
竹花巌

谷川岳ロープウエイ株式
会社

34

1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ林学者のみたヨーロッパ林業(下) 三井鼎三 35
1970 昭和45年 コラム(山の生活) 木びき歌と馬喰歌 小野忍 岡山 36
1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 西アフリカ熱帯造林技術の展望 農林省技術会議 37

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(25)アキニレ
落合和夫 東京都道路工事部

38

1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) 情報化社会 39
1970 昭和45年 コラム(こだま) 情報過多の中の林業 (E.ヴォルフ) 39
1970 昭和45年 表紙写真 第16回三席「砂防林」 藤森寿男 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 協同研究の推進 海法正昌 林野庁指導部長 1
1970 昭和45年 論壇 新時代の林学の再編成 村尾行一 東京大学助手 2
1970 昭和45年 解説(行政施策等) 昭和45年度実施される森林生産力調査について 依田和夫 林野庁計画課 7
1970 昭和45年 海外情報 台湾の造林問題 橋本与良 林業試験場土じょう部 13
1970 昭和45年 経営道と高密度路網営林法(下) 青木信三 宮崎大学教授 17
1970 昭和45年 コラム(山の生活) 奇祭「えびす大黒の綱引き」 小島恒友 福井県敦賀市 21
1970 昭和45年 ヘリコプターによる幼木施肥(中間報告) 佐々木昌平 秋田営林局造林課 22

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(26)ラクウショウ
落合和夫 東京都道路工事部

26

1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(11)トキの移植 池田真次郎 林業試験場保護部 27
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(1)まえがき～親子対局 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 28
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1970 昭和45年
会員の広場

ミズナラの施業上考慮すべき樹性について
今田盛生

九州大学農学部付属北
海道演習林

29

1970 昭和45年 会員の広場 ヤマに道路を！ 橋本辰男 宮古営林署 31

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(27)コルジリーネ オーストラリス
落合和夫 東京都道路工事部

33

1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　ソ連邦の林業 三井鼎三 34
1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 北海道の広葉樹育成(シンポジウム) 北海道林務部 36
1970 昭和45年 コラム(本の紹介) 「秋田杉への郷愁」長岐喜代次著 坂口勝美 37
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) システム科学 38
1970 昭和45年 コラム(こだま) 森林開発論議を始めよう (N･M) 38
1970 昭和45年 山火事予知ポスター図案・標 山火事予知ポスター～図案・標語募集 41
1970 昭和45年 表紙写真 第17回特選「巣箱のある落葉松林」 小杉重吉 札幌市 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 生きた緑林の効果を見直そう 石神甲子郎 日本自然保護協会常務 1
1970 昭和45年 論壇 林業機械化の初心 小山悌 岩手富士産業KK取締役 2
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) 高密路網理論に関する2，3の問題点 平賀昌彦 林業試験場林道研究室 8
1970 昭和45年 林政上重視すべき基本間題 中村賢太郎 東京大学名誉教授 13
1970 昭和45年 現代の社会的要請にこたえる林学と林業 諸戸民和 諸戸林産株式会社社長 16
1970 昭和45年 コラム(山の生活) 田麦俣の部落 清和三郎 鶴岡市 18
1970 昭和45年 随筆・随想 ソロモンの島　ブーゲンビル島紀行 青島清雄 林業試験場保護部 19

1970 昭和45年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

造林実験営林署研究報告
熊本営林局長崎・菊地・
水俣・都城営林署

23

1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(12)研究者の感想 池田真次郎 林業試験場保護部 24
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(2)靴磨きの女 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 24

1970 昭和45年 林地におけるポット育苗について
佐藤辰男

千頭営林署 元水戸高部
担当区

26

1970 昭和45年
会員の広場

山岳原野地帯における造林技術上の一・二の考察―耕起と肥料
の効果はどのように現われるか 松本弘 大分県林業改良指導員

30

1970 昭和45年 会員の広場 造林機械化と問題点 高崎修一郎 川内営林署 32

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(28)ワシントニヤ
落合和夫 東京都道路工事部

34

1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　ヨーロッパ林業における経済性思考 三井鼎三 35
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) 照葉樹林文化 37
1970 昭和45年 コラム(こだま) 技術革新と人間性 (夢抱松) 37
1970 昭和45年 林業写真コンクール 第17回林業写真コンクール入選者 38
1970 昭和45年 表紙写真 第17回佳作「阿蘓の杉林」 島守治 久留米市 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) ファッションテーマ 手束羔一 秋田営林局長 1
1970 昭和45年 論壇 林業と生態学 沼田真 千葉大学教授 2
1970 昭和45年 訃報・追悼・遺稿等 府県における林業試験研究のあり方(遺稿) 安藤愛次 前山梨県林業試験場長 8
1970 昭和45年 降水量の変動におもう 高見寛 水利科学研究所 12
1970 昭和45年 海外情報 自然成帯性を追って(1)モスクワ・クリミヤ半島トラック旅行記 久保哲茂 林業試験場土じょう部 14
1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(13)公害と自然保護 池田真次郎 林業試験場保護部 18
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(3)軽重・夜景 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 18
1970 昭和45年 コラム(山の生活) 開田の昔と今 20

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(29)キャナリーヤシ
落合和夫 東京都道路工事部

20

1970 昭和45年
会員の広場

アカマツの天然生木と植栽木の根系について―発育に伴う各部
分の変化 黒木富生 広島県林政課

21

1970 昭和45年 会員の広場 技術開発と情報管理 横田英雄 林業試験場関西支場 23
1970 昭和45年 会員の広場 里山開発に寄せて―自然生広葉樹林を見なおす 林常夫 北海道林業会館理事長 27
1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　熱帯諸国におけるパルプ・紙原料木材 三井鼎三 31

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(30)タイワンフウ
落合和夫 東京都道路工事部

32

1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 天然性カラマツの産地別成長形質に関する実態調査(林野庁) 33
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) ロボット 34
1970 昭和45年 コラム(こだま) 流通の障害 (民有林生) 34
1970 昭和45年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第25回通常総会報告 35
1970 昭和45年 林業技術賞 第16回林業技術賞受賞者の発表 40
1970 昭和45年 林業技術奨励賞 第3回林業技術奨励賞受賞者の発表 40
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回林業技術コンテスト受賞者の発表 40
1970 昭和45年 表紙写真 第17回三席「森の朝」 滝和彦 静岡市 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 環境緑化の推進 篠崎義徳 千葉県農林部次長 1
1970 昭和45年 林学を考える－林業の虚学的体系化を中心に 岡村明達 政治経済研究所 2

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(31)アメリカハナミズキ
落合和夫 東京都道路工事部

7

1970 昭和45年 山岳道路の開発と自然保護 宮脇昭 横浜国立大学助教授 8

1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) 樹木と害虫と病原菌の社会
西口親雄

東京大学農学部森林動
物学研究室

14

1970 昭和45年 海外情報 インドネシアの森林開発について 福島毅一 林野庁業務課 18
1970 昭和45年 林業技術賞 第16回(林業技術賞)　製材工場における機械診断技術の確立 安藤実 栃木県林業指導課 22
1970 昭和45年 林業技術賞 第16回(林業技術賞)　炭化炉の考案による工業用炭製造技術の 磯部博 新潟県林政課 24
1970 昭和45年 林業技術奨励賞 第3回(林業技術奨励賞)　道有林施業計画のための立地条件の 古本忠 北海道林務課 26
1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(14)鳥獣の仕事は「お遊び」ではない 池田真次郎 林業試験場保護部 28
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(4)世界は狭い 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 28
1970 昭和45年 会員の広場 水源保安林回想 白井純郎 林業試験場関西支場 30
1970 昭和45年 会員の広場 「下刈技官と演習林」に異議がある 石井朝夫 千葉県農林部林務課 31

1970 昭和45年
会員の広場

大学院修了者の奨学金の返還に関する特別免除と返還義務に
ついて―日本学術会議レポートとして 大崎六郎 宇都宮大学教授

33

1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　経済環境の変化とアメリカ林業 三井鼎三 35

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(32)モッコク
落合和夫 東京都道路工事部

36

1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林木の結実の促進(林野庁) 37
1970 昭和45年 コラム(本の紹介) 「林業の経営改革」小瀧武夫著 38
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) ppm 39
1970 昭和45年 コラム(こだま) ある対話 (梅雨) 39
1970 昭和45年 表紙写真 第17回三席「木彫りの鯉」 山根又光 石川県金沢市 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 1970年以降の技術開発に期待する 堀正之 日本林業技術協会常務 1
1970 昭和45年 論壇 林業機械化の現状と動向 蔵持武夫 林野庁業務課 2

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(33)白樺
落合和夫 東京都道路工事部

7

1970 昭和45年 森林生態系と土壌動物 北沢右三 東京都立大学助教授 8
1970 昭和45年 海外情報 わたくしの見たドイツの公私有林事情(1) 神崎康一 京都大学農学部 11
1970 昭和45年 海外情報 自然成帯性を追って(2)モスクワ・クリミヤ半島トラック旅行記 久保哲茂 林業試験場土じょう部 17
1970 昭和45年 これからの林業経営に資する新間伐法 渡邊定元 定山渓営林署長 21
1970 昭和45年 会員の広場 土地利用の推進と山地の開発 渡辺武夫 三重大学教授 25

1970 昭和45年
会員の広場

70年代の林業の活路　未曾有の人口の過疎、外材、代替材等の
激増に林業はいかに対処する？ 堀金七郎

福島県林業改良普及協
会常任理事

30

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(34)ナナカマド
落合和夫 東京都道路工事部

33

1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(15)ウォーナー・プラン 池田真次郎 林業試験場保護部 34
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(5)退職年齢と転勤 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 34
1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　場所的秩序における森林の休養機能(ミュンヘ 三井鼎三 36
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1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 省力造林方法実態調査報告書 林野庁 37
1970 昭和45年 コラム(本の紹介) ｛森林水文」丸山岩三著 野口陽一 38
1970 昭和45年 コラム(こだま) ある施策の動機 (天の川) 39
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) ビット(bit) 39
1970 昭和45年 表紙写真 第17回二席「貯木港」 薄田節男 小樽市 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 新たなる資源造成の必要 辻良四郎 函館営林局長 1
1970 昭和45年 住宅生産と木材 山井良三郎 林業試験場木材部 2
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) 地質と山地災害 木立正嗣 林業試験場土じょう部 8
1970 昭和45年 林木の結実促進 百瀬行男 関東林木育種場 12
1970 昭和45年 海外情報 わたくしの見たドイツの公私有林事情(2) 神崎康一 京都大学農学部 16

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(35)サルスベリ
落合和夫 東京都道路工事部

21

1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(16)二つの疑問 池田真次郎 林業試験場保護部 22
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(6) 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 22

1970 昭和45年
林業技術コンテスト

第16回(林野庁長官賞)  索張方法の改良による素材の早期生産
について 斉藤吉治 旭川営林局金山営林署

24

1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(林野庁長官賞)  スギさし木の省力技術について 神社虎男 京都府舞鶴事務局 25
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(林野庁長官賞)  スギポット造林技術開発試験(第1報) 谷口治夫 名古屋営林局古川営林 26
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(林野庁長官賞)  スギポット造林技術開発試験(第1報) 天野正幸 名古屋営林局古川営林 26
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(林野庁長官賞)  スギポット造林技術開発試験(第1報) 飯盛兼利 名古屋営林局古川営林 26
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(林野庁長官賞)  スギポット造林技術開発試験(第1報) 安江康夫 名古屋営林局古川営林 26
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(日本林業技術協会賞)　除草剤作業の体系化試験 近藤正善 前橋営林局中之条営林 27
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(日本林業技術協会賞)　除草剤作業の体系化試験 佐藤幸夫 前橋営林局中之条営林 27

1970 昭和45年
林業技術コンテスト

第16回(日本林業技術協会賞)　保全帯(防災樹帯)等に損傷を与
えない横取り集材方式について 脇田正一 長野営林局三殿営林署

28

1970 昭和45年
林業技術コンテスト

第16回(日本林業技術協会賞)　保全帯(防災樹帯)等に損傷を与
えない横取り集材方式について 西尾芳和 長野営林局三殿営林署

28

1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回(日本林業技術協会賞)　機械集材用器具の改良について 山田信逸 秋田営林局早口営林署 29
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  薬剤葉茎処理によるくず枯殺について 桑森照治 大阪営林局福山営林署 30
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  アカマツ更新に関する調査 倉沢利夫 前橋営林局郡山営林署 30
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  チェンソーの能率向上策について 西山好雄 前橋営林局勿来営林署 31
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  ブルドーザーによる造林地拵えについて 竹生脩二、外 北海道庁・林務署 31
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  植栽限界の立地図による究明 吉良牧夫 高知営林局計画課 32
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  列条間伐のトラクター集材実験について 三嶋則幸 熊本営林局熊本営林署 32
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  張力計利用の帯広方式架線設計々算の簡略化につい 新保仁 帯広営林局本別営林署 33
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  寒害地帯における植栽木の成育について 鈴木新吉 札幌営林局苫小牧営林 33
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  ポケット無線の考案 楯剛、外 札幌営林局恵庭営林署 34
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  山行き苗木の規格別成長試験について 小野瀬充 東京営林局高萩営林署 34
1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  柏原苗畑におけるクマスギの「よこざし」について 柿下慶治 長野営林局長野営林署 35

1970 昭和45年
林業技術コンテスト

第16回  天北地方における適応樹種試験
小林信也、外

北海道庁・浜頓別地区林
業指導事務所

35

1970 昭和45年 林業技術コンテスト 第16回  オガ屑堆肥の製造について 小川誠 帯広営林局清水営林署 36
1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 豪雪地帯造林推進対策調査報告書(福井県林業試験場) 37
1970 昭和45年 コラム(こだま) このごろ感じたこと (S･A生) 38
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) 超過密経済 38
1970 昭和45年 林業写真コンクール 第18回林業写真コンクール作品募集要領 39
1970 昭和45年 山火事予知ポスター図案・標 山火事予知ポスター～図案・標語募集の結果 40
1970 昭和45年 表紙写真 第17回三席「山波」 若林昭二郎 宮﨑県延岡市 0
1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 今こそ新しい森林、林業政策の展開の時期 水野金一郎 紙・パルプ連合会副理事 1
1970 昭和45年 論壇 林業労働力の減少による素材生産業の衰退問題 中野真人 日本パルプ工業K．K． 2
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) 亜高山帯および上部ブナ帯の更新問題 柳沢聰雄 林業試験場造林部 8

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(36)クロガネモチ
落合和夫 東京都道路工事部

12

1970 昭和45年 「高密路網理論に関する2,3の問題点」についての答 青木信三 宮崎大学名誉教授 13
1970 昭和45年 海外情報 わたくしの見たドイツの公私有林事情(3) 神崎康一 京都大学農学部 19
1970 昭和45年 海外情報 自然成帯性を追って(3)モスクワ・クリミヤ半島トラック旅行記 久保哲茂 林業試験場土じょう部 23
1970 昭和45年 ヒノキ枝打ち材の試験挽結果と今後の素材販売、枝打ち 間城敏玄 高知営林局 27
1970 昭和45年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　英連合王国における木材マーケティング 三井鼎三 31

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(37)モミジ
落合和夫 東京都道路工事部

33

1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(17)イタチの養殖 池田真次郎 林業試験場保護部 34
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(7)自然破壊 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 34
1970 昭和45年 コラム(本の紹介) 「竹と人生」上田弘一郎著 36
1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 スギおよびヒノキの増殖調査報告 静岡県林業試験場 37
1970 昭和45年 コラム(こだま) マツの立ち枯れと大学における森林保護教育の貧困 (N生) 38
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) GNP 38
1970 昭和45年 林業写真コンクール 第18回林業写真コンクール作品募集要領 39
1970 昭和45年 表紙写真 第17回三席「吉野箸」 福間秀典 大阪市住吉区 0

1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 新時代に応じる林業と林業人の課題
平野孝ニ

日本林業技経営者協会
専務理事

1

1970 昭和45年 論壇 自然保護と林業の立場 加藤善忠 林業試験場造林部長 2
1970 昭和45年 解説(研究調査報告等) 林地肥培効果についての2,3の解析 塘隆男 林業試験場九州支場長 8
1970 昭和45年 日光杉並木街道保存上の問題点 鈴木丙馬 前宇都宮大学教授 12
1970 昭和45年 海外情報 自然成帯性を追って(4)モスクワ・クリミヤ半島トラック旅行記 久保哲茂 林業試験場土じょう部 18

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(38)ピンオーク
落合和夫 東京都道路工事部

22

1970 昭和45年 ウインチ付ハンドドーザの試用結果について 高田長武 沼田営林署 23
1970 昭和45年 筋地ごしらえ造林について 高橋亮一 白老営林署 26
1970 昭和45年 会員の広場 林業の経営と生産性について考える 瀬上安正 熊本県林業専門技術員 29
1970 昭和45年 会員の広場 今植えている木と山村のゆくえ 中島政光 山梨県林業試験場 31
1970 昭和45年 会員の広場 ほんのある個人的な意見 岳吾 オビヒロ 32
1970 昭和45年 コラム(山の生活) 石鎚山と季節宿 瀬戸口渡 松山 33
1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(18)公害と自然保護 池田真次郎 林業試験場保護部 34
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(8)薪炭に思う 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 34
1970 昭和45年 コラム(本の紹介) 「世界の森林資源」山崎慶一著 坂口勝美 36
1970 昭和45年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 造林機械化と林地除草剤の導入について 熊本営林局 37
1970 昭和45年 コラム(こだま) 精神 (I生) 38
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) バイオニクス(Bionics) 38
1970 昭和45年 林業写真コンクール 第18回林業写真コンクール作品募集要領 39
1970 昭和45年 表紙写真 第17回一席「山の生活」 嵯峨常雄 船橋市 0

1970 昭和45年 巻頭言(巻頭之辞) 泥をかぶる
遠藤嘉数

森林資源綜合対策協議
会・常務理事

1

1970 昭和45年
論壇

転換期にきた普及事業
兼古朝史

全国林業改良普及協会
編集部長

2

1970 昭和45年 システム工学とは何か 三浦宏文 東京大学助教授 7
1970 昭和45年 韓国の林業林学を尋ねて 塩谷勉 九州大学教授 15
1970 昭和45年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(19)研究テーマの選び方 池田真次郎 林業試験場保護部 20
1970 昭和45年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(9)街の森林資源問答 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 20
1970 昭和45年 木材需要予測の試み 長浜邦明 経済企画庁調整局農林 22
1970 昭和45年 会員の広場 林業技術に関する国際シンポジウムの出席報告 諸戸民和 諸戸産業KK社長 25
1970 昭和45年 会員の広場 香川の県木オリーブ 安藤照雄 香川県林務課 26
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1970 昭和45年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　なぜわれわれは多目的利用法案を必要としたか
(アメリカ合衆国元山林局長の追憶記) 三井鼎三

29

1970 昭和45年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

街路樹シリーズ(39)ヤブツバキ
落合和夫 東京都道路工事部

30

1970 昭和45年 コラム(こだま) 新聞から学んだこと (グリーン生) 31
1970 昭和45年 コラム(現代用語ノート) シビル・ミニマム(civil minimum) 31
1970 昭和45年 林業写真コンクール 第18回林業写真コンクール作品募集要領 32
1970 昭和45年 林業技術総目次 昭和45年(1970)334～345号 34

(森林航測)
1990 平成2年 植生と土壌 矢作川下流洪積台地の微地形･植生･土壌 落合圭次 1

1990 平成2年
森林計画における流域管理－リモートセンシングを利用した環境
評価手法の開発

露木聡 3

1990 平成2年 空中写真によるササ地の判読と解析－そのテクニックと応用 菱沼勇之助、志村一夫 7
1990 平成2年 デジタイザによる視差測定に基づく空中写真からの樹高算出法 石川善朗 11
1990 平成2年 平成2年度森林測量事業予算の概要 畑憲祐 14
1990 平成2年 登山道の侵食について 小野有五、依田明実、後藤忠志 15
1990 平成2年 空中写真紀行 武蔵野漫歩 編集部 20
1990 平成2年 植生と土壌 三河高原冷温帯自然林の植生と土壌 落合圭次、中嶋勝 1
1990 平成2年 サーマルイナーシャによる土壌水分の解析 宇都宮陽二朗 3
1990 平成2年 7月の九州の梅雨前線豪雨災害の概要 坂元邦夫 7

1990 平成2年
紋様百態－空から見た大地
の表情

山越えの鉄道技術 11

1990 平成2年 等高線密度･谷密度などの半自動読み取りの試み 阿子島功 12
1990 平成2年 国立地図学博物館の早期実現を願って 西川治 14
1990 平成2年 空中写真の利用を巡って 松井修 16
1990 平成2年 森林限界と地因子 横山秀司 19
1990 平成2年 植生と土壌 　｢植生と土壌｣ の連載を終わって 宮川清 1
1990 平成2年 森林･林地の遠隔探査技術-現状と応用 沢田治雄 4

1990 平成2年
衛星データによる森林食葉生昆虫の被害地の計測－ランドサッ
トデータによるブナの大量枯損地域の計測

鎌田直人 9

1990 平成2年 ラジコンヘリコプターを使用したウダイカンバの単木識別 加藤正人 14

1990 平成2年
衛星リモートセンシングによる熱帯林の調査－熱帯林管理情報
システム整備事業

渡辺宏 19

1990 平成2年 衛星写真判読による土地利用図の作成 佐藤哲夫 20
1991 平成3年 新型微細点格子板による間伐実施マップの作成 魚住侑司 1

1991 平成3年
航空写真判読の誤差要因について－オーバーラップ率および林
分構造因子の影響

増谷利博 8

1991 平成3年 平成3年度森林測量事業予算の概要 畑憲祐 13
1991 平成3年 航空機マルチスペクトラルビデオシステムの利用 沢田治雄 14

1991 平成3年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　森林鉄道の走る森 17

1991 平成3年 空中写真によるサーキュラメントの判読 伏島祐一郎、苅谷愛彦 18
1991 平成3年 空中写真によるランドスケープ･ユニットの判読 武内和彦 1
1991 平成3年 7

1991 平成3年
私の実践ノート ･講義ノート－
さまざまな分野での空中写真

　私の実践ノート－考古学 宮塚義人 7

1991 平成3年
私の実践ノート ･講義ノート－
さまざまな分野での空中写真

　私の実践ノート－海岸工学 宇多高明 10

1991 平成3年
私の実践ノート ･講義ノート－
さまざまな分野での空中写真

　私の講義ノート－林学 石川善朗 14

1991 平成3年
私の実践ノート ･講義ノート－
さまざまな分野での空中写真

私の講義ノート－地理学 杉谷隆 17

1991 平成3年 空中写真紀行 　都区部の空の下 編集部 20
1991 平成3年 空中写真判読による微･小地形区分のコツ 宮城豊彦 1
1991 平成3年 雪食崩壊地の判読とその特徴 相浦英春 5

1991 平成3年
合成開口レーダ(SAR；Synthetic Aperture Radar)システムの概
要とその利用

向井幸男 11

1991 平成3年 16

1991 平成3年
さまざまな分野での空中写真
利用

私の実践ノートー地ふぶきと吹きだまり 小林大二 16

1991 平成3年
さまざまな分野での空中写真
利用

雲仙普賢岳の火山災害現況 市村正彦 20

1992 平成4年 幼齢人工林における被害の実態把握 寺岡行雄、増谷利博、今田盛生 1
1992 平成4年 航空写真判読による天然林内の大径木分布の推定 増谷利博、太田和樹、今田盛生 6
1992 平成4年

デジタル魚眼レンズ・イメージから天空率を算定する方法につい
て

中川清隆 11
1992 平成4年 フランス短信 (1) 宇宙･航空のメッカ トゥールーズ 中北理 16
1992 平成4年 平成4年度森林測量事業予算の概要 久慈好夫 18

1992 平成4年
ステレオプロッターAP190による解析写真測量－材積推定の可
能性について

長谷川尚史 19

1992 平成4年 解析写真測量と路網計画 北川勝弘 1
1992 平成4年 空中写真を読む楽しさ－兵庫県の地形アラカルト 田中眞吾 5
1992 平成4年 フランス短信 (2) もっと知ろう フランスという国 中北理 16

1992 平成4年
リモートセンシングによる土地被覆別熱特性について－庄内砂
丘の場合

斎田和彦、佐倉保夫 18

1992 平成4年
空中写真からみた西表島におけるマングローブ林の動態と相対
的海水準変動

藤本潔 1

1992 平成4年 人工衛星から見た雲仙普賢岳噴火による森林被害 松本光朗 7
1992 平成4年 精密自動3次元計測システムで得られる情報の利用例 小橋澄治、嶋本考平、内田修 13
1992 平成4年 フランス短信 (3) フランス人を理解するぞ 中北理 18
1992 平成4年 立体写真記録のススメ 高橋文敏 20
1993 平成5年 空中写真による北上川上流赤川流域の荒廃地分布 中北理 1
1993 平成5年 空中写真を利用した今須択伐試験地の判読結果 魚住侑司 7

1993 平成5年
空中写真と気球からの低空写真から見た伐出作業跡地の植生
回復過程

遠藤利明 12

1993 平成5年 平成5年度森林測量事業予算の概要 鈴木正勝 17
1993 平成5年 私の付箋紙 Ⅰ 植生指数雑感 沢田治雄 18

1993 平成5年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　驚異の分水界 20

1993 平成5年
森林インストラクターのための
空中写真教室

　1 アイスブレークを兼ねて 野々口義延 21

1993 平成5年
広域森林管理と森林情報整備の問題点－広域森林における
データの変動とゾーニング

伊藤哲、寺岡行雄 1

1993 平成5年 森林生態系保護地域について 藤原昭博 6
1993 平成5年 私の付箋紙 Ⅱ 地理情報システム (GIS) とのリンクあんどリンク 沢田治雄 18

166

167

168

169

170

161

162

163

164

165

171
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1993 平成5年
森林インストラクターのための
空中写真教室

　2 実践 肉眼立体視 野々口義延 20

1993 平成5年 リモートセンシングとGISを併用した森林変化の抽出法 平田泰雄 1
1993 平成5年 GPSを持って森林に行こう－その利用法と精度 露木聡 6
1993 平成5年 寒冷地形の特性とは？－特定地理等保護林の事例を交えて 小泉武栄 11

1993 平成5年 私の付箋紙
Ⅲ 遠隔探査－何を何に使うか, 撮影装置とプラットホームの使い
分け

沢田治雄 16

1993 平成5年
森林インストラクターのための
空中写真教室

3 空中写真をもっと身近に 野々口義延 18

1994 平成6年 空中写真を利用した補助金間伐の検査 吉見寛、魚住侑司 1
1994 平成6年 衛星リモートセンシングデータによる林相区分 東敏生 6
1994 平成6年 　本と催し 15
1994 平成6年 空中写真に地域の顔を読む 　1 玄海灘の離島,斑島 杉谷隆 16
1994 平成6年 平成6年度森林測量事業予算の概要 吉永俊郎 18
1994 平成6年 　もくてきほうほういろいろ 19

1994 平成6年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　駅名シリーズ1 林野 22

1994 平成6年 リモートセンシングとGISを用いた地すべり発生前のデ－タ解析 小林裕之 1
1994 平成6年 マングローブ林域での衛星データの構造 佐藤一紘 6

1994 平成6年
空中写真から合成した景観画像による白山の荒廃地推移の把
握－超高解像度リモートセンシングデータとしての空中写真の利

本多潔 11

1994 平成6年 空中写真に地域の顔を読む 2 椎の木山の変貌･千葉県安房郡三芳村 杉谷隆 20
1994 平成6年 　本と催し 22

1994 平成6年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　駅名シリーズ2 大杉 23

1994 平成6年 森林GISにおけるデータ検索のユーザーインターフェイス 伊藤達夫 1

1994 平成6年
空中写真によるギャップの判読と計測－なぜギャップを読むの
か，どう測るのか

中静透 6

1994 平成6年 地理情報システムを利用した空中写真の活用法の検討 石川陽明 14
1994 平成6年 空中写真に地域の顔を読む 3 自然史の野外教室･栃木県日光 杉谷隆 20
1994 平成6年 　本と催し 22

1994 平成6年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　駅名シリーズ3 柿ノ木 23

1995 平成7年 平成7年度森林測量事業予算の概要 吉永俊郎 1

1995 平成7年
森林画像データベースヘの取
り組み

1.画像データベースの森林教育教材等への利用－京大演習林
での試み

酒井徹朗、長谷川尚史 2

1995 平成7年
森林画像データベースヘの取
り組み

2.森林の画像データベースの作成 田中万里子 5

1995 平成7年 光測定機器を用いない林内光量推定の試み 金澤洋一 8
1995 平成7年 南木曽営林署における林地復旧の追跡 村田則幸 12
1995 平成7年 東京都が進める土地分類基本調査の全図数値化について 岩屋隆夫 15

1995 平成7年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　学校の周り 18

1995 平成7年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　苦闘と歓喜を刻んだ表情 19

1995 平成7年 空中写真利用入門講座
　①必要な空中写真の探し方 *空中写真とはどういう情報なのか
*空中写真の入手方法は

編集部 20

1995 平成7年 　大分県･九重山系の硫黄山(1,580m) が257年ぶりに噴火 日本林業技術協会撮影 24

1995 平成7年
森林GlS（地理情報システム）
の利用

森林地図情報システムの推進と展望－森林計画と森林GISにつ
いて

田島裕志 1

1995 平成7年
森林GlS（地理情報システム）
の利用

PC-Mapping/Windowsを活用した森林基本図管理システムの取
り組み－大阪営林局における森林GISの導入・開発等について

斎藤こうそう 4

1995 平成7年
森林GlS（地理情報システム）
の利用

神奈川県の林政情報システムについて 鈴木宏一 7

1995 平成7年
森林GlS（地理情報システム）
の利用

熊本県におけるGISの導入・開発の状況 大岩禎一 9

1995 平成7年
森林GlS（地理情報システム）
の利用

新潟大での導入・開発について 阿部信行 14

1995 平成7年 森林GISフォーラムの活動 木平勇吉 16
1995 平成7年 国土地理院の数値地図の刊行とその利用について 八木新太郎 18

1995 平成7年 空中写真利用入門講座
　②肉眼立体視を会得しよう *立体視とは *肉眼立体視の見方 *
手持ちカメラで立体写真を撮ろう

編集部 22

1995 平成7年
ヘリコプターによる空中探査法を利用した六甲山系・淡路北部の
山地崩壊危険区域調査

山田祐司 1

1995 平成7年 「Photoshop」による鳥類生活行動域の森林地形 中北理、大石康彦 5
1995 平成7年 空中写真を活用した鉄道林機能検査 柳谷正勝 9

1995 平成7年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　野辺山の宇宙電波観測所 13

1995 平成7年 森林航測写真撮影あれこれ 湯本和司 14
1995 平成7年 　数値地図利用ソフト一覧 (平成7年12月6日現在) 八木新太郎ほか 16
1995 平成7年 　地理情報システム入門書･参考書 21

1995 平成7年 空中写真利用入門講座
　③肉眼立体視を会得しよう *肉眼立体視のメリットは? *立体視
するための写真の置き方

編集部 22

1996 平成8年 平成8年度森林測量事業予算の概要 徳川浩一 1

1996 平成8年
第107回日本林学会大会テー
マ別セッション《GlSとリモート
センシング》

GIS部門 伊藤達夫 2

1996 平成8年
第108回日本林学会大会テー
マ別セッション《GlSとリモート
センシング》

リモートセンシング部門 加藤正人 4

1996 平成8年
今春のGIS・リモセンシンポジウムから－日本地理学会シンポジ
ウム「GIS：その応用の可能性」

高阪宏行 6

1996 平成8年 75年を経過した砂防植栽地におけるニセアカシア林の動態 中越信和、前河正昭 10
1996 平成8年 上高地における河畔林のモザイク構造 進望、石川慎吾、岩田修二 14
1996 平成8年 最近の商業用リモートセンシング衛星の動向 向井幸男 18

1996 平成8年 空中写真利用入門講座
　④組写真との付き合い方－移写･浮標 *移写の実際 *浮標とは
何か

編集部 22

1996 平成8年 　全国測量技術大会'96『測量･設計システム展'96』 が開催 24
1996 平成8年 地理情報システムの多人数教育の試み 笹谷康之 1
1996 平成8年 　森林航測にかかわるホームページ 7
1996 平成8年 GPS測量時代の基準点－電子基準点網の整備 矢口彰 11
1996 平成8年 　宇宙からの画像を見よう 15

1996 平成8年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　信州･別所温泉界隈 19

1996 平成8年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　筑豊･直方界隈 20

176

177

178

179

180

172

173

174

175
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1996 平成8年 空中写真利用入門講座
　⑤組写真との付き合い方－高さを測る *最高C難度の技 *高低
差の計算法 *視差差の求め方 他

編集部 21

1996 平成8年
デジタル写真測量について－3次元データの収集とオルソフォト
作成

小滝貴晴 1

1996 平成8年 　数値地図利用ソフト一覧 (平成8年4月1日現在) (財)日本地図センター 6

1996 平成8年
平成8年度 森林GISフォーラム ｢研究会･盛岡｣ ｢シンポジウム･東
京｣の報告

鄭躍軍 14

1996 平成8年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　春を呼ぶ〈大文字桜〉 17

1996 平成8年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　稜線を走る防火帯 18

1996 平成8年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　太宰府界隈 19

1996 平成8年 空中写真利用入門講座
　⑥組写真との付き合い方－高さを測る(2) *実際に視差差を求
めてみよう *視差差の測定結果と樹高の算出結果

編集部 20

1997 平成9年 空中写真判読と景観生態学 横山秀司 1
1997 平成9年 　地生態学研究グループ第1回研究発表･討論集会開催 5

1997 平成9年
第108回日本林学会大会テー
マ別セッション 《GISとリモート
センシング》概要

GIS部門 伊藤達夫 6

1997 平成9年
第109回日本林学会大会テー
マ別セッション 《GISとリモート
センシング》概要

リモートセンシング部門 加藤正人 8

1997 平成9年 わが国航測業界に貢献 西尾元充先生のご他界を悼む 中島巌 10

1997 平成9年
　都道府県森林GISアンケート調査コメント集 (平成8年9月末現
在)

12

1997 平成9年 　創立35周年を迎えた林測協 17

1997 平成9年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　富士山南麓の風倒被害 18

1997 平成9年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　尾瀬ヶ原 19

1997 平成9年 平成9年度森林測量事業予算の概要 徳川浩一 20

1997 平成9年 空中写真利用入門講座
　⑦組写真との付さ合い方－面積を測る(1) *空中写真簡易測量
法とは *空中写真簡易測量法の実際

編集部 21

1997 平成9年 航空写真による森林調査の新しい試み 酒井徹朗、長谷川尚史 1
1997 平成9年 　ちょっとホームページ 6

1997 平成9年
｢風景写真｣ から平面図を－携帯型コ ンピュータを核とした斜め
写真簡易図化システム

矢田豊 7

1997 平成9年 　デジカメ(デジタルカメラ)－森林調査業務にどう使えるか? 矢田豊ほか 12

1997 平成9年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　林試の森公園－目黒･旧林試跡 19

1997 平成9年 空中写真利用入門講座
　⑧組写真との付き合い方－面積を測る(2) *空中写真簡易測量
法による図化作業 *図化結果の点検と修正

編集部 20

1997 平成9年 新潟県の森林地図情報システムについて 保科孝且 1
1997 平成9年 平成9年度森林GISフォーラムシンポジウム報告 鄭躍軍 8

1997 平成9年
紋様百態－空から見た大地
の表情

　玉川上水と羽村取水堰 12

1997 平成9年 空中写真利用入門講座
　⑨空中三角測量と図化 *三角測量と水準測量 *空中三角測量
とは 他

編集部 14

1997 平成9年 総目次掲載号 　№161～184 18
1998 平成10年 自分で作るオルソフォト－パソコンと市販ソフトによる作成例 小林裕之 1
1998 平成10年 航空写真判読・測量法－アナログ解析法からデジタル解析法へ 芝正己 9
1998 平成10年 平成10年度森林測量事業予算の概要 北浦真吾 17

1998 平成10年
紋様百態－空から見た大地
の表情

森林総合研究所(筑波) 18

1998 平成10年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

1.地図の3要素－縮尺，投影法，図式 塚原弘一 19

1998 平成10年 木材搬出から見た森林のゾーニング 酒井徹朗、長谷川香織 1
1998 平成10年 第3回バイオリージョンGIS研究会開催 6

1998 平成10年
森林情報管理システムの概要について－オルソフォトと属性デー
タとの結合

松井修 7

1998 平成10年
デジタルオルソフォトによるデジタル航空写真地図データの開発
製作・販売について

中日本航空（株）マルチメディア事業部 13

1998 平成10年
紋様百態－空から見た大地
の表情

大山/資料：倉吉森林管理センター 資料：倉吉森林管理センター 18

1998 平成10年 小さな林分たち 19

1998 平成10年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

2.デジタル地図の要素 塚原弘一 20

1999 平成11年 特集：学会・集会へ行こう！ 1
1999 平成11年 特集：学会・集会へ行こう！ 日本林学会大会 露木聡 2
1999 平成11年 特集：学会・集会へ行こう！ 地理情報システム学会－森林計画分科会 伊藤達夫 5
1999 平成11年 特集：学会・集会へ行こう！ 　　地理情報システム学会－バイオリージョン分科会 田中和博 8
1999 平成11年 特集：学会・集会へ行こう！ 森林GISフォーラム 田中和博 11
1999 平成11年 DGPSデモ拝見！－ペンタックス・DGPSシステム 15
1999 平成11年 吉野ヶ里遺跡 16
1999 平成11年 三内丸山遺跡 17

1999 平成11年
「森林航測」の育ての親である恩師，中島　巌博士のご他界を悼
む

大貫仁人 18

1999 平成11年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

3.ベクタ地図データのいろいろ 塚原弘一 19

1999 平成11年 測地成果2000－西暦2000年，世界測地系への移行 野田沢雪夫 1
1999 平成11年 GISを用いた治山台帳データベースの作成 吉村暢彦、加藤正人、対馬俊之 5
1999 平成11年 平成11年度森林測量事業予算の概要 熊谷悦男 9

1999 平成11年
高分解能衛星データの一般ユーザ向け配布－光学センサー搭
載IRS／合成開口レーダ搭載RADARSAT

伊藤恭一 10

1999 平成11年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

4.ラスタ地図データのいろいろ(1) 塚原弘一 15

1999 平成11年 緑の付せん紙 自分でつかもう季節の森林－手作りの自動撮影装置 中北理 20
1999 平成11年 天井川(滋賀県石部町) 22
1999 平成11年 里山の歴史－はげ山は，いま(岡山県玉野市近郊) 23
1999 平成11年 行政における森林GISの現状と方向性 松本光朗 1
1999 平成11年 空中写真デジタル画像を利用した森林資源把握 神岡久彰、阿部信行 6
1999 平成11年 次世代型デジタル撮影システム 阿部伸 10

1999 平成11年 緑の付せん紙
北海道自然環境保全サポートシステムの開発－GISを活用した
自然環境保全の取り組み

金子正美 14

1999 平成11年 緑の付せん紙
自然現象の解明は丹念な観察から－自分で作ろう連続撮影カメ
ラ装置

中北理 16

186
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184
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発行年
西暦

発行年
和暦

発行月 通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 所属等 頁

1999 平成11年 《特別編》IKONOS衛星画像データ1m解像度画像例(モノクロ) 資料：米国・日本スペースイメージング 18

1999 平成11年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

5.ラスタ地図データのいろいろ(2) 塚原弘一 20

2000 平成12年 地籍調査事業新制度の動向と私見 小笠原希悦 1
2000 平成12年 森林調査へのGPSの導入について （社）日本林業技術協会技術開発部 4

2000 平成12年 緑の付せん紙
空から森林を見てみよう－ゴミ袋を使った手作り空撮装置の作り
方

弓場憲生 9

2000 平成12年 丸い村(三重県紀和町木津呂) 14
2000 平成12年 春の関連学会等備忘録 16

2000 平成12年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

6.デジタル地図の利用(1)　地図を描く 塚原弘一 19

2000 平成12年 森林GISフォーラム　東京シンポジウム2000開催 22
2000 平成12年 森林地帯におけるリアルタイムDGPSの実務性 澤口勇雄 1
2000 平成12年 岩手県における市町村向け森林GIS 眞島芳明 4
2000 平成12年 超音波測高器「VERTEXⅢ」を用いた計測 宮本麻子、福田未来、西園朋広 8
2000 平成12年 緑の付せん紙 安価なGPSも，結構やります！ 弓場憲生 11
2000 平成12年 緑の付せん紙 無人機・カイトプレーンシステムの概要 島崎俊雄 16
2000 平成12年 《特別編》複層林保残タイプ別試験地 資料：関東森林管理局東京分局森林技術センター 18

2000 平成12年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

7.デジタル地図の利用(2)　GISのメリット 塚原弘一 20

2000 平成12年 航空写真を利用して森林の成長量を測る 佐野滋樹、鈴木康弘 1
2000 平成12年 「森林資源情報解析システム」の機能 洲濱智幸 1
2000 平成12年 緑の付せん紙 森林研究を体験する－サイエンスキャンプ2000 松本光朗 12
2000 平成12年 平成12年度森林測量事業予算の概要 熊谷悦男 18
2000 平成12年 竜飛崎の風力発電機群 19

2000 平成12年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

8.さまざまなGIS 塚原弘一 20

2001 平成13年 森林航測史年表 大貫仁人 1
2001 平成13年 LIDARによる森林計測 洲濱智幸 7
2001 平成13年 森林GISフォーラム　東京シンポジウム2001開催 11
2001 平成13年 緑の付せん紙 デジタルカメラを使った赤外写真の撮り方とその応用 弓場憲生 12
2001 平成13年 関連HP寸見 編集部 17

2001 平成13年
連載　デジタル時代のワンポ
イント地図学

9.みんなで使うGIS　《最終回》 塚原弘一 18

2001 平成13年 東京大学空間情報科学研究センターの全国研究者支援構想 浅見泰司、貞広幸雄、相良毅、杉盛啓明 1

2001 平成13年
実稼働間近！　次世代型デジタル撮影システム　エアボーンデジ
タルセンサーADS40

阿部伸 5

2001 平成13年
身近な街や自然環境を調査する―デジタルフィールドノート「モバ
イルGIS」の開発と校外学習の取り組み

太田弘、南幸弘、坂井繭美 8

2001 平成13年 衛星データを使ったナビゲーションシステム 和田幸生 13

2001 平成13年 緑の付せん紙
わくわく追試　デジカメで赤外写真！－貧乏なキミにもできる！
1万円以下で赤外カラー！

林治克 17

2001 平成13年 空中写真　ブラボー！ ①ステレオズームトランスファースコープの活用風景 編集室 22

2001 平成13年
森林GISにおけるGPSの活用法―GPSの導入をお考えの方のた
めに…

樋口良彦 1

2001 平成13年 緑の付せん紙
フリーソフト(Win版)で体験する　格安1万円！　高解像度衛星リ
モートセンシング

弓場憲生 6

2001 平成13年 「空中写真」と「衛星画像」－それぞれの特徴を生かそう 中北理 13
2001 平成13年 関連HP寸見 編集室 17
2001 平成13年 空中写真　ブラボー！ ②茨城県自然博物館での活用風景 編集室 18
2001 平成13年 空中写真　ブラボー！ ③地図と測量の科学館・情報サービス館での活用風景 編集室 20
2001 平成13年 鉄道写真の好撮影地を探そう 22
2001 平成13年 平成13年度　森林測量関係予算・空中写真撮影機関一覧　メモ 編集室 23

2001 平成13年
第49回森林・林業写真コンクールからデジタルカメラの部を新
設！

24

2002 平成14年 森林域における航空機レーザスキャナの利用性 瀬戸島政博/天野正博/赤松幸生 1
2002 平成14年 森林GISフォーラム地域セミナー　in　岐阜　開催 編集室 6
2002 平成14年 フランスのリモートセンシング事情 齋藤英樹 7

2002 平成14年 緑の付せん紙
簡易な空中写真撮影について―ラジコンヘリ・デジカメ・パソコン
を利用して

藤田洋一 14

2002 平成14年 空中写真　ブラボー！ ④高校「生物」での活用風景 編集室 22
2002 平成14年 世界測地系への移行，いよいよ4月1日から 編集室 24
2002 平成14年 衛星データを用いた京都議定書3条3項のARD抽出手法の開発 堀修二、林治克、天野正博、松本光朗、粟屋善雄 1
2002 平成14年 超高解像度衛星画像の概要 古家直行 8
2002 平成14年 インターネットで買えるフランスの空中写真 齋藤英樹 13

2002 平成14年
稼働を開始した次世代撮影システム　エアボーンデジタルセン
サーADS40

阿部伸 14

2002 平成14年 空中写真ブラボー！スペシャル 第1回　Air Photo Lab北海道　バンザイ 板垣恒夫 18
2002 平成14年 空中写真　ブラボー！ ⑤教科書「高校地理B」での活用風景 編集室 21
2002 平成14年 ガッツ後藤君です―森組から国士舘大院地理に… 編集室 21
2002 平成14年 緑の付せん紙 1日公開行事のネタに最適！　青赤メガネで見る立体写真 弓場憲生 22
2002 平成14年 空中写真閲覧システムの試験運用始まる(国土地理院) 編集室 24

2002 平成14年
赤外カラー空中写真判読による森林衰退調査―霧島山系地域
での調査事例

（社）日本林業技術協会情報技術部（旧技術開発部） 1

2002 平成14年 高分解能IKONOS衛星による針広混交林の樹種分類 加藤正人 6
2002 平成14年 GISを活用した卒論の指導のために―データソースの整理 増谷利博 10

2002 平成14年 緑の付せん紙
フリーでもこれだけできる！　簡易GISソフト：カシミール3Dの利用
法

小林裕之 14

2002 平成14年 平成14年度　森林測量関係予算・空中写真撮影機関一覧　メモ 編集室 19
2002 平成14年 空中写真ブラボー！スペシャル 第2回　合宿体験と共通テーマでの林相図化 板垣恒夫 20
2002 平成14年 簡易位置情報取得装置『道案内』 ㈱測研 24

2003 平成15年
Landsat-TMデータを用いた国家情報としての「土地被覆図」の作
成

大貫仁人、力丸厚、藤川格司、兼冨宗威、菊池譲 1

2003 平成15年
落葉前後の航空機レーザスキャナデータを利用した林分構造の
推定

瀬戸島政博/今井靖晃/天野正博 6

2003 平成15年 奥定山渓国有林の林相変化―空中写真を用いた時系列の解析 髙橋正義 12
2003 平成15年 ラジコンヘリ低空空撮によるスギ林の雄花着生状況の判別 河室公康、伊東宏樹、清野嘉之 16
2003 平成15年 空中写真ブラボー！スペシャル 第3回　確かで楽しい空中写真判読の普及のために《最終回》 板垣恒夫 21
2003 平成15年 本誌来年度の発行予定について 24
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