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1950 昭和25年 口絵写真 アメリカの生産林業 U.S.I.S提供 1
1950 昭和25年 巻頭言(巻頭之辞) 職能代表の登場 松原茂 3
1950 昭和25年 解説(行政施策等) 林産物と特許 武藤博忠 林野庁特産課長 4
1950 昭和25年 解説(研究調査報告等) 北海道南部の造林不成績に就て 井上義則 函館営林局造林課長 9
1950 昭和25年 富士川流域の地辷と之が対策--特に土地保全対策 伊藤譽榮 山梨県林務部治山課 14

1950 昭和25年 随筆・随想 植樹祭の創始者・モルトンの小伝 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
官

19

1950 昭和25年 随筆・随想 白蟻 守山雅美 24
1950 昭和25年 質疑応答 水中貯木場について・苗畑施肥量算定について 山脇技官 林業試験場作業部 25

1950 昭和25年 質疑応答 苗畑施肥量算定について 塘隆男
林業試験場造林部土壌研究
室

26

1950 昭和25年 林業技術賞 第1回(林業技術協会賞) 森林病害虫の予防駆除 日高義実 林業試験場熊本支場 27
1950 昭和25年 海外情報 アメリカの生産林業 31
1950 昭和25年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第3回通常総会報告 32
1950 昭和25年 随筆・随想 鶏の文化住宅 松原茂 34
1950 昭和25年 巻頭言(巻頭之辞) 規整ある自由 松川稿 0
1950 昭和25年 民有林経営に対する一考察 瀬川清 三井木材山林部長代理 1
1950 昭和25年 海外情報 アメリカ便り  (第1信) 長井英照 3

1950 昭和25年 所謂ファーニス勧告と一害虫研究者の覚書 中野博正
林業試験場大阪支場京都分
室

4

1950 昭和25年 解説(行政施策等) 林産物需給　昭和25年度の木材有効需要量に関して 大迫壽男 経済安定本部林産課 12

1950 昭和25年 漆樹植栽の根本方策 三鼓幸三郎
株式会社斉藤商店(漆輸入
問屋)

18

1950 昭和25年 海外情報 アメリカ便り  (第2信) 長井英照 22

1950 昭和25年 随筆・随想 森林と随筆 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
官

23

1950 昭和25年 会員投稿記事 偶感 芝田隆雄 24
1950 昭和25年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  「米国農業年鑑樹木」・「新世界の木材」 山田金治 25
1950 昭和25年 受験コーナー 昭和25年度林業専門技術普及員資格審査課題 27
1950 昭和25年 講演 世界情勢と日本  (関西支部総会記念) 高橋信三 毎日新聞大阪本社編集総務 29
1950 昭和25年 懸賞論文 第2回懸賞論文入選者 36
1950 昭和25年 受験コーナー 林業経営指導員の審査要領 37
1950 昭和25年 懸賞論文 (第2回入選)国有林経営の合理化 大崎六郎 宇都宮大学教授 1
1950 昭和25年 海外情報 アメリカ便り  (第3信) 長井英照 5
1950 昭和25年 学術会議・1年有半のうごき 原田泰 学術会議会員 6
1950 昭和25年 海外情報 瑞西の新しい架空線集材法に就て--ウィッセン式集材法の解説 加藤誠平 東京大学助教授 9

1950 昭和25年 解説(研究調査報告等) 「ニセアカシヤ」硬実種子の発芽予措と種皮組織に就て(第1報) 須藤昭二
山形県立農林専門学校造林
学研究室

12

1950 昭和25年 日本に居る白蟻と白蟻探知の聴診増幅装置 中野博正 14
1950 昭和25年 解説(行政施策等) 特用樹栽培の状況と促進施策について 片山佐又 林野庁特産課長 18
1950 昭和25年 特用樹増産策についてあれこれ 白井彌榮 大阪営林局照査課 22

1950 昭和25年 流域開発未だし(抄録) 野口陽一
東京大学農学部砂防工学教
室

24

1950 昭和25年 質疑応答 森林害虫採取時期及標本作製要領について
林業試験場保護部昆虫研究
室

25

1950 昭和25年 講演 緑化促進について  (関西支部総会記念) 佐藤彌太郎 京都大学名誉教授 26
1950 昭和25年 懸賞論文 (第2回入選)林業機械化 宮川信一 林業試験場釜淵分場 1

1950 昭和25年 解説(行政施策等) 林野開拓覚え書 中川久美雄
林野庁計画課・日本林業技
術協会常務理事

5

1950 昭和25年 経済変動と木材市場考察 吉田好彰 日本木材協会専務理事 8
1950 昭和25年 律令時代の林野制度に関連する考察 大崎六郎 宇都宮大学教授 11
1950 昭和25年 解説(研究調査報告等) ニレノキクイムシの生態調査に就いて 加邊正明 前橋営林局 15
1950 昭和25年 林業視察のメモランダム－秋田・青森・北海道 ホーレー博士 波多野文雄 エール大学名誉教授 17

1950 昭和25年 座談会 アメリカの林業を語る(1)
松川恭佐(司会)(出席者)田
中秀次郎、長居英照、岡島
呉郎、大政正隆。清水元

21

1951 昭和26年 巻頭言(巻頭之辞) 多難の新年を祝う 松川稿 0
1951 昭和26年 懸賞論文 創立30周年記念懸賞論文募集 1
1951 昭和26年 林業写真コンクール 創立30周年記林業写真作品募集 1
1951 昭和26年 懸賞論文 (第2回入選)造林振興策 遠藤治一郎 治山治水協会 2
1951 昭和26年 講演 林業の経済機構  (長野支部総会記念) 太田勇次郎 日本大学教授 5
1951 昭和26年 金員収穫表についての二、三の考察 小松禎三 名古屋営林局照査課 7

1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) 風蝕防止としての耕地防風林及防風垣 田中貞雄
関東東山農事試験場農業経
営部

16

1951 昭和26年 解説(研究調査報告等)
マツノキクヒムシに対する餌木の誘致効果－特に立木への穿入
数との比較

中野博正
林業試験場大阪支場京都分
室

20

1951 昭和26年 座談会 アメリカの林業を語る(2)
松川恭佐(司会)(出席者)田
中秀次郎、長居英照、岡島
呉郎、大政正隆、清水元

22

1951 昭和26年 随筆(連載―森林手薄) 森林手薄(5)野鳥の養護その他 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

31

1951 昭和26年 質疑応答 天然下種苗畑について 林業試験場造林部 37
1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (書評)  島田錦蔵「林学概諭」 太田勇次郎 38
1951 昭和26年 巻頭言(巻頭之辞) 林業の孤高性を排す 中川稿 0
1951 昭和26年 あいさつ (学術会議新会員より)無題 野村進行 1
1951 昭和26年 あいさつ (学術会議新会員より)学術会議会員として 柴田栄 1
1951 昭和26年 あいさつ (学術会議新会員より)学術会議の更新に際して 原田泰 2
1951 昭和26年 懸賞論文 (第2回入選)民有林の造林促進と伐採適正化対策 浅川林三 高知営林局造林課長 4
1951 昭和26年 ミチューリン＝ルイセンコ学説と林木育種 日下部兼道 熊本営林局 8
1951 昭和26年 トピック・トピックス・とぴっくす (林業・林産業事情)  岐阜県下の特殊林業 中村賢太郎 東京大学教授 11
1951 昭和26年 電子放射線が種子の発芽並に生長に及す影響 下田瑞穂 徳島営林署 13
1951 昭和26年 製材作業の分析 荒川昭一 秋田県林務部嘱託 16
1951 昭和26年 林業技術普及制度発足に際して 占部武之 岡山県林務部林産課 22
1951 昭和26年 海外情報 安芸博士よりアメリカ視察談を聴く会 24

1951 昭和26年 随筆(連載―森林手薄) 森林手薄(6)野鳥の養護その他(2) 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

27

1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  佐藤彌太郎「スギの研究」 中村賢太郎 東京大学教授 30
1951 昭和26年 質疑応答 ニセアカシヤキクイムシ 倉田益二郎 林業試験場造林部 31
1951 昭和26年 質疑応答 森林索道及鉄道 林業試験場作業研究室 31
1951 昭和26年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第4回通常総会報告 0
1951 昭和26年 懸賞論文 (第2回入選)国有林の経営合理化についての一考察 小松禎三 名古屋営林局 1
1951 昭和26年 林木形質成長の計量法に関する提案 村田文之助 熊本営林局計画課 10
1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) 羽幌地方の天然林施業に就いて 竹花巌 羽幌営林署 14
1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) 羽幌地方の天然林施業に就いて 三浦静夫 羽幌営林署 14

1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) アメリカシロヒトリに就て 中原二郎
林業試験場保護部昆虫研究
室

20

1951 昭和26年 解説(シリーズ―簡易索道) 特別講座：簡易索道の設計に就て(1) 西垣晋作 林学博士 23

1951 昭和26年 随筆(連載―森林手薄) 森林手薄(7)野鳥の養護その他(3) 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

26

1951 昭和26年 コラム 林相図 XYZ生 29
1951 昭和26年 質疑応答 油桐の被害 片山佐又 林野庁特産課長 30
1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  クヌツヒェル「Planung und Kontrolle im Forstbetrib」 岡崎文彬 30
1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (書評)  造林学新刊書総評 中村賢太郎 東京大学教授 31
1951 昭和26年 懸賞論文 創立30周年記念懸賞論文募集 32
1951 昭和26年 林業写真コンクール 創立30周年記林業写真作品募集 32
1951 昭和26年 巻頭言(巻頭之辞) 恒続発展への努力を誓う 松川稿 0
1951 昭和26年 海外情報(連載―米国国有林) 米国国有林に於ける施業案編成(1) 中山博一 静岡大学教授 1
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1951 昭和26年 農業経済と林業 野村勇 林業試験場経営部 6
1951 昭和26年 国有林における標準年伐量計算の一方法 萩野敏雄 高知営林局計画課 9
1951 昭和26年 図表学を応用した実験式の求め方について 木村達郎 東京営林局土木課長 14
1951 昭和26年 ヒメコマツとこれが枯死に関する一原因 斎藤孝蔵 山形大学農学部教授 18
1951 昭和26年 “ももごまだらのめいが”の習性と其の発生警告 加辺正明 前橋営林局 20
1951 昭和26年 質疑応答 杉の赤変病 伊藤一雄 林業試験場保護部 22
1951 昭和26年 随筆(連載) 地辷雑感(1) 前田三夫 長崎県農政課 23
1951 昭和26年 解説(シリーズ―簡易索道) 特別講座：簡易索道の設計に就て(2) 西垣晋作 林学博士 24
1951 昭和26年 受験コーナー 第二回林業専門技術普及員資格審査課題 28
1951 昭和26年 受験コーナー 第二回林業経営指導員資格審査問題 31
1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  「東京大学農学部演習林報告」第三十九号 猪熊泰三 32
1951 昭和26年 巻頭言(巻頭之辞) 新森林法について 石谷憲男 林野庁計画課長 0

1951 昭和26年
連合軍総司令部天然資源局基
本調査第43号

日本における民有針葉樹林の経営 ジョセフ・C・カーチャー 連合軍総司令部天然資源局 1

1951 昭和26年
連合軍総司令部天然資源局基
本調査第43号

日本における民有針葉樹林の経営 アルバート・K・デックスター 連合軍総司令部天然資源局 1

1951 昭和26年 解説(研究調査報告等)
薪炭林の択伐作業と皆伐作業－一杯水試験地結果の再検討と
併せて

嶺一三 林業試験場経営部長 13

1951 昭和26年 海外情報(連載―米国国有林) 米国国有林に於ける施業案編成(2) 中山博一 静岡大学教授 17
1951 昭和26年 方位別に測定した「こなら」の胸高直径と根元直径との関係 芝田隆雄 青森県三本木農業高等学校 23
1951 昭和26年 解説(行政施策等) 森林法改正案のあらまし(1) 横瀬誠之 林野庁計画課 25

1951 昭和26年 トピック・トピックス・とぴっくす
「奥地開発と造林の見とおし」・「木材利用の合理化のうごき」・「木
材貿易はどうなる」

林総協提供 29

1951 昭和26年 興林会・日林協あれこれ 九州支部第二回総会 0
1951 昭和26年 海外情報(連載―米国国有林) 米国国有林に於ける施業案編成(3) 中山博一 静岡大学教授 1
1951 昭和26年 営林局署に於ける貨物自動車の管理について 六角久男 札幌営林局定山渓営林署 6
1951 昭和26年 随筆・随想 自然　　地区林業技術普及員のみたる 八重樫佳照 岩手県林務部施業課 10
1951 昭和26年 恵那地方におけるヒノキとイヌマキの混淆植栽林について 伊藤貢 岐阜青年師範学校 11
1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) 自動鋸による伐木造材作業の得失と合理化について 宮川信一 林業試験場高知支場 14
1951 昭和26年 木材乾燥室“Starvant System"の改良について 武村千春 南国特殊造船株式会社 18
1951 昭和26年 岐阜県時村に於ける薪炭材択伐施業の実際について 堀敏男 岐阜県山林事務局林政課 21
1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) 剥皮焼却法に代る浸透薬剤の上手な使い方 中野博正 林業試験場高島分場 23
1951 昭和26年 海外情報 アメリカでのDDTの空中散布 牧樵一 28
1951 昭和26年 学術会議だより 原田泰 30
1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (書評)  加藤誠平「林業土木学」 福田次郎 高知大学 32
1951 昭和26年 巻頭言(巻頭之辞) 世論の動向 松原茂 1
1951 昭和26年 間伐に関する一考察 中村賢太郎 東京大学教授 2
1951 昭和26年 三十周年記念「懸賞論文・写真コンクール」審査員 6
1951 昭和26年 海外情報 米国の森林事業に於ける自由企業 W.B.グリーリー ; 中村貞成 7
1951 昭和26年 海外情報 TVAの森林  (1) J.O.アートマン ; 尾崎克幸 10
1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) クリタマバチの話 中野博正 林業試験場京都分室 14
1951 昭和26年 とげなしにせあかしや樹について 横山慶次 滋賀県高島地方事務所 22

1951 昭和26年 講演 日田の林業  (熊本支部第2回総会記念) 宮川象三
大分県日田地方事務所林務
課長

25

1951 昭和26年 林業技術「世論調査」の報告 32
1951 昭和26年 巻頭言(巻頭之辞) 国土省統合案に反対する 中川稿 1
1951 昭和26年 趣意書 趣意書 グループ 機構対策委員会 1

1951 昭和26年 趣意書
別紙「林野行政を農林省から分離し国土省に移管することの不適
当な理由」

グループ 機構対策委員会 2

1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) 北海道の林業に於ける樹病の問題 伊藤一雄 林業試験場 6
1951 昭和26年 流量計算法の一考察 渡辺武夫 林野庁研究普及課 9
1951 昭和26年 解説(研究調査報告等) アキグミ種子の発芽と病害虫との関係 佐藤邦彦 林業試験場秋田支場 13
1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  谷藤正三「道路工学特論」 加藤誠平 東京大学助教授 15
1951 昭和26年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  近藤助「濶葉樹用材林作業」 中村賢太郎 東京大学教授 15

1951 昭和26年 高村式間伐法(1) 高村邦太郎
熊本営林局加治木営林署経
営課長

16

1951 昭和26年 栃木県下のスギ林業とアカマツ林 中村賢太郎 東京大学教授 25
1951 昭和26年 質疑応答 「松脂採取と樹勢との関係について」 藤田技官 林業試験場 26
1951 昭和26年 質疑応答 「笹類の撲滅法について」 野原技官 林業試験場 26
1951 昭和26年 質疑応答 「肥料木･草について」 倉田益二郎 林業試験場防災部治山科長 26
1951 昭和26年 質疑応答 「根曲竹の製炭法及び文献」 杉浦銀治 林業試験場木炭研究室 27
1951 昭和26年 林業写真コンクール 林業写真コンクール審査発表 29
1951 昭和26年 案内 協会事務所は森林会館(千代田区六番町7)へ 0
1951 昭和26年 和平栗の栽培法について 楯茂 岐阜県山形地方事務所 1

1951 昭和26年 高村式間伐法(2) 高村邦太郎
熊本営林局加治木営林署経
営課長

16

1951 昭和26年 随筆・随想 森林と紅葉 荒川昭一 秋田県林務部 22
1951 昭和26年 質疑応答 苗畑における2,4-5Dの応用 坂口勝美 林業試験場造林部 24
1951 昭和26年 三十周年記念事業について 25
1952 昭和27年 懸賞論文 第3回懸賞論文入選者発表 0

1952 昭和27年 懸賞論文
(第3回特賞)我が国林野行政の重点施策とその具現方策につい
て

遠藤治一郎 日本治山治水協会 1

1952 昭和27年 随筆・随想 三十而立 佐藤彌太郎 10
1952 昭和27年 解説(研究調査報告等) 侵蝕防止法の一案 平田徳太郎 林業試験場 12
1952 昭和27年 ふたたび間伐について 中村賢太郎 東京大学教授 14
1952 昭和27年 昭和26年度日本に於ける主要森林害虫発生の状況と消長 斎藤孝蔵 山形大学農学部教授 15
1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」 畔柳鎭(くろやなぎしげる) 岡山大学農学部助教授 19

1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」 小松雄二
長野県下高井農林高等学校
教官

21

1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」 片岡哲蔵 北海道・金山営林署長 22
1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」 荒川昭一 秋田県林務部 23

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」―利用合理
化から観た製材工場の立地

高須力 鹿児島県林務部林政課 25

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」―製材と木
材の利用合理化

仁賀定三 林業試験場木材部 27

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」―鉄道枕木
の耐久年限の延長策を図れ

中村克哉 東京農工大学農学部林学科 29

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」―東北地方
に於ける燃料消費の改善について

石川力 山形県林業経営指導員 31

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」―燃料消費
の問題を中心として

一普及員 33

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論会原稿募集「国土緑化の強力な推進は如何にすべき
か」

34

1952 昭和27年 会員投稿記事 森林法雑談 占部武之 岡山県林政課 35
1952 昭和27年 質疑応答 「シキミの果実活用方法について」 藤田信夫 林業試験場 36
1952 昭和27年 質疑応答 「からまつまき付床の無日除について」 坂口勝美 林業試験場造林部 36

1952 昭和27年 コラム(本の紹介)
(新刊紹介)  三好東一「ヒノキに関する材質の生態的研究-理化
学的性質に関する調査試験」

平井信二 36

1952 昭和27年 海外情報 アメリカ便り 塩谷勉 九州大学教授 37

1952 昭和27年 懸賞論文
(第3回一席)我が国林野行政の重点施策とその具現方策につい
て

瀧川岩雄 名古屋営林局 1

1952 昭和27年 林業時事所感(造林に関する諸問題) 中村賢太郎 東京大学教授 10
1952 昭和27年 海外情報 巨大な球と鎖による森林伐採 C.I.E. 12

1952 昭和27年 中村、田中両先生の間伐論に対する批判 高村邦太郎
熊本営林局加治木営林署経
営課長

13

1952 昭和27年 灌水によるスギまき付苗の養成について 大橋英一 東京営林局高萩営林署 20
1952 昭和27年 灌水によるスギまき付苗の養成について 仲野次男 東京営林局高萩営林署 20

1202

1137

1148

11711

1126

1191

11812

1115
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1952 昭和27年 香料植物としての「リナロール樟」について 白井彌榮 大阪営林局照査課 25
1952 昭和27年 入荷材の品質管理 宮辺健次郎 興国人絹パルプ会社 28
1952 昭和27年 講演 木材と奈良文化  (関西支部第2回総会) 松本楢重 奈良県観光課 29
1952 昭和27年 海外情報 創立15周年を迎へた米国林業技術者協会 C.I.E. 31
1952 昭和27年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  「東京大学農学部演習林報告」第四十一号 猪熊泰三 33
1952 昭和27年 巻頭言(巻頭之辞) 測量指導部の新設について 0

1952 昭和27年 懸賞論文
(第3回三席)我が国林野行政の重点施策とその具現方策につい
て

瀧澤要 原町営林署 1

1952 昭和27年 林業品種の本質 中村賢太郎 東京大学教授 8
1952 昭和27年 解説(研究調査報告等) 森林の土砂流出に及ぼす影響の解明方法への示唆 川口武雄 林業試験場防災部 9

1952 昭和27年 解説(研究調査報告等)
ニセアカシヤ萌芽林の調査成績―薪炭林の林相改良樹種として
の考察

舟山良雄
林業試験場秋田支場釜淵分
場

14

1952 昭和27年 解説(研究調査報告等)
ニセアカシヤ萌芽林の調査成績―薪炭林の林相改良樹種として
の考察

小坂淳一
林業試験場秋田支場釜淵分
場

14

1952 昭和27年
九州に於ける漆樹の研究(第1報)九州に於ける最近の漆樹分布
状況

原田盛重
九州大学農学部付属粕尾演
習林

23

1952 昭和27年 軽合金カッペについて(坑木の代替材) 谷田部秀夫 栃木県林務課 26
1952 昭和27年 軽合金カッペについて(坑木の代替材) 鴫原武二 古河電気工業日光精銅所 26

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」を読みて―
菌蕈栽培を奨む

河村昌司 河村式食菌研究所 29

1952 昭和27年 誌上討論
誌上討論「木材利用の合理化は如何にあるべきか」を読みて―
木炭の弁

岸本定吉 林業試験場 30

1952 昭和27年 懸賞論文
(第3回三席)我が国林野行政の重点施策とその具現方策につい
て

浜住芳一 名古屋営林局 1

1952 昭和27年 間伐の理解と普及とのために　　日本の樹型級と日本式間伐 中村賢太郎 東京大学教授 7

1952 昭和27年 空中写真測量の過去・現在・未来について 武田通治
建設省地理調査所測量第二
部長

11

1952 昭和27年 海外情報 邸欽堂氏から「最近の台湾の林業」を聴く 松原茂 13

1952 昭和27年 座談会 (三十周年記念敬老座談会)  OBが語る明治以降の林業変遷(1)

松川恭佐(司会)(出席者)丸
山佐四郎、宮内富次郎、江
畑猷之允、林常夫、三浦実
生、三矢宮松、寺崎渡、正
木信次郎、漆山雅喜、寺尾
辰之助

15

1952 昭和27年 講演 講和後の日本経済の問題について  (長野支部第2回総会) 稲葉秀三
国民経済研究協会理事長・
森林資源総合対策協議会常

25

1952 昭和27年 講演 アメリカに於ける林学研究の現状  (九州支部総会) 塩谷勉 九州大学農学部教授 1
1952 昭和27年 解説(行政施策等) 林野に利用せる空中写真測量の効果とその将来に関する一考察 堀正之 林野庁計画課技官 8

1952 昭和27年 風害地帯・屋敷林の活用 田中貞雄
関東東山農事試験場農業経
営部

13

1952 昭和27年 根切虫(コガネ虫の幼虫)防除試験(予報) 鈴木信矩 秋田県林務部 16

1952 昭和27年 座談会 (三十周年記念敬老座談会)  OBが語る明治以降の林業変遷(2)

松川恭佐(司会)(出席者)丸
山佐四郎、宮内富次郎、江
畑猷之允、林常夫、三浦実
生、三矢宮松、寺崎渡、正
木信次郎、漆山雅喜、寺尾
辰之助

20

1952 昭和27年 随筆(連載―林業雑観) 林業雑観(3)間伐木の選定 山崎榮喜 前高知営林局計画課長 29
1952 昭和27年 案内 測量機械のニューフェース 31
1952 昭和27年 懸賞論文 第4回懸賞論文募集要綱 32
1952 昭和27年 林業写真コンクール 第2回林業写真コンクール作品募集要綱 33

1952 昭和27年 林木性質に対する一管見 高村邦太郎
熊本営林局加治木営林署経
営課長

34

1952 昭和27年 随筆・随想 中村賢太郎氏の“林業品種の本質”に寄す 日下部兼道 熊本営林局 35
1952 昭和27年 解説(研究調査報告等) 研究所と試験場 山仁是考 林業試験場浅川分室 35
1952 昭和27年 あいさつ 新旧長官挨拶(就任の挨拶) 柴田栄 0
1952 昭和27年 あいさつ 新旧長官挨拶(お別れのことば) 横川信夫 0
1952 昭和27年 講演 第13国会を省みて 三浦辰雄 参議院議員 1
1952 昭和27年 解説(行政施策等) 用材林特に幼壮令人工林の評価について 篠田六郎 林野庁監査課 4
1952 昭和27年 パルプ工場に於ける貯木量とシーズニングの問題 宮辺健次郎 興国人絹パルプ会社林材部 8
1952 昭和27年 進歩した最近の椎茸栽培 今井正三 東京農工大学 12

1952 昭和27年 座談会 (三十周年記念敬老座談会)  OBが語る明治以降の林業変遷(3)

松川恭佐(司会)(出席者)丸
山佐四郎、宮内富次郎、江
畑猷之允、林常夫、三浦実
生、三矢宮松、寺崎渡、正
木信次郎、漆山雅喜、寺尾
辰之助

20

1952 昭和27年 随筆(連載―林業雑観) 林業雑観(4) 山崎榮喜 前高知営林局計画課長 30
1952 昭和27年 質疑応答 「肥料木植栽について」 倉田益二郎 林業試験場 35
1952 昭和27年 質疑応答 「くぬぎの挿木」 草下正夫 林業試験場 35

1952 昭和27年 質疑応答 「その後のアメリカシロヒトリについて」 中原二郎
林業試験場保護部昆虫研究
室

35

1952 昭和27年 質疑応答 「煙害に関する文献」 鈴木芳栄 林業試験場調査室 35

1952 昭和27年 質疑応答 「森林測量について」
日本林業技術協会測量指導
部

35

1952 昭和27年 歴史上より観たる北海道林業の特色 津村昌一 北海道林務部 1

1952 昭和27年
林業に於ける調査研究の基本的性格の一考察と航空写真利用
に於ける精度

有水彊 東京大学農学部林政学教室 7

1952 昭和27年 ふたたび林業品種について　クローンの意義 中村賢太郎 東京大学教授 10
1952 昭和27年 随筆(連載―林業雑観) 林業雑観(5)施業関係事項 山崎榮喜 前高知営林局計画課長 11
1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論―国土緑化の強力な推進は如何にすべきか？ 今井貢三 飯山営林署 14

1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論―国土緑化の強力な推進は如何にすべきか？ 大塚勇
秋田県平鹿地方事務所林務
課

16

1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論―国土緑化の強力な推進は如何にすべきか？ 藤岡浩 山形大学農学部 16
1952 昭和27年 誌上討論 誌上討論―国土緑化の強力な推進は如何にすべきか？ 横瀬尚 河津営林署 18
1952 昭和27年 海外情報 加州Placervilleの樹木遺伝研究所 日下部兼道 熊本営林局 21
1952 昭和27年 海外情報 単線索道(進歩した搬出技術) 三井木材工業会社山林部 22
1952 昭和27年 林業関係予算案の概要 昭和27年度応用研究費の紹介 林野庁研究普及課 24
1952 昭和27年 解説(シリーズ―砂防造林講座) 砂防造林講座：1 どんな樹や草を使ったらよいか(1) 倉田益二郎 林業試験場 25
1952 昭和27年 巻頭言(巻頭之辞) 送年の辞-協会の自力 松川稿 0
1952 昭和27年 治山治水事業の傾向 関口権次郎 神奈川県治山治水協会 1
1952 昭和27年 赤松は果して亡国樹か 渡部芳夫 愛媛県技師 5
1952 昭和27年 海外情報 アラスカの森林と樹類  (2) 遠藤藤隆 林野庁指導部計画課 7
1952 昭和27年 随筆(連載―台湾行) 台湾行(2)視察日誌 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 13
1952 昭和27年 随筆(連載―林業雑観) 林業雑観(7)皆伐用材林の輪伐期について 山崎榮喜 前高知営林局計画課長 18
1952 昭和27年 私の見たスギ品種の育成 福田孫多 千葉県姉崎町 23

1952 昭和27年 会員投稿記事 薪炭林の改良と樹種の問題 椿義次
新潟県林務課林業経営専門
技術普及員

25

1952 昭和27年 解説(シリーズ―砂防造林講座) 砂防造林講座：3 どんな樹や草を使ったらよいか(3) 倉田益二郎 林業試験場 27
1953 昭和28年 文章の書きかた 中村賢太郎 東京大学農学部教授 1
1953 昭和28年 民有林行政の在り方 小瀧武夫 国策パルプ株式会社木材部 2
1953 昭和28年 解説(行政施策等) 林産物需給　木材需給とその合理化について 田中重五 林野庁林産課長 5
1953 昭和28年 解説(行政施策等) 林業普及事業の現状と二，三の希望 原忠平 林野庁研究普及課長 8
1953 昭和28年 解説(行政施策等) 特殊林産物の生産指導の在りかた 伊藤清三 林野庁林産課 14
1953 昭和28年 最新の航空写真用レンズについて 木本氏房 日本航測株式会社会長 17
1953 昭和28年 随筆(連載―台湾行) 台湾行(3)視察日誌 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 18
1953 昭和28年 普及員実績発表 (農林大臣賞) スギの自家養苗と特用樹の栽培普及について 関本三治 埼玉県地区技術普及員 23

1311

12810

13012

1246

1257

1268

1279
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1953 昭和28年 普及員実績発表 (林野庁長官賞) 昭和26年度普及実績の内容 長田高士 静岡県地区技術普及員 26
1953 昭和28年 シイタケ栽培の原木について 河村柳太郎 河村式シイタケ研究所 30
1953 昭和28年 シイタケ栽培の原木について 河村昌司 河村式シイタケ研究所 30
1953 昭和28年 解説(シリーズ―砂防造林講座) 砂防造林講座：4 どんな樹や草を使ったらよいか(4) 倉田益二郎 林業試験場 33
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  小出 博「応用地質」 倉田益二郎 林業試験場 37
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  三沢勝衛「風土産業」 中村賢太郎 東京大学農学部教授 37
1953 昭和28年 海外情報 タイ国の森林と林業   (1)タイ国の森林・タイ国の林業 遠藤隆 林野庁指導部計画課 1
1953 昭和28年 国産松脂の問題 林省三 神奈川県相模原町 12
1953 昭和28年 解説(行政施策等) 北山台杉の経営について 小松禎三 林野庁計画課 16
1953 昭和28年 随筆(連載―台湾行) 台湾行(4)視察日誌 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 21

1953 昭和28年 材積輸尺(測高器付) 山内孝平
鹿児島県林業技術地区普及
員

26

1953 昭和28年 普及員実績発表 (林野庁長官賞) 昭和26年度の林業技術普及について 梅津未一 宮城県伊具地方事務所 29

1953 昭和28年 解説(シリーズ―砂防造林講座)
砂防造林講座：5 山はどうして荒廃するか・附「マツ林は国を亡ぼ
す」か？

倉田益二郎 林業試験場 32

1953 昭和28年 受験コーナー 昭和28年度林業専門技術普及員資格審査課題 39
1953 昭和28年 質疑応答 「ベイマツに関する参考書を」 坂口勝美 林業試験場造林部 41
1953 昭和28年 優良品種の選抜育成 中村賢太郎 東京大学農学部教授 1
1953 昭和28年 改良期について 萩野敏雄 高知営林局計画課 3
1953 昭和28年 海外情報 タイ国の森林と林業   (2)FAO使節団の勧告 遠藤隆 林野庁指導部計画課 7
1953 昭和28年 海外情報 ブラジルだより 伊藤清三 15
1953 昭和28年 国産松脂の問題(2)日本松脂の沿革略史 林省三 16
1953 昭和28年 質疑応答 「林業用語の書き方について」 林野庁研究普及課 19

1953 昭和28年 熊本県球磨郡久米村槻木における三椏栽培状況 岡田義武
熊本県球磨郡久米村森林組
合

20

1953 昭和28年 普及員実績発表 (林野庁長官賞) 昭和26年度普及実績の内容 今中弘 奈良県高市地方事務所 25

1953 昭和28年 解説(シリーズ―砂防造林講座)
砂防造林講座：6 これから計画をたてる人々の為に(1)附アメリカ
式の海岸砂防

倉田益二郎 林業試験場 32

1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) (NHK国際放送)日本の林業技術(草稿・英文) 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1
1953 昭和28年 海外情報 ソ連における独立採算制と林業 黒川忠雄 林野庁調査課 4
1953 昭和28年 解説(行政施策等) 竹の利用の現況 堀田勝一 林野庁林産課 6
1953 昭和28年 海外情報 タイ国の森林と林業   (3)タイ国の主要木材 遠藤隆 林野庁指導部計画課 9
1953 昭和28年 国産松脂の問題(3)ああ遂に宝の持ち腐れか 林省三 神奈川県相模原町 20
1953 昭和28年 固定資産税における山林の評価について 稲神和昌 岡山県経営指導員 23

1953 昭和28年 普及員実績発表 (林野庁長官賞) 昭和26年度普及実績の内容 築岡太郎
岡山県和気地方事務所山林
課

25

1953 昭和28年 普及員実績発表 (林野庁長官賞) 昭和26年度普及実績発表 島津江勇甦 広島県呉地区技術普及員 29

1953 昭和28年 アンケート等
(会員の声に答える)薪炭林の改良と樹種の問題そのほか(ニセア
カシア・クヌギ)

舟山良雄 林業試験場釜淵分場 34

1953 昭和28年 座談会 学術会議に関する座談会

松川恭佐(司会)(出席者)吉
田正男、長谷川孝三、原田
泰、西田屹二、大政正隆、
野村進行、中島広吉、佐藤
敬二、柴田栄、坂口勝美、
猪瀬寅三、子幡弘之、飯島
富五郎

36

1953 昭和28年 巻頭言(巻頭之辞) 近藤栄三郎 日本治山治水協会 0
1953 昭和28年 火山性荒廃地の砂防工事について 伏谷伊一 東京農工大学 1

1953 昭和28年 簡易距離測定機(Rｆ26型)について
日本林業技術協会測量指導
部

5

1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) ハンノキ類の挿木苗の育て方 大山浪雄 林業試験場京都支場 6
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (図書紹介)  武田通治「図解射線法の実際」 蓑輪満夫 林野庁指導部計画課長 8
1953 昭和28年 解説(シリーズ―砂防造林講座) 砂防造林講座：7 治山緑化用の肥料について 倉田益二郎 林業試験場 9
1953 昭和28年 質疑応答 「シラス砂防工の参考図書」 川口武雄 林業試験場防災部 18
1953 昭和28年 質疑応答 「トゲナシアカシヤの養苗」 倉田益二郎 林業試験場 18

1953 昭和28年 質疑応答 「海岸砂防造林の植栽・間伐・肥料木草」
林業試験場防災部防災第二
研究室

18

1953 昭和28年 質疑応答 「地辷地における保安林の意義」 林野庁治山課 18
1953 昭和28年 林木品種論 中村賢太郎 東京大学農学部教授 19
1953 昭和28年 海外情報 アメリカにおける林業経営の近状 岡崎文彬 京都大学農学部教授 23
1953 昭和28年 普及員実績発表 (林野庁長官賞) 私の普及実績 江藤茂徳 熊本県球磨地方事務所 29
1953 昭和28年 普及員実績発表 (入選) 私の林業技術普及 山上正七 北海道地区技術普及員 33
1953 昭和28年 巻頭言(巻頭之辞) 日本学術会議の使命と実績 M.O. 1
1953 昭和28年 出材材積の把握について 副井義質 和歌山県経営指導員 3
1953 昭和28年 森林調査と航空写真測量(1) 木本氏房 日本航測株式会社会長 9
1953 昭和28年 随筆・随想 たがために木は生うる 那須敏郎 林業試験場調査部 12
1953 昭和28年 タネの産地試験と地域性品種 中村賢太郎 東京大学農学部教授 14
1953 昭和28年 ナメコとシイタケ 河村昌司 河村式シイタケ研究所 15
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  中村賢太郎「アカマツの造林法」 坂口勝美 16
1953 昭和28年 スギの個性は次第にかわる 福田孫多 千葉県姉崎町 17
1953 昭和28年 紹介 (文献)  森林と土壌 宍戸元彦 訳 宮崎大学農学部 21
1953 昭和28年 普及員実績発表 (入選) 昭和26年度林業技術地区普及員実績 井上藤治 京都府相楽郡 25
1953 昭和28年 質疑応答 「収穫表調整に関する参考文献」 大友栄松 林業試験場測定研究室長 27
1953 昭和28年 紹介 (文献)  ヨーロッパにおける林木育種 中村賢太郎 東京大学農学部教授 28
1953 昭和28年 解説(シリーズ―改良木材講座) 改良木材講座：新しい木材材料(1)改良木材の意味他 平井信二 東京大学教授 29
1953 昭和28年 林業写真コンクール 第2回林業写真コンクール審査発表 32
1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策特集)巻頭言 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1

1953 昭和28年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

(水害対策)森林と災害 村上竜太郎
国土緑化推進委員会常任委
員長

2

1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)九州豪雨と山地災害について 島本貞哉 林野庁監査課長 7

1953 昭和28年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

(水害対策)森林と水害 安藝皎一
東京大学教授・資源調査会
副会長

17

1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)山地雨量と出水通報 和達清夫 中央気象台長 20

1953 昭和28年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

(水害対策)山地の崩壊石礫と下流の洪水 多田文男
東京大学理学部地理学科教
授

26

1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)森林と滲透 平田徳太郎 林業試験場 31

1953 昭和28年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

(水害対策)洪水時における森林の役割 荻原貞夫
東京大学教授・林業試験場
防災部長

35

1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)水害防備林 小出博 資源調査会専門委員 38
1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)水の研究の歩み 玉手三棄寿 教育大学教授 43
1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)最上川の治水問題 小笠原和夫 山形県専門委員 46

1953 昭和28年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

(水害対策)山地からの土砂流出とこれに対する治山及び森林の
効果

川口武雄 林業試験場防災部 51

1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)森林と水との試験の現況 丸山岩三 林業試験場防災部 55
1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)大利根の水源 武田繁後 林業試験場宝川治水試験地 58
1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)実行面より見た治山事業 尾ヶ井章 大阪営林局治山課長 65
1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)米代川の出水通報--施設と機能の現況 田口正 鷹巣営林署森林治水試験地 69
1953 昭和28年 特集・増大号（含別冊・巻末資 (水害対策)一治山担当者の思い 淺川素重 前橋営林局治山課長 72
1953 昭和28年 ユーカリの造林について 満田龍彦 森林資源総合対策協議会 1
1953 昭和28年 森林調査と航空写真測量(2) 木本氏房 日本航測株式会社会長 4
1953 昭和28年 随筆・随想 観光と森林 出口一重 全日本観光連盟計画課長 9
1953 昭和28年 森林の休養的効用の認識 池ノ上容 厚生省国立公園部 10
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (図書紹介)  四手井綱英「林業雑考」 中村賢太郎 東京大学農学部教授 12
1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) 森林の治水機能限界について 平田徳太郎 林業試験場 13
1953 昭和28年 シベリヤアカマツ育苗に関する一考察 山崎薫 元満州国林野総局試験係 14
1953 昭和28年 海外情報 東南アジア各国における森林資源調査に対する航空写真の利用 遠藤隆 林野庁指導部計画課 19
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1377
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1344



月刊誌_林業技術及び森林航測2016年3月公開リスト 5/14

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

1953 昭和28年 コラム(本の紹介)
(図書紹介)  松下規矩「林学の饗宴」・浅田善一「樹木寿命無限論
及び若返法の原理と実際」

中村賢太郎 東京大学農学部教授 19

1953 昭和28年 随筆(連載―台湾行) 台湾行(5)視察日誌 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 20
1953 昭和28年 解説(シリーズ―改良木材講座) 改良木材講座：新しい木材材料(2)改良木材の方法他 平井信二 東京大学教授 26
1953 昭和28年 質疑応答 「くさまき・ひば・ひのきの相違」 林弥栄 林業試験場造林部 30
1953 昭和28年 懸賞論文 第4回懸賞論文審査発表 31
1953 昭和28年 口絵写真 雨の滋賀高原 坂口利夫 0
1953 昭和28年 解説(行政施策等) 林業と狩猟 葛精一 林野庁猟政調査課長 1

1953 昭和28年
解説(シリーズ―林業技術の発
展過程)

林業技術の発展過程(1)織田信長～明治初期 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

4

1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) 伐木運材機械の現状 本多三雄 林業試験場経営部作業科 11
1953 昭和28年 (続)ユーカリの造林について 満田龍彦 林総協事務局長 15
1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) スギ挿木の新しい考え方 森下義郎 林業試験場京都支場 17
1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) スギ挿木の新しい考え方 大山浪雄 林業試験場京都支場 17

1953 昭和28年
海外情報(連載―スエーデン林
木育種)

スエーデンにおける林木育種とわが国における精英樹の選定に
関する諸問題(1)

日下部兼道 熊本営林局造林課 20

1953 昭和28年 外国産マツ属の育成経過 伊佐義朗 京都大学演習林 23
1953 昭和28年 リンドクイスト教授の研究業績 舘脇操 北海道大学教授 27
1953 昭和28年 解説(シリーズ―改良木材講座) 改良木材講座：新しい木材材料(3) 平井信二 東京大学教授 30
1953 昭和28年 口絵写真 (第2回林業写真コンクール三席)「搬出」 奥山耕一 新庄営林署 0
1953 昭和28年 立木密度試験を提唱する 中村賢太郎 東京大学農学部教授 1
1953 昭和28年 日光並木杉の生育について 鈴木丙馬 宇都宮大学農学部教授 3
1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) 病原体による森林害虫の駆除 今関六也 林業試験場保護部長 7
1953 昭和28年 木堰堤について 飯塚肇 三重大学農学部教授 10
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  上田弘一郎「竹と筍の新しい栽培」 坂口勝美 林業試験場造林部 11

1953 昭和28年 林業経営における航空写真利用の研究(第1報) 堀江友義
日本林業技術協会測量指導
部

12

1953 昭和28年 会員投稿記事 研究発表とその責任 福田孫多 千葉県姉崎町 15
1953 昭和28年 質疑応答 「水害防備林造成の意義・施工箇所・施工方法」 林野庁治山課 16

1953 昭和28年 再び、簡易距離測定機(Rｆ26型)について
日本林業技術協会測量指導
部

17

1953 昭和28年 口絵写真
(第2回林業写真コンクール佳作)「巨岩上の危険な作業(激流に逆
巻く)」

高橋捷吾 王子製紙山林部 0

1953 昭和28年 今年の林業界を顧みて 倉田吉雄 参議院農林専門委員 1
1953 昭和28年 昭和28年視察旅行見聞録 中村賢太郎 東京大学農学部教授 2

1953 昭和28年
海外情報(連載―スエーデン林
木育種)

スエーデンにおける林木育種とわが国における精英樹の選定に
関する諸問題(2)

日下部兼道 熊本営林局造林課 5

1953 昭和28年 解説(研究調査報告等) 雪害研究雑考 四手井綱英 林業試験場 7
1953 昭和28年 懸賞論文 (第4回特賞)林業技術普及事業の基本的構想(1) 野村勇 林業試験場経営部 10
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  三木茂「メタセコイア」 長谷川勝好 15
1953 昭和28年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  内田憲・奥田富子「家庭燃料の話」 岸本定吉 林業試験場 15
1953 昭和28年 質疑応答 「台湾のキリと日本のキリ」 三宅勇 林業試験場赤沼試験地 16
1953 昭和28年 解説(シリーズ―改良木材講座) 改良木材講座：新しい木材材料(4)積層木材と集成材 平井信二 東京大学教授 17
1954 昭和29年 表紙写真 「老杉の並木」 清水健介 熊本営林局 0
1954 昭和29年 巻頭言(巻頭之辞) より多難の新年を迎えて 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1
1954 昭和29年 新春に 新春の言葉 柴田栄 林野庁長官 2

1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  門松 村上竜太郎
国土緑化推進委員会常任委
員長

3

1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  今年の抱負 三浦伊八郎 大日本山林会会長 4
1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  新年度への抱負 原耕太 王子造林株式会社社長 5
1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  森林と経済 福良俊之 東京新聞論説委員 6

1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  今年の抱負 大沢正之
北海道大学農学部教授・学
術会議会員

7

1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  今年の抱負 大政正隆 林業試験場長・学術会議会 8
1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  今年の抱負 佐藤敬二 九州大学農学部教授 9
1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  今年の抱負 三井鼎三 福島県林務部長・学術会議 10
1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  年頭の抱負 石谷憲男 林野庁業務部長 11
1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  年頭の辞 幸田午六 林野庁林政部長 12
1954 昭和29年 新春に (新春の言葉)  今年の私の抱負 野沢徳郎 岡山県林務部長・学術会議 13
1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(1)創立～昭和15年 日本林業技術協会 14
1954 昭和29年 海外情報(IUFRO) 国際林学研究機構連合会議に出席して 吉田正男 東京大学農学部教授 23

1954 昭和29年
解説(シリーズ―林業技術の発
展過程)

林業技術の発展過程(2)明治時代 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

26

1954 昭和29年 懸賞論文 (第4回特賞)林業技術普及事業の基本的構想(2) 野村勇 林業試験場経営部 30
1954 昭和29年 表紙写真 「水源林」 滝川精一 名古屋営林局 0
1954 昭和29年 シラス侵蝕谷生成の機構について 伏谷伊一 東京農工大学教授 1
1954 昭和29年 苗畑作業の改善 柿木司 鹿屋営林署 4
1954 昭和29年 いわゆる「テグスムシ」について 中野博正 徳島県保護専門技術普及員 10
1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(2)昭和16年～昭和23年 日本林業技術協会 13
1954 昭和29年 懸賞論文 (第4回林野庁長官賞)国有林企業合理化について 船越昭治 森林資源総合対策協議会 17
1954 昭和29年 解説(シリーズ―改良木材講座) 改良木材講座：新しい木材材料(5)繊維板 平井信二 東京大学教授 23
1954 昭和29年 会員投稿記事 年頭所感 富岡礼次 岩手県下閉伊郡地区普及員 26
1954 昭和29年 表紙写真 第2回農林大臣賞  「ひのき苗」 土井好友 熊本営林局 0
1954 昭和29年 巻頭言(巻頭之辞) 育林上の課題 近藤助 大阪営林局長 1
1954 昭和29年 特集(造林) 林木育種への展望 佐藤敬二 九州大学農学部教授 3
1954 昭和29年 特集(造林) 造林に関する新しい器具機械 坂口勝美 林業試験場造林科長 7
1954 昭和29年 特集(造林) サシキ苗に関する疑問 中村賢太郎 東京大学農学部教授 12
1954 昭和29年 特集(造林) 葉面施肥 塘隆男 林業試験場土壌肥料研究室 14

1954 昭和29年
海外情報(連載―スエーデン林
木育種)

スエーデンにおける林木育種とわが国における精英樹の選定に
関する諸問題(3)

日下部兼道 熊本営林局造林課 18

1954 昭和29年 質疑応答 「開拓用地(目的外使用)」 林野庁林政課 19
1954 昭和29年 解説(シリーズ―樹病講座) 樹病講座：(1)樹病の原因・非伝染性病害・伝染性病害 伊藤一雄 林業試験場技官・東京大学 20
1954 昭和29年 懸賞論文 (第4回林野庁長官賞)国有林企業の合理化について 細田五郎 秋田営林局 27
1954 昭和29年 懸賞論文 第5回懸賞論文募集要綱 34
1954 昭和29年 林業写真コンクール 第3回林業写真コンクール作品募集要綱 35
1954 昭和29年 表紙写真 「森林害虫駆除の状況」 石原研治 鹿児島県林務部 0
1954 昭和29年 特集(林業薬剤) 最近における農薬の展望 堀正侃 農林省改良局植物防疫課長 1
1954 昭和29年 特集(林業薬剤) 最近の殺鼠剤について 三坂和英 東京教育大学農学部教授 7
1954 昭和29年 特集(林業薬剤) 林業害虫とその駆除剤 藍野祐久 林業試験場昆虫科長 11
1954 昭和29年 特集(林業薬剤) 林野病害の防除 永井行夫 林業試験場樹病科長 17
1954 昭和29年 解説(シリーズ―樹病講座) 樹病講座：(2)伝染性病害(つづき) 伊藤一雄 林業試験場技官・東京大学 22

1954 昭和29年 座談会 林野防疫特に薬剤について

藍野祐久(司会)(出席者)佐
野郁郎、中村藤二郎、永山
行夫、丸山竜之輔、小泉洋
一、滝元清透、黒沢三樹
男、大内広江、福島一郎、
熊野義夫、北原敏、村田寿
太郎、加藤成一、松川恭佐

30

1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(4)細則 日本林業技術協会 41
1954 昭和29年 懸賞論文 第5回懸賞論文募集要綱 47
1954 昭和29年 林業写真コンクール 第3回林業写真コンクール作品募集要綱 47
1954 昭和29年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  創元社科学叢書51「科学と国民」 48
1954 昭和29年 表紙写真 「曳行」 横田朗 高知営林局 0
1954 昭和29年 口絵写真 両陛下目黒の林業試験場を御視察 0
1954 昭和29年 昨夏の水害に対する世論の分析 関口権次郎 神奈川県治山治水協会 1
1954 昭和29年 洪水調節ダムの保全について 小笠原和夫 山形県専門委員 4

1442

1464

1475

14111

14212

1431

14010
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1954 昭和29年 質疑応答 「火焔放射器(苗畑の消毒・除草)」 小野木光司
岐阜大学農学部農業機械研
究室

5

1954 昭和29年 山戸村における択伐薪炭林の材積成長について 齋藤定雄 山形大学農学部 6

1954 昭和29年 コラム(本の紹介)
(新刊紹介)  沢田博「木曽の林業」・内田映「青森のヒバ林」・水野
金一郎「秋田のスギ林」

中村賢太郎 10

1954 昭和29年 水槽装置黒炭製造法 渡辺太助
新潟県林務課技師・林業専
門技術普及員

11

1954 昭和29年 解説(研究調査報告等) ユーカリの和名について 草下正夫 林業試験場実験林長 14
1954 昭和29年 北海道における天然生林択伐前後の成長に関する調査 佐藤信男 札幌営林局計画課 16
1954 昭和29年 北海道における天然生林択伐前後の成長に関する調査 藤崎晃 札幌営林局計画課 16
1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(5)事務所・役員・顧問・会員 日本林業技術協会 21
1954 昭和29年 解説(シリーズ―樹病講座) 樹病講座：(3)スギの赤枯病とみぞ腐病 伊藤一雄 林業試験場技官・東京大学 31
1954 昭和29年 案内 アカマツに関する研究発表会開催について 39
1954 昭和29年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第7回通常総会報告 40
1954 昭和29年 表紙写真 「日田の産業」 熊野春山 大分県 0
1954 昭和29年 エリートとプラス林分 中村賢太郎 東京大学農学部教授 1

1954 昭和29年
中村教授の御批判に答えて(産地試験の在り方と精英樹選抜の
意義)

山畑一善 松山農科大学 3

1954 昭和29年 解説(研究調査報告等) カシ材についてのノート 細井守 林業試験場宮崎分場 5

1954 昭和29年
海外情報(連載―スエーデン林
木育種)

スエーデンにおける林木育種とわが国における精英樹の選定に
関する諸問題(完)

日下部兼道 熊本営林局造林課 6

1954 昭和29年 解説(研究調査報告等) 招かれざる客－山村調査について 小林裕 林業試験場林業経済研究室 9
1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(6)会誌(主要記事リスト1～118号) 日本林業技術協会 15

1954 昭和29年
解説(シリーズ―林業技術の発
展過程)

林業技術の発展過程(4)林政・制度年表 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

24

1954 昭和29年 解説(シリーズ―樹病講座) 樹病講座：(4)スギの赤枯病とみぞ腐病(つづき) 伊藤一雄 林業試験場技官・東京大学 33
1954 昭和29年 表紙写真 「涌蓋山(長崎)」 橋本勇 0

1954 昭和29年 口絵写真 正しく良い地図を早く安く作るには～航空写真を活用しましょう
日本林業技術協会測量指導
部

0

1954 昭和29年 青木航空遭難機5002号の殉職者の御霊前にこの1文を捧ぐ 遭難機捜索本部 1

1954 昭和29年 水産と森林 五十嵐彦仁
北海道区水産研究所函館支
所長

5

1954 昭和29年 砂防用拱堰堤に就いて 飯塚肇 三重大学農学部教授 10
1954 昭和29年 航空写真を利用する森林調査-復帰した奄美大島の森林 遠藤隆 訳 23
1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(8)対外活動と特設委員会 日本林業技術協会 33
1954 昭和29年 林業関係予算案の概要 昭和29年度-応用研究費について 林野庁研究普及課 39
1954 昭和29年 表紙写真 「カラマツ林の残照」(秋田営林局大曲営林署カラマツ試験地にて) 坂口利夫 0
1954 昭和29年 海外情報 ソ連材輸入の経緯と問題点 吉田好彰 日本木材協会専務理事 1
1954 昭和29年 クヌギ炭材林の収穫技術に関する若干の考察 山畑一善 松山農科大学助教授 5

1954 昭和29年
林業における成長率特に総成長率の意義と林業利廻りとの関係
について

小松禎三 林業講習所 8

1954 昭和29年 黒炭窯の改良について 奥田憲之 熊本県球磨郡球磨村 13
1954 昭和29年 からまつ樹体内におけるきくいむし類の分布に関する研究 加辺正明 前橋営林局 15
1954 昭和29年 質疑応答 「こうようざんの播種・需要・利用価」 山路木曽男 林業試験場造林部 17

1954 昭和29年 解説(研究調査報告等) 針葉樹に寄生するハダニの種名について 井上元則
林業試験場北海道支場保護
部長

18

1954 昭和29年 海外情報
ホロンバイル地方特にボインゴール地区のアルカリ土壌の植生と
家畜との関係について

山崎薫 仙台市荒巻台の原六本松 19

1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(9)支部 日本林業技術協会 24
1954 昭和29年 訃報・追悼・遺稿等 ビーチクラフト機遭難六氏の合同葬儀 32
1954 昭和29年 質疑応答 「むらさきもんぱ病」 伊藤一雄 林業試験場 34
1954 昭和29年 解説(研究調査報告等) メチルブロマイドによる雑草の駆除(抄録) 兵頭正寛 林業試験場高知支場 35
1954 昭和29年 表紙写真 「巨木倒れ行く」 高橋捷吾 0
1954 昭和29年 あいさつ 災厄を活かして幸多き年を作り出そう 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1

1954 昭和29年 特集(ふりかえってみる1954) 経営 大内晃
林業試験場経営部経営研究
室長

2

1954 昭和29年 特集(ふりかえってみる1954) 育林1954 サトー・タイシチロー 東京大学農学部助教授 3

1954 昭和29年 特集(ふりかえってみる1954) 森林防疫の分野における技術の進展と将来に対する期待 日塔正俊
東京大学農学部・林業試験
場保護部

5

1954 昭和29年 特集(ふりかえってみる1954) 最近における防災関係の論文，報告の概要 渡辺隆司 林業試験場防災部 7
1954 昭和29年 特集(ふりかえってみる1954) 1954年の木材界を顧みて 北原覚一 東京大学農学部 9

1954 昭和29年 特集(ふりかえってみる1954) 林産化学研究と技術の展望(1954) 米沢保正
林業試験場林産化学部パル
プ繊維板科長

10

1954 昭和29年 タネの産地と林木の品種 中村賢太郎 東京大学農学部教授 13
1954 昭和29年 治山と治水のちがい 村田文之助 熊本営林局 16
1954 昭和29年 やしゃぶし及びやまはんのきの樹幹析解1例 築岡次雄 岡山県美作治山事務所 17
1954 昭和29年 やしゃぶし及びやまはんのきの樹幹析解1例 江原秀典 岡山県美作治山事務所 17
1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(完)創立30周年式典並びに記念行事 日本林業技術協会 20
1954 昭和29年 対談 間伐50年―寺崎渡・坂口勝美 寺崎渡、坂口勝美 29
1954 昭和29年 質疑応答 「保安林の損失補償」 林野庁治山課 40
1954 昭和29年 質疑応答 「苗畑客土に海岸砂」 林業試験場土壌肥料研究室 40
1954 昭和29年 質疑応答 「クヌギ挿木」 小野陽太郎 林野庁研究普及課 40
1954 昭和29年 案内 クリスマスツリー及び門松の使用自粛運動について 国土緑化推進委員会 41
1955 昭和30年 表紙写真 「早春」 坂口利夫 林業試験場 0
1955 昭和30年 巻頭言(巻頭之辞) 林力の充実 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1
1955 昭和30年 特別寄稿 尾瀬の柳と唐桧 武田久吉 2
1955 昭和30年 特集(新春所感) 森林の保育と自然保護とレクリエーション 田村剛 「国立公園」編集長 8
1955 昭和30年 特集(新春所感) 林業記者入門 小口義勝 「緑化弘報」編集長 8
1955 昭和30年 特集(新春所感) 読まれにくい学会誌 四手井綱英 「林学会誌」編集長 9
1955 昭和30年 特集(新春所感) 雑読雑感 脇田豊 「函館弘報」編集長 11
1955 昭和30年 特集(新春所感) 阿蘓の景観を守れ 弓削晃 「暖帯林」編集長 12
1955 昭和30年 特集(新春所感) とかくこの世は 桑原宏 「月刊林材」編集長 13
1955 昭和30年 特集(新春所感) 天衣無縫 福間俊正 「防長林想」編集長 14
1955 昭和30年 特集(新春所感) 森林への理解と反省を 清瀬豊明 「みやま」編集長 14
1955 昭和30年 特集(新春所感) 北方林業の確立をめざして 山上太一郎 「北見林友」編集長 15
1955 昭和30年 特集(新春所感) つづく雑誌 加納一郎 「林業解説シリーズ」編集長 16
1955 昭和30年 特集(新春所感) 「林業技術」に注文する 坂田善三郎 「資源」編集長 17
1955 昭和30年 特集(新春所感) 編集雑感 真宮次雄 「王林」編集長 18
1955 昭和30年 特集(新春所感) 防波竹林と友 長井英照 「四国林友」編集長 19
1955 昭和30年 特集(新春所感) 林業技術と木材加工技術 平井信二 「木材工業」編集長 20
1955 昭和30年 特集(新春所感) 無題 牧山義郎 「寒帯林」編集長 21
1955 昭和30年 特集(新春所感) 林業雑誌編集のことなど 原田泰 「北方林業」編集長 22
1955 昭和30年 講演 主要樹種の天然分布 林弥栄 林業試験場 23

1955 昭和30年
紹介(連載―John James
Audubonのことども)

John James Audubonのことども(1)オージュボン誕生の謎他 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

29

1955 昭和30年 随筆・随想 ヤマメの話 伊藤荘之助 馬事公苑長 36
1955 昭和30年 随筆・随想 椀からコケシヘ　　特種工人木地屋の話 横田精一郎 元帯広大学教官 40

1955 昭和30年 解説(シリーズ―林木育種講座) 林木育種講座：(1)林木の品種改良 岩川盈夫
林業試験場造林部育種研究
室長

42

1955 昭和30年 案内 「間伐50年」の正誤表について 編集部 45
1955 昭和30年 質疑応答 木材流送路及び貯木場に関する文献 上田実 林業試験場経営部 48
1955 昭和30年 表紙写真 「管流」 横田志朗 高知営林局 0
1955 昭和30年 論説・評論 日本林業の技術的性格 船越昭治 岩手大学農学部講師 1
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 地拵・下刈用動力機Bush Cleanerについて 藤林誠 東京大学農学部教授 5
1955 昭和30年 論説・評論 林業における木材の品質管理 加納孟 林業試験場木材部 11
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) コナラ老木の直径偏倚と伐根型の考察 芝田隆雄 青森県三本木農業高等学校 14
1955 昭和30年 紹介 アメリカの苗畑用の器具と機械 兵頭正寛 林業試験場高知支場 171562

15311

15412

1551

1486

1497

15210
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1955 昭和30年
紹介(連載―John James
Audubonのことども)

John James Audubonのことども(2)ダゴスタという男他 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

25

1955 昭和30年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『森林経理精義』(藤島信太郎 著) 仰木重蔵 林野庁計画課長 29

1955 昭和30年 随筆(連載―漫筆) 漫筆(1) 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

30

1955 昭和30年 表紙写真 「剥皮作業」 高橋捷吾 王子製紙工業ｋｋ 0
1955 昭和30年 論説・評論 林業における地価と地代の意義とその関係について 小松禎三 秋田営林局寒河江営林署 1

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 久慈川水害防備林について 江島正吉
東京営林局大子営林署経営
課長

6

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 英国トゲナシの育苗畑におけるイヤ地現象防止の一例 大山浪雄 林業試験場京都支場 16
1955 昭和30年 質疑応答 粉剤消毒薬について 林業試験場樹病研究室 19
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) テーダ松の樹高成長と直径生長におよぼす枝打の効果について 兵頭正寛 林業試験場高知支場 20

1955 昭和30年
紹介(連載―John James
Audubonのことども)

John James Audubonのことども(3)ジョセフ・ロバート・メースン他 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

21

1955 昭和30年 コラム(本の紹介) (新刊書評)  小出博著『日本の水害』読後感 坪田廉 熊本営林局経営部長 25
1955 昭和30年 コラム(本の紹介) (新刊書評)  小出博著『日本の水害』を読んで 倉田益二郎 宇都宮大学教授 27

1955 昭和30年 随筆(連載―漫筆) 漫筆(2)雑爼一束 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

29

1955 昭和30年 解説(シリーズ―林木育種講座) 林木育種講座：(2)林木の品種改良 岩川盈夫
林業試験場造林部育種研究
室長

32

1955 昭和30年 海外情報(FAO) FAOアジア太平洋地域林業会議 38
1955 昭和30年 表紙写真 第3回二席「台風15号による風倒木」 成田忠範 林業試験場秋田支場 0
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 森林風害調査について 玉手三棄寿 1
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 水害調査方法(山地荒廃関係) 川口武雄 林業試験場防災部治山科長 9

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 水の面よりみた簡易な水害調査法について 丸山岩三
林業試験場防災部理水研究
室長

15

1955 昭和30年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『水害防備林』(上田弘一郎 著) 松川恭佐 19
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 雪害調査方法 峯 林業試験場雪害研究室 20
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 樹病発生の諸因子と早期診断 伊藤一雄 林業試験場釜淵分場長 23
1955 昭和30年 林業写真コンクール 第3回林業写真コンクール入選者の発表 37
1955 昭和30年 質疑応答 用材率及び功程に関する文献 辻隆道 林業試験場作業研究室 39
1955 昭和30年 質疑応答 二硫化炭素の効果と使用法 林業試験場昆虫研究室 39
1955 昭和30年 質疑応答 むらさき紋羽病について 伊藤一雄 林業試験場 40
1955 昭和30年 表紙写真 第3回特選「湖上曳行」 高橋捷吾 王子製紙工業ｋｋ 0
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 野鼠による森林被害の学術調査法 木下栄次郎 林業試験場北海道支場 1

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 林野火災の現地調査について 岡上正夫
林業試験場防災部気象及び
風害研究室長

6

1955 昭和30年 海外情報 北米における林業用薬剤の使用傾向について 井上元則
林業試験場北海道支場保護
部長

8

1955 昭和30年 海外情報 各国の松脂採集事情 伊藤清三 林野庁林産課 11
1955 昭和30年 海外情報 ヘルスホルムの林木研究所 舘脇操 北海道大学農学部教授 14
1955 昭和30年 懸賞論文 第5回懸賞論文審査発表 18

1955 昭和30年
紹介(連載―John James
Audubonのことども)

John James Audubonのことども(4)オージュボンのやった事業他 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

19

1955 昭和30年 解説(行政施策等) 林業と航空写真 仰木重蔵 林野庁計画課長 25
1955 昭和30年 日本木材学会 日本木材学会の創立 29
1955 昭和30年 海外情報(FAO) FAOアジア太平洋林業会議開催さる(松川理事長挨拶文) 32
1955 昭和30年 海外情報(FAO) FAO林業会議の印象 中村賢太郎 東京大学農学部教授 34
1955 昭和30年 林業総合展を見て想う 田中紀夫 森林資源総合対策協議会 35
1955 昭和30年 表紙写真 第3回佳作「山に働く人々」 横林輝洋治 岡山県林務部林政課 0
1955 昭和30年 解説(行政施策等) 北海道の風害処理に伴う技術上の問題点 茅野一男 林野庁業務課 1
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 工業用木炭 岸本定吉 林業試験場林産製造科長 5
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) すぎ播種1年生苗越冬防寒試験成績 新井安五郎 埼玉県秩父地方事務所 10
1955 昭和30年 随筆・随想 大蔵永常　　農林技術家伝の内 横田精一郎 伝記研究会会長 13
1955 昭和30年 懸賞論文 (第5回二席)日本林政の課題と国有林の意義 野村勇 林業試験場経営部 16

1955 昭和30年
紹介(連載―John James
Audubonのことども)

John James Audubonのことども(5)探検旅行他 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

27

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 航空写真による森林調査史的観察 木本氏房 国際航業株式会社会長 31
1955 昭和30年 表紙写真 第3回佳作「しいたけ」 河村昌司 河村式シイタケ研究所 0
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 精英樹について 中村賢太郎 東京大学農学部教授 1
1955 昭和30年 質疑応答 播種床におけるビニールの利用 小野陽太郎 林野庁研究普及課 4
1955 昭和30年 質疑応答 クロールピクリンと二硫化炭素の薬害について 林業試験場昆虫研究室 4
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) アメリカにおける小森林分析の方法と林業経営指導の紹介 松原茂 日本林業技術協会専務理事 5

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 施肥による治山植栽木の生育について 楯茂
名古屋営林局土岐治山事務
所

14

1955 昭和30年 懸賞論文 (第5回二席)わが国国有林の本質を論ず 小松禎三 秋田営林局寒河江営林署長 20
1955 昭和30年 随筆・随想 水害というもの 安藝皎一 29
1955 昭和30年 紹介 全国乾椎茸品評会に出品された椎茸を観て 伊藤清三 林野庁林産課 30
1955 昭和30年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第8回通常総会報告 31
1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回(営林署担当区主任の)林業技術コンテスト受賞者の発表 33

1955 昭和30年 座談会 営林署担当区主任の体験を語る(14営林局から各一名参加)
山崎斉(座長)(14営林局か
ら各一名参加)

34

1955 昭和30年 表紙写真 第3回佳作「森林内に設けられたインドレス」 佐々木喜志造
王子製紙苫小牧工場山林勤
務

0

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 豪雨による林道災害について 野村昌啓 福岡県林務部 1
1955 昭和30年 論説・評論 間伐方式の自由採用 村田文之助 熊本営林局 9
1955 昭和30年 随筆・随想 陶山訥庵　農林技術家伝の内 横田精一郎 元帯広大学教官 13
1955 昭和30年 随筆・随想 原始林・御花畑 三浦伊八郎 14
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 久賀島の椿 松井暎 長崎県南松浦支庁 17
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 林業上航空写真利用の略史 中山博一 名古屋大学農学部教授 19

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  天然生林改良事業成績調査について 中西弘
北見営林局佐呂間営林署佐
呂間担当区主任

23

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  焼払地ごしらえの一方法に就て 石村正雄
旭川営林局稚内営林署幕別
担当区主任

26

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  寒冷地における造林の体験を語る 瀬川与作
帯広営林局弟子屈営林署摩
周担当区主任

28

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  私が担当する薄別国有林事業について 岡本邦光
札幌営林局定山渓営林署西
定山渓担当区主任

29

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  ニセコ団地に於けるカンバ類の更新について 深尾忠
函館営林局倶知安営林署倶
知安担当区主任

30

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  スギ1年生造林について吟味 畑中福次郎
青森営林局田山営林署田山
担当区主任

31

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  造林地風衝の実態とその対策について 金沢勇治
秋田営林局本荘営林署象潟
担当区主任

33

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  モミ天然生稚樹の刈出について 猪狩俊雄
前橋営林局富岡営林署大野
担当区主任

34

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回三席(日本林業技術協会賞)  寒冷造林地の育成について 山木仙
東京営林局気田営林署京丸
担当区主任

35

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回一席(林野庁長官賞)  林業技術の推進及び研究 百瀬行男
長野営林局長野営林署柏原
担当区主任

36

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  薬剤散布ホース別施設の考案 平川松信
名古屋営林局小坂営林署御
岳担当区主任

38

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  収穫業務の一端から見た担当区主任のあり方 奥田耕二
大阪営林局西条営林署河内
担当区主任

39

1955 昭和30年 林業技術コンテスト 第1回  ひのき苗の表裏が床替作業に及ぼす影響について 藤本克己
高知営林局西条営林署西条
担当区主任

41

1628

1595

1606

1617

1573

1584
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1955 昭和30年 林業技術コンテスト
第1回二席(日本林業技術協会賞)  スギ・ヒノキ造林木の立木利
用率について

高橋直士
熊本営林局宮崎営林署本田
野担当区主任

42

1955 昭和30年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『崩災と国土』(中村慶三郎 著) 野口陽一
東京大学農学部砂防工学教
室

43

1955 昭和30年 受験コーナー 昭和30年度林業専門技術普及員資格審査課題 44
1955 昭和30年 訃報・追悼・遺稿等 原田博士をしのぶ 沖野丈夫 46
1955 昭和30年 訃報・追悼・遺稿等 藤岡光長先生の逝去を悼む 日本林業技術協会 47
1955 昭和30年 表紙写真 第3回一席「森林軌道」 武藤政次郎 札幌営林局上芦別営林署 0

1955 昭和30年 海外情報 ヨーロッパの接木苗造成法 高橋延清
東京大学教授・北海道演習
林長

1

1955 昭和30年 案内 中村教授還暦記念事業 3
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 牛山式間伐法 牛山六郎 長野営林局上松営林署長 4
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 山林走駆用特殊オートバイについて 林正人 東京営林局造林課長 8
1955 昭和30年 論説・評論 林業の生産とその生産物の評価 村田文之助 熊本営林局 12
1955 昭和30年 随筆・随想 ものは考えよう 大政正隆 15

1955 昭和30年 随筆(連載) 治山担当者の雑感(1)災害はやはり不定期便 福森友久
林業試験場調査室長・前名
古屋営林局治山課長

17

1955 昭和30年 論説・評論
林業における地価・地代及び利子率－小松禎三氏の所論に関連
して

半田良一
京都大学農学部農林経済学
教室

20

1955 昭和30年 紹介 45呎の測高用のポール 兵頭正覚 林業試験場高知支場 23

1955 昭和30年
解説(シリーズ―林業技術の発
展過程)

林業技術の発展過程(6)政治事跡他 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

25

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 利用方面から見た航空赤外線写真 木本氏房 国際航業株式会社会長 31
1955 昭和30年 表紙写真 第3回佳作「山腹の波紋」 小島善雄 大阪営林局大津営林署 0
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 外国樹種の導入と病害の問題 伊藤一雄 林業試験場釜淵分場長 1

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 林木のタネの休眠と発芽促進(1) 柳沢聰雄
林業試験場造林部種子研究
室

14

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 林木のタネの休眠と発芽促進(1) 浅川澄彦
林業試験場造林部種子研究
室

14

1955 昭和30年 コラム(本の紹介)
(新刊紹介)  『ヨーロッパに於ける写真測量の応用と発展』(W.A.ブ
ルックラッハー述･武田道治 編)

中山博一 名古屋大学農学部教授 20

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 林地の笹枯殺剤(クロシウム)に就て 野原勇太
林業試験場保護部樹病研究
室長

21

1955 昭和30年 随筆・随想 松浦宗案　農林技術家伝の内 横田精一郎 元帯広大学教官 32
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 雪橇運材作業の静摩擦抵抗と安全に関する雑考 秋保親悌 林業試験場木曽分場 34
1955 昭和30年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『山崩れ』(小出博 著) 倉田益二郎 宇都宮大学農学部教授 40
1955 昭和30年 表紙写真 第3回三席「朝の出発」 安東信 鳥取県林務課 0
1955 昭和30年 解説(行政施策等) 林産物需給　最近における木材需給動向について 田中秀次郎 林野庁林産課長 1
1955 昭和30年 解説(行政施策等) 総合経済6ケ年計画と林業6ケ年計画について 孕石正久 経済企画庁山林課 6
1955 昭和30年 論説・評論 日本林業の展開と課題 野村勇 林業試験場経営部 11
1955 昭和30年 随筆・随想 周防の杣山　　大仏再度の住宅調べ 横田精一郎 元帯広大学教官 14
1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 触媒製炭 岸本定吉 林業試験場林産製造科長 17

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 林木のタネの休眠と発芽促進(2) 柳沢聰雄
林業試験場造林部種子研究
室

21

1955 昭和30年 解説(研究調査報告等) 林木のタネの休眠と発芽促進(2) 浅川澄彦
林業試験場造林部種子研究
室

21

1955 昭和30年 随筆(連載) 治山担当者の雑感(2) 福森友久
林業試験場調査室長・前名
古屋営林局治山課長

27

1955 昭和30年
解説(シリーズ―林業技術の発
展過程)

林業技術の発展過程(7) 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

30

1955 昭和30年 訃報・追悼・遺稿等 故頴川徳一氏と北海道風害地域の航空写真の撮影について 堀正之 林野庁計画課 35
1955 昭和30年 興林会・日林協あれこれ 支部動静 36
1955 昭和30年 表紙写真 第3回三席「モミの毬果」 宮崎博憲 熊本営林局小林営林署 0
1955 昭和30年 巻頭言(巻頭之辞) 純真なる友情 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)林政部門 有水彊 東京大学農学部 2
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)育林部門 四手井綱英 京都大学農学部 4
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)林業経営部門 野村勇 林業試験場経営部 6
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)森林作業部門 三品忠男 林野庁業務課 9
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)森林防災部門 河田五郎 名古屋大学農学部 10
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)森林病害虫部門 清水健介 林野庁研究普及課 12
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)パルプ産業部門 石田加能雄 林総協 15
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)木材工業部門 小倉武夫 林業試験場木材部 17
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)林業改良普及部門 豊田久夫 林野庁研究普及課 19
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)特殊林産部門 伊藤清三 林野庁林産課 21
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)林産化学部門 南享二 東京大学農学部 23
1955 昭和30年 特集(1955年の回顧) (1955年の回顧)木材商業部門 吉田好彰 日本木材協会 25
1955 昭和30年 随筆・随想 アメリカの門松 えんどう・たかし 林野庁計画課 28
1955 昭和30年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  「図説樹病講義」伊藤一雄著 今関六也 林業試験場 34

1955 昭和30年 随筆・随想 スギの葉 須藤昭二
山形大学農学部造林学研究
室

35

1955 昭和30年 コラム (へんしゅういいんのほうだんしつ)  私の放談 伊藤清三 37
1955 昭和30年 コラム (へんしゅういいんのほうだんしつ)  ゛生命の起源"からの連想 杉下卯兵衛 37
1955 昭和30年 コラム (へんしゅういいんのほうだんしつ)  わたしのほうだん 横瀬誠之 38
1955 昭和30年 コラム (へんしゅういいんのほうだんしつ)  ノイローゼ 小沢今朝芳 38
1955 昭和30年 コラム (へんしゅういいんのほうだんしつ)  「林業技術とは」という質問 大福喜子男 39
1955 昭和30年 興林会・日林協あれこれ 支部動静 40
1956 昭和31年 表紙写真 第3回三席「直線」 安東信 鳥取県林務課 0
1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) 躍進する林業技術 大政正隆 2

1956 昭和31年 新春に これからの林業(林業技術者の新春放談)
松原茂(司会)(出席者)伊藤
清三、大福喜子男、平井信
二、飯島富五郎、満田竜彦

3

1956 昭和31年 解説(行政施策等) 最近の木材工業 杉下卯兵衛 林野庁研究普及課 12

1956 昭和31年 論説・評論 品種改良前進のために 戸田良吉
林業試験場宮崎分場育種研
究室長

16

1956 昭和31年 海外情報 欧米における風害と穿孔虫の防除 井上元則
林業試験場北海道支場保護
部長

24

1956 昭和31年 随筆(連載) 治山担当者の雑感(3) 福森友久
林業試験場調査室長・前名
古屋営林局治山課長

29

1956 昭和31年 随筆・随想 虎の髭 伊藤荘之助 馬事公苑長 32
1956 昭和31年 随筆・随想 コケシ娘 横田精一郎 元帯広大学教官 34

1956 昭和31年 アンケート等
(こうありたい1956年)1.わたしの希望 2.林業技術のうちですぐに取
り上げなければならない問題(回答)須藤昭二・大金永治等25名

36

1956 昭和31年 興林会・日林協あれこれ 支部動静 39
1956 昭和31年 林業技術総目次 昭和30年(1955)155～166号 41
1956 昭和31年 表紙写真 第3回「ブナ林」 奥山耕一 0

1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) これからの林業技術 村上竜太郎
国土緑化推進委員会常任委
員長

2

1956 昭和31年 論説・評論 躍進すべき林業政策 藤村重任 資源調査会局長 4
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) パルプ備林の間題点 高橋晋吾 東北パルプ山林部長 6
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 産地試験と品種試験 中村賢太郎 東京大学教授 8
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) スギ新クローンを分散試植して 福田孫多 千葉県市原郡姉崎町 11
1956 昭和31年 論説・評論 スギの品種問題に対する国有林のあり方　特に九州の場合 日下部兼道 熊本営林局 12

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 林業に導入した薬剤とその合理的実施(1) 野原勇太
林業試験場保護部樹病研究
室長

14

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 外国産マツ類の挿木 伊佐義朗 京都大学演習林 20

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 杉と椿の混植栽培法(於長野県飯山市瑞穂) 小林美三雄
長野県中野市下高井地方事
務所

24
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1956 昭和31年 紹介 育林関係の本から サトー・タイシチロー 東京大学農学部助教授 27
1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『優良牧草の栽培とその利用』(倉田益二郎 著) 小野陽太郎 林野庁研究普及課 30

1956 昭和31年 随筆・随想 野生鳥獣の管理 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣研究
室長

31

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 興味ある電気刺激の種々相 兵頭正寛 林業試験場高知支場 32
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 苗木掘取用ショベルの試作品について 品田昇 静岡県立天竜林業高等学校 35
1956 昭和31年 表紙写真 第3回「前作林」 中川久美雄 熊本営林局 0
1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術者の新しい職場 平野孝ニ 林野庁林産課 1
1956 昭和31年 解説(行政施策等) 森林調査の基礎的因子の分析 片岡秀夫 林野庁指導部計画課 2
1956 昭和31年 論説・評論 成長量問題－成長量は過少に見積られている 関二一 8
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 保安林の損失額算定並びに補償の方法について 水野泰治 秋田県農林部林務課技師 11
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 治山治水覚書 飯塚肇 三重大学教授 18
1956 昭和31年 解説(行政施策等) チェン・ソーについて 三品忠男 林野庁業務課 28
1956 昭和31年 随筆・随想 育種のこと 伊藤清三 林野庁造林保護課 33

1956 昭和31年 随筆・随想 倍数体樹木をどうするか 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校教
諭

35

1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業政策諭』(甲斐原一郎 著) 福島康記
東京大学農学部林政学教室
院生

38

1956 昭和31年 随筆(連載―漫筆) 漫筆(3) 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

39

1956 昭和31年 表紙写真 第3回「ダムと流木」 土居源一郎 高知営林局 0
1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) 技術人えの期待 藤本和平 林野庁業務部長 1
1956 昭和31年 解説(行政施策等) 民有林の治山事業について 茅野一男 林野庁治山課長 2
1956 昭和31年 解説(行政施策等) わが国の合板工業について 繁沢静夫 林野庁林産課 5
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 区分求積式について 杉本肇 松山農科大学 10
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 岩川地方スギ天然更新林(伏条、立条)について 畠山宏信 秋田県林業試験場 13

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 粉剤の経済効果に関する試験 野原勇太
林業試験場保護部樹病研究
室長

18

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 粉剤の経済効果に関する試験 陳野好之
林業試験場保護部樹病研究
室

18

1956 昭和31年 随筆・随想 樹木の外科手術 渡辺資仲 東京大学教授千葉演習林長 21
1956 昭和31年 日本林学会大会 第65回(東京大学)日本林学会大会の記録と所感 坂口勝美 林業試験場造林部造林科長 24

1956 昭和31年 日本林学会大会・日本木材学会 第65回日本林学会大会および日本木材学会より(林産関係) 堀岡邦典
林業試験場木材部材質改良
科長

26

1956 昭和31年 随筆・随想 仙崖和尚 村上竜太郎 30
1956 昭和31年 随筆・随想 南の国の思い出　“技術やの考え方”など 坂本博 神奈川県林務課 32

1956 昭和31年 随筆(連載―漫筆) 漫筆(4) 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

34

1956 昭和31年 林業写真コンクール 第4回林業写真コンクール作品募集要綱 35
1956 昭和31年 表紙写真 第3回佳作「年輪」 斎藤実正 熊本営林局飫肥営林署 0
1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) 総会をかえりみて 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1
1956 昭和31年 解説(行政施策等) 木炭の日本農林規格の改正について 望月弘 林野庁林産課 2
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 草地と樹林 井上楊一郎 林業試験場経営部 6
1956 昭和31年 随筆・随想 外材輸入の回顧 中西利英 通産省輸入一課 10

1956 昭和31年 紹介 林業講習所の思い出 大沼省三
科学技術庁調査官・元林業
講習所教務課長

13

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 航空写真は森林計画に如何に活用されるか(第1報) 細川恭夫 岡山県技師 18
1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『育林学』(中村賢太郎 著) 坂口勝美 30
1956 昭和31年 講演 最近の政情 愛川重義 読売新聞社論説委員 31
1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回林業技術コンテスト受賞者の発表 37
1956 昭和31年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第9回通常総会報告 38
1956 昭和31年 表紙写真 第3回三席「水魔の業ひ」 武藤政次郎 札幌営林局上芦別営林署 0
1956 昭和31年 随筆・随想 原生林葬送譜 舘脇操 北海道大学教授 1
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 複線主索式架空線集材に関する研究 渡辺治人 九州大学農学部 3
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 複線主索式架空線集材に関する研究 太田基 九州大学農学部 3
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 複線主索式架空線集材に関する研究 大庭正治 熊本営林局 3
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 複線主索式架空線集材に関する研究 武藤和也 熊本営林局 3
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) メタセコイアのさし木について 小谷内正一 佐賀県林業試験場 8
1956 昭和31年 紹介 (文献)  建築材料としての竹材利用　各国における竹家屋 堀田勝一 抄訳 林野庁林産課 14
1956 昭和31年 紹介 「松くい虫」の滲透性殺虫剤「T－75－2号」について 松岡聰規 熊本県林務部治山課 18

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回(一席)  ひのき人工林の枝打について 石井竹雄
前橋営林局大間々営林署梅
田担当区主任

19

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回(三席)  造林地における野兎駆除について 芳賀宗三
札幌営林局鵡川営林署富内
担当区主任

24

1956 昭和31年 随筆・随想 飯豊と鳥海に雷鳥をもとめて 成沢多美也 新潟県加茂農林高等学校教 28
1956 昭和31年 受験コーナー 昭和31年度林業専門技術普及員資格審査課題 39
1956 昭和31年 表紙写真 第3回佳作「潅水作業」 佐々木喜志造 王子製紙苫小牧工場 0
1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) 木材利用と林業 小倉武夫 林業試験場木材部長 1
1956 昭和31年 随筆・随想 林業技術的人間像 大倉精二 信州大学教授 2

1956 昭和31年 論説・評論
森林計画と国有林経営計画の展望－森林経理学を乗り越えて新
しい境地を開拓しよう

小沢今朝芳 林野庁計画課 6

1956 昭和31年 論説・評論 新しい木材工業の動向 繁沢静夫 林野庁林産課 12
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) クリの栽培とその成立条件 原敬造 林業試験場経営科長 23

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回(二席)  私の管内と私の研究 柳沢輝憲
函館営林局八雲営林署長万
部担当区主任

27

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回  下刈功程調査について 植栽年度別、下刈実行時期別比 山田義道 東京営林局河津営林署 32

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回  苗木輸送用梱包材料に関する試案について 寺田常雄
帯広営林局陸別営林署陸別
担当区主任

36

1956 昭和31年 随筆・随想 バンコックにて(田中館秀三博士のこと) 那須敏郎
FAO極東地域事務局林業技
師

39

1956 昭和31年 会員投稿記事 中村賢太郎博士の「山をみどりに」を読んで 勿道山人 40
1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業政策諭』(甲斐原一郎 著) 有水彊 41
1956 昭和31年 表紙写真 第3回二席「除草作業」 佐々木喜志造 王子製紙苫小牧工場 0
1956 昭和31年 特集(林木育種) 林木育種事業実施のあらまし 伊藤清三 林野庁造林保護課 1
1956 昭和31年 特集(林木育種) 林木育種の動向 中村賢太郎 東京大学名誉教授 4
1956 昭和31年 特集(林木育種) 日本に於ける林木育種の変遷 佐藤敬二 九州大学農学部教授 6
1956 昭和31年 特集(林木育種) 育種と林業技術者 戸田良吉 林業試験場宮崎分場 9
1956 昭和31年 特集(林木育種) 林木育種と倍数性 船引洪三 新潟大学助教授 12
1956 昭和31年 特集(林木育種) 日本の林木育種批判　細胞遺伝学を中心として 平吉功 岐阜大学教授 14

1956 昭和31年 特集(林木育種) マツ類の育種 岩川盈夫
林業試験場造林部育種研究
室長

16

1956 昭和31年 特集(林木育種) スギの育種 千葉茂
王子製紙株式会社林木育種
研究所

21

1956 昭和31年 特集(林木育種) カラマツの育種 柳沢聰雄 林業試験場造林部研究室長 26
1956 昭和31年 質疑応答 スギ赤枯病の防除粉剤について(販売先) 29
1956 昭和31年 特集(林木育種) エゾマツ・トドマツの育種 岡田幸郎 林業試験場北海道支場 30
1956 昭和31年 特集(林木育種) 精英樹 石川健康 林業試験場造林部長 32
1956 昭和31年 特集(林木育種) 母樹林 サトー・タイシチロー 東京大学農学部教授 35
1956 昭和31年 特集(林木育種) 育種と造林 坂口勝美 林業試験場造林部 37
1956 昭和31年 特集(林木育種) 木材需給と林木育種 田中紀夫 林総協常務理事 40
1956 昭和31年 特集(林木育種) ソヴィエトの林木育種(抄訳) 高橋清 林業試験場調査室 45

1956 昭和31年 特集(林木育種) バーミキュライトについて 猪熊泰三
東京大学農学部森林植物学
教室

49

1956 昭和31年 特集(林木育種) バーミキュライトについて 梅本信一郎
東京大学農学部森林植物学
教室

49

1956 昭和31年 特集(林木育種) 王子の林木育種研究所を訪ねて 寺田喜助 北海道林務部道有林課 50
1956 昭和31年 表紙写真 第3回佳作「木材積上」 柘植教利 小坂営林署 0

1759

1726

1737

1748

1704

1715
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1956 昭和31年 解説(行政施策等) 転機にある薪炭行政 平野孝ニ 林野庁林産課 1
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 昭和31年度からまつ樹の結実とその問題点 浅田節夫 信州大学農学部助教授 5
1956 昭和31年 海外情報 西ドイツにおける林地肥培の概要 芝本武夫 東京大学農学部教授 10
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 林業における土工機械化の問題点 上飯坂実 岩手大学農学部助教授 15

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等)
新潟県における木材業者製材業者の登録制度実施についての
世論調査

高橋勉 新潟県農林部林務課技師 17

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回  利根地区に於ける桐の栽培について 金井次郎 群馬県利根地方事務所 21

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回  火山灰苗畑の凍上防止に関する一考察 藤田成
北見営林局上斜里営林署上
斜里担当区主任

23

1956 昭和31年 林業技術コンテスト
第2回  アカマツ丸太の伐採時期及び剥皮が虫害に及ぼす影響
について

奈須栄
大阪営林局西条営林署志和
担当区主任

25

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回  私の体験した空からの森林保護 市川清
旭川営林局上川営林署石狩
担当区主任

27

1956 昭和31年 随筆・随想 虎の骨の秘薬 伊藤荘之助 馬事公苑長 31
1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『ソ連材』(早坂不二雄 著) 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 33
1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業読本』(鏑木徳二 著) 中山博一 名古屋大学農学部教授 33

1956 昭和31年 コラム(本の紹介)
(新刊紹介)  『風倒木虫害防除に関する欧米の技術』(井上元則
著)

長谷川孝三 34

1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『林業実験実習書』(岡崎文彬・四手井綱英 著) 坂口勝美 林業試験場造林部長 35
1956 昭和31年 表紙写真 第3回佳作「混合積堰堤」 高橋智 高知営林局 0

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 農林水産技術会議について 坂口勝美
林業試験場造林部長・農林
水産技術会議研究調整官

1

1956 昭和31年 論説・評論
森林経理学は無用となったか？(小沢今朝芳氏に対する答と質
問)

嶺一三 東京大学農学部教授 4

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) ハードボードとその原料 小林国夫 三井木材工業K.K. 8
1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 平石(ヒラゴク)に対する実績係数について 杉本肇 松山農科大学 10

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等)
治山造林用木草の耐蔭性について(第1報・実生木草の成育と光
量の関係)

楯茂
名古屋営林局土岐治山事務
所

15

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 耐陰性のスギと耐陽性のスギ 福田孫多 千葉県市原郡姉崎町 21

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回  担当区主任としての私の仕事 上村三喜雄
長野営林局上松営林署小川
担当区主任

23

1956 昭和31年 林業技術コンテスト 第2回  クス造林に関する所見 永吉清光 熊本営林局鹿屋営林署 26
1956 昭和31年 講演 欧州の林業を見て(チェコスロバキヤとスウェーデン) 遠藤嘉数 林総協 29
1956 昭和31年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『実験スギ赤枯病の防除』(野原勇太 著) 坂口勝美 林業試験場造林部長 34
1956 昭和31年 随筆・随想 虎狩りの記 満田龍彦 35
1956 昭和31年 林業写真コンクール 第4回林業写真コンクール入選者の発表 40
1956 昭和31年 表紙写真 第3回三席「やぶだし」 宮島寛 北海道大学農学部林学教室 0
1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) 一辺倒の危険 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 1
1956 昭和31年 論説・評論 森林経理学と国有林経営計画(嶺教授にお答えする) 小沢今朝芳 林野庁計画課 2

1956 昭和31年 随筆・随想 門松・附クリスマストリーに就いて 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

9

1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 林政部門 吉原平二郎 林野庁林政課 11
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 林業経営部門 大内晃 林業試験場経営部 13
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 育林部門 坂口勝美 林業試験場造林部長 15
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 防災部門 野口陽一 東京大学農学部林学科(砂 18
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 林道部門 若江則忠 林野庁計画課 20

1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 森林作業部門 林正人
林野庁研究普及課林業機械
化企画官

22

1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 森林病害虫獣部門 松山資郎 林野庁造林保護課 24
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 林業試験部門 渡辺武夫 林野庁研究普及課 26
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 林業改良普及部門 杉下卯兵衛 林野庁研究普及課 28
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 特産部門 小野陽太郎 林野庁研究普及課 30
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 林産化学部門 米沢保正 林業試験場林産化学部 33
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 木材工業部門 繁沢静夫 林野庁林産課 35
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) パルプ産業部門 福島三郎 日本パルプ材協会 37
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 木材業界部門 宮原省久 木材商工研究所 40
1956 昭和31年 特集(1956年の回顧) 森林組合部門 忌部静夫 林野庁森林組合課 42
1956 昭和31年 コラム (へんしゅういいんのおしゃべり)  いまひといき 坂口勝美 45
1956 昭和31年 コラム (へんしゅういいんのおしゃべり)  寒心＝感心 小沢今朝芳 林野庁計画課 45
1956 昭和31年 コラム (へんしゅういいんのおしゃべり)  山林解放のこえ 杉下卯兵衛 46
1956 昭和31年 コラム (へんしゅういいんのおしゃべり)  といち いのせ 47
1956 昭和31年 コラム (へんしゅういいんのおしゃべり)  盲腸記 松原一夫 47
1956 昭和31年 コラム (へんしゅういいんのおしゃべり)  ボーナスに因んで 伊藤清三 48
1956 昭和31年 コラム (へんしゅういいんのおしゃべり)  バラ作りの弁 松原茂 48
1957 昭和32年 表紙写真 「初霜」 横山八郎 岩手県林業試験場 0
1957 昭和32年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術への要望 石谷憲男 林野庁長官 1
1957 昭和32年 新春に 新春随想　樹霊碑 森川幸一 北見営林局長 2
1957 昭和32年 新春に 新春随想　農山村の村づくり 島本貞哉 熊本営林局長 2
1957 昭和32年 新春に 新春随想　山からの感謝養老年金 野沢徳郎 岡山県林務部長 3
1957 昭和32年 新春に 新春随想　随想 重元巌 福岡県林務部長 4
1957 昭和32年 新春に 新春随想　カリビヤ松と夢 賀島政敏 徳島県林業経営課長 5
1957 昭和32年 新春に 新春随想　佐賀県の林政と私の願い 川床典輝 佐賀県林務課長 6
1957 昭和32年 新春に 新春随想　ユーカリ樹 守吉信勝 和歌山県林業課長 6
1957 昭和32年 新春に 新春随想　島根林政点描 阿部義賢 島根県農林部次長 7
1957 昭和32年 新春に 新春随想　長崎物語 黒沢織四郎 長野県林務部林務課長 8
1957 昭和32年 新春に 新春随想　ビール・大木・水源かん養 齋藤基夫 山口県農林部長 9
1957 昭和32年 新春に 新春随想　思いつくままに 長尾正男 福井県林務課長 10
1957 昭和32年 新春に 新春随想　私のくせ 小野岡清 北海道林務部長 11
1957 昭和32年 新春に 新春随想　私と酒 蓑田茂 北海道林務部次長 11
1957 昭和32年 新春に 新春随想　私の癖 石井勇 青森営林局長 12
1957 昭和32年 新春に 新春随想　あしかけ民有林三年生 中川久美雄 奈良県林務部長 12
1957 昭和32年 新春に 新春随想　南船北馬 安岡博 帯広営林局長 13

1957 昭和32年 座談会 林業技術に期待する
松川恭佐(司会)(出席者)倉
田益二郎、原忠平、田中文
雄、満田竜彦

14

1957 昭和32年 海外情報 欧州の林業事情 大政正隆 東京大学農学部教授 22
1957 昭和32年 論説・評論 森林計画制度の展開 片岡秀夫 林野庁指導部計画課 25
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 未来の胸高直径推定の一方法について 高田和彦 新潟大学農学部 29

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等)
長野営林局管内国有林に於ける造材手とその使用手挽鋸に関す
る2，3の考察

宮川信一
林業試験場木曽分場作業研
究室長

31

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 消雪剤(動力撤粉機使用)による消雪試験について 大道政一
長野営林局長野営林署経営
課長

34

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 明治年間の町村地図(分間図)調製の経緯とその測量機械の紹介 石井正己 山梨県林務部指導課 37
1957 昭和32年 随筆・随想 彦左宇兵衛(農林技術者伝の内) 横田精一郎 元帯広大学教官 44
1957 昭和32年 林業技術総目次 昭和31年(1956)167～178号 46
1957 昭和32年 表紙写真 第4回二席「樹影」 小島善雄 奈良営林署 0
1957 昭和32年 論説・評論 これからの造林問題 中村賢太郎 東京大学名誉教授 1
1957 昭和32年 論説・評論 造林研究の現段階 坂口勝美 林業試験場造林部長 4
1957 昭和32年 論説・評論 造林助成制度の検討 浅川林三 林野庁造林保護課長 8
1957 昭和32年 論説・評論 間伐技術の在り方について 中島道郎 東京農工大学教授 15
1957 昭和32年 論説・評論 尾鷲林業をみて　特に最近の造林上の2，3の問題 高原末基 名古屋大学農学部教授 17
1957 昭和32年 論説・評論 尾鷲林業をみて　特に最近の造林上の2，3の問題 川名明 東京農工大学講師 17
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 播種床の立枯病防除に木錯液の応用 野原勇太 林業試験場保護部 22
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 播種床の立枯病防除に木錯液の応用 陳野好之 林業試験場保護部 22
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) スギさし木苗の病害 佐藤邦彦 林業試験場秋田支場 27

1957 昭和32年
解説(シリーズ―ポプラの主要病
害)

ポプラの主要病害(Ⅱ) 伊藤一雄 林業試験場釜淵分場長 32
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1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) ユーカリ樹の挿木試験 泉総能輔
石川県火打谷林業場・石川
県技師

35

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 森林の鼠禍 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣研究
室長

37

1957 昭和32年 随筆・随想
社会問題としてパルプ備林を論ず―高橋晋吾氏のパルプ備林の
間題点を裏から見て

山本治 佐賀県森林組合連合会 42

1957 昭和32年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『スギ赤枯病の防除』(野原勇太 著) 伊藤一雄 林業試験場釜淵分場長 44
1957 昭和32年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『国有林の経営計画』(子幡弘之 著) 篠田六郎 45
1957 昭和32年 質疑応答 桐の病気と害虫の種類および防除の方法をご教示下さい 林業試験場昆虫研究室 46
1957 昭和32年 表紙写真 第4回佳作「山火予防時期」 斎藤正児 旭川営林局 0

1957 昭和32年 座談会 林木育種の進め方

中村賢太郎(司会)(出席者)
伊藤清三、岩川盈夫、猪熊
泰三、浅野正昭、栗田憲
二、高橋晋吉

1

1957 昭和32年 論説・評論 森林火災国営保険の内容と当面の問題について 田中義男 林野庁造林保護課 12

1957 昭和32年 論説・評論 森林火災の警防施設と問題点 井上桂
林業試験場北海道支場防災
部

16

1957 昭和32年 論説・評論 外国樹種の導入 大和田理 林野庁造林保護課 21
1957 昭和32年 論説・評論 林木の成長径路と疑問点 鏑木徳二 林学博士 25

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等)
オートメーション化による能率向上の一考察―本機大割作業の分
析

長谷場国道
三井木材工業K.K.瑠辺蘂工
場長

28

1957 昭和32年
解説(シリーズ―ポプラの主要病
害)

ポプラの主要病害(Ⅲ) 伊藤一雄 林業試験場釜淵分場長 31

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 岡山県F.G基本計画・アカマツ林分収穫表の調製 島本義信 岡山県技師補 34

1957 昭和32年 随筆(連載―漫筆) 漫筆(5) 石川利治
林野庁調査課林業発達史調
査室

45

1957 昭和32年 林業写真コンクール 第5回林業写真コンクール作品募集要領 47
1957 昭和32年 表紙写真 第3回佳作「天然乾燥物」 伊尾木稔 高知営林局 0
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材利用合理化と木材加工技術 小倉武夫 林業試験場木材部長 1
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材需給の将来と木材工業の動向 高橋克己 林野庁林産課長補佐 5
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)最近の木材流通事情について 吉田好彰 中央林業懇話会常務理事 9
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)日本林業の近代化と木材工業 太田研太郎 林業試験場経営部 12

1957 昭和32年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

特集(木材工業)木材工業と林業技術のつながり 加納孟
林業試験場木材部材質第二
研究室長

18

1957 昭和32年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

特集(木材工業)木材工業界の動向　消費都市における製材工業
の動き

谷藤正三 谷藤製材工業株式会社 21

1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材工業界の動向　合板 福士萬平 日本合板工業会 24
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材工業界の動向　躍進する硬質繊維板工業 郷司聯平 森林資源総合対策協議会 25
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材工業界の動向　フローリング工業界の動向 大島三郎 名古屋木材株式会社 27
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材工業界の動向　紙パルプ産業の方向 福島三郎 日本パルプ材協会 29
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材工業界の動向　家具・建具その他日用品 藤田彰介 日本ソボパン工業K.K. 32
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材工業界の動向　木材乾燥工場の現場から 布村紀源 笹野木材工業K.K. 35

1957 昭和32年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

特集(木材工業)木材工業界の動向　木材防腐業界 石井文男
日産農林工業株式会社越中
島工場

38

1957 昭和32年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

特集(木材工業)木材加工技術の将来　改良木材 堀岡邦典
林業試験場木材部材質改良
科長

41

1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木材加工技術の将来　木材加工 仁賀定三 林野庁研究普及課 47

1957 昭和32年
特集・増大号（含別冊・巻末資
料）

特集(木材工業)木材加工技術の将来　木材加工技術の将来―木
材化学

米沢保正 林業試験場林産化学部 49

1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 特集(木材工業)木製品あれこれ 石川利治 54
1957 昭和32年 特集・増大号（含別冊・巻末資 6級職国家公務員試験について 梅田三樹男 農林水産技術会議
1957 昭和32年 表紙写真 第4回一席「貯木場」 奥村等 徳島県治山課 0
1957 昭和32年 巻頭言(巻頭之辞) 第11回通常総会祝辞 石谷憲男 林野庁長官 1
1957 昭和32年 論説・評論 平時の治山 荻原貞夫 東京大学農学部教授 2

1957 昭和32年 論説・評論 これからの治山事業をどうみるか 関口権次郎
神奈川県治山治水協会常務
理事

4

1957 昭和32年 論説・評論 流域管理と治山事業 武藤博忠 水利科学研究所理事長 6
1957 昭和32年 論説・評論 民有林治山の動向と事業計画 若江則忠 林野庁治山課長 10
1957 昭和32年 論説・評論 治山事業の技術改善 岩岡正喜 林野庁治山課長補佐 14
1957 昭和32年 コラム(本の紹介) (書評)  『林業経済諭』 野村勇 黒田迪夫 九州大学助教授 15

1957 昭和32年 論説・評論 治山とその研究の問題点 川口武雄
林業試験場防災部防災第一
科長

16

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 緑化促進によるハゲ山の早期復旧 森下義郎 林業試験場京都支場 21
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 緑化促進によるハゲ山の早期復旧 大山浪雄 林業試験場京都支場 21
1957 昭和32年 論説・評論 保安林制度の再検討--水源かん養林の問題点 木村晴吉 林野庁治山課 25
1957 昭和32年 解説(行政施策等) 国有林経営合理化の基本的な考へ方 沢田成爾 林野庁業務課 33
1957 昭和32年 林業技術コンテスト 第3回林業技術コンテスト受賞者の発表 39
1957 昭和32年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第11回通常総会報告 40
1957 昭和32年 表紙写真 本会30周年記念 部分林スギ造林地-熱海市伊豆山字姫ノ沢 藤田雅市 日本林業技術協会 0
1957 昭和32年 解説(行政施策等) 新しい国有林経営計画をめぐる問題－若干の疑義に応えて 小沢今朝芳 林野庁計画課 1
1957 昭和32年 間伐にかんする諸問題 中村賢太郎 東京大学名誉教授 7
1957 昭和32年 中島先生の「間伐技術の在り方について(181号)」を読んで 牛山六郎 宇和島営林署 11
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 牛根松について 上野一夫 鹿児島県林業試験場長 16

1957 昭和32年 座談会 アメリカの林木育種を語る
伊藤清三(司会)(出席者)岩
川盈夫、横山緑、佐川恭
佐、松原茂

19

1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 美しい水、汚い水 藤村重任 科学技術庁資源局長 27
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 大和朝廷と地辷り 小出博 東京農業大学教授 29
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 雨に思う 四手井綱英 京都大学農学部林学科 31
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) フランス植物生態学のメッカ(モンペリエ) 舘脇操 北海道大学教授 33

1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 動物映画のうらおもて 宇田川竜男
林業試験場保護部鳥獣研究
室長

35

1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 私の釣 葛精一 林野庁造林保護課 37
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 狐ファンタジア 竹越俊文 林野庁造林保護課 39
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 見習 松尾兎洋 林野庁林政課 41
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 大学教授4年生は想う 倉田益二郎 宇都宮大学教授 42
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 林業を知らぬ営林局長 小川保男 農林中央金庫 44
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 田舎者の旅 大政正隆 東京大学農学部教授 45
1957 昭和32年 随筆・随想(銷夏随想) 森繁久彌氏と久原房之助氏の対談―人魚 石川利治 林野庁分室 47
1957 昭和32年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『燻煙法による森林害虫防除』(清水健介 著) 竹越俊文 林野庁造林保護課 48
1957 昭和32年 訃報・追悼・遺稿等 青木航空機遭難者追悼碑建立について 48
1957 昭和32年 表紙写真 第3回佳作「京都の竹林」 岡田隆夫 林業試験場京都支場 0
1957 昭和32年 論説・評論 パルプ用材の変遷とパルプ製造技術 右田伸彦 東京大学農学部教授 1

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 成型木炭(Charcoal Briquettes) 岸本定吉
林業試験場林産化学部林産
製造科長

5

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 食用歯蕈の栽培技術 森喜作 森林食用菌タン研究所長 10
1957 昭和32年 論説・評論 階段造林 佐藤卓 林野庁造林保護課 15
1957 昭和32年 海外情報 ソ連材―問題の諸点 早坂不二雄 ソ連材研究会員 20

1957 昭和32年 紹介 消毒機は苗畑によって選択しよう 野原勇太
林業試験場保護部樹病研究
室長

25

1957 昭和32年 林業技術コンテスト 第3回(第一席)  土壌型と樹種別品種別生長量との関係について 小野学
熊本営林局多良木営林署湯
前担当区主任

27

1957 昭和32年 林業技術コンテスト
第3回(佳賞)  高野山に於ける精英樹選抜とクローンの養成につ
いて

宮井正美
大阪営林局高野営林署高野
第一担当区主任

30

1957 昭和32年 林業技術コンテスト 第3回  森林計画と普及業務について 今野義範
北海道G基本区39森林区林
業経営指導員

34

1957 昭和32年 随筆・随想 禁伐の立札 横田精一郎 元帯広大学教官 37
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1957 昭和32年 海外情報 バンドン会議とインドネシヤの林業--岩野三門氏に聴く 松原茂 39
1957 昭和32年 表紙写真 第3回佳作「船積作業」 寺田正 高知営林局 0
1957 昭和32年 論説・評論 製炭事情管見 中川久美雄 林野庁林産課長 1
1957 昭和32年 論説・評論 東京営林局における国有林経営の合理化推進策 工藤志郎 東京営林局経営合理化室 5
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 林木の冠雪害と雨氷害 武田繁後 林業試験場育風雪研究室長 9

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等)
昭和31年4月30日に発生した愛知県における森林の凍霜害につ
いて

岡上正夫
林業試験場防災部気象研究
室

15

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 我が国における動力鋸の文献による考察 辻隆道 林業試験場作業研究室 21
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) サンブスギの品種的特性について 榎本善夫 千葉県林務課技師 30

1957 昭和32年 林業技術コンテスト
第3回(第二席)  土壌調査の結果からみた管内造林に関する一考
察

土屋金一
函館営林局函館営林署大沼
担当区主任

34

1957 昭和32年 林業技術コンテスト 第3回  寒冷多雪地方におけるトドマツ発芽促進について 勝毛忠男 札幌営林局大夕張営林署 37
1957 昭和32年 紹介 ソヴィエトの林型論争 田中茂 水利科学研究所 41
1957 昭和32年 林業技術賞 林業技術賞表彰規定(昭和32年9月30日制定) 44
1957 昭和32年 表紙写真 第3回「ケーブルクレーンによる貯木」 高橋捷吾 王子製紙工業ｋｋ 0
1957 昭和32年 論説・評論 林業の長期見透しについて 茅野一男 林野庁計画課長 1
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 北海道開発庁と林業 松原一夫 北海道開発庁農林水産課 4
1957 昭和32年 論説・評論 大阪営林局における国有林経営合理化の推進策 末松信雄 大阪営林局経営部長 8
1957 昭和32年 論説・評論 道有林の林力増強策 小倉政平 北海道林務部道有林課長 13
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 北太平洋諸島亜寒帯の主要木本群落 舘脇操 北海道大学教授 18

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 北海道国有林の立木虫害と冬山防除 井上元則
林業試験場北海道支場保護
部長

23

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 品種の上からみた小国のスギ林業 石崎厚美
林業試験場造林部育種第二
研究室長

29

1957 昭和32年 林業技術コンテスト 第3回  ブッシュクリーナ使用について 粕谷正男
北見営林局網走営林署美幌
担当区主任

38

1957 昭和32年 表紙写真 第4回三席「風雪にたえて」 斎藤正児 旭川営林局 0
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 林政部門 家治清一 林野庁林政課長 1
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 林業経済部門 野村勇 林業試験場経営部 2
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 林業経営部門 小田精 林野庁計画課 5
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 造林部門 弘田尊勇 林野庁造林保護課 8
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 林木育種部門 猪瀬寅三 林野庁造林保護課 11
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 森林保護部門 中村毅 林野庁造林保護課 13
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 特種林産部門 村山善一 林野庁林産課 16
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 治山部門 三宅博 林野庁治山課 19
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 森林開発部門 南里英彦 林野庁計画課 23
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 林業機械化部門 中村英碩 林野庁業務課 26
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 木材需要部門 大福喜子男 林野庁林産課 28
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 木材加工部門 鵜崎一永 林野庁林産課 31
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 木材化学部門 米沢保正 林業試験場林産化学部 35
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 林業試験研究部門 杉下卯兵衛 林野庁研究普及課 37
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 林業改良普及部門 豊田久夫 林野庁研究普及課 39
1957 昭和32年 特集(1957年の回顧) 森林組合部門 加藤成一 全国森林組合連合会 42
1957 昭和32年 林業写真コンクール 第5回林業写真コンクール入選者の発表 45
1957 昭和32年 林業技術総目次 昭和32年(1957)179～190号 46

森林航測
1973 昭和48年 特集：空からみた自然の猛威 　1,000年つづいた富士山大沢崩れ 今村遼平 2
1973 昭和48年 特集：空からみた自然の猛威 　日本列島を総なめ 編集室 5
1973 昭和48年 宇宙から見る 南九州 中島巌 9
1973 昭和48年 特集：空からみた自然の猛威 　山崩れ調査と空中写真 編集室 15

1973 昭和48年 航測パトロール（本の紹介）
『メッシュ法による土工量計算の精度に関する研究』 (村井俊治・
大林成行・篠田徹・高橋博将)

15

1973 昭和48年 特集：空からみた自然の猛威 　山崩れと森林 編集室 17
1973 昭和48年 特集：空からみた自然の猛威 　新潟地震と空中写真 西尾元充 21

1973 昭和48年
特集：環境アセスメントと空中写
真

　生きる自然環境の記録－赤外カラー写真に見る尾瀬 中島巌 1

1973 昭和48年
特集：環境アセスメントと空中写
真

　環境アセスメントと空中写真 西尾元充 6

1973 昭和48年 宇宙から見る 東瀬戸とその周辺 中島巌 11

1973 昭和48年
特集：環境アセスメントと空中写
真

神奈川県における空中写真の自然保護－その土地利用行政へ
の利用

高橋正男 12

1973 昭和48年
特集：環境アセスメントと空中写
真

　大気汚染と樹木被害 井上敞雄 17

1973 昭和48年
特集：環境アセスメントと空中写
真

　マルチ・スペクトル写真の解析－アナログおよびデジタル処理 寺島光一郎 21

1973 昭和48年 航測パトロール（本の紹介） 『リモート・センシング……特集』 23
1973 昭和48年 航測パトロール（本の紹介） 『環境調査とリモートセンシング技術－第2集－』 23
1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　植生図の作製 前田禎三 2
1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　土壌調査における空中写真利用 鈴木萬、高橋正章 8
1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　集運材路線調査への利用 小原忠夫 14

1974 昭和49年 航測パトロール（本の紹介）
『地球資源探査衛星写真を用いた首都圏の環境調査』(村井俊
治・加藤洋一・吉田保博)

17

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　森林調査と空中写真－北海道天然林の林相解析 板垣恒夫 19
1974 昭和49年 宇宙から見る 愛知・三重 中島巌 23
1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　緑被率を測る 中島巌 2
1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　空中写真材積表のつくり方 大貫仁人 7
1974 昭和49年 航測パトロール（本の紹介） オルソ・フォトの進歩 11

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真
職場におけるこれからの航測技術の活用－農林省・林業講習所
専攻科13期生の「森林航測レポート」より

工藤正篤、丸山和茂 13

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　森林の判読(2) 樋渡幸男 16
1974 昭和49年 宇宙から見る 北陸海岸 中島巌 19
1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　地形の判読(2)－急速な地形変化と災害 門村浩 21
1974 昭和49年 新しいカラー写真 西尾元充 2
1974 昭和49年 赤外カラー写真と植物 日林協技術開発部 10
1974 昭和49年 マルチスペクトル写真のバンド別濃度特性と合成写真の作成 菱沼勇之助、谷口信一 16
1974 昭和49年 宇宙から見る 三陸海岸・北上流域 中島巌 19
1974 昭和49年 ディジタルカラー映像分析装置の森林航測への活用 渡辺宏 21
1975 昭和50年 わが国のリモートセンシングとその推進 松野久也 2
1975 昭和50年 U.S.A.におけるリモートセンシングまで含めた森林航測研究 大貫仁人 7
1975 昭和50年 宇宙から見る 北海道西部 中島巌 9

1975 昭和50年
西ヨーロッパにおけるリモートセンシング－リモートセンシングを植
生調査に利用するにあたっての考え方

青木政一 12

1975 昭和50年 ソ連における森林航測－S.V. Belov の講義録(1963年)より 小野雅司 16

1975 昭和50年 リモートセンシングとは何か－とその使い方
ロバート・N・コルウェル、中
島巌 訳

21

1975 昭和50年 航測パトロール（本の紹介） 国際写真測量学会第7部会シンポジウム論文集(1974年)から 23
1975 昭和50年 環境アセスメントの背景と体系 吉川博也 1
1975 昭和50年 航測パトロール（本の紹介） カナダ林野庁における LANDSAT(ERTS)データに関する初期実験 7
1975 昭和50年 環境アセスメントと写真利用 梶山正之 8
1975 昭和50年 宇宙から見る 網走と流氷 中島巌 11

1975 昭和50年
環境アセスメントのための自然環境調査例－森林立地環境の定
量的評価

森尚 14

1975 昭和50年 防災のための地域自然環境解析の一例 川崎達 18
1975 昭和50年 七尾市周辺における環境調査 守田弘之 21
1975 昭和50年 航測用機器特集 航測用機器特集 1
1975 昭和50年 航測用機器特集 　撮影用航空機 2

104

106

107

109

110

18911

19012

101

102

18810
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1975 昭和50年 航測用機器特集 　航測用カメラ・フィルム 5
1975 昭和50年 航測用機器特集 　写真処理用機器 8
1975 昭和50年 航測用機器特集 　空中三角測量用機器 11
1975 昭和50年 航測用機器特集 　図化用機器 13
1975 昭和50年 航測用機器特集 　写真図作成用機器 17
1975 昭和50年 航測用機器特集 　判読用機器 20
1975 昭和50年 航測用機器特集 　その他の機器 23

1976 昭和51年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

大雪 1

1976 昭和51年 第13回国際写真測量学会に参加して 淵本正隆 3

1976 昭和51年 航測パトロール（本の紹介）
『LANDSAT CCTによる森林地帯区分の精度』(Z･カレンスキー,L･
R･シェルク)

5

1976 昭和51年 フィンランドの森林航測 渡辺宏 6
1976 昭和51年 森林の取扱いと空中写真－造林分野での利用可能性の検討を 編集室 9
1976 昭和51年 宇宙から見る 根釧原野・納沙布岬 中島巌 13
1976 昭和51年 写真でみる間伐 写真でみる間伐 編集室 14
1976 昭和51年 空から診断 愛鷹山のゴルフ場開発と環境問題 依光良三 18
1976 昭和51年 森の履歴書 段戸国有林 編集室 22

1976 昭和51年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

チリチリブナ天然生優良林 函館営林局計画課 1

1976 昭和51年 リモートセンシング国際会議報告 中島巌 3

1976 昭和51年
航空写真による森林経営計画システム (フィンランド方式)－第13
回国際写真測量学会国際会議から

渡辺宏 5

1976 昭和51年 デジタルカラー写真を利用した間伐計画 鈴木隆 9
1976 昭和51年 宇宙から見る 宗谷 中島巌 13
1976 昭和51年 写真でみる間伐 2－ヒノキ大材生産林の間伐の考え方 編集室 14

1976 昭和51年 航測パトロール（本の紹介）
『Manua1 of Remote Sensing』(アメリカ合衆国写真測量学会(ASP)
編)

17

1976 昭和51年 空から診断 長良川水害地の土地条件と水害対策のあり方 水谷武司 18
1976 昭和51年 森の履歴書 日出雲林業 菊谷光重 22

1976 昭和51年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

苫小牧事業区205林班 札幌営林局計画課 1

1976 昭和51年 アマゾン開発と航空写真 堀正之 3
1976 昭和51年 利根川変遷史考－1枚の空中写真から 宮村忠 7

1976 昭和51年 航測パトロール（本の紹介）
『天然色写真, 赤外カラー写真, パンクロ写真の比較』(P･R･ステ
フェンス)

9

1976 昭和51年 DPMシステムによるスキー場適地の検索 淵本正隆、後藤元 11
1976 昭和51年 写真でみる間伐 写真でみる間伐　3－これからの間伐試験設計 西川匡英 15
1976 昭和51年 空から診断 北伊豆の林地開発と環境問題 依光良三 18
1976 昭和51年 森の履歴書 久万林業の二段林 安藤貴 22

1976 昭和51年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

大盡山 (ヒバ天然林) 青森営林局計画課 1

1976 昭和51年 昭和52年度森林航測関係予算案の概要 山口夏郎 3

1976 昭和51年
航空写真を利用した東南アジア地域における土地利用区分調査
の一手法

樋渡幸男 5

1976 昭和51年
現場における空中写真活用の実態－林業講習所専攻科部門別
演習レポートより

一方井文夫 10

1976 昭和51年 航測パトロール（本の紹介）
『ヘリコプターによる大縮尺写真撮影用可動ステレオカメラシステ
ム(中央ヨーロッパにおける森林資源調査のための)』(B. ローディ)

13

1976 昭和51年 写真でみる間伐 4－保護樹帯の間伐 有田隆 15
1976 昭和51年 空から診断 山中のハリモミ保護林 高橋文敏 18
1976 昭和51年 森の履歴書 小岩井農場の山林 下田一 22

1977 昭和52年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

桃洞佐渡スギ 秋田営林局計画課 1

1977 昭和52年 リモートセンシング序説(上) 大貫仁人 3
1977 昭和52年 空から診断 三浦国有林の風倒被害と環境保全機能の喪失 真下育久 11

1977 昭和52年 写真でみる間伐
5－空中写真を活用したカラマツ人工林の間伐適期 ･ 間伐量の
推定

油津雄夫 16

1977 昭和52年 現場での森林航測－林分調査への空中写真の活用 金丸隆一 19
1977 昭和52年 航測パトロール（本の紹介） 『空中写真　日本』(西村蹊二編) 21

1977 昭和52年 航測パトロール（本の紹介）
『人工衛星写真　リモートセンシング－地球資源探査の解析と応
用』(NASA発行，中島巌ら訳)

21

1977 昭和52年 森の履歴書 今須の択伐林 菊谷光重 22

1977 昭和52年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

太平山天然生林(ブナ) 秋田営林局広報室 1

1977 昭和52年 リモートセンシング序説 (下) 大貫仁人 3
1977 昭和52年 空から診断 林野火災での空中写真の利用 本木茂 13
1977 昭和52年 航測パトロール（本の紹介） 『建設技術者のための空中写真判読』(武田裕幸・今村遼平) 17
1977 昭和52年 現場での森林航測－地域施業計画と空中写真 堀豊司 18
1977 昭和52年 森の履歴書 第1回全国育樹祭開催地(別府市) 長野愛人 21

1977 昭和52年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

小川天然生林 東京営林局計画課 1

1977 昭和52年 森林の鳥瞰図 木平勇吉 3
1977 昭和52年 空から診断 赤外カラー写真による松くい虫被害調査 小原忠夫 10
1977 昭和52年 『伊豆大島近海地震』被災状況 編集室 17
1977 昭和52年 写真でみる間伐 6－都市近郊人工林の風致的施業 編集室 20
1977 昭和52年 航測パトロール（本の紹介） 『世界－人工衛星写真集』(NASA原著, 竹内均訳) 23

1977 昭和52年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

高崎シオジ 前橋営林局計画課 1

1977 昭和52年 天然林施業への空中写真の利用 白井彰 3

1977 昭和52年 現場での森林航測レポート
滝本健児、田畑真治、渡辺
義一

9

1977 昭和52年
空中写真の世界/立体視の楽しみ－地図を伴うレクリエーション
ヘの利用

編集室 14

1977 昭和52年 航測パトロール（本の紹介） 『高高度写真の現況と実験結果』(D. グート，J. ヘーレ) 16
1977 昭和52年 森の履歴書 飫肥林業 川崎良賢 21

1978 昭和53年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

柳沢林道沿線 (カラマツ) 前橋営林局計画課 1

1978 昭和53年 空中写真林分材積表の適合性検定 大貫仁人、内藤芳樹 3
1978 昭和53年 昭和53年度森林測量事業予算の概要 岡村敏雄 10
1978 昭和53年 森林航測テンプレートの改善について 渡辺宏 12
1978 昭和53年 空から診断 妙高高原町の土砂災害 編集室 16
1978 昭和53年 宇宙からの新しい眼－ソビエトのマルチ・カメラ 西尾元充 18

1978 昭和53年 航測パトロール（本の紹介）
「データ収集に関する国際シンポジウム」国際写真測量学会・第1
部会より

21

1978 昭和53年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

浅間(カラマツ天然林) 前橋営林局計画課 1

1978 昭和53年 気球を使った簡易空中撮影のすすめ 中北理 3
1978 昭和53年 空中写真を利用した林道計画に関する環境アセスメントの一手法 望月絜 8

1978 昭和53年 航測パトロール（本の紹介）
『人工衛星から灰色熊(Grizzly Bear)の生息地をつかむ』(ジョン・
グレイヘッド)

14

1978 昭和53年 視差測定かんの測標の色彩 渋谷欣治 16
1978 昭和53年 顕微鏡立体写真のはなし 佐伯浩 18
1978 昭和53年 森の履歴書 吉野林業 岡崎旦 20

1978 昭和53年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

光岳・中尾根山 東京営林局計画課 1

1978 昭和53年 空中写真林分材積表 ｢判読基準カード｣ の作成について 佐藤昭治 3
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115
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1978 昭和53年 航測パトロール（本の紹介）
『南スマトラにおける伐採跡地の残存立木と更新力調査』(コマー
ル・スマルナ)

9

1978 昭和53年 縞枯山の森林帯の移動－｢しまがれ｣ 28年間の移動量 高橋文敏 10

1978 昭和53年
森林計画編成業務における情報のデジタル処理－機能別調査
メッシュ解析図作成の場合

日林協技術開発部 18

1978 昭和53年 森の履歴書 青梅林業 小森栄 21

1978 昭和53年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

油木沢 長野営林局計画課 1

1978 昭和53年 簡単なカメラによる写真の数値解析について (Ⅰ) 松崎健 3
1978 昭和53年 林相入り写真図の作成 渡辺宏 9

1978 昭和53年
空中写真と図化図面 (1/5,000) を利用した簡単な測量法－“刺針
測量”の提唱について

原田久吉、佐々木辰武、小
林喜徳

14

1978 昭和53年 航測パトロール（本の紹介）
地球資源観測衛星 LANDSAT の地上受信局の完成と地球観測
データ提供室の設立

19

1978 昭和53年 森の履歴書 智頭林業 金谷則雄 20

1979 昭和54年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

賎母 長野営林局計画課 1

1979 昭和54年 わが国の森林管理情報と空中写真利用の展望 中島巌 3
1979 昭和54年 21Omm撮影カメラの18cmサイズと23cmサイズ 丸山正 9
1979 昭和54年 昭和54年度森林測量事業予算の概要 岡村敏雄 12
1979 昭和54年 簡単なカメラによる写真の数値解析について (Ⅱ) 松崎健 14

1979 昭和54年 航測パトロール（本の紹介）
『宇宙からの眼－リモートセンシングデータ解析』(「宇宙からの眼」
編集委員会編)

19

1979 昭和54年
『空中写真と図化図面 (1/5,000) を利用した簡単な測量法－“刺
針測量”の提唱』を読んで

渡辺宏 20

1979 昭和54年 森の履歴書 天竜林業地帯 鈴木光男 21

1979 昭和54年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

段戸モミ・ツガ 名古屋営林局計画課 1

1979 昭和54年 治山の調査設計と航空写真 秋谷孝一 3
1979 昭和54年 斜め航空写真へのお誘い 淵本正隆 9
1979 昭和54年 岩手県での空中写真利用状況 山崎等 14
1979 昭和54年 森林環境に対するリモートセンシングの国際会議に出席して 渡辺宏 18
1979 昭和54年 森の履歴書 石狩川源流の亜寒帯性針葉樹林 中村博 21

1979 昭和54年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

千本山 (ヤナセ天然スギ) 高知営林局計画課 1

1979 昭和54年 有珠山噴火災害の調査
高畑滋、前崎武人、深山一
弥

3

1979 昭和54年 航測パトロール（本の紹介） 林試画像解析装置FIAS 8
1979 昭和54年 人工衛星データによる林相のデジタル解析 日林協技術開発部 9

1979 昭和54年
リモートセンシングの応用とその現状－『国際リモートセンシング
セミナー』より

沢田治雄 15

1979 昭和54年 福岡県における空中写真の利用状況 奥利光 17
1979 昭和54年 森の履歴書 足尾荒廃地の緑化 岩川幹夫 20

1979 昭和54年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

白髪山(白髪ヒノキ) 高知営林局計画課 1

1979 昭和54年 空中写真による林分構造と水土保全機能の推定
西沢正久、長正道、山崎英
祐、吉田茂二郎

3

1979 昭和54年 岡山県における航空写真等の利用 三村柳一 9
1979 昭和54年 熊本県における正射写真図の導入および使用経過について 小邦徹、家入伝、渕田豊喜 12
1979 昭和54年 航測パトロール（本の紹介） 第5回(1979年度)「リモートセンシングシンポジウム」 16
1979 昭和54年 随想－となりの事情 西尾元充 19

1980 昭和55年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

高野山(コウヤマキ) 大阪営林局計画課 1

1980 昭和55年
航空写真上の樹冠疎密度によるスギ人工林の成林成果判定方
法について

保坂良悦、今永正明、北村
昌美

3

1980 昭和55年 第14回国際写真測量学会 (ISP) 報告 中島巌、若森邦保 9
1980 昭和55年 昭和55年度森林測量事業予算の概要 岡村敏雄 14
1980 昭和55年 林試画像解析装置FIAS 大貫仁人、沢田治雄 16
1980 昭和55年 森の履歴書 根釧原野の防風保安林 梅本正照 20
1980 昭和55年 航測パトロール（本の紹介） 『立体写真のみかた・とりかた・つくりかた』(日本写真測量学会編) 22

1980 昭和55年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

滑山(ナメラマツ) 大阪営林局計画課 1

1980 昭和55年 航空機MSSによる樹木の活力評価について 力丸厚 3

1980 昭和55年 ダム堆砂と航空写真の利用
斉藤敬三、長岡信司、丸山
裕一、池田一雄

10

1980 昭和55年
治山事業計画と航空写真－林野庁主催 ｢治山技術研修｣ でのア
ンケート結果から

日林協調査部 16

1980 昭和55年 森の履歴書 日光杉並木街道の変遷と保存上の問題点 大森清寿 20

1980 昭和55年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

花山(ヤクスギ) 熊本営林局計画課 1

1980 昭和55年 赤外カラー空中写真の色再現の目標についての提案 山本博 3
1980 昭和55年 図化用機器の発展とその将来 太田守重 9
1980 昭和55年 正射写真図を利用した各種森林調査 西山進 13
1980 昭和55年 モディファイ写真とパンクロ写真の比較検定 若森邦保 16
1980 昭和55年 森の履歴書 北山林業 高野滋 21

1980 昭和55年
Typical Forest in Japan 学術参
考林めぐり

東霧島(霧島アカマツ) 熊本営林局計画課 1

1980 昭和55年 森林経営計画への空中写真の応用
西沢正久、吉田茂二郎、長
正道、山崎英祐

3

1980 昭和55年 赤外カラー空中写真による沿道植生環境調査 内海東男 8
1980 昭和55年 近づく第17回ユフロ世界大会 中野達夫 14
1980 昭和55年 松川先生と森林航測 丸山正 18
1980 昭和55年 総目次掲載号 　№101～131 21

130

131

124

125

126

127

128

129

122

123


	林業技術P1-12 
	104-111号
	111-120号
	120-131号
	131-139号
	139-148号
	148-156号
	156-162号
	162-168号
	168-176号
	176-181号
	181-187号
	187-190号

	森林航測P12-14
	101-111号
	111-122号
	122-131号




