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1958 昭和33年 表紙写真 第5回特選「床替」(青森営林局横浜営林署) 嘉島金一 青森県上北郡 0
1958 昭和33年 巻頭言(巻頭之辞) 迎春 松川恭佐 日本林業技術協会理事 1

1958 昭和33年 座談会 林業振興上の諸問題
松原茂(司会)(出席者)永田竜之
介、田中紀夫、伊藤清三、小倉
武夫、松川恭介

2

1958 昭和33年 論説・評論 土地利用区分について 大政正隆 東京大学教授 12
1958 昭和33年 論説・評論 新しいパターンでの紙パルプ産業 藤村重任 科学技術庁審議官 16
1958 昭和33年 論説・評論 今後の林業に備えて 渡辺武夫 佐賀県林務課長 21

1958 昭和33年 新春に (新春随想)  生産性の向上 齋藤基夫
旭川営林局長・前山口県
農林部長

23

1958 昭和33年 新春に (新春随想)  変貌する北海道 小野岡清 北海道林務部長 25
1958 昭和33年 新春に (新春随想)  越後風物誌 小島清 新潟県林務課長 25
1958 昭和33年 新春に (新春随想)  木炭談義 長尾正男 福井県林務課長 27
1958 昭和33年 新春に (新春随想)  ここ掘れワンワン 三好三千信 三重県林務課長 29
1958 昭和33年 新春に (新春随想)  新しき年を迎えて 甲斐重憲 岡山県治山課長 29
1958 昭和33年 新春に (新春随想)  心の使い方 林茂 愛知県林務課長 31
1958 昭和33年 新春に (新春随想)  新しいということ 久保田四郎 富山県林務課長 32
1958 昭和33年 随筆・随想 石川炭のおもいで 森川幸一 青森営林局長 35
1958 昭和33年 紹介 日本の林業技術の紹介(NHK海外放送(中国向)放送原文) 松川恭佐 日本林業技術協会理事 37
1958 昭和33年 表紙写真 第5回一席「からまつ林」 白川義員 日本放送学芸部・目黒区 0
1958 昭和33年 講演 動く資源間題  (関西支部連合会大会) 藤村重任 科学技術庁審議官 1
1958 昭和33年 論説・評論 林業試験研究機関の検討 鏑木徳二 林学博士 5
1958 昭和33年 論説・評論 地方庁における林業関係技術職員の待遇 佐藤卓 8

1958 昭和33年 質疑応答 測量士の国家試験について
日本林業技術協会測量
指導部

12

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) はなはだしくたちおくれている沖縄の林業 中村賢太郎 東京大学名誉教授 13
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) エネルギー代謝率から見た林業労働 佐治秀太郎 林業試験場作業科長 16
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 線型計画の伐木運材への応用 神崎康一 京都大学運材学研究室 23
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 索道主索の最大張力と荷重点の垂下量 斎藤栄吉 静岡大学農学部教授 27
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 動力木馬について 林甫 千葉県鬼泪山営林事務 33

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第3回  寒冷地苗畑における2，3の実験について 加藤昭司
帯広営林局弟子屈営林
署摩周担当区主任

35

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第3回  エゾマツ立木におけるヤツバキクイの越年 岡本光雄 北海道旭川林務署造林 39

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) アンケート調査から見た今後のラジオ放送 小日向勇
福島県吾妻地方事務所
林業改良指導員

41

1958 昭和33年 表紙写真 第5回二席「からまつの苗と日覆」(名古屋営林局古川営林署) 柘植教利 蚊阜県吉城郡古川町 0
1958 昭和33年 林業関係予算案の概要 昭和33年度　一般会計，林業予算について 金井太郎 林野庁計画課課長補佐 1
1958 昭和33年 解説(行政施策等) 33年度の林木育種事業 伊藤清三 林野庁造林保護課課長 8
1958 昭和33年 論説・評論 合理化考－国有林経営合理化論抄 迫田茂 大阪営林局京都営林署 11

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等)
森林作業の作業強度と消費エネノレギー--特に地拵と伐木造
材作業について

秋保親悌 林業試験場木曽分場 16

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 禿山へ経済樹種導入の問題 白井純郎 林業試験場高島分場 22

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等)
北海道国有林の拡大造林に伴う森林保護上の諸問題(カラマツ
編)

井上元則
林業試験場北海道支場
保護部長

26

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 林木の耐寒性品種の育成について 石崎厚美
林業試験場造林部第二
育種研究室

32

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 林木の耐寒性品種の育成について 福原楢勝
林業試験場造林部第二
育種研究室

32

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 南四国の森林に降下する雨水中の窒素について 牧坂三郎 高知大学農学部講師 35

1958 昭和33年 林業技術コンテスト
第3回  上川内担当区部内の「モミ」天然更新に関する2，3の考
察

清川護
青森営林局盛岡営林署
上川内担当区主任

36

1958 昭和33年 論説・評論 合理化実践第1歩を顧みて 江島正吉 秋田営林局増田営林署 38
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  分収造林特別措置法の制定について A生 40
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  増大した外材輸入 O生 40
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  地すべり等防止法(案)について M生 41
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業専門技術員の資格試験が行われた S生 41
1958 昭和33年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『実用育林要説』山内 倭文夫 著 松川恭佐 日本林業技術協会理事 42
1958 昭和33年 表紙写真 第5回二席「スギ林の間伐」 木村久寿 鳥取県伯南町 0
1958 昭和33年 解説(行政施策等) 拡大造林と林業技術－特に北海道国有林の経営合理化をめ 沢田成爾 林野庁業務課 1

1958 昭和33年 論説・評論 北海道における民有林の造林推進策 奥村昌次
北海道林務部林業指導
課造林係長

4

1958 昭和33年 論説・評論 製材工業と廃材チップの生産について 吉田雅夫 林野庁林産課 10
1958 昭和33年 論説・評論 林業労働に於ける技能の意義 宮川信一 林業試験場経営部 14

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等)
民有林造林事情調査に拾う2，3の考察　特に中小規模所有者
の造林事情

飯村武
神奈川県農政部林務課
技師

18

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 農用林利用に関する一断面　特に落葉、下草採取林について 田中貞雄 関東東山農場試験場 21
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 接木のキメラと交雑について 野崎薫 福島県林業指導所 26
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) ヤマナラシの人工造林について 相原言三郎 江東区深川佐賀町1の28 28

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第3回  ユーカリの林が出来上るまで 片家美喜夫
和歌山県20森林区林業
技術員

32

1958 昭和33年 林業技術コンテスト
第3回  宮城県本吉地区におけるスギ種子の採種時期における
質的観察について

跡部一雄
青森営林局一関営林署
厳美担当区主任

35

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第3回  林業技術員の活動について 半田博 岐阜県技術吏員 37

1958 昭和33年 紹介 世界のファイバーボード工業の推移 中村貞成
日本林業技術協会林業
百科事典編集事務局長

40

1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  (林野庁)大学卒30名採用 43
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業試験研究と指導を強化しなければならない 43
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  全国青少年林業改良実績発表大会開催 43
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林学賞授与者 43
1958 昭和33年 表紙写真 第5回佳作「禿山」 高木哲也 岡山県玉野市 0
1958 昭和33年 特集(治山) 治山行政上の問題点 若江則忠 林野庁治山課長 1
1958 昭和33年 特集(治山) 治山技術の問題点 小出博 東京農業大学教授 5
1958 昭和33年 特集(治山) 治山技術合理化への一資料 難波宣士 林業試験場防災部 9
1958 昭和33年 特集(治山) 地すべりとその対策 谷口敏雄 建設省河川局技官 13
1958 昭和33年 特集(治山) 国有林治山事業の実行について 尾ヶ井章 東京営林局治山課長 17
1958 昭和33年 特集(治山) 積苗工についての一批判 中島武 愛媛大学農学部 21
1958 昭和33年 特集(治山) 降雨量と林道災害発生の関係 野村昌啓 福岡県林務部 25
1958 昭和33年 解説(行政施策等) 木材規格改正の方向 藤縄文明 林野庁林産課 29

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 種苗の配布区域について 小沢準二郎
林業試験場造林部種子
鑑定室長

33

1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  外材輸入は遂に1千万石を突破 36
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  国有林野経営規程改正の主要点 36
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  山村振興対策協議会開催さる 37
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  農林省関係都道府県主務部長会議開催さる 38

1958 昭和33年 座談会 日林協改称10周年記念座談会
松川恭佐(司会)(出席者)中川久
美雄、植杉哲夫、吉田好彰、松
原茂

39

1958 昭和33年 表紙写真 第5回佳作「スギの蔓茎」 安東信 鳥取県林務課 0
1958 昭和33年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術者の祭典 松川恭佐 日本林業技術協会理事 1
1958 昭和33年 論説・評論 分収造林について 塩谷勉 九州大学農学部教授 2
1958 昭和33年 論説・評論 優良品種とは何か 中村賢太郎 東京大学名誉教授 6
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 昭和28年度のスギ苗消毒の実態調査 野原勇太 林業試験場釜淵分場長 8
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1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) マッシュルームの堆肥栽培 森喜作 森林食用菌タン研究所長 12
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 除草剤の林業的応用(第2報) 岩村通正 岡山大学農学部 16
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 除草剤の林業的応用(第2報) 田村甲二 岡山県林業試験場 16
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 除草剤の林業的応用(第2報) 下山里美 岡山県森林組合連合会 16

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第3回  牛山式間伐法を体験して 間城敏玄
高知営林局宇和島営林
署宇和島担当区事務所

21

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第3回  製材機械診断結果と2，3の考察 皆地良雄 奈良県製材技術指導所 24
1958 昭和33年 講演 南方に於ける林業事情--付、紙パルプの現状  (第12回通常総 白井四方 十条製紙山林部長 28
1958 昭和33年 随筆・随想 異能林博・中村弥六小伝 小口義勝 千代田区富士見町1の10 31
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  アラスカパルプ工場の建設工事着々と進む 35
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  国有林の民有林への協力について 35
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  33年度応用研究項目がきまった 36
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回林業技術コンテスト受賞者の発表 37
1958 昭和33年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第12回通常総会報告 38
1958 昭和33年 林業技術賞 第4回林業技術賞受賞者(水津利定)の発表 40

1958 昭和33年 林業技術賞
第4回(林業技術賞) 島根八名(やな)がまの技術的研究と普及
(良質木炭増産)

水津利定
島根県農林部林業専門
技術員

40

1958 昭和33年 表紙写真 第5回「山に生きる村」 木村久寿 鳥取県日野郡 0
1958 昭和33年 論説・評論 森林社会政策 今関六也 林業試験場保護部長 1

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 廃材炭化 岸本定吉
林業試験場林産化学部
木炭研究室

4

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 廃材炭化 杉浦銀治
林業試験場林産化学部
木炭研究室

4

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 直営生産資材の見込調査について 新井健三 長野営林局上松営林署 10
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 多径間単軌循環式索道について 阿部今朝雄 秋田県林務課機械化SP 14
1958 昭和33年 海外情報 フランスの林業事情 大隅真一 西京大学助教授 16
1958 昭和33年 海外情報 中共の森林工業の現状と今後の発展方向について三枝一二 劉成棟 著 ; 三枝一二 訳 哈爾潰林学院長 23
1958 昭和33年 海外情報 ブラジルにおけるユーカリの造林について 代田正二 ブラジル・サンパウロ在住 26
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) わが国最南の森林地帯－林業的に見た奄美の島々 山添精三 鹿児島大学農学部教授 33
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林木育種事業指針の改正について 38
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業種苗法の運用について 38
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  母樹(母樹林)の指定等について 38
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  第2段階に入ろうとする木材市売市場の発展 38
1958 昭和33年 表紙写真 第5回三席「鉄索運搬」 岡政武 高知県林業改良普及員 0
1958 昭和33年 論説・評論 模倣から創造えの林業 鏑木徳二 林学博士 1

1958 昭和33年 座談会 日本の林業を視察して(台湾農林庁林業考察団)

大和田理(司会)(出席者)王蘭
亭、王国瑞、邱文球、王宝樹、森
田進、猪瀬寅三、松川恭介、松
原茂

3

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) ステレオプラニグラフによる森林図根測量の精度について 堀正之 東京営林局計画課長 9

1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 林業労働の休み時間について 辻隆道
林業試験場経営部作業
研究室

14

1958 昭和33年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  「火入作業」井上桂 著 岡上正夫 林業試験場防災部 19
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 民有林に於ける鉄線運搬の方向―岩手県の場合を中心として 上飯坂実 岩手大学農学部助教授 20
1958 昭和33年 紹介 『照査法応用の50年』エー・ラショッセ 著 大隅真一 訳 西京大学助教授 25
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  立木伐採事業と労災保険 38
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  日本成型木炭協会の設立 38
1958 昭和33年 林業技術賞 林業技術賞表彰規程 39
1958 昭和33年 表紙写真 第5回「樹海」 生平六造 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 0

1958 昭和33年 巻頭言(巻頭之辞) 第200号に寄す 松川恭佐
日本林業技術協会理事
長・参議院議員

1

1958 昭和33年 論説・評論 我国林業発展の課題 山崎斉 林野庁長官 2
1958 昭和33年 論説・評論 森林資源調査法の技術的課題 甲斐原一朗 熊本営林局経営部長 4
1958 昭和33年 論説・評論 航空写真利用に関する技術的問題について 堀正之 東京営林局計画課長 7

1958 昭和33年 論説・評論 林木育種の技術的問題 岩川盈夫
林業試験場造林部育種
研究室長

10

1958 昭和33年 論説・評論 外来樹種導入に関する技術的問題 草下正夫
林業試験場造林部植生
研究室長

13

1958 昭和33年 論説・評論 林地肥培の技術的問題 塘隆男
林業試験場土壌調査部
土壌肥料研究室長

15

1958 昭和33年 論説・評論 技術的にみたマツ類造林の問題点 坂口勝美 林業試験場造林部長 19

1958 昭和33年 論説・評論 北海道の造林実行上の技術的問題 高橋延清
東京大学教授・北海道演
習林長

22

1958 昭和33年 論説・評論 森林保護に関する技術問題--特に薬剤防除について 今関六也 林業試験場保護部長 25
1958 昭和33年 論説・評論 治山技術の経済工法 伏谷伊一 東京農工大学教授 28

1958 昭和33年 論説・評論 林道建設の技術的課題 丸山正和
東京大学農学部森林利
用学教室

31

1958 昭和33年 論説・評論 林業機械化の問題点 加藤誠平 東京大学教授 34
1958 昭和33年 論説・評論 木材加工技術の今後の問題 小倉武夫 林業試験場木材部長 37
1958 昭和33年 論説・評論 木材の化学的利用技術の課題 田窪健次郎 林業試験場林産化学部 40
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 「こだま会」のこと 吉田正男 東京農工大学学長 44
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 忘れ得ぬ人 原耕太 王子造林株式会社顧問 44
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 恵林寺の扉 藤村重任 科学技術庁審議官 45
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 技術と技術者 林常夫 北海道興林株式会社社 45
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 国家奉仕八ヵ年 倉田吉雄 国会図書館専門調査員 46
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) ヂミチな技術 太田勇次郎 元林業試験場長 47
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 非現実的なもの 近藤助 森林経営研究所長 48
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 林業の見方、考え方 大政正隆 東京大学教授 48
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 造林にかんする楽観諭と悲観諭 中村賢太郎 東京大学名誉教授 50
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) 外国樹種の造林 三浦伊八郎 大日本山林会会長 51
1958 昭和33年 随筆・随想(200号記念) パルプ会社が生きぬく為には 高橋晋吾 東北パルプ取締役 52
1958 昭和33年 海外情報(FAO) (最近の話題)  第4回アジア・極東地域会議(FAO)東京で開催さ 53
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  木炭価格安定策明年度から実施か 53
1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  バルサ(Ochroma spp.)について 53
1958 昭和33年 表紙写真 第5回三席「カンバ林」 角川敏雄 岐阜県 0
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 林業技術コンテストについて 1
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回林業技術コンテスト－審査にあたって 宮崎榊 1
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回一席(林野庁長官賞)　天草におけるモリシマ栽培につい 鳥飼雄吉 熊本県林務課 2

1958 昭和33年 林業技術コンテスト
第4回二席(林野庁長官賞)　カラマツ・トドマツの山行苗貯蔵に
ついて

鈴木章三郎
倶知安営林署鈴川担当
区主任

5

1958 昭和33年 林業技術コンテスト
第4回三席(日本林業技術協会賞)　サビヒョウタンゾウムシの薬
剤による防除について

高橋勉 宮城県林務課技師 8

1958 昭和33年 林業技術コンテスト
第4回三席(日本林業技術協会賞)　苗畑における根切の効果と
功程について

平田浩一
網走営林署女満別担当
区主任

11

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回三席(日本林業技術協会賞)　椎茸不時栽培の研究につ 杉安義一 広島県林業改良指導員 13
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　経営合理化と地元対策 小原栄司 湯沢営林署横堀担当区 15
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　林分胸高断面積測定器による林分蓄積の測定につい 松田敏夫 岐阜県林務部技師 17

1958 昭和33年 林業技術コンテスト
第4回　王滝事業区におけるからまつ人工林の成長状況と今後
の造林方法について

上田道男
王滝営林署濁川担当区
主任

19

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　すぎさし木に関する二、三の問題について 福田延男
倉吉営林署赤崎苗畑事
業所主任

21

10 200

11 201

7 197

8 198

9 199
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1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　スギの二、三の品種と挿木成績について 香月善男美
宮崎営林署本田野担当
区主任

23

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　川上村におけるスギさし木について 紙西利吉 奈良県技師 25
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　アイグロマツ植栽林の一例 森雄幸 大子営林署事務官 27
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　外国樹種造林地成績中間報告 小原功 恵庭営林署恵庭担当区 29

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　風倒木跡地の造林地地拵について 山田昭悦
神楽営林署伊野沢担当
区主任

31

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　台湾ギリの炭疽病G.K.について 松田正治 愛媛県林業指導所 33
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　カラマツ造林地における野兎嫌忌剤の効果について 楯孝 余市営林署銀山担当区 34

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　トドマツ造林地の凍害防除対策としての一考察 塚田清
上士幌営林署上士幌担
当区主任

37

1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　積雪地帯の簡易階段切が造林に及ぼす効果について 横山俊二 長岡営林署労務厚生係 39
1958 昭和33年 林業技術コンテスト 第4回　軽架線の普及について 野島寛 鳥取県林業技術普及員 41

1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす
(最近の話題)  昭和33年度林業専門技術員資格審査が実施さ
れた(専門別課題)

43

1958 昭和33年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  第11回中央森林審議会について 44
1959 昭和34年 表紙写真 「小春日和の山村」(Ober-Bayrenにて) 松川恭佐 日本林業技術協会理事 0
1959 昭和34年 巻頭言(巻頭之辞) 会員と共に 石谷憲男 1
1959 昭和34年 特集(1959年の林業の方向) 本年の林政の方向 島田錦蔵 東京大学教授 2
1959 昭和34年 特集(1959年の林業の方向) 林業技術への省察と展望 佐藤敬二 九州大学教授 5
1959 昭和34年 特集(1959年の林業の方向) 本年の林産におもう 小倉武夫 林業試験場木材部長 9
1959 昭和34年 海外情報 アメリカ林業視察記  アメリカ合衆国の林業視察記 平野孝ニ 福島県農林部技監 12
1959 昭和34年 海外情報 アメリカ林業視察記  アメリカ林業所見 横瀬誠之 鳥取県林務課長 16
1959 昭和34年 海外情報 アメリカ林業視察記  オレゴン州農家の林業経営について 石谷貞彦 鳥取県智頭町 20
1959 昭和34年 海外情報 アメリカ林業視察記  アメリカで見た驚異に値する土壌保全 蓑田茂 北海道林務部次長 22
1959 昭和34年 海外情報 アメリカ林業視察記  米国の森林と土壌見たまま 松井光瑤 林業試験場土壌調査部 25
1959 昭和34年 海外情報 未開発地域の林業  アラスカの森林開発 大福喜子男 林野庁林政課 29
1959 昭和34年 海外情報 未開発地域の林業  南米の森林事情について 佐々木友吉 32
1959 昭和34年 海外情報 未開発地域の林業  カンボジアの林業開発 杉山栄之助 36
1959 昭和34年 海外情報 未開発地域の林業  東南アジアの竹をみて 中村章 林業試験場木材部 40
1959 昭和34年 海外情報 海外見聞記  欧州みてある記 山田耕 奈良県林務部長 43
1959 昭和34年 海外情報 海外見聞記  アメリカのこととも 浅川澄彦 林業試験場造林部 46
1959 昭和34年 海外情報 海外見聞記  ある日のキュウガーデンズ 松川恭佐 日本林業技術協会理事 50
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  第2回農林漁業研究集会が開かれた 52
1959 昭和34年 表紙写真 第5回「雪のカラマツ林」 秋保親悌 林試・木曽分場 0
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 伊豆水害の実態と今後の対策-国有林編 尾ヶ井章 東京営林局治山課長 1
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 伊豆水害の実態と今後の対策-民有林編 渡辺進 静岡県治山課長 7

1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 合理化方策としての広葉樹の利用 宮辺健次郎
興国人絹パルプ株式会
社林材部

13

1959 昭和34年 海外情報 ソ連材の動き 早坂不二雄 北洋材輸入協会事務局 17
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 静岡県中伊豆町の出火事(火入からの火災)について 岡上正夫 林業試験場防災部 21
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) マツの検索 渡辺資仲 東京大学教授千葉演習 25

1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 九州におけるマツ類のサシキについて 石崎厚美
林業試験場育種第二研
究室長

28

1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 九州におけるマツ類のサシキについて 上中作次郎 林業試験場熊本支場 28
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) スギ挿木苗養成方法について 上田新一 福山営林署上下担当区 36

1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 挿木の最も困難とされたハンテンボクの成功例 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学
校教諭

41

1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす
(最近の話題)  林業試験場が依頼を受けて行う試験分析及び
鑑定に関する規程について

44

1959 昭和34年 海外情報(FAO) (最近の話題)  FAOニュース 44
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  インドにおける伐木集材トレーニング・センター 44
1959 昭和34年 表紙写真 第6回特選「伐根に生えるいちいの稚苗」 柘植教利 久々野営林署 0

1959 昭和34年 座談会 国土緑化運動10年を省みて
松川恭佐(司会)(出席者)石谷憲
男、若林正武、伊藤清三、村上
竜太郎、楠孝平、近藤栄三郎

1

1959 昭和34年 座談会 造林技術者の放談
松川恭佐(司会)(出席者)浅野正
昭、北原完治、手束羔一、堀庄
七、宮崎榊、松原茂

5

1959 昭和34年 論説・評論 造林政策の遂行 若林正武 林野庁造林保護課長 13
1959 昭和34年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『原色日本樹木図鑑』 四手井綱英 16
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 造林技術の再検討 渡辺資仲 東京大学教授千葉演習 17
1959 昭和34年 海外情報(FAO) 林地肥培の推進について　　国際連合FAO林業林産部への手 大谷滋 三井物産山林部経営課 20
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 苗畑の施設整備について 狩野鉄次郎 青森営林局造林課長 23
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 苗畑の保健衛生 今関六也 林業試験場保護部長 29
1959 昭和34年 海外情報(FAO) FAOの新任林業林産部長－エゴン・グレシンガー氏の横顔 中村貞成 32

1959 昭和34年
海外情報(連載―諸外国の種
苗政策)

(1)  西ドイツ連邦新林業種苗法・同施行細則 畑野健一 東京大学農学部 33

1959 昭和34年 林業写真コンクール 第6回林業写真コンクール入選者発表 38
1959 昭和34年 表紙写真 第6回一席「杉林とワサビ」 早見幸男 島根県江津市 0

1959 昭和34年 論説・評論
林業政策と科学技術の問題点―特に拡大造林計画と関連して
私達の反省と意見

グループ
北海道農業技術研究会
林試班

1

1959 昭和34年 論説・評論 造林に関する試験研究のあり方 中村賢太郎 東京大学名誉教授 7
1959 昭和34年 解説(行政施策等) 国有林野事業の民有林振興への協力について 大矢寿 林野庁業務課 9
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 病害抵抗性樹種および品種の育成 佐藤邦彦 林業試験場秋田支場 12
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 植物の双子 西村五月 宮崎大学学芸学部 16
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) ふたたび尾鷲林業について　　林地肥培と関連して 川名明 東京農工大学助教授 19
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 緑化による林道切り取り面の簡易保護工法 佐藤正 林業試験場好摩分場 25
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 緑化による林道切り取り面の簡易保護工法 村井宏 林業試験場好摩分場 25

1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) カラマツまき付苗の立枯病こぶ状変型に対する考察 高野福太郎
名古屋営林局高山営林
署丹生川苗畑

31

1959 昭和34年
海外情報(連載―諸外国の種
苗政策)

(2)  西ドイツ連邦の新林業種苗法成立までの経緯(1) 畑野健一 東京大学農学部 34

1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  造林融資条件が一部改正された 42
1959 昭和34年 コラム(こだま) ドイツ林業への関心 (土筆) 42
1959 昭和34年 表紙写真 第6回一席「苗床の日覆かけ」 斎藤実正 前橋営林局造林課 0

1959 昭和34年 論説・評論 農林漁業基本問題調査会について 竹中譲
参議院農林水産委員会
調査員

1

1959 昭和34年 論説・評論 生産力増強計画と蓄積経理 岡和夫 林野庁計画課 4
1959 昭和34年 論説・評論 ポプラ栽培普及の問題点 倉田益二郎 宇都宮大学教授 7
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) ユーカリ造林試験の歩みをかえりみて 小野陽太郎 11
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 多量元素による林木の増産 鏑木徳二 金沢市在住 20
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 苗畑土壌調査の実行について 安居隆夫 大阪営林局 23
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) スギ林における断幹・剪定・摘芯による育林法の珍しい2、3の 斎藤孝蔵 28
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 北海道における私有林経営計画の一例 平啓助 札幌林業講習所 34

1959 昭和34年 紹介
(文献)  『林業種子の活力を決定する新しい一般向き染料』(ソ
連邦農業部機関誌〔林業〕1958年8月号より)

イー・アー・スクラートワ
著 ; 須田 文夫 訳

39

1959 昭和34年 随筆・随想 中華民国考察団を迎えて 藤原政弥 京都営林署 40

1959 昭和34年
海外情報(連載―諸外国の種
苗政策)

(3)  スエーデンにおける林木種子採集ならびに種苗取引 佐藤大七郎 訳 東京大学助教授 41

1959 昭和34年 コラム(こだま) 北海道と森林 (霧笛) 44

6 208

3 205

4 206

1 203

2 204
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1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業専門技術員の資格試験が行われる 45
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  山村振興対策協議会開催 45
1959 昭和34年 林業技術賞 第5回林業技術賞選考委員会開催(該当者なし) 45
1959 昭和34年 表紙写真 第6回三席「薬剤散布」 鈴木延治 滋賀県林務課 0
1959 昭和34年 論説・評論 森林組合の強化方策 山河友次 林野庁森林組合課 1
1959 昭和34年 論説・評論 木材市売について 小栗千代吉 林野庁林産課 7
1959 昭和34年 論説・評論 木炭の需給について 望月弘 林野庁林産課 11
1959 昭和34年 論説・評論 木材糖化の現況と将来 安倍慎 静岡大学教授 15

1959 昭和34年 コラム(本の紹介)
(新刊紹介)  「森林と土壌―森林の土壌におよぼす影響―」(エ
ス・ヴェー・ゾン著 遠藤健治郎訳)

竹原秀雄 林業試験場土壌調査部 19

1959 昭和34年 論説・評論 森林経理学のために 吉田正男 東京大学名誉教授 20
1959 昭和34年 論説・評論 野村進行著「林業経済計画総論」を読んで 半田良一 京都大学 25

1959 昭和34年 座談会 国有林の経営計画について
子幡弘之(司会)(出席者)秋山智
英、大内晃、岡和夫、小沢今朝
芳、篠田六郎、野村勇

27

1959 昭和34年 随筆・随想 国際お上りさんの弁 那須敏郎 FAO林業技師 45

1959 昭和34年
海外情報(連載―諸外国の種
苗政策)

(4)  スコットランドにおける林木種子ならびに苗木の保証制(1) 岩川盈夫 訳
林業試験場造林部育種
科長

47

1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業経営協議会の運営について 52
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和34年度国有林野産物の販売計画について 53
1959 昭和34年 コラム(こだま) 砂上の楼閣のようなもの (霧笛) 53
1959 昭和34年 日本林業技術協会通常総会 第13回日本林業技術協会通常総会報告 54
1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回林業技術コンテスト入選者 56
1959 昭和34年 林業写真コンクール 第7回林業写真コンクール作品募集(要綱) 57
1959 昭和34年 表紙写真 第6回三席「禿山働く人達」 岡武雄 香川県林業改良指導員 0

1959 昭和34年 座談会 治山事業の方向について

松原茂(司会)(出席者)仰木重
蔵、荻原武夫、藤村重任、伏谷
伊一、武藤博忠、若江則忠、松
川恭介

1

1959 昭和34年 特集(治山) 北海道の治山事業 橋本幸一郎 北海道林務部 12
1959 昭和34年 特集(治山) 足尾煙害地と復旧事業 山崎孝雄 前橋営林局治山課長 17
1959 昭和34年 特集(治山) 海岸砂防工事に関する考察 吉田富好 鳥取県林務課 21
1959 昭和34年 特集(治山) 瀬戸内海沿岸地方におけるはげ山の復旧事業について 玉木廉士 林業試験場岡山分場長 26
1959 昭和34年 特集(治山) 地すべりの復旧事業について 渡辺武夫 佐賀県林務課長 30
1959 昭和34年 特集(治山) 眉山の治山事業 鳥巣節雄 熊本営林局治山課 34
1959 昭和34年 特集(治山) シラス地帯の治山 尾辻晴隆 鹿児島県治山課長 39

1959 昭和34年 特集(治山) 治山研究の動向 川口武雄
林業試験場防災部防災
第一科長

42

1959 昭和34年
海外情報(連載―諸外国の種
苗政策)

(4)  スコットランドにおける林木種子ならびに苗木の保証制(2) 岩川盈夫 訳
林業試験場造林部育種
科長

46

1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  国際鳥類保護会議 49
1959 昭和34年 コラム(こだま) 現代精神の表象 (三角点) 49
1959 昭和34年 表紙写真 第6回佳作「搬出」 三井章二 静岡県庁技師 0
1959 昭和34年 論説・評論 研究管理について 藤村重任 科学技術庁審議官 1
1959 昭和34年 論説・評論 当面する国有林の問題について 楯茂 名古屋営林局計画課 5
1959 昭和34年 論説・評論 農用林の性格とその問題点 中島道郎 東京農工大学名誉教授 10
1959 昭和34年 論説・評論 農用材と線虫害 今関六也 林業試験場保護部長 11
1959 昭和34年 論説・評論 造林の新傾向に対する批判 中村賢太郎 東京大学名誉教授 14
1959 昭和34年 論説・評論 マツクイムシその後 竹腰俊文 16
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 薬品による収炭量の増加方法 岸本定吉 20

1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 移動炭がまに関する研究
島根県農林部林政課・島
根県森林道場

25

1959 昭和34年 解説(行政施策等) 国有林野経営協議会について 大矢寿 林野庁業務課 32
1959 昭和34年 林業関係予算案の概要 昭和34年度 農林漁業試験研究費について 猪瀬寅三 林野庁研究普及課 33

1959 昭和34年 紹介
(文献)  『粗朶圧縮結束機』(ソ連邦農業部機関誌〔林業〕1958
年9月号より)

デー・イー・ルイジーコフ
著 : 須田文夫 訳

37

1959 昭和34年
海外情報(連載―諸外国の種
苗政策)

(5)  イングランドにおける林木種子の取り扱いについて 岩川盈夫 訳
林業試験場造林部育種
科長

39

1959 昭和34年 コラム(こだま) 林業という名の産業 (三角点) 41
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和35年度林野庁関係要求予算が大蔵省に提 42
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  カリマンタン森林開発 43
1959 昭和34年 表紙写真 第6回佳作「造材作業」 林為徳 0
1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回林業技術コンテスト－審査の感想 宮崎榊 林業試験場土壌調査部 1
1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回(林野庁長官賞)　積雪下の野鼠防除の一考察 田中正二 浦河営林署三石担当区 3

1959 昭和34年 林業技術コンテスト
第5回(日本林業技術協会賞)  シラベ帯における樹高巾帯状皆
伐法について

上条武
臼田営林署臼田担当区
主任

7

1959 昭和34年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業用索道設計法』加藤誠平 著 宮川信一 林野庁研究普及課 9

1959 昭和34年 林業技術コンテスト
第5回(日本林業技術協会賞)  笠間地方におけるアカマツ林の
生態について

山本仙 東京営林署企画係 10

1959 昭和34年 林業技術コンテスト
第5回(日本林業技術協会賞)  苗畑土壌の改良とオガクズ堆肥
の施用結果について

大滝勇
岡山営林署五城苗畑事
業所主任

12

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回(日本林業技術協会賞)  スギの密植について 松本善清
奈良県十六森林区担当
林業改良指導員

14

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　今後の苗畑経営の目標をたてるために 柳沢清
木古内営林署湯ノ里担当
区主任

16

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　土壌型と植生 鈴木是視 上川営林署白川担当区 19

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　高級柱角材の生産を目的とする林の仕立て方 沢本鎌造
和歌山県第21森林区駐
在林業改良指導員

22

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　除草剤セスによる苗畑の除草効果について 熊谷頼光
仙台営林署原山綜合苗
畑主任

24

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　林分材積測定の一方法とその精度について 広瀬亨 島根県林業改良指導員 26

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　山村農家の経営診断と改善計画のたて方 中島信男
長野県B基本計画区23森
林区駐在林業改良指導

29

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　飫肥地方における病虫害の育苗事業に及ぼす影響 水谷春夫
飫肥営林署伊比井担当
区主任

32

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　トドマツの夏床替について 須藤比
清里営林署緑苗畑事業
所主任

34

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　ブッシュクリーナーによる地拵えについて 小坂昇 矢島営林署企画係 36

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　濃密普及地区における普及活動の経過について 斎藤寿策
宮城県名取森林区駐在
林業改良指導員

38

1959 昭和34年 林業技術コンテスト 第5回　根室産トドマツの育苗について 大島浩 根室営林署厚床苗畑主 41
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  漆の国内増産と南方漆資源の開発 43
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  造林融資問題(公有林造林)解決す 44
1959 昭和34年 コラム(こだま) ショック (藍) 44
1959 昭和34年 表紙写真 第6回佳作「からまつ林にて」 今井照視 諏訪営林署 0
1959 昭和34年 論説・評論 土壌調査とはどういうものか 大政正隆 東京大学教授 1
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) ラワン資源より見たカリマンタン--インドネシア領ボルネオの森 原敬造 林業試験場経営部 5
1959 昭和34年 随筆・随想 熱帯原生林調査雑感 北野至亮 日産農林工業株式会社 10
1959 昭和34年 案内 「林業技術」投稿規定 13
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 台風7号による山梨県下国有林の被害状況 徳永茂俊 甲府営林署長 14
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 収穫表調製における副林木諸因子の決定について 高瀬五郎 愛媛大学農学部演習林 17
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 防風林の防霜効果の一例 田中貞雄 関東東山農場試験場 22

10 212

7 209

8 210

9 211
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1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 伐採後の丸太の重量減少に関する調査の一例 林甫 千葉県鬼泪山営林事務 26
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 触媒製炭実験の一例 今野敏夫 山形県西山地方事務所 29
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 赤枯病からみぞくされ病へ--その因果の教訓 飯村武 神奈川県農政部林務課 35
1959 昭和34年 論説・評論 林地肥培と開拓 神足勝浩 森林資源綜合対策協議 37

1959 昭和34年
海外情報(連載―諸外国の種
苗政策)

(6)  デンマークの国立林木種子調整所 畑野健一
東京大学農学部森林植
物教室

39

1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業改良普及事業創設10周年記念式典と行事 42
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和34年度補正予算について 42
1959 昭和34年 コラム(こだま) 水といい、油という (藍) 43
1959 昭和34年 表紙写真 第6回佳作「霧のぶな林」 丸山茂 大田原営林署 0
1959 昭和34年 解説(行政施策等) 昭和34年度編成　森林基本計画と中央森林審議会 山内健雄 林野庁計画課 1

1959 昭和34年 論説・評論
森林経理の理念－バーデル教授の著書を通じて見た野村博士
の林業経済計画構想

田中祐一 東京農業大学教授 6

1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 北海道における本年の野鼠大発生について 土田明一 林業試験場北海道支場 13
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 野兎による森林の被害 犬飼哲夫 北海道大学教授 18
1959 昭和34年 解説(研究調査報告等) 索道の制動機負担を軽くするための簡易風圧制禦機 大河原昭二 新潟大学農学部助手 22
1959 昭和34年 論説・評論 ラワン材のAA制と産地事情 大隅清示 林野庁林産課 26
1959 昭和34年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『日本松林の生態学的研究』(吉岡邦二著) 橋本与良 林業試験場土壌調査部 28
1959 昭和34年 紹介 全国製材技術競演会を見て 藤縄文明 林野庁林産課 29
1959 昭和34年 論説・評論 再検討を要する林地肥培の効果 中村賢太郎 東京大学名誉教授 32
1959 昭和34年 論説・評論 「当面する国有林の問題について」によせて 橋本辰男 札幌営林局作業課 34
1959 昭和34年 随筆・随想 リンキストさんとの3日間 大政正隆 東京大学教授 36
1959 昭和34年 随筆・随想 森の旅のひとこま―シュヴァルツヴァルトヘ 松川恭佐 日本林業技術協会理事 40
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業問題調査部会の動き 44
1959 昭和34年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  本年度一級功績章決まる 44
1959 昭和34年 コラム(こだま) 先見の明？ (やと) 45
1959 昭和34年 林業技術総目次 昭和34年(1959)203～214号 47
1960 昭和35年 表紙写真 第6回二席「うらじろ群叢」 山本久仁雄 林業試験場京都支場 0
1960 昭和35年 巻頭言(巻頭之辞) 創立40周年近づく-記念事業の企画を募る- 松川恭佐 日本林業技術協会理事 1
1960 昭和35年 新春に (新春対談)研究60年―寺崎渡・松川恭佐 寺崎渡、松川恭佐 3

1960 昭和35年 新春に
新春放談  五題(中央弾丸道路の実現を期す・鉄道新線諭・造
林公団の設置を望む・伊勢神宮境内林の台風禍・合板用材資

三浦伊八郎 大日本山林会会長 9

1960 昭和35年 新春に 新春放談　技術指導のありかた 近藤助 森林経営研究所長 12
1960 昭和35年 随筆・随想 第5期日本学術会議会員になって　産業への貢献を 斎藤美鶯 林業試験場長 15
1960 昭和35年 随筆・随想 第5期日本学術会議会員になって　建設的な行動を 島田錦蔵 東京大学教授 15
1960 昭和35年 随筆・随想 第5期日本学術会議会員になって　島国根性の除去 三島懋 北海道大学教授 16
1960 昭和35年 随筆・随想 第5期日本学術会議会員になって　科学技術者の総意を反映 佐藤敬二 17
1960 昭和35年 随筆・随想 第5期日本学術会議会員になって　独断専行をさける 大政正隆 18
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)林業経済研究会 鷲尾良司 林業経済研究所 20
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)林業政策研究会 萩野敏雄 林野庁調査課 21
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)林業基本問題研究会 小沢今朝芳 林野庁計画課 22
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)森林計画研究会 塩島厚一 林野庁計画課 23
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)森林立地懇話会 竹原秀雄 林業試験場土壌調査課 24
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)林地肥培研究会 神足勝浩 林地肥培研究会事務局 25
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)ポプラ懇話会 猪熊泰三 東京大学教授 26
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)育種研究会 梅本喜一 林野庁造林保護課 27
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)治山研究会 大沢豊 林野庁治山課 28
1960 昭和35年 特集(研究グループの動向) (研究グループの動向)森林測定研究会 西沢正久 林業試験場経営部 29

1960 昭和35年 新春に (しんねんによせて)  しんねんによせて
林業改良指導員，担当区
主任等22名

31

1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和35年度林野庁関係一般会計予算の大勢が 38
1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業専門技術員資格試験が終わった 38
1960 昭和35年 コラム(こだま) ぬるま湯 (ゑ) 39
1960 昭和35年 林業写真コンクール 第7回林業写真コンクール作品募集(要綱) 41
1960 昭和35年 表紙写真 第7回特選「老木と苗木」 箕輪清蔵 宇都宮市 0
1960 昭和35年 論説・評論 植栽本数論　主として民有林におけるスギ、マツを対象として 倉田益二郎 宇都宮大学教授 1

1960 昭和35年 論説・評論 気候因子からみたカラマツ・トドマツの造林適地 松井善喜
林業試験場北海道支場
経営部長

6

1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) パルプ原木の重量検収について 黒住晴道 日本パルプ工業K．K． 9
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 森林災害補償のあり方 大沼省三 林野庁造林保護課 14
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 公有林野等官行造林事業について 阿部雄一 林野庁業務課 18
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 外材(特にラワン、ソ連材)の輸入状況 中西利英 通産省通商局輸入第一 22

1960 昭和35年 林業関係予算案の概要
昭和35年度林野庁予算に関連して　公立林業試験指導機関の
強化について

飛岡隆 林野庁研究普及課 27

1960 昭和35年 林業関係予算案の概要 昭和35年度林野庁予算に関連して　奥地製炭について 大隅清示 林野庁林産課 30

1960 昭和35年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)尾驚林業の育林技術 川名明 東京農工大学助教授 33

1960 昭和35年 紹介 ワットル生産の要点(抄録) 兵頭正寛 林業試験場四国支場 39

1960 昭和35年 会員投稿記事
私の意見　文章のなかにカタカナをまぜることについて－海藤
精一郎さんの御意見を読んで

サトー・タイシチロー 東京大学助教授 42

1960 昭和35年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業経済計画各論』野村進行 著 田中祐一 東京農業大学教授 43
1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  科学技術週間が設けられた 44
1960 昭和35年 コラム(こだま) 貿易自由化と木材工業 (シカダ) 44
1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回林業技術コンテスト募集(要領) 47
1960 昭和35年 表紙写真 第7回佳作「ワサビ」 早見幸男 島根県江津市 0
1960 昭和35年 論説・評論 科学技術研究の方向と林業試験研究 藤村重任 科学技術庁審議官 1

1960 昭和35年 座談会 林業試験研究と普及およぴ行政
松原茂(司会)(出席者)梅田三樹
男、遠藤嘉数、加藤善忠、手束
羔一、原敬造・福田省一

6

1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  佐賀県林業試験場 14
1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  岐阜県林業試験場 15
1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  鳥取県林業試験場 17
1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  山梨県林業試験場 20
1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  新潟県林業試験場 22
1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  山形県林業指導所 24
1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  岩手県林業試験場 25
1960 昭和35年 紹介 (公・私立林業試験研究機関紹介)  王子の林木育種研究所 28
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　概要 倉沢博 31
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　林政部門 倉沢博 32
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　防災部門 中野秀章 33
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　利用部門 丸山正和 34
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　経営部門 西沢正久 35
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　保護部門 青島清雄 36
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　立地部門 黒鳥忠 37
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　立地部門 塘隆男 39
1960 昭和35年 日本林学会大会 第70回　造林部門 サトー・タイシチロー 40

1960 昭和35年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)日田，小国，八女の栽培林業 佐藤敬二 九州大学教授 42

1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  第12回国際鳥類保護会議が開かれる 46
1960 昭和35年 コラム(こだま) 結局は木材にかえる (シカダ) 46
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1960 昭和35年 表紙写真 第7回二席「伊勢湾台風の猛威」 木本憲夫 愛知県東加茂郡足助町 0
1960 昭和35年 論説・評論 災害と森林　流域管理 安藝皎一 科学技術庁審議官 1
1960 昭和35年 論説・評論 去年の台風災害をかえりみて 仰木重蔵 林業試験場防災部長 4
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 昭和34年台風被害白書　治山 若江則忠 林野庁治山課長 9
1960 昭和35年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業金融入門』山崎誠夫 著 松川恭佐 日本林業技術協会理事 14
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 昭和34年台風被害白書　林道 浅川林三 林野庁計画課長 15
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 昭和34年台風被害白書　林産 森田進 林野庁林産課長 21
1960 昭和35年 紹介 黄河の治水造林　主として中流域灌漑に対する防護林 三枝一二 訳 27
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 瀬戸内地帯の荒廃地におけるフサアカシヤの生長と育種の効 森下義郎 林業試験場関西支場 35
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 瀬戸内地帯の荒廃地におけるフサアカシヤの生長と育種の効 大山浪雄 林業試験場関西支場 35

1960 昭和35年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)西川林業 熊井正善 埼玉県林業試験場長 39

1960 昭和35年 海外情報(FAO) (最近の話題)  FAOニュース 45
1960 昭和35年 コラム(こだま) 国有林増伐論争 (山人) 45
1960 昭和35年 表紙写真 第7回佳作「小仙丈の山肌」 尾関江陽 長野県飯田市 0
1960 昭和35年 巻頭言(巻頭之辞) 総会を終えて-明年の記念行事に関心集まる- 松川恭佐 日本林業技術協会理事 1
1960 昭和35年 論説・評論 有林農業の展開 青山俊 北海道開発庁農林水産 2
1960 昭和35年 論説・評論 農用林経営の方向 中島道郎 東京農工大学名誉教授 6
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 混交林について 四手井綱英 京都大学教授 10
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 特殊林産の普及 小野陽太郎 林野庁研究普及課 14
1960 昭和35年 論説・評論 空中写真測量の現状と将来 片岡秀夫 東京営林局計画課 20
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 用材の日本農林規格改正の要点について 中沢俊 林野庁林産課 24

1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 黒炭の触媒製炭の試験について 水津利定
島根県農林部林政課林
業専門技術員

35

1960 昭和35年 林業写真コンクール 第8回林業写真コンクール作品募集(要綱) 36
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) スギ・ヒノキのさし木におけるルートンの発根促進効果について 浜野実 和歌山県林業試験場 39

1960 昭和35年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)万沢林業 小島俊郎 山梨県林業試験場 42

1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  貿易および為替の自由化 46
1960 昭和35年 コラム(こだま) 林業技術と林業機械化 46
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回林業技術賞受賞者の発表 47
1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回林業技術コンテスト受賞者の発表 47
1960 昭和35年 日本林業技術協会通常総会 第14回日本林業技術協会通常総会報告 48
1960 昭和35年 表紙写真 第7回二席「杉木立」 沢勝己 神戸市 0
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(すいせんのことば)　平田種男定角測高器の考察につい 木梨謙吉 九州大学教授 1
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(林業技術賞)　定角測高法のことども 平田種男 東京大学森林経理学教 5
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(すいせんのことば)　K式展開器を考案した黒田さん 川床典輝 東京営林局計画課長 9

1960 昭和35年 林業技術賞
第6回(林業技術賞)　K式縦横線値展開器の考案と現地実績に
ついて

黒田清三郎
東京営林局測定企画審
査係長

11

1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(すいせんのことば)　岡田君の高営式根切兼掘取機につ 小竹二郎 高知営林局経営部長 16
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(林業技術賞)　高営式根切兼掘取機について 岡田優 高知営林局造林課種苗 17
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(すいせんのことば)　たゆまぬ努力の成長を讃える 田村栄三 高知県林業課長 23
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(林業技術賞)　高知林指式根揚げ鍬考案について 宮地義博 高知県林業指導所長 23
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(林業技術賞)　高知林指式根揚げ鍬考案について 山本忠雄 高知県林業指導所樹苗 23
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(林業技術賞)　高知林指式根揚げ鍬考案について 山本大和 高知県林業指導所苗畑 23
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回(林業技術賞)　高知林指式根揚げ鍬考案について 田村敏夫 高知県林業指導所苗畑 23
1960 昭和35年 質疑応答 (相談室)  コルクガシの造林について 白井彌榮 白井コルクガシ増殖研究 26
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 外国産樹種の導入に関する基礎資料 山路木曽男 林業試験場植生研究室 27
1960 昭和35年 随筆・随想 リンキスト教授の思い出 舘脇操 北海道大学教授 34
1960 昭和35年 随筆・随想 樹木の準人考察 鏑木徳二 元朝鮮林業試験場長 36

1960 昭和35年 自由論壇 濃密普及地区における拡大造林推進についての2・3の私見 小部晃
佐賀県林務課造林専門
技術員

40

1960 昭和35年 自由論壇 林業改良普及事業の現地から 後藤時美
長野県長水地方事務所
林業改良指導員

43

1960 昭和35年 自由論壇 カモシカ等の保護について 横林輝洋治 岡山県林政課 44
1960 昭和35年 海外情報(FAO) (最近の話題)  FAOニュース 46
1960 昭和35年 コラム(こだま) せめて後輩にはわが世の春を (言加理) 46
1960 昭和35年 表紙写真 第7回三席「上高地の秋」 尾関江陽 飯田市 0
1960 昭和35年 論説・評論 林産物需給　木炭需給の現状と今後の見通し 望月弘 林野庁林産課 1
1960 昭和35年 論説・評論 林分密度の問題などについて 四手井綱英 京都大学教授 5
1960 昭和35年 論説・評論 林業経営に対する提案二題 宮辺健次郎 興国人絹パルプ株式会 9
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 苗畑におけるオガクズ(鋸屑)の利用 宮崎榊 林業試験場土壌調査部 12
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 砂地緑化に使いたい草と木 倉田益二郎 宇都宮大学教授 19
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 大平実験林におけるコバノヤマハンノキ参考林(野辺地町) 北原完治 王子造林株式会社 22
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 苗畑調査における抽出単位の型 安井釣 島根農科大学 26
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 苗畑調査における抽出単位の型 藤田直四郎 島根県林業試験場 26
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 放射線育種場について 有賀好文 林業試験場 32

1960 昭和35年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)飫肥林業 石崎厚美
林業試験場育種第二研
究室長

38

1960 昭和35年 自由論壇 クヌギの頭木林 八代雄蔵 山梨県林務部造林課 44
1960 昭和35年 自由論壇 林業振興への道 安藤照雄 香川県林務課 47
1960 昭和35年 質疑応答 (相談室)  略式農林Ⅰ号がまの特色 岸本定吉 林業試験場 49
1960 昭和35年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業害虫防除諭 下巻(1)』井上元則 著 長谷川孝三 農林水産技術会議専門 50
1960 昭和35年 コラム(こだま) 日本の林業 (言加理) 50
1960 昭和35年 表紙写真 第7回三席「製紙工場にて」 墨順丸 浜松市 0
1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回林業技術コンテスト審査にあたっての感想 宮崎榊 林業試験場土壌調査部 1

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回(林野庁長官賞)　間伐地の曲線集材について 段忠五郎
大阪営林局高野営林署
高野山製品事業所主任

3

1960 昭和35年 林業技術コンテスト
第6回(林野庁長官賞)　薬剤及び機械併用による地拵試験につ
いて

谷川昇
函館営林局八雲営林署
南大関担当区主任

7

1960 昭和35年 林業技術コンテスト
第6回(林野庁長官賞)　保温用油紙をさし木事業に活用した場
合の効果について

小林幸三
長野営林局長野営林署
柏原苗畑主任

12

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回(日本林業技術協会賞)　二条床替用肥料散布筋付器に 大野勇 旭川営林局一の橋営林 15

1960 昭和35年 林業技術コンテスト
第6回(日本林業技術協会賞)　黒ビニール使用のカラマツ苗木
成長休止期促進について

小林昌三
札幌営林局定山渓営林
署百松沢苗畑事業所主

18

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回(日本林業技術協会賞)　まき付床の輪作について 川村豊
青森営林局盛岡営林署
煙山苗畑主任

21

1960 昭和35年 林業技術コンテスト
第6回(日本林業技術協会賞)　谷山わさび栽培振興指導におけ
る個別技術普及上の問題点と試験研究について

谷村幸一 岐阜県林業改良指導員 23

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回　中山間地帯における特産導入による農家経営について 今西重成 奈良県林業改良指導員 26
1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回　宮崎県におけるアヤスギ育苗の一考察 松井徳男 宮﨑県林業改良指導員 29

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回　曲線集材の新方式について 浜田長頭
高知営林局中村営林署
黒尊事業所主任

31

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回　葭簀の被覆操作による苗木の成長について 相馬芳美
北見営林局瑠辺蘂営林
署温根湯苗畑事業所主

35

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回　峰村における造林の推進方法について 東強 長﨑県林業改良指導員 38

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回　造林木と土壌型との関係について 佐保孝夫
熊本営林局中津営林署
深見担当区主任

40

1960 昭和35年 林業技術コンテスト 第6回　天然林伐跡地の地ごしらえについての反省 星昭平
東京営林局気田営林署
京丸製品事業所主任

42

10 224

6 220

7 221

8 222

9 223
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1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  全国科学技術団体総連合の設立 45
1960 昭和35年 コラム(こだま) リモートコントロール？ (Z) 45
1960 昭和35年 質疑応答 (相談室)  特殊合板について 堀岡邦典 林業試験場 46
1960 昭和35年 表紙写真 第7回一席「植林された山」 小林田津夫 東京都世田谷区 0
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 林業基本問題答申の概要 横瀬誠之 林野庁計画課 1
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 林業機械化技術センター 福田省一 林野庁業務課 7
1960 昭和35年 案内 日本林業技術協会40周年記念事業資金協力方御依頼につい 松川恭佐 日本林業技術協会理事 8
1960 昭和35年 解説(行政施策等) 林業金融について 山崎誠夫 林野庁森林組合課 11

1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 北海道の拡大造林と鼠害の問題 井上元則
林業試験場北海道支場
保護部長

16

1960 昭和35年 論説・評論 沖縄の災害と治山対策 田中正夫 高知営林局治山課長 20

1960 昭和35年 座談会 森林航測機遭難事件を省みて
松川恭佐(司会)(出席者)仰木重
蔵、横瀬誠之、堀正之、中村英
石、北条進、富田幸左衛門

24

1960 昭和35年 国際会議 (世界林業会議)  第5回世界林業会議に出席して 荻原貞夫 東京大学農学部教授 30
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) マツタケの増産について 金行幾太郎 広島県豊田郡大和町萩 33

1960 昭和35年 自由論壇
国有林経営合理化は果して進められているか・その理念と方策
の問題点について

堀正之 前橋営林局作業課長 36

1960 昭和35年 自由論壇 林業技術普及における濃密普及制度の再検討 小部晃 佐賀県造林専門技術員 38

1960 昭和35年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)吉野林業の技術的間題点 柴田信男 京都大学教授 42

1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業基本対策実施委員会の設置 49
1960 昭和35年 コラム(こだま) 科学の力 (Z) 49
1960 昭和35年 表紙写真 第7回三席「冬のカラマツ林」 今井照視 長野営林局諏訪営林署 0
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 林業センサス 牟田守邦 農林省統計調査部 1
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 治山事業10カ年計画 三宅博 林野庁治山課 1
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー カリマンタン森林調査 石田加能雄 林総協 2
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 野鼠の異常発生とその防除対策 中村毅 林野庁造林保護課 3
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 貿易の自由化 樋口優 林野庁林産課 4
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 合板工業の不況 松原一夫 林野庁林産課 5
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 木材関係日本農林規格改正について 大隅清示 林野庁林産課 5
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 財団法人林業経営研究所の発足 佐藤恒喜 林業経営研究所 7
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 木材工業に関する2つの国際会議 仁賀定三 林野庁林産課 7
1960 昭和35年 特集(1960年林業10大ニュー 林業基本問題調査 湯本和司 林野庁造林保護課 8
1960 昭和35年 論説・評論 1960年における林業試験研究の歩み 徳本孝彦 林業試験場調査室長 10
1960 昭和35年 論説・評論 学術会議のこの一年 大政正隆 東京大学教授 14
1960 昭和35年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『森林組合読本』加納秀雄 著 松川恭佐 日本林業技術協会理事 17
1960 昭和35年 海外情報 アメリカ合衆国における林業研究の歴史 坂口勝美 林業試験場造林部長 18
1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 壮令林の肥培 川名明 東京農工大学助教授 22
1960 昭和35年 自由論壇 森林と水保全の地域性・問題点解析 野口陽一 東京大学助教授 27
1960 昭和35年 自由論壇 防風林帯の更新法について 田中貞雄 群馬県林業試験場 32

1960 昭和35年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)能登のアテ林業 上田太郎 石川県林業専門技術員 35

1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  1960年世界農林センサス表彰式 39
1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  アメリカ合衆国の空中写真利用状況 39
1960 昭和35年 コラム(こだま) 北と南の話 (R生) 39
1960 昭和35年 案内 日本林業技術協会40周年記念事業資金協力方御依頼につい 松川恭佐 日本林業技術協会理事 40
1960 昭和35年 随筆・随想 ある日の編集委員会 42
1960 昭和35年 林業技術総目次 昭和35年(1960)215～226号 45
1961 昭和36年 表紙写真 「阿寒」 アジア航空測量K.K. 0
1961 昭和36年 巻頭言(巻頭之辞) 職場に栄光あれ 松川恭佐 日本林業技術協会理事 1

1961 昭和36年 対談 最近の林業問題をめぐって―田中紀夫・藤村重任
倉沢博(司会)(出席者)田中紀
夫、藤村重任 3

1961 昭和36年 特集(林業技術の将来の展望) 経営部門 小幡進 林業試験場経営部長 14
1961 昭和36年 特集(林業技術の将来の展望) 造林部門 坂口勝美 林業試験場造林部長 16
1961 昭和36年 特集(林業技術の将来の展望) 保護部門 今関六也 林業試験場保護部長 20
1961 昭和36年 特集(林業技術の将来の展望) 防災部門 川口武雄 林業試験場防災部長 23
1961 昭和36年 特集(林業技術の将来の展望) 木材加工部門 小倉武夫 林業試験場木材部長 26
1961 昭和36年 特集(林業技術の将来の展望) 林産化学部門 田窪健次郎 林業試験場林産化学部 31
1961 昭和36年 コラム(こだま) 技術雑感 (R生) 34
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  林業試験とは 三井鼎三 林業試験場北海道支場 35
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  大雪営林署 蓑田茂 旭川営林局長 35
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  長崎に思う 木村晴吉 長﨑県林務課長 36
1961 昭和36年 新春に 新春放談 長井英照 広島県林務部長 37
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  林業のPR倍加運動 細太郎 栃木県林務部長 37
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  もっと東南アジアに- 塩谷勉 九州大学教授 38
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  酒量とメートル制 中川久美雄 青森営林局長 39
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  回旋堂雑稿(2) 大倉精二 信州大学教授 39
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  質と量 岡崎文彬 京都大学教授 40
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  八幡平に登って 田中重五 秋田営林局長 41
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  新年おめでとう 小山軍之助 群馬県林務部長 41
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  林業の安全率 浅川林三 函館営林局長 42
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  森林景観小考 舘脇操 北海道大学教授 42
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  転任と嫌地現象 倉田益二郎 宇都宮大学教授 43
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  救国樹種の夢 西村太郎 林業試験場関西支場長 44
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  新年随想 高橋晋吾 東北パルプK.K.常務取締 44
1961 昭和36年 新春に (新春随想)  メートル法の改正規格を迎える年 鈴木達次郎 材墺木材K.K.社長 45

1961 昭和36年 コラム (現地だより)南の国から 那須敏朗
FAO極東地方事務所(バ
ンコック)

46

1961 昭和36年 コラム (現地だより)現場雑感 渡辺勝治
東京営林局水窪営林署
瀬尻担当区主任

46

1961 昭和36年 コラム (現地だより)林業種苗に対する要望 長岡章 鳥取県林業改良指導員 46
1961 昭和36年 コラム (現地だより)事務能率の向上を 依田和夫 前橋営林局計画課 47
1961 昭和36年 コラム (現地だより)ワシントンにて 松原茂 47

1961 昭和36年 座談会 学生からみた林学・林業
松川恭佐(司会)(出席者)杉原昌
樹、大浜一之、国井忠、羽生哲
史、西村亮彦

49

1961 昭和36年 表紙写真 第7回一席「北山村風景」 片岡敏男 尼崎市 0
1961 昭和36年 林業関係予算案の概要 昭和36年度　林野庁予算の概要(一般会計・特別会計) 福田省一 林野庁林政課課長補佐 1
1961 昭和36年 林業関係予算案の概要 昭和36年度　林野庁予算の概要(一般会計・特別会計) 野崎博之 林野庁業務課課長補佐 5
1961 昭和36年 論説・評論 林業金融について－林業経営安定化資金の制度創設に際して 山崎誠夫 林野庁森林組合課 10
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 水源造林の推進について 阿部雄一 林野庁業務課 13
1961 昭和36年 論説・評論 これからの造林技術の問題点 宮崎榊 林業試験場土壌調査部 18
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) アカ・クロマツのタネとり母樹の仕立かた 石崎厚美 林業試験場造林部 23
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) クマによる林木の被害 佐々木功 京都大学農学部附属演 30
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) クマによる林木の被害 鬼石長作 京都大学農学部附属演 30
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) クマによる林木の被害 登尾二朗 京都大学農学部附属演 30

1961 昭和36年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)天竜林業地 横山緑 静岡県林業試験所長 34

1961 昭和36年 自由論壇 林業技術はなぜすすまないか―造林推進協議会の意義 小沢今朝芳 名古屋営林局 40
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1961 昭和36年 自由論壇 林業基本問題答申に関連して・公有林の配分について 三輪晋
鳥取県那岐森林組合常
務理事

42

1961 昭和36年 コラム(こだま) もっとPRを (S･I･生) 44
1961 昭和36年 表紙写真 第8回特選「釧路川のイカダ」 松井和実 帯広市 0
1961 昭和36年 論説・評論 「林業基本問題と基本対策」について 兼岩芳夫 静岡大学農学部 1
1961 昭和36年 論説・評論 新らしい森林保険制度について 大沼省三 林野庁造林保護課 6
1961 昭和36年 解説(行政施策等) これからの造林事業の方向と問題 林野庁造林保護課 10
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 生産力増大のための林業技術 浅野正昭 13

1961 昭和36年 随筆(連載―木曽谷随想) (1)熊・キノコ 浜武人
林業試験場木曽分場保
護研究室

20

1961 昭和36年 海外情報 アメリカにおける天然地域(Natural Areas)の保存 坂口勝美 林業試験場造林部長 23
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) パルプ用材の交錯輸送排除について 宮辺健次郎 興国人絹パルプ株式会 26

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等)
村山、山口貯水池林における薫煙剤によるマツケムシ駆除実
施について

斎藤正男
東京都水道局村山山口
貯水池管理事務所

29

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 木登用スパイク金具の発明と枝打作業の能率化 黒田迪夫 九州大学農学部 34
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 木登用スパイク金具の発明と枝打作業の能率化 中島能道 九州大学農学部 34
1961 昭和36年 自由論壇 「林業技術」誌の編集方針の近代化を望む 赤城南湖 37
1961 昭和36年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『造林技術の再検討』渡辺資仲 著 川床典輝 東京営林局 39
1961 昭和36年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  全国林地肥培コンクール 40
1961 昭和36年 コラム(こだま) 実験のつみかさねを (A･I) 40
1961 昭和36年 林業写真コンクール 第8回林業写真コンクール入選者発表 43
1961 昭和36年 表紙写真 第8回三席「水ごけ」 加藤潔 高山市名田町久々野営 0
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　概要 植村誠次 林業試験場土壌調査部 1
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　林産部門 小野陽太郎 林野庁研究普及課 2
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　林政部門 下島邦弘 農林省統計調査部 2
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　防災部門 中野秀章 林業試験場防災部 4

1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　利用部門 丸山正和
東京大学農学部森林利
用教室

5

1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　立地部門 塘隆男 林業試験場土壌調査部 6
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　立地部門 黒鳥忠 林業試験場土壌調査部 7
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　造林部門 石崎厚美 林業試験場造林部 8
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　保護部門 山田房男 林業試験場保護部 9
1961 昭和36年 日本林学会大会 第71回　経営部門 西沢正久 林業試験場経営部 11
1961 昭和36年 知床紀行一モシリパの動物たち 永田洋平 13
1961 昭和36年 論説・評論 森林と鳥獣 葛精一 林野庁造林保護課調査 19
1961 昭和36年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『森林航測概要』中島巌 著 谷口信一 北海道大学農学部助教 22

1961 昭和36年 論説・評論 野鳥保護林の話 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

23

1961 昭和36年 論説・評論 絶滅寸前の珍鳥トキ 佐藤春雄
新潟県両津市両津高等
学校教諭

27

1961 昭和36年 論説・評論 天敵鳥獣と森林の保護-イタチ・モグラ・野鳥 日高義実 熊本市 30

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等)
林業における職場集団研究の必要性とその方法--国有林野事
業の作業機械化に伴う作業集団再編成に関連して

塩谷勉 九州大学教授 33

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等)
林業における職場集団研究の必要性とその方法--国有林野事
業の作業機械化に伴う作業集団再編成に関連して

中島能道 九州大学助教授 33

1961 昭和36年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)山武林業 石崎厚美 林業試験場造林部 40

1961 昭和36年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)山武林業 福原楢勝 林業試験場造林部 40

1961 昭和36年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  海外技術援助の林業研修 46
1961 昭和36年 コラム(こだま) ノルマを果たす施策を (A･I) 46
1961 昭和36年 表紙写真 第8回佳作「橋上を行く軌道車」 中村孝夫 鎌倉市 0
1961 昭和36年 論説・評論 林業機械化の推進について 伊藤清三 林野庁研究普及課長 1
1961 昭和36年 論説・評論 林業機械化促進のためさらに積極的な行政措置を望む 藤本和平 林業機械化協会会長 3
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 林業機械化センターの現状と将来 三品忠男 前橋営林局鑑査官 4
1961 昭和36年 論説・評論 林業機械化の動き 加藤誠平 東京大学教授 9
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 国有林野事業の機械化の現況 平尾圭司 林野庁業務課 14
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 中小規模民有林の機械化 宮川信一 林野庁研究普及課 20
1961 昭和36年 論説・評論 造林作業の機械化について 米田幸武 林業試験場経営部 28
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 架線技士について 保坂貞蔵 林野庁林産課 32
1961 昭和36年 随筆・随想 ともしびは消えず―リチャーウッドとセクターの物語 三島超 林業機械化協会顧問 34

1961 昭和36年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)パイロット・フオレスト 沢田計男 帯広営林局造林課 37

1961 昭和36年 自由論壇 民有林振興のために森林組合はいかにあるべきか 大友寛治
宮城県遠田森林区担当
A．S．技師

42

1961 昭和36年 自由論壇 モリシマアカシヤの凍害について 田籠伊三雄
福岡県甘木農林事務所
林務課

44

1961 昭和36年 案内 会費改正のお知らせ 45
1961 昭和36年 林業技術賞 第7回林業技術賞受賞者の発表 46
1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回林業技術コンテスト受賞者の発表 46
1961 昭和36年 案内 職場の礎石除幕式(創立40周年記) 46
1961 昭和36年 日本林業技術協会通常総会 第15回日本林業技術協会通常総会報告・創立40周年記念式 47
1961 昭和36年 表紙写真 第8回三席「冬山に炭を焼く」 川野高義 高松市 0
1961 昭和36年 論説・評論 最近の木材価格の動き 坂治 林野庁林産課 1

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) ポプラの栽培実績 和田克之
王子製紙工業株式会社
林木育種研究所

4

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) コバハンはどんな所でよく伸びるか 千葉春美 林業試験場赤沼試験地 8
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) スラッシュマツの種名 石川健康 関東林木育種場長 12
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 林地肥培の事例について 神足勝浩 林地肥培研究会事務局 13
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 芳しようについて 迫静男 鹿児島大学農学部林学 18
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 芳しようについて 中馬達昭 鹿児島大学農学部林学 18
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 山林の新しい地価算定式と林業利率P1の意義について 小松禎三 札幌営林局 24
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 農業センサスから  1 下島邦弘 農林省統計調査部 29

1961 昭和36年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)道有林トドマツ造林地 渡辺啓吾
北海道林務部道有林課
種苗係長

32

1961 昭和36年 自由論壇 短伏期林業の功罪 中村賢太郎 東京大学名誉教授 37
1961 昭和36年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  国有林の豪雨被害 39
1961 昭和36年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和36年度林業専門技術員資格試験について 39
1961 昭和36年 コラム(こだま) 一般性と特殊性 (三角点) 40
1961 昭和36年 林業写真コンクール 第9回林業写真コンクール作品募集(要綱) 41
1961 昭和36年 表紙写真 第8回「苗圃」 山本秀逸 岡山県英田郡 0
1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回林業技術コンテスト審査にあたっての感想 宮崎榊 1

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回(林野庁長官賞)　PNC板積工について 本田保典
大阪営林局神戸営林署
六甲治山事業所

3

1961 昭和36年 林業技術コンテスト
第7回(林野庁長官賞)　奈川事業区におけるカラマツ造林の一
考察について

美斉津桂
長野営林局薮原営林署
経営課

7

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回(林野庁長官賞)　造林用苗木の根切装置について 曽我部畢 愛媛県林業指導所 10

1961 昭和36年 林業技術コンテスト
第7回(日本林業技術協会賞)  Y型集材機第一遠心クラッチの
位置変更について

梅本栄太郎
長野営林局上松運輸営
林署機工課機械修理工

12

7 233

8 234

4 230

5 231
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1961 昭和36年 林業技術コンテスト
第7回(日本林業技術協会賞)  藤林式刈払機の鋸の改良歯型
について

相馬栄蔵
青森営林局三戸営林署
戸来担当区主任

14

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回(日本林業技術協会賞)  噴霧機のノーズル改良について 水沢清宏 旭川営林局士別営林署 16

1961 昭和36年 林業技術コンテスト
第7回(日本林業技術協会賞)  苗畑におけるカラマツの得苗成
績向上について

高橋良朗
函館営林局今金営林署
今金第一苗畑事業所主

18

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回　下刈の時期および効果について 岡村芳計 高知営林局清水営林署 21

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回　チェンソー1人造材の効果について 前島之人
長野営林局伊那営林署
小黒川製品事業所主任

23

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回　刈払機による地拵作業を終了して 小沢一夫
秋田営林局十和田営林
署止滝担当区主任

26

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回　担当森林区における育苗指導について 辻本末清 奈良県林業改良指導員 29

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回　造林事業の機械化について 田中治郎
長野営林局上松営林署
経営係長

32

1961 昭和36年 林業技術コンテスト 第7回　拡大造林の推進としいたけ栽培の普及について 酒井清治 岐阜県林業改良指導員 35

1961 昭和36年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)久万林業 新田八九郎
愛媛県林務課林業専門
技術員

38

1961 昭和36年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  木材価格安定緊急対策 41
1961 昭和36年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  増伐に伴う所要予算要求について 41
1961 昭和36年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『コバノヤマハンノキの手引き』千葉春美 著 42
1961 昭和36年 表紙写真 第8回「苗木掘り」 柴田勇 岩手県久慈市 0
1961 昭和36年 あいさつ 退官のご挨拶 山崎斉 前林野庁長官 1
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 木材価格安定緊急対策について 楠正二 林野庁業務課長 2
1961 昭和36年 紹介 K式測高器 片岡秀夫 林野庁計画課 6
1961 昭和36年 論説・評論 治山行政の問題点について 手束羔一 林野庁治山課長 7
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 国有林における災害の実態とその対策 辻良四郎 林野庁業務課 11
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 三陸における山林被害の実情とその対策 岡崎泰治 岩手県林務課長 16
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 伊那谷の災害について 丸田和夫 長野県林務部林務課長 18
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 伊那谷の災害について 佐藤滋也 長野県林務部林業課 18
1961 昭和36年 紹介 ヒドゲン植生盤の使い方とその将来性 倉田益二郎 東京農業大学教授 24
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 青森のヒバ林の研究 村井三郎 東北林木育種場 27
1961 昭和36年 自由論壇 「林業技術普及における濃密普及制度の再検討」によせて 後藤時美 長野県林業改良指導員 34

1961 昭和36年 自由論壇
福岡県甘木地方におけるスギのスギハダニに対する抵抗性に
ついての考察

田籠伊三雄 福岡県林業改良指導員 36

1961 昭和36年 随筆(連載―木曽谷随想) (3)おみこし・木曽馬 浜武人
林業試験場木曽分場保
護研究室

37

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 農林業センサスから  2 横山次雄 農林省統計調査部 39
1961 昭和36年 コラム(こだま) 車中二景 (三角点) 44
1961 昭和36年 林業写真コンクール 第9回林業写真コンクール作品募集(要綱) 46
1962 昭和37年 表紙写真 「富士山」 アジア航空測量K.K. 0
1962 昭和37年 巻頭言(巻頭之辞) 創立50周年へ踏み切る新年を祝う 松川恭佐 日本林業技術協会理事 1

1962 昭和37年 新春に (座談会)  新春技術者の集い　林政を語る

松原茂(司会)(出席者)横瀬誠
之、長尾正男、大矢寿、松形祐
堯、杉下卯兵衛、鈴木敏男、木
村晴吉、岩岡正喜

2

1962 昭和37年 特集(新技術の林業への応用) 林業におけるアイソトープの利用 塘隆男 林業試験場 17
1962 昭和37年 特集(新技術の林業への応用) 根粒菌(豆科肥料木・草)の利用 植村誠次 林業試験場 21
1962 昭和37年 特集(新技術の林業への応用) 治山事業と拡水法 武藤博忠 水利科学研究所長 24
1962 昭和37年 特集(新技術の林業への応用) 木材の小量成分 中塚友一郎 東京大学教授 27
1962 昭和37年 特集(新技術の林業への応用) 林業と計画数学 有水彊 林業試験場 30
1962 昭和37年 特集(新技術の林業への応用) 電子顕微鏡の利用 原田浩 林業試験場 32

1962 昭和37年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)育林技術的に見た信州のカラマツ林 浅田節夫 信州大学 36

1962 昭和37年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)育林技術的に見た信州のカラマツ林 赤井龍男 信州大学 36

1962 昭和37年 紹介
(抄訳)  林業経営のための大面積森林調査―U.S.A.第3営林
局・林業経営便覧より

名村二郎 訳 林野庁計画課 42

1962 昭和37年 案内 第1回　林業科学技術振興賞の公募 47
1962 昭和37年 研究と技術と行政 言加理 47
1962 昭和37年 表紙写真 第8回三席「薪出し」 佐藤勇治 青森市 0
1962 昭和37年 林業技術賞 第7回受賞者受賞業績 1
1962 昭和37年 林業技術賞 第7回(林業技術賞)　外国産早生樹種(アカシヤモリシマ)の導 青木義雄 福岡県林業試験場長 2
1962 昭和37年 林業技術賞 第7回(林業技術賞)　タンジェントメーターについて 黒川忠雄 科学技術庁資源局 7
1962 昭和37年 国際会議 国際林学研究会議に出席して－25部会を中心とした報告 嶺一三 東京大学教授 11
1962 昭和37年 海外情報 ヨーロッパ林業視察記 村井三郎 東北林木育種場 15
1962 昭和37年 海外情報 ソ連林業視察記 神足勝浩 森林資源綜合対策協議 18
1962 昭和37年 海外情報 南米の林業事情 原敬造 林業試験場 22
1962 昭和37年 論説・評論 カリマンタンの森林開発について 松田昭二 林野庁林産課 26
1962 昭和37年 アンケート等 (インタビュー)東南アジヤ各国の林業技術者(9名)に聞く 29

1962 昭和37年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)木頭林業 福田秀雄 徳島県林業指導所長 31

1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和37年度国有林野事業予算の重要事項 36
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和37年度日ソ貿易交渉始まる 36
1962 昭和37年 コラム(こだま) 山官のムード (言加理) 37
1962 昭和37年 表紙写真 第8回三席「若木」 平本国行 八王子市 0
1962 昭和37年 林業関係予算案の概要 昭和37年度　林野庁予算の重要施策(一般会計) 野崎博之 林野庁林政課課長補佐 1
1962 昭和37年 林業関係予算案の概要 昭和37年度　林野庁予算の重要施策(特別会計) 林野庁業務課 4
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 学術会議－みたりきいたり 佐藤敬二 九州大学教授 7

1962 昭和37年 解説(研究調査報告等)
北米および中米におけるスラッシュマツの品種とその分布区域
の地史的考察

福田秀雄 徳島県林業指導所長 9

1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 民有林における植栽本数の現状 安藤貴 林業試験場造林部 13

1962 昭和37年 座談会 造林技術の諸問題
松原茂(司会)(出席者)渡辺資
仲、川名明、土井恭介、湯本和
司、亘信夫、永井幹男

16

1962 昭和37年 大井川の源流をいく 川床典輝 東京営林局計画課長 25
1962 昭和37年 自由論壇 地ごしらえに関する一提案 辻正 倶知安営林署管理官 28

1962 昭和37年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)秋田のスギ林 寺崎康正 林業試験場東北支場 30

1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業賞受賞者の決定 37
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  九州にタンニン工場建設中 37
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  農業祭の開催 37
1962 昭和37年 コラム(こだま) 林業家は業を愛することが最大の目標であろう (A･I) 38
1962 昭和37年 表紙写真 第9回特選(農林大臣賞)「銘木と木挽」 奥山茂美 三重県上野市 0
1962 昭和37年 訃報・追悼・遺稿等 寺崎渡先生を悼む 松川恭佐 日本林業技術協会理事 1
1962 昭和37年 訃報・追悼・遺稿等 寺崎博士の長逝を悼みて 正木信次郎 2
1962 昭和37年 論説・評論 木材対策の問題点―木材価格安定対策その後 木村晴吉 林野庁林産課長補佐 4
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) チップ工業の現状と問題点 米沢保正 林業試験場林産化学部 8
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 短期育成林業の対象となるスギの品種について 石崎厚美 林業試験場造林部 14
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 北海道の林業立地から 牧野道幸 前橋営林局計画課 19
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) シベリヤマツとそのツギキによる増殖 神足勝浩 森林資源綜合対策協議 23
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 昭和36年度　林業試験研究中央協議会のおもな協議内容につ 浅野正昭 林野庁研究普及課 26
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 委託調査の概況について 田村栄三 林野庁調査課長補佐 31

1 238

2 239

3 240

9 235

10 236

4 241
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1962 昭和37年 紹介 林業経営研究所の概要 野村進行 林業経営研究所長 35

1962 昭和37年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)ヤナセのスギ林 渡辺録郎 林業試験場四国支場長 36

1962 昭和37年 コラム(こだま) 水資源を増すには？ (IA生) 41
1962 昭和37年 林業写真コンクール 第9回林業写真コンクール入選者発表 43
1962 昭和37年 表紙写真 第9回佳作「苗畑」 中島昭夫 夕張市 0
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　概要 倉沢博 1
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　経営部門 西沢正久 林業試験場経営部 2
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　林政部門 鈴木尚夫 林業発達史調査会 3
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　防災部門 中野秀章 林業試験場防災部 4
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　利用部門 山脇三平 林業試験場経営部 5
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　森林立地部門 黒鳥忠 林業試験場土壌調査部 6
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　保護部門 千葉修 林業試験場保護部 6
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　森林保護部門 山田房男 林業試験場保護部 7
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　整理・肥料部門 塘隆男 林業試験場土壌調査部 8
1962 昭和37年 日本林学会大会 第72回(東京大学)　造林部門 郷正士 東京大学造林学教室 9
1962 昭和37年 シンポジウム 林地肥培研究会シンポジウム 塘隆男 林業試験場土壌調査部 11
1962 昭和37年 シンポジウム 林木生理シンポジウム　栄養生理 畑野健一 東京大学森林植物学教 12
1962 昭和37年 シンポジウム 林業経済研究会シンポジウム 野村勇 林業試験場経営部 13
1962 昭和37年 シンポジウム 林木育種協会シンポジウム 岩川盈夫 林業試験場造林部 13
1962 昭和37年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『原色木材大図鑑』貴島恒夫・岡本省吾・林昭三 四手井綱英 14
1962 昭和37年 論説・評論 林業立地論 小出博 東京農業大学教授 15
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 林野の畜産的利用--主として林地草生栽培について 倉田益二郎 東京農業大学教授 19
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 新しい建材としての特種合板 甕武治 農林省経済局経済課 24
1962 昭和37年 自由論壇 森林を守れ 中村賢太郎 東京大学名誉教授 29

1962 昭和37年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)木曽のヒノキ 高橋克己 長野営林局事業部長 31

1962 昭和37年 コラム(こだま) まぼろし (S･I生) 35
1962 昭和37年 表紙写真 第9回佳作「漁港の箱作り」 竹谷繁松 岡山県 0
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 森林法改正について 子幡弘之 林野庁計画課長 1
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 刈払機使用の調査結果 石井邦彦 林業試験場経営部 6
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 蒸散抑制剤のスギのつぎ木への散布効果 沢崎銀次郎 林業試験場造林部 12
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 混播した治山用樹草の種間相互作用 堀江保夫 林業試験場防災部 14
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) メタセコイヤの病害について 横川登代司 埼玉県林業試験場 18
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 集成角材 菅野蓑作 林業試験場木材部 22
1962 昭和37年 論説・評論 その後の動き一カリマンタン森林開発 松田昭二 林野庁林産課 25
1962 昭和37年 自由論壇 国有林木材増産計画への反批判・先生方にもの申す 小沢今朝芳 名古屋営林局計画課長 28

1962 昭和37年
解説(シリーズ―技術的に見
た有名林業)

(技術的に見た有名林業)ボカスギ林業 石崎厚美 林業試験場造林部 32

1962 昭和37年 林業科学技術振興賞業績 昭和37年度林業科学技術振興賞　構造用合板に関する研究 高見勇 林業試験場木材部 39
1962 昭和37年 コラム(こだま) 水不足 (岩山) 39
1962 昭和37年 表紙写真 第9回三席「造船所にて」 小島守 高松市 0
1962 昭和37年 論説・評論 わが国における水資源の動き 藤村重任 科学技術庁審議官 1
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 森林の理水機能 山口伊佐夫 東京大学砂防学教室 6
1962 昭和37年 紹介 TVAにおける林業活動の現状--1961 辻良四郎 訳 林野庁業務課 10
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 東京都水道水源林について 東京都水道水源林事務 14
1962 昭和37年 論説・評論 近代林業史観　(2) 太田勇次郎 日本林業技術協会名与 19
1962 昭和37年 随筆・随想(林業雑感) 「カラマツ林成長衰退」に対する私見 倉田益二郎 東京農業大学教授 26
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) タイ国の熱帯林を調査して 四手井綱英 京都大学教授 27
1962 昭和37年 案内 林業技術振興所(林振)の新発足について 28
1962 昭和37年 海外情報 オーストラリヤ林業視察記 清野信忠 北海道林木育種場 31
1962 昭和37年 自由論壇 山林の見かた 渡辺資仲 東京大学教授千葉演習 36
1962 昭和37年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『蜜植造林』小滝武夫 著 松形祐堯 林野庁造林保護課課長 37
1962 昭和37年 コラム(こだま) Y君への手紙 (影法師) 38
1962 昭和37年 表紙写真 第9回二席「かま出し」 高橋正雄 山形県酒田市 0
1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回林業技術コンテスト審査後の感想 橋本与良 1
1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回(林野庁長官賞)　定量施肥機の考案 曽我部畢 愛媛県林業指導所 3

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回(林野庁長官賞)　刈払機の下刈用刃型の改良 相内豊
函館営林局今金営林署
白石担当区主任

5

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回(林野庁長官賞)　荷縛索用鋼索保護具の考案 池田充興
高知営林局大正営林署
芳川製品事業所主任

7

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回(日本林業技術協会賞)　カラマツ床替期延長方法 尾崎多喜雄
長野営林局三殿営林署
大原苗畑事業所主任

9

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回(日本林業技術協会賞)　中耕除草機の考案 成田一芳 旭川営林局神楽営林署 11
1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回(日本林業技術協会賞)　野兎の習性と駆除について 水口尚彦 岐阜県林業改良指導員 13

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回(日本林業技術協会賞)　パワーサイセによる下刈作業 内木芳郎
名古屋営林局久々野営
林署秋神担当区主任

15

1962 昭和37年 林業技術コンテスト
第8回　スギ秋まき付床における発芽不良箇所の究明とその防
除対策

五十嵐正太郎
秋田営林局向町営林署
赤倉苗畑事業所主任

17

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回　苗畑作業合理化の一環としての種まき機の考案 川田豊
前橋営林局白川営林署
経営課長

18

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回　チェンソーの経済性及び損益分岐点について 松田道雄
大阪営林局山崎営林署
生産係長

20

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回　刈払機の動力を利用しての目立機の考案 比嘉良則
熊本営林局玖珠営林署
野矢担当区主任

23

1962 昭和37年 林業技術コンテスト
第8回　天城地方におけるスギ造林地一代二代林分の成長比
較

国安哲郎
東京営林局天城営林署
前狩野担当区主任

25

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回　稚苗立枯病の防除試験 中島一男
青森営林局一関営林署
上台苗畑主任

27

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回　枝付き全幹集材作業について 椋元稔
札幌営林局恵庭営林署
事業課長

29

1962 昭和37年 林業技術コンテスト 第8回　普及よりみた栗栽培について 今西重成
奈良県第21森林区事務
所林業改良指導員

31

1962 昭和37年 随筆・随想(林業雑感) 軽率すぎる外国樹造林の反省 倉田益二郎 東京農業大学教授 33
1962 昭和37年 海外情報 海外ニュース  英国の林業振興対策 34
1962 昭和37年 海外情報 海外ニュース  アメリカ合衆国でとりいれている導入外国産樹 34
1962 昭和37年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業土木請負工事の考え方』林業土木研究会 35

1962 昭和37年 コラム(本の紹介)
(新刊紹介)  『期待される早成樹種』渡辺資仲・猪熊泰三・福田
秀雄 共著

35

1962 昭和37年 表紙写真 第9回「森林の生態」 田上一生 0
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 最近の林業労働事情について 阿部正昭 林業経営研究所 1
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 紙パルプの生産性と収益性 藤沢秀夫 林野庁造林保護課 6
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 北海道における林野の水資源確保について 太田重良 北海道庁治山課 11

1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 放射線育種場のこの半年の成果から 大庭喜八郎
農林水産技術会議放射
線育種場

15

1962 昭和37年 論説・評論 プレハブ建築と木材 上村武 林業試験場木材科長 19
1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 成型木炭その後 岸本定吉 林業試験場林産製造科 22
1962 昭和37年 随筆・随想(林業雑感) 林木育種の本道と精英樹主義 倉田益二郎 東京農業大学教授 26
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 家族経営的林業の調査から 山田雅之 林野庁調査課 27
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 造林事業の実態調査から 湯本和司 林野庁造林保護課 30

10 247

11 248

8 245

5 242

6 243
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1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  昭和38年度国有林野事業特別会計予算要求の 32

1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす
(最近の話題)  欧州における林業機械化と林業問題-Dr. F.
Hafner教授講演会

33

1962 昭和37年 コラム(こだま) 木材の鮮度保持について (霧笛) 33
1962 昭和37年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『河川水利調整諭』新沢嘉芽統 著 小出博 34
1962 昭和37年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『包装のはなし』向野元生 外8名著 34
1962 昭和37年 表紙写真 第9回佳作「冬の唐松林」 小林金治 長野市 0
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 林業振興基本対策試案 横瀬誠之 林野庁計画課課長補佐 1
1962 昭和37年 案内 第2回　林業科学技術振興賞の公募 5
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 林産物需給の長期見通しと全国森林計画について 大塚武行 林野庁計画課 6

1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) わが国における木材需要の長期的見通し 武内信男
木材資源利用合理化推
進本部

10

1962 昭和37年 解説(行政施策等) 林産物の貿易自由化について 小林一良 経済企画庁農林課 14
1962 昭和37年 海外情報(IUFRO) 第6回アジア太平洋林業会議の概要 坂口勝美 林業試験場長 18
1962 昭和37年 解説(行政施策等) 林業土木事業におけるコンクリート--その現況と問題点 日置幸雄 林野庁業務課 20

1962 昭和37年 解説(研究調査報告等) 強化木 細谷孚
新田ベニヤ工業株式会社
研究課

25

1962 昭和37年 随筆・随想(林業雑感) 林業技術発展のための苦言 倉田益二郎 東京農業大学教授 28
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  野呂川林道完成 29
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  中央森林審議会林業振興で答申 29
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  森林保険課新設 29
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  木材需要の長期見通し 29
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  第6回森組全国大会 29
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  フローリングJAS認定制 29
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  森林保険25周年式典 29
1962 昭和37年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  第6回国土保全大会 29
1962 昭和37年 コラム(こだま) 年の瀬 29
1962 昭和37年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『農家林業の経営』紙野仲二 著 30
1962 昭和37年 林業技術総目次 昭和37年(1962)238～249号 34
1963 昭和38年 表紙写真 第9回三席「冬のカラマツ林」 小林金治 長野市 0
1963 昭和38年 論説・評論 自民，社会両党の林業政策をみる 岡和夫 林野庁計画課 1
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 巣植造林とその得失 佐藤敬二 九州大学 5
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 巣植造林とその得失 伊東正志 住友林業株式会社 5

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) スギの耐寒性品種育成、ことに選出について 石崎厚美
林業試験場育種第二研
究室長

9

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) スギの耐寒性品種育成、ことに選出について 岸善一 林業試験場育種第二研 9
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) スギ林における“みぞくされ”の罹病状況とカミキリ虫類の加害 飯村武 神奈川県庁林務課 14

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) トウチクの基部稈周により上部各稈周を予察する近似式 田籠伊三雄
福岡県甘木農林事務所
林務課技師

16

1963 昭和38年 シンポジウム (林業技術)提出話題　Ⅰ早期育成林業-早期育成林業につい 四手井綱英 17
1963 昭和38年 シンポジウム (林業技術)提出話題　Ⅰ早期育成林業-早期育成林業 柴田信男 18
1963 昭和38年 シンポジウム (林業技術)提出話題　Ⅰ早期育成林業-早期育成林業につい 松下規矩 19

1963 昭和38年 シンポジウム
(林業技術)提出話題　Ⅱ小面積山林所有者の経営-家族経営
的林業の展開方向について

半田良一 19

1963 昭和38年 シンポジウム
(林業技術)提出話題　Ⅱ小面積山林所有者の経営-岡山県の
ける小規模山林所有者の林業経営

野沢徳郎 20

1963 昭和38年 シンポジウム
(林業技術)提出話題　Ⅱ小面積山林所有者の経営-小面積森
林所有者の経営

本吉瑠璃夫 21

1963 昭和38年 シンポジウム
(林業技術)提出話題　Ⅲスギ林の病虫害-コウモリガ類による
被害とその防除の問題

近芳五郎 22

1963 昭和38年 シンポジウム
(林業技術)提出話題　Ⅲスギ林の病虫害-スギ林の病害発生と
防除に関する今後の問題について

紺谷修治 23

1963 昭和38年 シンポジウム
(林業技術)提出話題　Ⅲスギ林の病虫害-スギモハダニ―研究
と防除の問題点―

小林富士雄 24

1963 昭和38年 解説(行政施策等) 林業試験研究中央協議会の概要 西川徹 林野庁研究普及課研究 25
1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(1)能代 高橋正三 秋田県庁林政課 29

1963 昭和38年 自由論壇 植付けの距離・間隔についての一考察　長方形植を検討する 小森栄
福岡県林業試験場小倉
分場長

33

1963 昭和38年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『 カラマツ林業』信州大学農学部林学教室 編 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業改良普及協会十周年記念式典挙行 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業振興基本法、業界案なる 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  全木連、全木協連合会議 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  全木連 製材、目立技士認定実施要綱案作成 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  農林省設置法可決で職員部誕生 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  東カリマンタン森林開発で日イ予備協約締結 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  紙パ産業に設備新増設停止命令 35
1963 昭和38年 コラム(こだま) ある山村の青年からの手紙 (三角点) 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす 林業技術センター完成 36
1963 昭和38年 表紙写真 第9回佳作「富士の森林」 古屋和郎 世田谷区 0
1963 昭和38年 林業関係予算案の概要 昭和38年度　林野庁予算の概要(一般会計) 東辻正夫 林野庁林政課長 1
1963 昭和38年 林業関係予算案の概要 昭和38年度　林野庁予算の概要(特別会計) 片山正英 林野庁業務課長 4

1963 昭和38年 座談会 苗木と植付け
松原茂(司会)(出席者)猪瀬寅
三、牛山六郎、宮崎榊、渡辺資
仲、中島道郎

8

1963 昭和38年 解説(シリーズ―林業と線虫) 林業と線虫について(1) 横尾多美男 佐賀大学教授 12

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) スギの結実性 右田一雄
東京大学千葉演習林(現
名古屋大学)

16

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) コバノヤマハンノキの主要病害 佐藤邦彦 林業試験場東北支場 21
1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(2)日田 小野正昭 大分県林政課 24
1963 昭和38年 自由論壇 家族経営的林業の問題点・中村先生の論説に対する反論 鈴木圭磨 青森県庁企画課 28
1963 昭和38年 自由論壇 林業技術問答有用・大先輩と若輩の話し合いから 小沢今朝芳 林野庁造林保護課造林 30
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  木材協組の実態まとまる 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  本年度初の局長会議 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  日米協正副会長会議、計画輸入を商社に要望 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  農林省関係主務部長会議開かる 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  日ソ貿易調印、ソ連材輸入量決まる 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  国土緑化総会 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  プレハブ建築協会誕生 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  豪雪で被害続出 34
1963 昭和38年 コラム(こだま) A君への返信 (三角点) 34
1963 昭和38年 林業技術賞 第9回林業技術賞候補者募集(林業技術賞表彰規定) 35
1963 昭和38年 論説・評論 野生鳥獣の保護と狩猟の適正化 手束羔一 林野庁造林保護課長 1
1963 昭和38年 紹介 諸外国の鳥獣行政 江原秀典 林野庁造林保護課 3
1963 昭和38年 紹介 アメリカのサンクチュアリー 山階芳麿 山階鳥類研究所長 7
1963 昭和38年 紹介 八代のツル 池田真次郎 林業試験場保護部鳥獣 9
1963 昭和38年 論説・評論 鳥と迷子札 吉井正 山階鳥類研究所 11
1963 昭和38年 ツバメの家探訪記 編集室 13
1963 昭和38年 日本林学会大会 第74回(東京大学)　日本林学会大会の紹介 野々村豊 東京農工大学 15
1963 昭和38年 特集(シンポジウム1963) 森林保全懇話会(4.4小石川荘会議室) 難波宣士 林業試験場 17
1963 昭和38年 特集(シンポジウム1963) 林木育種協会・林木生理談話会(4.4消防会館会議室) 勝田柾 東京大学農学部 18

2 251

12 249

3 252
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1963 昭和38年 特集(シンポジウム1963) 森林利用研究会(4.1学氏会館) 丸山正和 東京大学農学部 18
1963 昭和38年 特集(シンポジウム1963) 林地肥培協会(4.5消防会館) 遠藤健治郎 東京大学農学部 19
1963 昭和38年 特集(シンポジウム1963) 森林立地懇話会(4.4林業試験場) 川名明 東京大学農学部 19
1963 昭和38年 特集(シンポジウム1963) 林業経済研究会シンポジウム 筒井迪夫 東京大学農学部 20
1963 昭和38年 特集(シンポジウム1963) 森林航測(4.4日林協会議室) 渡辺宏 日本林業技術協会 21
1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(4)那賀川 谷渕正弘 徳島県林業課技師 22
1963 昭和38年 解説(シリーズ―林業と線虫) 林業と線虫について(3) 横尾多美男 佐賀大学教授 24
1963 昭和38年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『 カラマツ林業』信州大学農学部林学教室 編 牛山六郎 林野庁業務課 30

1963 昭和38年
随筆(連載―いいたいことをい
わしてもらおう)

(2)森林経理学・パルプ・全幹集材 四手井綱英 京都大学教授 31

1963 昭和38年 随筆(連載―能代紀行) (1)能代後谷地国有林と海岸砂防・ニセアカシヤとクロマツ 富樫兼次郎 元秋田営林局経営部長 33
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林野二法(林業信用基金法・森林組合合併助成 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  豪雪地帯国有林代金の措置決まる 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  全林野労働組合の国有林解放について 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  中小企業近代化法成立で合板に恩典 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  37年度木材の輸出入 35
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  ソ連材で商社間調整 35
1963 昭和38年 コラム(こだま) 林木育種事業にテコ入れ (あい) 35
1963 昭和38年 表紙写真 第10回佳作「圃場の印象」 近藤美孝 赤平市 0
1963 昭和38年 論説・評論 木をつくる人々は移りゆくマーケットをどうみているだろうか 藤村重任 科学技術庁資源調査会 1
1963 昭和38年 論説・評論 林業とORについて 有水彊 林業試験場経営部 6

1963 昭和38年 解説(行政施策等)
外材輸入の動向―木材輸入量1,100万㎡を突破、わが国木材
需要のおよそ18%を占める

小松新平 林野庁林産課 9

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 「じぜん植栽法」と「たちき集材法」 片岡秀夫 大子営林署長 12
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 刈払機の動力を利用する簡易目立機の考案 小倉光雄 東北パルプK.K.秋田工場 17

1963 昭和38年
随筆(連載―いいたいことをい
わしてもらおう)

(3)サク道運材・観光ブーム 四手井綱英 京都大学教授 19

1963 昭和38年 随筆(連載―能代紀行)
(2)造林成績と始末書・故人となった砂防功労者たち・後谷地の
稲荷神社・吹雪と飛砂

富樫兼次郎 元秋田営林局経営部長 21

1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(5)青森 村木清志 青森県庁林務課 23
1963 昭和38年 紹介 バンクーバーのカナダ林産研究所 渋谷欣治 三重大学農学部 28
1963 昭和38年 自由論壇 林業の使命 中村賢太郎 東京大学名誉教授 30
1963 昭和38年 自由論壇 林木育種とは何ですか？倉田益二郎「林木育種本道論」に答 船引洪三 新潟大学助教授 32
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  貿易管理令改正で林産物も自由化 33
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  38年度事業計画等(秋田局・高知局・青森局・熊 33
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  S.P 新製法の開発 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  田中重五氏林野庁長官就任 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  台湾省林務局長来日 34
1963 昭和38年 コラム(こだま) 木材工業の集団化 (霧笛) 34
1963 昭和38年 林業写真コンクール 第11回林業写真コンクール作品募集要領 35
1963 昭和38年 表紙写真 第10回佳作「海岸林の薬剤散布」 佐藤金次郎 秋田県本荘市 0
1963 昭和38年 論説・評論 木材工業のすう勢 上村武 林業試験場木材部長 1
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 植穴掘機作業方法の再検討　特に群状植栽について 辻隆道 林業試験場作業研究室 4
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 刈払機の藤林式BC－　型と共立式RM－11型の地拵作業につ 渡辺庄三郎 林業試験場作業研究室 9

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 積雪と階段造林 高橋喜平
林業試験場山形分場多
雪地帯第二研究室長

13

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等)
寒さの害　調査報告(第1報)　前橋営林署管内におけるスギの
「寒さの害」調査報告

佐々木長儀
林業試験場防災部気象
研究室

17

1963 昭和38年 紹介 ソ連の林業と新しい生物学(1)
ロナルド・M・ランナー・松
尾兎洋 訳

21

1963 昭和38年
随筆(連載―いいたいことをい
わしてもらおう)

(4)農業技術と林業技術・中央集権化 四手井綱英 京都大学教授 25

1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(6)智頭 玉川永之助 鳥取県林務課 27
1963 昭和38年 林業技術賞 第9回林業技術賞受賞者の発表 31
1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回林業技術コンテスト受賞者の発表 31
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  秋田に森林博物館 32
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  37年林業労働災害死傷27,000余人 32
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  農林水産技術会議林業研究白書を発表 32
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  永大産業がシンガポールに合板工場設置 32
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  38年度国有林局別販売量 32
1963 昭和38年 コラム(こだま) 輸出吋材に思う (霧笛) 32
1963 昭和38年 日本林業技術協会通常総会 第17回日本林業技術協会通常総会報告 33
1963 昭和38年 表紙写真 第10回佳作「大木を切る」 沢田幸男 神戸市長田区 0

1963 昭和38年 林業技術賞 第9回(林業技術賞)　食用菌類の栽培研究－品種改良・育成 温水竹則
林業試験場九州支場宮
崎分場

1

1963 昭和38年 林業技術賞
第9回(林業技術賞)　水槽装置黒炭製造法の考案ならびに製
炭技術の改善について

渡辺太助
前新潟県林業専門技術
員

5

1963 昭和38年 林業技術賞 第9回(林業技術賞)　中央垂下比測定器の考案 佐藤巳美 熊本営林局作業課 8
1963 昭和38年 講演 最近の経済事情  (第17回通常総会) 稲葉秀三 11

1963 昭和38年 シンポジウム (植栽密度)植栽密度に関するシンポジウム
小滝武夫、四手井綱英、
佐藤大七郎(話題提供者)

15

1963 昭和38年 シンポジウム (航空写真)航空写真を利用した森林調査法に関するシンポジ 峯一三(座長) 20

1963 昭和38年 懇談会 造林技術に関する懇談会
松原茂(文責)(出席者)伊
藤、横瀬、外

27

1963 昭和38年 紹介 ソ連の林業と新しい生物学(2)
ロナルド・M・ランナー ; 松
尾兎洋 訳

29

1963 昭和38年
随筆(連載―いいたいことをい
わしてもらおう)

(5)国有林・用語の定義 四手井綱英 京都大学教授 33

1963 昭和38年
解説(シリーズ―製材産地め
ぐり)

(製材産地めぐりシリーズ)(7)松阪 坂義清
三重県林務課木材加工
専門技術員

36

1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  国有林のあり方を中央森林審議会に諮問 39
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業信用基金法施行令、同登記公布 39
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  農業構造改善で国有林活用を通達 39
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  カリマンタン森林開発協力KK発足 39
1963 昭和38年 コラム(こだま) 林業技術 (A･I) 39
1963 昭和38年 表紙写真 第10回佳作「植林」 辻勇治 大阪府箕面市 0
1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回　林業技術コンテストについて 松原茂 1

1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回(林野庁長官賞)  輪尺の改良について 佐藤好矢
秋田営林局秋田営林署
収穫係長

2

1963 昭和38年 林業技術コンテスト
第9回(林野庁長官賞)  粗悪骨材によるコンクリートの配合設計
試案について

寺脇鶴夫
奈良営林署紀ノ川治山事
業所主任

5

1963 昭和38年 林業技術コンテスト
第9回(日本林業技術協会賞)  択伐作業における先山機械集
材の横取架線方式の検討について

藤川銀治
大雪営林署事業課機械
係長

7

1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回(日本林業技術協会賞)  全幹集材作業標準化への考察 岩崎清己
前橋営林局沼田営林署
根利製品事業所主任

9

1963 昭和38年 林業技術コンテスト
第9回(日本林業技術協会賞)  全幹造材の線下外排除のため
の簡易巻取機考案について

山田正雄
名古屋営林局久々野営
林署鎌ヶ峰製品事業所

11

1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回(日本林業技術協会賞)  全幹集材方式の成果と反省 葛口慶二
長野営林局野尻営林署
阿寺製品事業所主任

13
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1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回  スタム乳剤による除草効果について 天野修司
東京営林局浜松営林署
浜北苗畑事業所主任

15

1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回  全幹集材方式に伴う作業分析の改善について 梅木登茂二
熊本営林局串間営林署
大平製品事業所主任

17

1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回  主索サドルの改善について 三宅頼雄 高知営林局作業課 19
1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回  オガ屑堆肥の製造について 柏谷信一 仙台営林署原山苗畑主 21
1963 昭和38年 林業技術コンテスト 第9回  道東地方における寒風害の実態とその防除対策 山口夏郎 帯広営林局白糠営林署 23
1963 昭和38年 空中写真を利用した新しい森林調査法のねらい 大原克準 東京営林局計画課 25
1963 昭和38年 海外情報 スペインの林業をみる(1) 塩谷勉 九州大学教授 27

1963 昭和38年
随筆(連載―いいたいことをい
わしてもらおう)

(6)(ひとまずおわりに) 四手井綱英 京都大学教授 29

1963 昭和38年 自由論壇 四手井先生に一言 山科健二 島根農科大学 31
1963 昭和38年 自由論壇 「苗木と植付け(座談会)」を読んで 川名明 東京農工大学助教授 32
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林業白書 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  営林局長会議 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  林産部門の試験研究協議会 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  国有林、売払い規則などを改正 34
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  県有林の保険料割引 34
1963 昭和38年 海外情報(FAO) (最近の話題)  FAO合板会議 34
1963 昭和38年 コラム(こだま) 幅の広い林業技術 (A･I) 34
1963 昭和38年 林業写真コンクール 第11回林業写真コンクール作品募集要領 35
1963 昭和38年 表紙写真 第10回二席「木炭の花模様」 谷村良明 盛岡市 0
1963 昭和38年 巻頭言(巻頭之辞) 会誌「林業技術」の改善について 石谷憲男 1
1963 昭和38年 林業時評 国有林の解放問題について 太田勇次郎 元林業試験場長 2
1963 昭和38年 民有林における林業技術の実態 三井鼎三 林業科学技術振興所 5
1963 昭和38年 解説(行政施策等) 国有林の観光資源開発 豊田真澄 林野庁計画課 8
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 造林機械の考え方と使い方 中村英碩 林業試験場経営部 12
1963 昭和38年 解説(行政施策等) 全幹集材のてびき(1) 三品忠男 林野庁業務課機械班長 15
1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(9)天竜 蜂須賀藤彦 静岡県林業指導課 19
1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(9)天竜 星出昭 静岡県林業指導課 19
1963 昭和38年 随筆(連載―林業放談) (1)林政のよりどころ―その「はじめ」として 大崎六郎 宇都宮大学農学部教授 23
1963 昭和38年 自由論壇 国有林解放について・鈴木圭磨氏に答える 中村賢太郎 東京大学名誉教授 24
1963 昭和38年 自由論壇 わたしもいわしてもらおう 伊藤清三 林野庁研究普及課長 26
1963 昭和38年 コラム(本の紹介) 「有用竹と筍」 上田弘一郎著 加藤善忠 林業試験場造林部長 27
1963 昭和38年 マツ属のつぎ木実験 橋本英二 京都大学上賀茂育種試 28
1963 昭和38年 マツ属のつぎ木実験 伊佐義朗 京都大学上賀茂育種試 28
1963 昭和38年 マツ属のつぎ木実験 渡辺政俊 京都大学上賀茂育種試 28
1963 昭和38年 海外情報 スペインの林業をみる(3) 塩谷勉 九州大学教授 30
1963 昭和38年 質疑応答 (相談室)  メタセコイアについて 草下正夫 林業試験場 32
1963 昭和38年 受験コーナー 林業改良普指導員資格試験問題 三重県 32
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす 公有林野の管理について全国協が関係方面へ要望書 34
1963 昭和38年 コラム(こだま) ある対話 (我ゝ) 34
1963 昭和38年 林業写真コンクール 第11回林業写真コンクール作品募集要領 35
1963 昭和38年 表紙写真 第10回佳作「カラマツの造形」 山田富男 長野市 0
1963 昭和38年 巻頭言(巻頭之辞) 林業試験研究の曲り角 坂口勝美 林業試験場長 1
1963 昭和38年 林業時評 林業の基本対策について 塩谷勉 九州大学農学部 2
1963 昭和38年 解説(行政施策等) 酪農振興と草資源開発上の問題点 馬越佑次郎 農林大臣官房調査課 6
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) ジベレリンとその応用 加藤善忠 林業試験場造林部長 10

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) マツの寒さの害をみて 佐々木長儀
林業試験場防災部気象
研究室

14

1963 昭和38年 解説(行政施策等) 全幹集材のてびき(2) 三品忠男 林野庁業務課機械班長 17
1963 昭和38年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(10)北見 丹羽恒夫 北海道立林業指導所 19
1963 昭和38年 随筆(連載―林業放談) (2)林政のよりどころ―その「経済的進歩」として 大崎六郎 宇都宮大学農学部教授 23
1963 昭和38年 苗木の凍霜害部の切断試験について 北原宣幸 名古屋大学農学部演習 24
1963 昭和38年 「さしすぎ」の肥大生長推定曲線について 田籠伊三雄 福岡県甘木農林事務所 26
1963 昭和38年 受験コーナー 養成研修普通科選考試験(38年度) 東京営林局 27
1963 昭和38年 コラム(本の紹介) 「林業農家への旅」 全国林業改良普及協会発行 太田研太郎 林業試験場 29
1963 昭和38年 コラム(本の紹介) 「林業機械入門」 山脇三平著 加藤誠平 東京大学教授 29
1963 昭和38年 トピック・トピックス・とぴっくす 中央森林審議会国有林野の活用で答申 30
1963 昭和38年 コラム(こだま) 林業技術誌の活用 (エアマン) 30
1963 昭和38年 林業技術総目次 昭和38年(1963)250～261号 31
1963 昭和39年 表紙写真 「富士山」 アジア航空測量K.K. 0
1963 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 新年の所感 石谷憲男 日本林業技術協会理事 1
1963 昭和39年 林業時評 国有林解放問題の焦点 中村賢太郎 東京大学名誉教授 2
1963 昭和39年 コラム(本の紹介) 「ソ連の森林」ヴェ・ペ・ツェプリヤーエフ著(神足勝浩訳) 赤羽武 九州大学農学部 5
1963 昭和39年 解説(研究調査報告等) 研究と行政－当面する林業技術開発の問題点 橋本与良 林業試験場調査室長 6
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 当面する林業技術の課題 原敬造 林業試験場経営部長 9
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 造林技術今日の課題　密植造林と伐期の短縮 加藤善忠 林業試験場造林部長 12
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 最近話題となっている2，3の病虫害の防除対策 藍野祐久 林業試験場保護部長 15
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 林業とチップ生産 米沢保正 林業試験場林産化学部 18
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 木材工業の立場からみた林業技術の課題 上村武 林業試験場木材部長 21
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 新しい技術の開発と旧技術の再検討 竹原秀雄 林業試験場土壌調査部 25
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  希望 小幡進 林業試験場北海道支場 28
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  前進 小林庸秀 北海道林務部長 29
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  指針 子幡弘之 秋田営林局長 30
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  杉に関する未練 片山佐又 林業試験場東北支場長 31
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  国有林経営と国有林行政 片山正英 群馬県林務部長 32
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  シャチホコ技術考 中里久夫 名古屋営林局長 33
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  今後の林業行政について思う 藤井悦雄 静岡県林務部長 34
1964 昭和39年 新春に 新春の希望 百瀬凱二 岐阜県林務部長 35
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  転機を迎えた吉野 高柳正幸 奈良県林務部長 36
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  林業の高度発展のために 岩岡正喜 宮﨑県林務部長 37
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  林業改良指導員の研修会にて 手束羔一 鹿児島県林務部長 38
1964 昭和39年 新春に (新春によせて)  ある木材業者の話 楠正二 広島県林務部長 39
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (3)林政のよりどころ―その「経済的安定」として 大崎六郎 宇都宮大学農学部教授 41
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす 岡崎俊一氏に林業部門の天皇杯 42
1964 昭和39年 コラム(こだま) オートショー 42
1964 昭和39年 林業写真コンクール 第11回林業写真コンクール作品募集(要綱) 43
1964 昭和39年 表紙写真 (説明文なし) 0
1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術の体系化 横瀬誠之 日本林業技術協会常務 1

1964 昭和39年 林業時評
普及事業への忠言－第一線の指導員を立往生させないで欲し
い

八原昌元
農林コンサルタントセン
ター事務局長

2

1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 林業における災害予防について 川口武雄 林業試験場防災部長 6
1964 昭和39年 育苗紙の考案について 林正人 前橋営林局経営部長 9
1964 昭和39年 解説(行政施策等) 全幹集材のてびき(3) 三品忠男 林野庁業務課機械班長 13
1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(11)清水港 新間傅二 新間製材株式会社 15
1964 昭和39年 森林空中三角測量における最近の問題点 渡辺宏 森林測友会 19
1964 昭和39年 海外情報 海外見聞記  欧州視察記 山田茂夫 林野庁計画課 23
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (4)林政のよりどころ―その「経済的正義」として 大崎六郎 宇都宮大学農学部教授 26
1964 昭和39年 自由論壇 技術者経営論―林業技術者はどこにいる 小沢今朝芳 林野庁造林保護課 27

1 262

2 263

11 260

12 261

9 258
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1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 九州サシスギ林の雪害－昭和38年1月発生 只木良也 林業試験場九州支場 29

1964 昭和39年
随筆(連載―東北の山に耐雪
性のスギを求めて)

(1)耐雪性と耐兎害性のクマスギ 成沢多美也 北日本林業研究所長 31

1964 昭和39年 受験コーナー 養成研修普通科選考試験 東京営林局 33
1964 昭和39年 質疑応答 (相談室)  さしスギと材の黒変 石崎厚美 林業試験場 34
1964 昭和39年 林業用語集 防災(1) 松尾兎洋 林野庁 34
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす 国有林野開放促進全国大会開かる 35
1964 昭和39年 コラム(こだま) 体質改善の妙薬 (M･M) 35
1964 昭和39年 林業技術賞 林業技術賞表彰規定(改正) 36
1964 昭和39年 表紙写真 第10回佳作「苗畑風景」 古谷慶昭 北海道 0
1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 第3ラウンドを迎えた造林 遠藤嘉数 日本林業技術協会常務 1
1964 昭和39年 林業時評 造林の成果を支えるもの 淡谷忠一 前林業講習所長 2
1964 昭和39年 林業基本法 林業基本法について 鎌田藤一郎 林野庁計画課 5

1964 昭和39年 農業構造改善と土地利用 沢村東平
農業技術研究所経営土
地利用部長

8

1964 昭和39年 解説(行政施策等) 慣行技術を見なおす　早期成林を達成するために 伊藤敞 林野庁研究普及課 11

1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　1調査の目的と精度・標準地調査から
標本調査へ

石田正次 統計数理研究所 14

1964 昭和39年 空中写真による索道路線計画について(1) 南方康 東京大学農学部 17
1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(12)須崎 森沢潔 高知県商工課 20
1964 昭和39年 海外情報 海外見聞記  欧州視察記 山田茂夫 林野庁計画課 23

1964 昭和39年 海外情報 西ドイツの国際林業・林産展を見る 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

26

1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (5)林政のよりどころ―その「経済的自由」として 大崎六郎 宇都宮大学農学部教授 29
1964 昭和39年 自由論壇 技術革新による短期育成 中村賢太郎 東京大学名誉教授 30
1964 昭和39年 林業用語集 防災 松尾兎洋 林野庁 31
1964 昭和39年 自由論壇 林業技術者の感想 吉田邦夫 諏訪営林署 31
1964 昭和39年 受験コーナー (林業部門)技術士本試験問題・養成研修普通科選考試験(38 32
1964 昭和39年 質疑応答 (相談室)  知床半島の空中写真 34
1964 昭和39年 コラム(本の紹介) 「外国樹種の造林環境」石川健康著 草下正夫 林業試験場造林部 34
1964 昭和39年 林業基本法 林業団体が林業基本法制定で要望 35
1964 昭和39年 コラム(こだま) 林業技術と現場 (ゲテモノ) 35
1964 昭和39年 表紙写真 ｢杉並」 松岡慶一 大阪府 0
1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 農業の変動と林業 松形祐堯 日本林業技術協会常務 1
1964 昭和39年 林業時評 森林の第三利用--自然保護と観光 加藤誠平 東京大学教授 2
1964 昭和39年 林業関係予算案の概要 昭和39年度　林野庁の主要施策について 平井清士 林野庁林政課 5
1964 昭和39年 解説(行政施策等) 躍進する農林航空事業 中村毅 林野庁造林保護課 8

1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　2Σという記号・度数分布・統計的集団 石田正次 統計数理研究所 11

1964 昭和39年 空中写真による索道路線計画について(2) 南方康 東京大学農学部 14
1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(13)足寄 武石哲男 北海道林務部林産課 17
1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(13)足寄 大橋一弘 北海道林務部林産課 17
1964 昭和39年 シンポジウム (マツクイムシの被害対策―関西支部連合会)司会者の弁 渡辺録郎 林業試験場四国支場 21

1964 昭和39年 シンポジウム
(マツクイムシの被害対策―関西支部連合会)マツの穿孔虫類
に対する薬剤試験について

小田久五 林業試験場九州支場 21

1964 昭和39年 シンポジウム
(マツクイムシの被害対策―関西支部連合会)行政上および実
行上の諸問題

大島信夫 高知営林局 22

1964 昭和39年 シンポジウム
(マツクイムシの被害対策―関西支部連合会)マツクイムシ被害
防除に対する一考察

片桐一正 林業試験場四国支場 23

1964 昭和39年
随筆(連載―東北の山に耐雪
性のスギを求めて)

(2)山形県のイヌスギ・鳥海ムラスギ・ハンコタンナ 成沢多美也 北日本林業研究所長 25

1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (6)林政のよりどころ―その「おわり・政府の行動原理」として 大崎六郎 宇都宮大学農学部教授 28

1964 昭和39年 自由論壇 国有林野解放反対説に対する疑問・明快なるご教導を乞う 堀金七郎
福島県林業改良普及協
会理事

29

1964 昭和39年 林業の収益性計算 平田種男 東京大学助教授 31
1964 昭和39年 質疑応答 (相談室)  ササの故殺剤について 三宅 林業試験場 33
1964 昭和39年 受験コーナー 養成研修普通科選考試験(38年度) 34
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす 社会党、林業施策に関心深し 35
1964 昭和39年 コラム(こだま) オリンピック景気と木材屋 35
1964 昭和39年 表紙写真 第11回特選「貯木場」 繁村ﾏｻﾙ 静岡県藤枝市 0

1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 地方林業技術公務員を優遇せよ 杉下卯兵衛
日本林業技術協会常務
理事・千葉県林務課長

1

1964 昭和39年 林業時評 林業構造改善事業の方向 孕石正久 林野庁森林組合課 2
1964 昭和39年 解説(行政施策等) 林産物需給　木材需給の動向について 山河友次 林野庁林産課 6

1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　3 代表値・相関 石田正次 統計数理研究所 10

1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(14)上田 戸谷義雄 長野県林業課 13
1964 昭和39年 シンポジウム (せき悪林改良事業の問題点―関西支部連合会)司会者の弁 四手井綱英 京都大学教授 17
1964 昭和39年 シンポジウム (せき悪林改良事業の問題点―関西支部連合会)せき悪林地の 柴田信男 京都大学 17

1964 昭和39年 シンポジウム
(せき悪林改良事業の問題点―関西支部連合会)玉野市におけ
るせき悪林の改善策について

砂走正義 玉野市治山課長 18

1964 昭和39年 シンポジウム (せき悪林改良事業の問題点―関西支部連合会)せき悪林地の 橋本与良 林業試験場調査室長 19
1964 昭和39年 林業用語集 防災 松尾兎洋 林野庁 20
1964 昭和39年 日本林学会大会 第75回　日本林学会見聞記 編集室 21
1964 昭和39年 随筆(連載―中独中秋) (1)ベーゼル流域・ハンミュンデン・ショーバー家 舘脇操 北海道大学農学部 24
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (7)波長のズレ 淡谷忠一 元林業講習所所長 27
1964 昭和39年 自由論壇 わたくしの見解 鏑木徳二 28

1964 昭和39年 久万地方スギ立木幹材積表の調製について 松崎清
愛媛県立上浮穴高等学
校教諭

30

1964 昭和39年 受験コーナー 林業改良普指導員資格試験問題(38年度) 福岡県 32
1964 昭和39年 コラム(本の紹介) 「原色日本林業樹木図鑑」 坂口勝美 林業試験場長 33
1964 昭和39年 コラム(本の紹介) 「原色日本林業樹木図鑑」 佐藤達夫 人事院総裁 33
1964 昭和39年 質疑応答 (相談室)  薬草栽培について 34
1964 昭和39年 案内 空中写真複製作業について 福原正雄 林野庁計画課 34
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす 林業二法案衆院通過 35
1964 昭和39年 コラム(こだま) 行政機能を高めよ (民有林生) 35
1964 昭和39年 林業写真コンクール 第11回森林・林業写真コンクール入選者の発表 36
1964 昭和39年 表紙写真 第11回佳作「千年杉」 落合孝 0

1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 現場技術者に望む 沢田秀邦
日本林業技術協会常務
理事・東京営林局計画課

1

1964 昭和39年 林業時評 治山と林業 荻原貞夫 東京大学農学部教授 2
1964 昭和39年 林業信用基金制度について 小栗千代吉 林業信用基金 5
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) カラマツ先枯病防除対策の現状と私見 伊藤一雄 林業試験場 6
1964 昭和39年 カラマツの結実性促進について 百瀬行男 関東林木育種場長野支 12

1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　4 確立・確率の計算・確率計算の練習
問題

石田正次 統計数理研究所 16

4 265

5 266

3 264
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1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(15)日南 守口博文 飫肥営林署 19
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (8)誰もがいうこと 淡谷忠一 元林業講習所所長 23
1964 昭和39年 随筆(連載―中独中秋) (2)林業大学植物園・ラインハルツバルト 舘脇操 北海道大学農学部 24
1964 昭和39年 会議の設営あれこれ 兵頭正覚 林業試験場九州支場 27
1964 昭和39年 草地造成のための林地転換利用の基本的考え方 門脇宏 秋田営林局計画課 30

1964 昭和39年 解説(研究調査報告等)
蒸散抑制剤OFDグリーン処理によるテーダマツ、スラッシュマツ
の移植活着試験

山路木曽男 林業試験場造林部 32

1964 昭和39年 受験コーナー 林業改良普指導員資格試験問題(38年度) 福岡県 35
1964 昭和39年 質疑応答 (相談室)  輪尺の優秀品について 36
1964 昭和39年 コラム(本の紹介) 「世界林業行脚」塩谷  勉著 筒井迪夫 36
1964 昭和39年 全国植樹祭 第15回植樹祭(長野県) 37
1964 昭和39年 コラム(こだま) 林業基本法にひとこと (S･N) 37
1964 昭和39年 表紙写真 第11回佳作「苗畑の印象」 池村岸太郎 北海道三笠市 0
1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 林業基本法の成立について思う 松原茂 日本林業技術協会専務 1
1964 昭和39年 林業技術賞 クリの山地栽培に寄与する中原君の研究(技術賞・すいせんの 上谷義郎 兵庫県林業試験場長 2
1964 昭和39年 林業技術賞 第10回(林業技術賞)　クリの山地栽培に関する研究 中原照雄 兵庫県林業試験場 2
1964 昭和39年 林業技術賞 第10回(推せんのことば) 郷司義清 北見営林局作業課長 7
1964 昭和39年 林業技術賞 第10回(林業技術賞)　トラクタ用作業器の改良 小泉初雄 丸瀬布営林署貯木場主 7
1964 昭和39年 すいせんのことば(鈴木君の受賞を祝して) 和田英次 愛知県治山課長 10
1964 昭和39年 林業技術賞 第10回(林業技術賞)　治山事業の改善について 鈴木隆司 愛知県岡崎森林治水事 10

1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　6 サンプリング調査の意味(その1) 石田正次 統計数理研究所 15

1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(17)沼田 佐野英男 沼田営林署長 18
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (10)林業経営の近代化 淡谷忠一 元林業講習所所長 22
1964 昭和39年 随筆(連載―中独中秋) (4)ゲッチンゲン・ハルツ 舘脇操 北海道大学農学部 23
1964 昭和39年 播付け方法と播付け機の考案 曽我部畢 愛媛県林政課 27
1964 昭和39年 苗畑における土壌線虫防除試験 和知文雄 棚倉営林署 29
1964 昭和39年 林業基本法 林業基本法(採録) 31
1964 昭和39年 受験コーナー 林業改良普指導員資格試験問題(39年度) 岩手県 34
1964 昭和39年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 35
1964 昭和39年 コラム(こだま) 落葉を眺めて (A･I) 35
1964 昭和39年 表紙写真 第11回一席「先行地持え地のブナ天然林」 京伝俊雄 岐阜県郡上郡白馬町 0
1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回 林業技術コンテストについて 藍野祐久 林業試験場保護部長 1

1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回(林野庁長官賞)  丸口式自動繋留器 丸口達雄
松本営林署湯川製品事
業所主任

2

1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回(林野庁長官賞)  凍寒乾風害の予防に関する試験 佐藤幸夫 中之条営林署調査係長 4
1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回(林野庁長官賞)  春植付のための準備植穴掘作業につ 野越昭三 帯広営林局白糠営林署 6

1964 昭和39年 林業技術コンテスト
第10回(日本林業技術協会賞)  下刈事業における除草剤月別
散布試験について

野口好郎
武雄営林署東山代担当
区主任

8

1964 昭和39年 林業技術コンテスト
第10回(日本林業技術協会賞)  ウェルエンドレス索張方式につ
いて

日野修
森営林署島崎製品事業
所主任

10

1964 昭和39年 林業技術コンテスト
第10回(日本林業技術協会賞)  辺地林業地帯における普及活
動の諸問題

野崎孝平 奈良県林業改良指導員 12

1964 昭和39年 林業技術コンテスト
第10回(日本林業技術協会賞)  石灰窒素散布によるウラジロ
の枯殺と造林に及ぼす肥料効果について

原一郎
尾鷲営林署長島担当区
主任

14

1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回  植穴掘機のシャフトカバーの使用について 藤田義朗
米内沢営林署前田担当
区主任

16

1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回  カラマツキハラハバチの発生状況観察について 木枝幸男
久々野営林署野麦担当
区主任

18

1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回  トラクター運材作業における適正人員配置の検討 半田勉
美瑛営林署白金製品事
業所主任

20

1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回  土岐地方のヤセ山造林について 三戸幾夫 岐阜県林業改良指導員 22
1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回  マツカレハ消長調査 菊池博 秩父営林署造林係長 24

1964 昭和39年 林業技術コンテスト
第10回  アカマツ当年生8月床替の時期別処理別活着率につ
いて

田村正晃
水沢営林署愛宕苗畑事
業所主任

26

1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回  苫小牧事業区におけるシラカバ造林地の諸被害につ 柳沢義孝 苫小牧営林署造林係 28
1964 昭和39年 林業技術コンテスト 第10回  製品生産事業との関連における地拵えのすすめ方に 門田義種 高知営林局計画課長 30
1964 昭和39年 林業基本法 林業基本法の概要 鎌田藤一郎 林野庁計画課 32
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (11)数字の裏側 淡谷忠一 元林業講習所所長 38
1964 昭和39年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 39
1964 昭和39年 コラム(本の紹介) 「林業税務と林業会計」島崎進一著 樋口光男 林業経営者協議会事務 39
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす 基本法の具体化で6部会設置 40
1964 昭和39年 コラム(こだま) 転期に立つ国有林 (憂林生) 40
1964 昭和39年 林業写真コンクール 第12回林業写真コンクール作品募集要領 41
1964 昭和39年 表紙写真 第11回佳作「フローリングの結束」 広吉貞男 奈良県桜井市 0

1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 新技術と技術体系 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

1964 昭和39年 林業時評 林業の企業的経営の育成 松下久米男 林業経営者協議会専務 2
1964 昭和39年 プレハブ住宅の今後 上村武 林業試験場木材部長 5

1964 昭和39年 山林税制について 島崎進一
日本大学林学科講師・公
認会計士

9

1964 昭和39年 造林作業の機械化に関するアイディア 福田次郎 高知大学 12
1964 昭和39年 刈払機の軽量化について(石原林材KKの事例) 河合五敏 岐阜県林務部林政課 16

1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　7 サンプリング調査の意味(その2) 石田正次 統計数理研究所 19

1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(18)桜井 村島由直 林業経営研究所 22
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (12)紙魚(しみ)に食われた林学会誌 淡谷忠一 元林業講習所所長 26
1964 昭和39年 すぎのさし穂の形と発根状態 古橋茂人 財団法人 古橋会 27
1964 昭和39年 高冷地造林試験の一例 北岡広信 富山県有峰森林管理事 28

1964 昭和39年
随筆(連載―東北の山に耐雪
性のスギを求めて)

(3)大曲1号のこと 成沢多美也 北日本林業研究所長 30

1964 昭和39年 質疑応答 (相談室)  ラワン材の害虫 日塔正俊 33
1964 昭和39年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 33
1964 昭和39年 受験コーナー 林業改良普指導員資格試験問題(39年度) 神奈川県 34
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす 日韓農林水産技術交流会議 35
1964 昭和39年 コラム(こだま) パチンコ技術諭 (蛾々) 35
1964 昭和39年 表紙写真 第11回二席「荷揚げ」 高橋正雄 山形県酒田市 0

1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) さらに技術への期待 高桑東作
日本林業技術協会常務
理事・林野庁業務課

1

1964 昭和39年 林業時評 林業技術開発促進法の提案 青楠山人 2
1964 昭和39年 治山と砂防 木村晴吉 建設省砂防課長 6

1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 積雪地帯の造林 松井光瑤
林業試験場東北支場育
林部長

9

1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 測量今昔(地図と森林測量の変遷) 中島巌 林業試験場航測研究室 12
1964 昭和39年 林業機械化センターを訪ねて 編集室 15

9 270

10 271

6 267

8 269
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1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　8 信頼度、信頼幅とはどんなものか 石田正次 統計数理研究所 19

1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(19)広島 広島県林産課 22
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (13)会議はおどる 淡谷忠一 元林業講習所所長 26

1964 昭和39年
随筆(連載―東北の山に耐雪
性のスギを求めて)

(4)鶯宿スギ 成沢多美也 北日本林業研究所長 27

1964 昭和39年 自由論壇 杉下氏の「地方林業公務員を優遇せよ」を読んでの所感 桑田治 木材業 30
1964 昭和39年 林業用語集 防災(5) 松尾兎洋 林野庁 31
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) スラッシュマツ1年生山出苗の養成について 大橋弘毅 埼玉県林業試験場 32
1964 昭和39年 受験コーナー 養成研修普通科選考試験(39年度) 名古屋営林局 34
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす アジア太平洋林業会議に田中長官出席 35
1964 昭和39年 コラム(こだま) プロフェッショナル 35
1964 昭和39年 表紙写真 第11回三席「植林の模様」 苅部昭寿 栃木県河内郡河内村 0

1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 山村誠次
日本林業技術協会常務
理事・王子製紙株式会社
山林部主任調査役

1

1964 昭和39年 林業基本法 林業基本法とこれからの林業政策 石谷憲男
日本林業技術協会理事
長・参議院議員

2

1964 昭和39年 林業基本法 林業基本法とこれからの林業政策 山崎斉 参議院議員 2
1964 昭和39年 カラマツ造林と先枯病発生の推移 井上元則 北海道森連技術顧問 8
1964 昭和39年 やさしいグラフによる作業計画法PERT 神崎康一 京都大学芦生演習林 14

1964 昭和39年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　9 調査精度を上げる方法 石田正次 統計数理研究所 20

1964 昭和39年 解説(シリーズ―製材産地め (製材産地めぐりシリーズ)(20)伏木 山藤俊晃 富山県林政課 23
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (14)孔雀殺し事件 淡谷忠一 元林業講習所所長 27
1964 昭和39年 随筆・随想 編集委員・年忘れ放談 28

1964 昭和39年
随筆(連載―東北の山に耐雪
性のスギを求めて)

(5)飯豊のスギ 成沢多美也 北日本林業研究所長 35

1964 昭和39年 アンケート等 モニター通信(会誌への希望外) 38
1964 昭和39年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 39
1964 昭和39年 トピック・トピックス・とぴっくす 林道開設効果の調査まとまる 39
1964 昭和39年 懸賞論文 第6回懸賞論文(林業技術向上の具体的方策)募集要綱 40
1964 昭和39年 林業写真コンクール 第12回林業写真コンクール作品募集要領 41
1964 昭和39年 林業技術総目次 昭和39年(1964)265～273号 43
1965 昭和40年 表紙写真 第11回佳作「富士と林」 松村晃 静岡市 0
1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 1965年を迎える辞 石谷憲男 日本林業技術協会理事 1

1965 昭和40年 座談会 林業基本法と林業技術
松原茂(司会)(出席者)梅
田三樹男、遠藤嘉数、橋

2

1965 昭和40年
特集(新春特集―林業技術の
動向)

これからの林業経営と技術の諸問題 横瀬誠之 林野庁計画課長 9

1965 昭和40年
特集(新春特集―林業技術の
動向)

造林技術の展望・造林と保護部門について 田村栄三 林野庁造林保護課長 11

1965 昭和40年
特集(新春特集―林業技術の
動向)

木材生産技術の動向について 小田精 林野庁業務課長 14

1965 昭和40年
特集(新春特集―林業技術の
動向)

治山事業への抱負 木村晴吉 林野庁治山課長 17

1965 昭和40年
特集(新春特集―林業技術の
動向)

これからの林道事業 中田幸吉 林野庁林道課長 21

1965 昭和40年 随筆・随想(先輩の声) わが林業技術歴随想 林常夫 24
1965 昭和40年 随筆・随想(先輩の声) 林業技術者の生態 太田勇次郎 26
1965 昭和40年 随筆・随想(先輩の声) ストーブを囲んで 松川恭佐 日本林業技術協会顧問 28
1965 昭和40年 随筆・随想(先輩の声) 林業技術者の夢・理想の林業経営 中村賢太郎 東京大学名誉教授 30
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  地方技術者の雑 黒木富生 広島県林政課 33
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  下刈りのこと 山木富吉 山形県林業指導所 33
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  研究陣に望むこ 佐藤周三 福島県治山課 33
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  実用技術の指導 万波茂 岡山県林政課 34
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  会誌に望む 菅原松次郎 十和田営林署 34
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  林業近代化の道 石神稔夫 岐阜県林政課 35
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  技術以前の問題 松井武彦 愛知県治山課 35
1965 昭和40年 アンケート等 モニターアンケート(林業技術発展のために)  “林学”不要論？ 市川正二 群馬県林政課 36
1965 昭和40年 林業用語集 森林生態(2) 松尾兎洋 林野庁 36
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) エゾマツとピアノ 上村武 林業試験場木材部長 37

1965 昭和40年
解説(シリーズ―サンプリング
の考え方―主として森林調査
について)

サンプリングの考え方　9 調査精度を上げる方法(その2) 石田正次 統計数理研究所 40

1965 昭和40年 海外情報 学生の見たマラヤ林業東京農工大学マラヤ林業調査団 林捷金
東京農工大学マラヤ林業
調査団

43

1965 昭和40年 海外情報 学生の見たマラヤ林業東京農工大学マラヤ林業調査団 畠山晃
東京農工大学マラヤ林業
調査団

43

1965 昭和40年 海外情報 学生の見たマラヤ林業東京農工大学マラヤ林業調査団 松本徹
東京農工大学マラヤ林業
調査団

43

1965 昭和40年 表紙写真 第12回三席「ワサビ」 早見幸男 島根県江津市 0
1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 林業試験研究に対する投資と都道府県試験研究機関の整備 篠崎義徳 日本林業技術協会常務 1
1965 昭和40年 林業時評 野鳥保護と林業経営について--バードウイークに寄せて 田村栄三 林野庁造林保護課長 2
1965 昭和40年 中審の答申を読んで 淡谷忠一 元林業講習所所長 5

1965 昭和40年 解説(行政施策等) 国有林野事業に関する中央森林審議会の答申について 鈴木郁雄
前林野庁国有林問題調
査事務局

8

1965 昭和40年
中央森林審議会答申(昭和38
年6月)

国有林野事業の役割りと経営のあり方に関する答申 10

1965 昭和40年 日本林学会大会 第76回　日本林学会会員のつどい 野口陽一 東京大学農学部 17
1965 昭和40年 シンポジウム (1965春の研究者の集いから)林業経済研究会 筒井迪夫 東京大学 19
1965 昭和40年 シンポジウム (1965春の研究者の集いから)森林立地懇話会 久保哲茂 林業試験場土壌調査部 20
1965 昭和40年 シンポジウム (1965春の研究者の集いから)森林保全懇話会 秋谷孝一 林業試験場防災部 20
1965 昭和40年 シンポジウム (1965春の研究者の集いから)森林保全懇話会 森沢万佐男 林業試験場防災部 20
1965 昭和40年 シンポジウム (1965春の研究者の集いから)森林利用研究会 丸山正和 東京大学 21
1965 昭和40年 シンポジウム (1965春の研究者の集いから)林木育種協会 石川健康 林木育種協会 22
1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (4)間違い 近藤助 森林経営研究所 24

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ｉ)青葉に鳴くホトトギス 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

25

1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(3)南洋材の現況と問題点 角実 ギングー貿易専務 27

1965 昭和40年 林式高枝切り手鋸(枝打鋸)について 林正人 前橋営林局経営部長 30
1965 昭和40年 受験コーナー 林業専門技術員資格試験審査課題(39年度) 33
1965 昭和40年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 積雪地帯における造林技術 34
1965 昭和40年 林業用語集 木材加工(1) 松尾兎洋 林野庁 34
1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす 異常雪害で123億の被害 35
1965 昭和40年 コラム(本の紹介) 「林業基本法の理解」倉沢 博編著 35
1965 昭和40年 表紙写真 第12回佳作「植林下刈」 山本忠衛 舞鶴市 0

5 278

12 273

1 274

11 272
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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

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 第19回通常総会を終えて 石谷憲男 日本林業技術協会理事 1
1965 昭和40年 林業時評 マツクイムシに学ぶ 今関六也 林業試験場顧問研究官 2
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) チェンソー技術の理解と発展のために 中村英碩 林業試験場機械化部 6
1965 昭和40年 林業試験場機械化部発足に際して 米田幸武 林業試験場機械化部長 10
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 冠雪害とスギの品種 石崎厚美 林業試験場造林部 12
1965 昭和40年 ブナ丸太の防腐防虫について 吉岡実 秋田営林局 16
1965 昭和40年 ブナ丸太の防腐防虫について 佐藤一郎 秋田営林局 16
1965 昭和40年 移動作業バスの試作報告 林正人 前橋営林局経営部長 19

1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(4)米材の輸入現況と問題点 小池健夫
安宅産業東京支社木材
部

22

1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (5)篤林家には曲り角がない 近藤助 森林経営研究所 26

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅱ)天然記念物になったクマゲラ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

27

1965 昭和40年 随筆(連載―山官南氷洋をゆ (2)総短艇訓練・洋上の大洋ホエールズ・… 八木下弘 29
1965 昭和40年 受験コーナー 養成研修普通科選考試験(39年度) 北見営林局 32
1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす 林野庁国有林対策本部設置 33
1965 昭和40年 コラム(こだま) 丸太より製品で―国内業界対応 (N･S) 33
1965 昭和40年 日本林業技術協会通常総会 第19回日本林業技術協会通常総会報告 34
1965 昭和40年 林業技術賞 第11回林業技術賞受賞者の発表 37
1965 昭和40年 懸賞論文 第6回懸賞論文入選者表彰 37
1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回林業技術コンテスト受賞者の発表 37
1965 昭和40年 表紙写真 第12回佳作「富士と貯木場」 松村晃 静岡市 0

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 省力林業について 石井佐吉
日本林業技術協会常務
理事・科学技術庁調査官

1

1965 昭和40年 懸賞論文 第6回林野庁長官賞　地ごしらえを中心とした省力事業 平山三男 中之条営林署長 2
1965 昭和40年 解説(行政施策等) 特殊林産物の需給の現状と動き 村山善一 林野庁林産課 7

1965 昭和40年 解説(行政施策等) シイタケ・ナメコ生産技術の現状と将来の方向 伊藤達次郎
林野庁研究普及課研究
企画官

10

1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) マツタケの増産対策 徳本孝彦 林業試験場関西支場長 14
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) クリの山地開園について 中原照雄 兵庫県林業試験場 18
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林木育種オヤオヤ集(1)すっかり変わった林木育種の考え方 戸田良吉 林業試験場九州支場 22
1965 昭和40年 林業用語集 木材加工(2) 松尾兎洋 林野庁 24

1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(5)木材の検疫 石田里司 農政局植物防疫課 25

1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (6)東北旅行(その1) 近藤助 森林経営研究所 29

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅲ)渓流に鳴くコマドリの歌 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

30

1965 昭和40年 随筆(連載―山官南氷洋をゆ (3)大ビフテキ・どんぶりの茶碗蒸 八木下弘 32
1965 昭和40年 コラム(本の紹介) 「帯鋸目立技術と製材その理論と実際」杉原彦一著 35
1965 昭和40年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 草生造林法の実態と問題点 35
1965 昭和40年 受験コーナー 養成研修普通科第1次選考試験(39年度) 長野営林局 36
1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす ソ連材筏輸送で日ソ間合意 42年以降は廃止 37
1965 昭和40年 コラム(こだま) 総会 (民有林生) 37
1965 昭和40年 表紙写真 第12回佳作「北九州帆柱自然公園」 月原俊二 北九州市戸畑区 0

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 空中写真と技術革新 成松俊男
日本林業技術協会常務
理事・測量指導部長

1

1965 昭和40年 林業時評 山村振興法の制定をめぐって 神宮司守
衆議院農林水産委員会
調査室調査員

2

1965 昭和40年 懸賞論文
第6回日本林業技術協会理事長賞　主として北海道の森林施
業について

添戸啓 前札幌営林局監査課長 5

1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) クリの山地開園について 中原照雄 兵庫県林業試験場 10
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林木育種オヤオヤ集(2) 次代検定に関する問題点 戸田良吉 林業試験場九州支場 13

1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(6)木材の規格と検査 武藤泰夫 林野庁林産課 16

1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (7)東北旅行(その2) 近藤助 森林経営研究所 20

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅳ)世界鳥獣基金によるトキの保護 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

21

1965 昭和40年 随筆(連載―山官南氷洋をゆ (4)洋式の悲哀？ 八木下弘 23

1965 昭和40年 紹介 測定しやすい新しい測樹器デンドロメーター(日林協測樹器)
日本林業技術協会航測
研究会

26

1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 除草剤・塩素酸ソーダの造林木の成長におよぼす影響につい 大林弘之介 兵庫県林業試験場 31
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 除草剤・塩素酸ソーダの造林木の成長におよぼす影響につい 古池末之 兵庫県林業試験場 31
1965 昭和40年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 スギハムシの生態・林家経済調査現金収支の概要報告 34
1965 昭和40年 コラム(本の紹介) 「米国における木材需給の趨勢」米国農務省山林局 34
1965 昭和40年 受験コーナー 養成研修普通科第1次選考試験(39年度) 長野営林局 35
1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす 山林労務者賃金10%上昇・皇太子林試訪問(70周年) 36
1965 昭和40年 コラム(こだま) 林業技術者の悩み (M･N生) 36
1965 昭和40年 林業写真コンクール 第13回林業写真コンクール作品募集要領 37
1965 昭和40年 表紙写真 第12回一席「下駄材の乾燥(C)」 川島昌介 栃木市 0
1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術振興についての一つの意見 松原茂 日本林業技術協会専務 1
1965 昭和40年 懸賞論文 第6回佳作　育林技術の定量的技術化を急げ 細井守 鳥取県林業試験場長 2
1965 昭和40年 懸賞論文 第6回佳作　群状植付けによる造林技術の省力的検討につい 林寛 名古屋営林局計画課 6
1965 昭和40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 11
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林木育種オヤオヤ集(3) ミショウ(実生)とサシキ(挿木)の優劣 戸田良吉 林業試験場九州支場 15
1965 昭和40年 林業用語集 木材加工(2) 松尾兎洋 林野庁 17

1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(7)輸送と運賃 飯畑幸男 林野庁林産課 18

1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (8)東北旅行(その3) 近藤助 森林経営研究所 22

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(V)富士山のライチョウ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

23

1965 昭和40年 随筆(連載―山官南氷洋をゆ (5)監督官の初仕事 八木下弘 25

1965 昭和40年 自由論壇 ある山村への手紙・備長炭の一生を見て 久田喜二
林業試験場関西支場経
営研究室長

28

1965 昭和40年 ヘリコプターによる種子散播(予報) 田中正夫 前橋営林局 30
1965 昭和40年 ヘリコプター使用による索道用資材運搬について 井口伍郎 丸岐木材協同組合 34
1965 昭和40年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 尾鷲林業の技術的考察 37
1965 昭和40年 受験コーナー 養成研修普通科第1次選考試験(39年度) 長野営林局 38
1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす 39年の木材需給統計 外材が需要増をまかなう 39
1965 昭和40年 コラム(こだま) 林業技術とは (秋陽子) 39
1965 昭和40年 表紙写真 第12回二席「海辺の干板」 松本勇 横浜市金沢区 0

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術賞・林業技術コンテストによせて 篠崎義徳
日本林業技術協会常務
理事・林野庁研究普及課
課長補佐

1

1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回林業技術コンテストについて 加藤善忠 林業試験場造林部長 2
1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回(林野庁長官賞)  簡易定量施肥器の考案について 土洞昭博 名古屋営林局造林課 3

1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回(林野庁長官賞)  つる枯らし剤の効果的使用法について 山本敬一
熊本営林局高鍋営林署
石河内担当区主任

5

1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回(日本林業技術協会賞)  カルチオーガーの考案につい 伊藤定徳 長野営林局岩村田営林 7

1965 昭和40年 林業技術コンテスト
第11回(日本林業技術協会賞)  全幹作業の積込盤台における
ローラー使用について

刈谷春意
高知営林局小川営林署
奥南川製品事業所主任

9

9 282

6 279

7 280

8 281
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1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回(日本林業技術協会賞)  ガイドブロック支持器の考案に 鈴木由三 宇都宮営林署事業課 11
1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回(日本林業技術協会賞)  椎茸種菌の改良について 清水匡 岐阜県林業改良指導員 13
1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回  堅盤層地帯における造林の問題について 伊藤彦太 秋田営林局十和田営林 15

1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回  カンバ類天然下種更新施業に関する検討について 鈴木幸雄
函館営林局倶知安営林
署造林係長

17

1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回  長大スパンの集材作業結果 佐々木稔 青森営林局三本木営林 19
1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回  アセトールによるまき付発芽について 市川勇 旭川営林局幾寅営林署 21

1965 昭和40年 林業技術コンテスト
第11回  小樽地方の造林地におけるカンバ類の天然生稚樹に
ついて

堤政藏
元札幌営林署蘭島担当
区主任

22

1965 昭和40年 林業技術コンテスト 第11回  集運材部門における作業林道作設の効果について 真鍋重雄
帯広営林局釧路営林署
事業課長

24

1965 昭和40年 林業技術賞 第11回(推せんのことば)　鳥飼氏の推せんのことば 渡辺貞敏 熊本県支部長 26
1965 昭和40年 林業技術賞 第11回(林業技術賞)　天草におけるその後のモリシマ 鳥飼雄吉 熊本県治山課長 26
1965 昭和40年 林業技術賞 第11回(推せんのことば) 若林光邦 長野営林局作業課長 31

1965 昭和40年 林業技術賞 第11回(林業技術賞)　円型集材方式の考案 高倉章
長野営林局木曽福島営
林署新高製品事業所主

32

1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (9)トップマネージメント 近藤助 森林経営研究所 35

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅵ)針葉樹林にすむホシガラス 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

36

1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす 41年度の林野関係予算要求額決まる 38
1965 昭和40年 コラム(こだま) 白蝋の指 (ゲテモノ) 38
1965 昭和40年 林業写真コンクール 第13回林業写真コンクール作品募集要領 39
1965 昭和40年 表紙写真 第12回三席「磨きを待つ北山杉(A)」 碓氷彬雄 神戸市生田区 0

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 外材と国内林業 下平仁
日本林業技術協会常務
理事・林野庁林産課長補

1

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅰ)航空散布の歴史と現状 有賀好文 林野庁造林保護課 2

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅱ)航空機利用の背景 亘信夫 林野庁業務課 3

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅲ)航空機の利用状況(1) 亘信夫 林野庁業務課 4

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅲ)航空機の利用状況(2) 有賀好文 林野庁造林保護課 6

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅳ)事業内容と今後の課題 上田浩二 農林水産航空協会 9

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅴ)体験談1.ヘリコプターによる殺鼠剤の散布 合田昌義 帯広営林局造林課 11

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅴ)体験談2.カラマツ先枯病防除の空中散布について 稲垣光雄 岩手県林業課 12

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅴ)体験談3.スギタマバエの空中防除試験 蓑毛輝夫 宮﨑県造林課 15

1965 昭和40年
特集(航空機利用による病害
虫防除事業)

(Ⅵ)ヘリコプタ散布事業の将来と技術的問題点 大久保良治 林業試験場 17

1965 昭和40年 ヘリコプターによる種子散播(中間報告) 田中正夫 前橋営林局治山課長 19
1965 昭和40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 23
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林木育種オヤオヤ集(4)病虫害と抵抗性育種 戸田良吉 林業試験場九州支場 27

1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(8)追補およびまとめ 遠藤隆 林野庁林産課 30

1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (10)苗木への関心 近藤助 森林経営研究所 34

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅶ)秋空を渡るツグミの群れ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

35

1965 昭和40年 随筆(連載―山官南氷洋をゆ (6)初漁の鯨は処女、童貞 八木下弘 37
1965 昭和40年 コラム(本の紹介) 「森林の公益的効用」(FAO)松尾兎洋訳 野口陽一 40
1965 昭和40年 コラム(こだま) 評論家と洞察 (M) 40
1965 昭和40年 林業写真コンクール 第13回林業写真コンクール作品募集要領 41
1965 昭和40年 表紙写真 第12回佳作「冬の山脈」 岩崎晴好 新宿区 0

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 造林成果を高めるために 遠藤嘉数
日本林業技術協会常務
理事・林・総・協総務部長

1

1965 昭和40年 林業時評 森林法と森林計画の問題点 神足勝浩 林業同友会東京支部長 2
1965 昭和40年 懸賞論文 第6回日本林業技術協会理事長賞 森林害虫の防除計画 加辺正明 前橋営林局 5
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) スギの寒風害発生危険地域画定の一つの試み 佐々木長儀 林業試験場防災部 11
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) スギの寒風害発生危険地域画定の一つの試み 岡上正夫 林業試験場防災部 11
1965 昭和40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 15
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林木育種オヤオヤ集(5)放射線育種の役割・育種という事業 戸田良吉 林業試験場九州支場 18
1965 昭和40年 花粉分析法による能登半島のアテ林の成因について 山崎次男 京都府立大学教授 21
1965 昭和40年 スギの整樹　東北裏日本積雪地方における育杉技術に関する 柴田豊太郎 加藤嘉八郎酒造株式会 24
1965 昭和40年 アテの交雑育種について　ジベレリンによる着花促進 倉田信 石川県林木育種場 27
1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (11)自然の掟 近藤助 森林経営研究所 28

1965 昭和40年
解説(シリーズ―林野の鳥シ
リーズ)

(Ⅷ)林野の鳥オシドリ 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣
研究室長

29

1965 昭和40年 随筆(連載―山官南氷洋をゆ (7)キャッチャーの初夜 八木下弘 31
1965 昭和40年 コラム(こだま) 歳末放談 (オールメンバー) 34
1965 昭和40年 コラム(本の紹介) 「林業用除草剤に関する基礎的研究 Ⅱ」林野庁業務課 38
1965 昭和40年 林業用語集 木材加工(2) 松尾兎洋 林野庁 38
1965 昭和40年 林業技術総目次 昭和40年(1965)274～285号 39

(森林航測)
1981 昭和56年 植生と土壌 高山帯土壌 大角泰夫 1
1981 昭和56年 諸外国における森林調査－1.フィリピン 堀正之 3
1981 昭和56年 昭和56年度森林測量事業予算の概要 岡村敏雄 8
1981 昭和56年 空から見た池塘 水上正昭 10
1981 昭和56年 近づく第17回ユフロ世界大会(続) 中島巌 16

1981 昭和56年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

肉眼立体視をマスターしよう(一) 若森邦保 18

1981 昭和56年 森の履歴書 日田林業 佐藤悦雄 20
1981 昭和56年 植生と土壌 尾瀬地方亜高山帯，山地帯の森林と土壌 宮川清 1
1981 昭和56年 簡易空中撮影 中北理 3
1981 昭和56年 諸外国における森林調査－2.タイ国の森林資源調査法の概要 堀正之 9
1981 昭和56年 正射写真図とトポカルトD-300オルソフォト装置 日林協技術開発部 14

1981 昭和56年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

肉眼立体視をマスターしよう(二) 若森邦保 16

1981 昭和56年
紋様百態－空から見た大地
の表情

めだかの群れ？(ゴルフ場) 18

1981 昭和56年
紋様百態－空から見た大地
の表情

真田紐？(水面貯木場) 18

1981 昭和56年 森の履歴書 東京都水源林 吉野昭二 19
1981 昭和56年 植生と土壌 尾瀬地方山地帯の森林と土壌 宮川清 1

132

133

12 285

10 283

11 284



月刊誌_林業技術及び森林航測2015年12月公開リスト 19/22

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

1981 昭和56年
第2回アジア・リモートセンシング会議に出席して－中国のリ
モートセンシング

西尾元充 3

1981 昭和56年 大画面走査反射立体鏡について 潘宗波 4

1981 昭和56年
IUFRO第17回世界大会での空中写真,リモートセンシングの森
林調査への利用に関する研究報告とその動向

中島巌 8

1981 昭和56年 諸外国における森林調査－3.マレーシアの森林調査法の概要 堀正之 12

1981 昭和56年
紋様百態－空から見た大地
の表情

結晶？ 17

1981 昭和56年
紋様百態－空から見た大地
の表情

クモの巣？(茶畑・作業用路網) 17

1981 昭和56年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

肉眼立体視をマスターしよう(三) 若森邦保 18

1981 昭和56年 森の履歴書 カラマツ列状間伐と樹下植栽 梅津武 20
1981 昭和56年 植生と土壌 和賀岳山地帯の森林と土壌 宮川清 1
1981 昭和56年 『治山事業における空中写真の実用的活用法(手引書)』の紹介 樋渡幸男 3
1981 昭和56年 ランドサットデータの利用について 丸山明好 7

1981 昭和56年
諸外国における森林調査－4.インドネシアの森林調査/FAOに
よる熱帯混交林を主とした森林調査マニュアル

堀正之 11

1981 昭和56年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

肉眼立体視をマスターしよう(四) 若森邦保 16

1981 昭和56年
紋様百態－空から見た大地
の表情

高度経済成長の足あと(別荘地) 18

1981 昭和56年
紋様百態－空から見た大地
の表情

UFOの基地？(植樹紋様) 18

1981 昭和56年 森の履歴書 砂坂海岸林 菅猛 19
1982 昭和57年 植生と土壌 秩父地方山地帯の森林と土壌 宮川清 1
1982 昭和57年 地籍調査の話 下島稔 3

1982 昭和57年 航測パトロール（本の紹介）
『地球観測衛星ランドサット／宇宙から見た日本列島』(NHK編,
竹内均・坂田俊文監修)

7

1982 昭和57年 航測パトロール（本の紹介） 『宇宙から地球を探る－リモートセンシングの話』(中島巌) 7
1982 昭和57年 航測パトロール（本の紹介） 『写真測定入門－写真で測る・写真を測る』(西尾元充) 7
1982 昭和57年 航測パトロール（本の紹介） 『空中写真に見る国土の変遷』 7
1982 昭和57年 自然はよみがえる 梶山正之 8
1982 昭和57年 昭和57年度森林測量事業予算の概要 岡村敏雄 10

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

溶岩円頂丘(樽前火山) 12

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

新たな森林施業(富士山麓裾野市) 12

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

林地開発前哨線(宅地造成) 13

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

緑の生産(幼齢造林地) 13

1982 昭和57年 第93回日本林学会大会研究発表から 中島巌 14

1982 昭和57年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

実技編(一)樹種の判読 若森邦保 16

1982 昭和57年 森の履歴書 田上山の緑化 関信明 19
1982 昭和57年 植生と土壌 日高山脈中部における高山帯･亜高山帯の森林と土壌 塩崎正雄 1

1982 昭和57年
林道全体計画調査への電子計算機処理導入について－特に
ディジタルマップの応用をめぐって

三宅八郎 3

1982 昭和57年 空中写真の常識－入手から写真の見方まで 福井実 10

1982 昭和57年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

実技編(二)樹高・材積の判読 若森邦保 16

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

コンター模様(地ごしらえ) 19

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

谷筋造林 19

1982 昭和57年 森の履歴書 パイロットフォレスト 石川靖司 20
1982 昭和57年 植生と土壌 四国地方蛇紋岩地帯の森林と土壌 井上輝一郎 1
1982 昭和57年 “一林学研究者の見た”アメリカのリモートセンシング 沢田治雄 3

1982 昭和57年
<特別講演>・自然災害と森林－日本写真測量学会 「昭和57年
度秋季学術講演会」より

片岡順 9

1982 昭和57年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

実技編(三)周囲測量と面積測定 若森邦保 15

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

保護樹帯その1(岩手県内国有林) 18

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

保護樹帯その2(摩周湖付近) 18

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

カラマツ造林地(長野県内国有林) 19

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

緑に囲まれた養鶏場(兵庫県佐用郡) 19

1982 昭和57年 森の履歴書 吉野川流域舞中島の水害防備林 与喜多滋也 20
1982 昭和57年 植生と土壌 北海道北部蛇紋岩地の森林と土壌 成田孝一 1
1982 昭和57年 ランドサットデータによる 「五六豪雪」森林被害の調査 高島泰光、山本荘毅 3
1982 昭和57年 空中写真を利用した“なだれ”調査 水上正昭 6
1982 昭和57年 気球写真による林分構成要素の判読 小林正吾 9

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

海岸防風林(静岡県御前崎付近) 14

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

北国の田園風景(北海道旭川市近郊) 14

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

保護樹帯(八甲田山西部・国有林) 15

1982 昭和57年
紋様百態－空から見た大地
の表情

保護樹帯と成林地(十和田湖南東部・国有林) 15

1982 昭和57年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

実技編(四)写真図の利用 若森邦保 16

1982 昭和57年 森の履歴書 由比地区の地すべり防止事業 升川喜美男 19
1983 昭和58年 植生と土壌 桜島熔岩流地の植生と土壌 寺師健次 1
1983 昭和58年 地域森林計画における正射写真図作成状況 岡村敏雄 3

1983 昭和58年
民有林における正射写真図
の利用－その対応と問題点

　事例Ⅰ　北海道 前田二三 5

1983 昭和58年
民有林における正射写真図
の利用－その対応と問題点

　事例Ⅱ　岐阜県 中島勇 6

1983 昭和58年
民有林における正射写真図
の利用－その対応と問題点

　事例Ⅲ　熊本県 吉田正信 8

1983 昭和58年 正射写真図の時代を迎えて 渡辺宏 9
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1983 昭和58年 ランドサットがとらえた山火事跡 11
1983 昭和58年 昭和58年度森林測量事業予算の概要 岡村敏雄 12

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

造林地(北海道・大雪山東部国有林) 14

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

みかん団地(静岡県浜名湖西側丘陵地) 14

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

サンゴ礁(沖縄県・西表島) 15

1983 昭和58年 学術会議報告 16
1983 昭和58年 本誌編集委員西尾元充先生の黄綬褒章受賞をお喜びして 中島巌 16

1983 昭和58年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

実技編(五)林相調査図表の作成 若森邦保 18

1983 昭和58年 森の履歴書 鳥取砂丘と砂防林 森勲 20
1983 昭和58年
1983 昭和58年 植生と土壌 瘠悪林地の植生と土壌(岡山県児島半島) 河室公康 1
1983 昭和58年 サンパウロ州における森林測定寸描 長正道 3

1983 昭和58年
三宅島の噴火－空と陸からのレポート～溶岩流まだ冷めやら
ぬ三宅島にて

佐藤昭一 8

1983 昭和58年 三宅島噴火の航空機MSSによる観測 中島巌 11

1983 昭和58年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

実技編(六)荒廃現況調査図表の作成 若森邦保 12

1983 昭和58年 昭和58年度“空中写真セミナー”に参加して 編集部 15

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

日光杉並木(日光杉並木街道) 18

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

世界最古の木造建築物(奈良県・斑鳩の里) 18

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

放牧地A・B(北海道・標茶町) 19

1983 昭和58年 森の履歴書 古都の緑・嵐山を守る 草野正廣 20
1983 昭和58年 植生と土壌 大井川源流域亜高山帯の森林と土壌 小林繁男 1
1983 昭和58年 広葉樹の空中写真判読 樋渡幸男 3

1983 昭和58年
演習／初心者のための空中
写真－判読から測量まで

実技編(七)林道路線の選定と環境アセスメント 若森邦保 8

1983 昭和58年
森林施業の糸口をつかむための空中写真の利用－経年変化
にみる風倒跡天然林の回復

鎌田宗保 12

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

架線跡(上松営林署管内小川入国有林) 17

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

ハイマツ帯(大雪山・北海岳) 17

1983 昭和58年
紋様百態－空から見た大地
の表情

西都原古墳群(宮崎県西都市) 18

1983 昭和58年 森の履歴書 赤沢ヒノキ林 原田文夫 19
1984 昭和59年 植生と土壌 梓川上流横尾谷右岸洪涵地の森林と土壌 加藤正樹、小林繁男 1
1984 昭和59年 空中写真による広葉樹のバイオマス量の推定 長谷川訓子 3
1984 昭和59年 レーダ画像のリモートセンシング 淵本正隆、早川清二郎 9
1984 昭和59年 昭和59年度森林測量事業予算の概要 岡村敏雄 15

1984 昭和59年
紋様百態－空から見た大地
の表情

孔状造林(下北半島国有林) 17

1984 昭和59年
紋様百態－空から見た大地
の表情

新東京国際空港(成田空港) 17

1984 昭和59年
紋様百態－空から見た大地
の表情

マングローブ林(西表島仲良川) 18

1984 昭和59年 森の履歴書 伊勢の神宮宮域林 木村政生 19
1984 昭和59年 植生と土壌 栃木県高原山｢県民の森｣の森林と土壌 宮川清 1
1984 昭和59年 ヘリコプターによる空中写真測量 北川公、朝田弘志 3

1984 昭和59年
第15回国際写真測量・リモートセンシング学会国際会議に出席
して

大貫仁人 9

1984 昭和59年 長野県西部地震濁川地区の緊急復旧状況(速報) 林宮雄 12
1984 昭和59年 森林航測事業と林測協 藤井博 13

1984 昭和59年
紋様百態－空から見た大地
の表情

鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市) 16

1984 昭和59年
紋様百態－空から見た大地
の表情

小国林業(阿蘇外輪山麓) 16

1984 昭和59年
パソコンでも可能となったランドサット･データの画像処理－ラン
ドサット・フロッピーディスクの利用について

丸山明好 17

1984 昭和59年 森の履歴書 秋田の天然スギ 荒畑眞 20
1984 昭和59年 植生と土壌 地質界で急変する植生と土壌 林信一 1
1984 昭和59年 最近の治山治水分野における空中写真の利用 西口哲夫 3
1984 昭和59年 森林における多段階リモートセンシングの試み 渡辺宏 8

1984 昭和59年
樹高測定のポイント－判読資料カードを用いた簡易な樹高の
測り方

金子民雄 13

1984 昭和59年
紋様百態－空から見た大地
の表情

試験林(宮崎県椎葉村) 18

1984 昭和59年
紋様百態－空から見た大地
の表情

牧場(群馬県利根村・千明牧場) 18

1984 昭和59年 森の履歴書 能登のアテ 長谷川義法 19
1985 昭和60年 植生と土壌 八甲田山麓の黒色土と褐色森林土 河室公康 1
1985 昭和60年 最近の航測機器(上) 3
1985 昭和60年 わが国の森林航測の歩み (上) 中島巌 11
1985 昭和60年 昭和60年度森林測量事業予算の概要 加藤裕士 16

1985 昭和60年
紋様百態－空から見た大地
の表情

河川敷 18

1985 昭和60年
紋様百態－空から見た大地
の表情

とり残されたお社 18

1985 昭和60年
紋様百態－空から見た大地
の表情

「天下分け目」の要衝(関ヶ原) 19

1985 昭和60年 森の履歴書 西川林業 埼玉県林務課 20
1985 昭和60年 植生と土壌 サロベツ原野の砂丘土壌 久保哲茂 1
1985 昭和60年 空中写真樹冠像の識別 長谷川訓子 3
1985 昭和60年 最近の航測機器(下) 9
1985 昭和60年 わが国の森林航測の歩み(中) 中島巌 13

1985 昭和60年
紋様百態－空から見た大地
の表情

施業態様(中部地方国有林) 18

1985 昭和60年
紋様百態－空から見た大地
の表情

高冷地造林(中部地方民有林) 18
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147
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1985 昭和60年
紋様百態－空から見た大地
の表情

河川の残影(栃木県・渡良瀬川流域) 19

1985 昭和60年
紋様百態－空から見た大地
の表情

石灰採掘場(岐阜県大垣市郊外) 19

1985 昭和60年 森の履歴書 尾鷲林業 佐々木太 20
1985 昭和60年 植生と土壌 磐梯泥流の植生と土壌 森貞和仁、大角泰夫 1
1985 昭和60年 航測技術の進展と航測業界今後の展望 鈴木惣一 3
1985 昭和60年 わが国の森林航測の歩み(下) 中島巌 9
1985 昭和60年 マングローブ林へのリモートセンシングの適用 佐藤一紘 14
1985 昭和60年 森の履歴書 山武林業 岩井宏寿 20
1986 昭和61年 植生と土壌 本州中部亜高山帯上部の植生と土壌 池田重人、吉永秀一郎 1

1986 昭和61年 リモートセンシングを活用した山地災害予知システムの開発
加藤正人、柳井清治、遠
藤祐司

3

1986 昭和61年 第18回ユフロ国際会議(航測関係)に出席して 妹尾俊夫 9
1986 昭和61年 昭和61年度森林測量事業予算の概要 加藤裕士 14
1986 昭和61年 日林協“空中写真セミナー”を実施して 渡辺宏 16

1986 昭和61年
紋様百態－空から見た大地
の表情

天井川①②(琵琶湖南東部) 18

1986 昭和61年
紋様百態－空から見た大地
の表情

初心に帰る(自動車試験場) 19

1986 昭和61年
紋様百態－空から見た大地
の表情

送電線 19

1986 昭和61年 森の履歴書 大山のマツ林業 平尾二郎 20
1986 昭和61年 植生と土壌 宮崎県一ツ葉海岸における常緑広葉樹林とクロマツ林の土壌 堀田庸、川添強 1
1986 昭和61年 森林解析への立体地図の利用 菱沼勇之助 3
1986 昭和61年 フランス・トゥールーズからの便り－SPOT衛星 沢田治雄 11

1986 昭和61年
災害復旧計画の策定と航空写真－長野県西部地震災害と伊
豆大島噴火災害の事例から

瀧口政美 16

1986 昭和61年 森の履歴書 豪雪地の階段造林 野表昌夫 20
1986 昭和61年 植生と土壌 青螺山中腹北西斜面のケヤキ林 堀田庸 1
1986 昭和61年 ランドサットがとらえた伊豆大島の噴火活動 幾志新吉 3
1986 昭和61年 経年空中写真による森林環境の推移の測定 長正道、桑原清 8
1986 昭和61年 県土緑化計画への航測の活用 和田幸生、渡辺宏 15

1986 昭和61年
紋様百態－空から見た大地
の表情

スキー場(万座温泉スキー場) 19

1986 昭和61年
紋様百態－空から見た大地
の表情

大阪城 19

1986 昭和61年 森の履歴書 北海道・茂辺地のスギ人工林 玉川弘一 20
1987 昭和62年 植生と土壌 苗場山小松原湿原周辺の森林と土壌 池田重人 1
1987 昭和62年 MOS-1の打上げと運用について 小泉深吉 3
1987 昭和62年 ランドサットがとらえた中国・大興安嶺森林火災 中島巌 9
1987 昭和62年 昭和62年度森林測量事業予算の概要 加藤裕士 12
1987 昭和62年 日林協『空中写真ライブラリー』の創設 日林協 14

1987 昭和62年
紋様百態－空から見た大地
の表情

御母衣ダム(岐阜県白川村) 17

1987 昭和62年
紋様百態－空から見た大地
の表情

姫路城 17

1987 昭和62年
紋様百態－空から見た大地
の表情

槍ヶ岳 18

1987 昭和62年 森の履歴書 山火事跡地の復旧対策 藤沢富治 19
1987 昭和62年 植生と土壌 対馬の小地形地帯の植生と土壌 西村五月 1
1987 昭和62年 空中写真による冠雪被害の判読 長谷川訓子 3
1987 昭和62年 模型ヘリによる簡易空中写真の撮影 小林正吾 9
1987 昭和62年 簡易空測写真システムの応用 中北理 13
1987 昭和62年 森の履歴書 高密路網日本一の林業地 力武真人 19
1987 昭和62年 植生と土壌 彼杵変成岩地帯の流れ盤上のヒノキ林 西村五月 1
1987 昭和62年 MOS-1衛星による森林解析検証 沢田治雄 3

1987 昭和62年
雪食荒廃地における融雪期斜面積雪の状況－融雪期空中写
真の判読と利用

上林徳久 8

1987 昭和62年 昭和10，20年代撮影の国土の空中写真について 橋本良一 13
1987 昭和62年 森の履歴書 岩手混牧林経営試験地の四半世紀 小川澄 19
1988 昭和63年 植生と土壌 北八ヶ岳亜高山帯の森林と土壌 宮川清、荒木誠 1
1988 昭和63年 写真測量・リモートセンシング国際学会第16回京都大会報告 大貫仁人 3

1988 昭和63年 西ドイツにおける森林被害調査
クラウス・ハルブリッター ;
粟屋善雄 訳

8

1988 昭和63年 経年写真を利用した間伐率の推定 坪倉和明、魚住侑司 13
1988 昭和63年 昭和63年度森林測量事業予算の概要 加藤裕士 18

1988 昭和63年 森の履歴書
宇和島市民の生活を守る若山・八幡山国有林(宇和島営林署
管内)

堀豊司 20

1988 昭和63年 植生と土壌 富士山剣丸尾の森林と土壌 宮川清、荒木誠 1
1988 昭和63年 ヘリコプターによるカモシカ等大型哺乳類生息状況調査 山根明臣、赤岩朋敏 3

1988 昭和63年
リモートセンシング(衛星データ)の樹種区分・材積推定への利
用例

日林協技術開発部 9

1988 昭和63年
ランドサットTMデータを使ったエゾマツ人工林の樹冠占有面積
割合の推定

加藤正人 14

1988 昭和63年
紋様百態－空から見た大地
の表情

湖を行く(大沼公園付近) 18

1988 昭和63年
紋様百態－空から見た大地
の表情

歌才のブナ自生北限林 19

1988 昭和63年 森の履歴書 森林総合研究所・多摩森林科学園 石戸忠五郎 20

1988 昭和63年 植生と土壌
岩質の違いによる地形・土壌・植生および崩壊の分布の違いの
1例

丸山明雄 1

1988 昭和63年 田上山地山腹工施工地のモニタリングのためのデータベース 小橋澄治 3
1988 昭和63年 色調による樹種判読 長谷川訓子 9
1988 昭和63年 ソビエト超高分解能宇宙写真 村井俊治 15

1988 昭和63年
紋様百態－空から見た大地
の表情

海を行く(瀬戸大橋) 18

1988 昭和63年
紋様百態－空から見た大地
の表情

百円浪漫(大井競馬場) 19

1988 昭和63年 森の履歴書 上高地の自然を守る国有林 斉藤昇 20
1989 平成1年 植生と土壌 小笠原諸島母島のカルスト台地の植生と土壌 豊田武司 1

1989 平成1年
人工地すべりの発生と流動について－静岡県由比における野
外実験から

山口伊佐夫、西尾邦彦、
川邊洋、芝野博文、飯田

3

1989 平成1年 地下水排除工のための地温探査法 竹内篤雄 10
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1989 平成1年
紋様百態－空から見た大地
の表情

YES'89　横浜博覧会 17

1989 平成1年 平成元年度森林測量事業予算の概要 畑憲祐 18
1989 平成1年 森の履歴書 徳島県黒川地区の地すべり 高橋肇 20
1989 平成1年 植生と土壌 断層地形の植生と土壌 古池末之 1

1989 平成1年
枝路等級(リンク・マグニチュード)による川の流量の推定につい
て

高山茂美 3

1989 平成1年 土壌凍結深と地形の関係 荒木眞之 7
1989 平成1年 立体視用等高線地図(ステレオペア)の作成 吉山昭、野上道男 12

1989 平成1年
紋様百態－空から見た大地
の表情

川の手・両国界隈 16

1989 平成1年
紋様百態－空から見た大地
の表情

溜池三昧(埼玉県江南町) 17

1989 平成1年 森の履歴書 豊後の国佐伯－城山界隈森と町と人と 重松真二 18
1989 平成1年 植生と土壌 北海道「大雪原生保護林」の森林と土壌 宮川清、塩崎正雄 1

1989 平成1年
気候・立地メッシュ情報を利用した森林病害虫および森林衰退
の予測

横堀誠 3

1989 平成1年
森林管理のための地理情報システムの開発－森林区画線の
数値化

伊藤達夫 9

1989 平成1年 森林資源・開発のためのレーダマッピング技術の応用 川崎達 14
1989 平成1年 総目次掲載号 　№132～160 19

1989 平成1年
紋様百態－空から見た大地
の表情

美浦トレセン(茨城県美浦村) 24
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160

158
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