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（林業技術）
1950 昭和25年 巻頭言(巻頭之辞) 復興第3年を迎えて 松川稿 1
1950 昭和25年 講演 本邦天然生林の施業について  (北海道支部連合会創立記念) 井上由扶 九州大学教授 3
1950 昭和25年 講演 北海道林業雑感  (北海道支部連合会創立記念) 中村賢太郎 東京大学教授 7
1950 昭和25年 講演 北海道森林の取扱について  (北海道支部連合会創立記念) 佐藤彌太郎 京都大学教授 9
1950 昭和25年 講演 ノイバウエルの簡易近似式  (北海道支部連合会創立記念) 中島広吉 北海道大学教授 11
1950 昭和25年 日本林業再建の現段階 島田錦蔵 東京大学教授 13
1950 昭和25年 解説(行政施策等) 公共事業について－特に林業に於ける 若林正武 経本資源調査事務局 16
1950 昭和25年 懸賞論文 (第1回佳作)松樹害虫駆除対策 中野博正 林業試験場浅川支場 19
1950 昭和25年 解説(研究調査報告等) 照査法と林木調査(1) 岡崎文彬 京都大学助教授 23
1950 昭和25年 海外情報 日本の赤松、黒松が北米ではどんな成績か？(抄録) 松原茂 28
1950 昭和25年 随筆・随想 飛鳥川 横田精一郎 29
1950 昭和25年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  井上元則「松喰虫防除精説」 日塔正俊 30
1950 昭和25年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  倉田益二郎「特用樹種」 坂口勝美 林業試験場 30
1950 昭和25年 会員投稿記事 我が校の林業教育 海津勝義 北海道立永山農業高等学 31
1950 昭和25年 質疑応答 林業技術普及員について 林野庁研究普及課 31
1951 昭和26年 海外情報 TVAの森林  (2) J.O.アートマン 尾崎克幸 1
1951 昭和26年 本山経営区ひのき林々分収穫表について 萩野敏雄 高知営林局計画課 5
1951 昭和26年 本山経営区ひのき林々分収穫表について 古川遊龜男 高知営林局計画課 5
1951 昭和26年 誌上討論 誌上討論会原稿募集「木材利用の合理化は如何に在るべきか」 15
1951 昭和26年 林業苗畑における稚苗の越冬処置 芝田隆雄 青森県三本木農業高等学 16
1951 昭和26年 飛騨産アスナロの丸太直径と辺材率並に樹齢と心材率との関係 伊藤貢 岐阜青年師範学校 19
1951 昭和26年 神宮林と大杉谷 中村賢太郎 東京大学教授 23
1951 昭和26年 隔條伐採による二段喬林作業を提唱する 渡邊芳夫 愛媛県林務課 25

1951 昭和26年 新制高校に於ける林業教育上の諸問題について 太田重孝
山形県楯岡農業高等学校
教官

26

1951 昭和26年 太田氏の「林業教育上の諸問題」にお答えいたします S事務官 文部省 27
1952 昭和27年 懸賞論文 (第3回二席)我が国林野行政の重点施策とその具現方策につい 大崎六郎 宇都宮大学農学部 1
1952 昭和27年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  倉田益二郎「特用樹の有利な栽培法」 坂口勝美 10
1952 昭和27年 解説(行政施策等) 国土の総合開発と林業技術者の課題 大福喜子男 林野庁調査課 11
1952 昭和27年 解説(研究調査報告等) 九州に於ける松食虫の問題 井上元則 林業試験場札幌支場 14
1952 昭和27年 天然生林に於ける強度伐採とその後の経過について 谷口信一 北海道大学農学部助教授 19
1952 昭和27年 林木形質生長量査定に関する一例 村田文之助 熊本営林局計画課 22
1952 昭和27年 「新制高校林業教育論」について思う 代田正二 長野県上伊那農業高等学 24

1952 昭和27年 随筆(連載―森林手薄) 森林手薄(8)木から砂糖を 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校
教諭

30

1952 昭和27年 質疑応答 「スギのサシホ貯蔵について」 戸田良吉 林業試験場造林部 33
1952 昭和27年 質疑応答 「自家用林指定の標識について」 岩田事務官 林野庁計画課 33
1952 昭和27年 巻頭言(巻頭之辞) 教育・研究・行政 大政正隆 0
1952 昭和27年 海外情報 アラスカの森林と樹類  (1) 遠藤藤隆 林野庁指導部計画課 1
1952 昭和27年 解説(研究調査報告等) 我国の原野を語る 小幡進 林業試験場経営部長 7
1952 昭和27年 木材市況の概況 吉田好彰 日本木材協会常務理事 9
1952 昭和27年 解説(行政施策等) 木炭需給と価格の概況 山下正文 林野庁林政部林産課 12
1952 昭和27年 焼畑に於けるハンノキと桐樹の混植栽培 堀敏男 岐阜県山林事務局 15
1952 昭和27年 随筆(連載―台湾行) 台湾行(1)台湾の概況 松川恭佐 日本林業技術協会理事長 17

1952 昭和27年 随筆(連載―森林手薄) 森林手薄(9)クリスマスに因む木々 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校
教諭

21

1952 昭和27年 随筆(連載―林業雑観) 林業雑観(6) 山崎榮喜 前高知営林局計画課長 24
1952 昭和27年 コラム(本の紹介) (図書紹介)  鈴木時夫「東亜の森林植生」 栗田勲 29
1952 昭和27年 解説(シリーズ―砂防造林講 砂防造林講座：2 どんな樹や草を使ったらよいか(2) 倉田益二郎 林業試験場 30
1952 昭和27年 案内 「林業解説」50号総目録 37
1954 昭和29年 表紙写真 「厳寒に働く」 高橋捷吾 王子製紙山林部 0
1954 昭和29年 解説(研究調査報告等) スギ精英樹選出の実際 千葉茂 林業試験場造林部 1
1954 昭和29年 完全造材作業が手山作業のコストに及ぼす影響について 十条製紙株式会社山林部 7
1954 昭和29年 科学陣営の対立 三島超 林業機械化協会 14
1954 昭和29年 解説(シリーズ―治水) 治水談議：拡水法について 平田徳太郎 林業試験場 17

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(3)―(概要林業教育年表付き) 石川利治
林野庁調査課林業発達史
調査室

19

1954 昭和29年 興林会・日林協あれこれ 日林協三十年史(3)各種規程 日本林業技術協会 25
1954 昭和29年 質疑応答 「徒長なえお消石灰による抑制」 宮崎榊 29
1954 昭和29年 解説(シリーズ―改良木材講 改良木材講座：新しい木材材料(6) 平井信二 東京大学教授 30
1954 昭和29年 懸賞論文 第5回懸賞論文募集要綱 33
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 34
1956 昭和31年 表紙写真 第3回「山の事業所」 井口伍郎 高知営林局 0
1956 昭和31年 巻頭言(巻頭之辞) 林業技術の振興方策 仰木重蔵 林野庁指導部長 2
1956 昭和31年 林業関係予算案の概要 昭和31年度林野予算について 奥原日出男 林野庁林政部長 3
1956 昭和31年 解説(行政施策等) 応用研究について 田村栄三 林野庁研究普及課 8
1956 昭和31年 解説(行政施策等) 放射能の林業えの利用 渡辺武夫 林野庁研究普及課 12
1956 昭和31年 随筆・随想 35年間をかえりみて 中村賢太郎 東京大学教授 14

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(2) 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) 全国的に分布し建物や木材等に大害を与えるヤマトシロアリに 肱黒友三 日本白蟻研究所長 25

1956 昭和31年 質疑応答
むらさきもんぱ病について桑園がこの病気非常に弱く掘り取った
のですが、その後に苗圃を設置して杉、桧の苗を植えたいのです
が病害はうけないでしょうか

林業試験場樹病研究室 30

1956 昭和31年 解説(研究調査報告等) 大寺式木登器について 岡田優 高知営林局奈半利営林署 31
1956 昭和31年 随筆・随想 栗田宅之丞　農林技術者伝の内 横田精一郎 元帯広大学教官 34

1956 昭和31年 随筆・随想
学生の耳目に響くもの－天城国有林，天龍林業，木曽国有林見
学の印象

宇都宮大学農学部林政学
教室

37

1957 昭和32年 表紙写真 第4回三席「ブナ林」 丸山茂 高田営林署 0
1957 昭和32年 論説・評論 森林経理学の任務-再び小沢氏に答える 嶺一三 東京大学農学部教授 1
1957 昭和32年 解説(行政施策等) 森林資源調査の構想－新しい国有林経営計画に関連して 秋山智英 林野庁計画課 8
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 主伐と間伐との境目－林業伐採の種類分け 村田文之助 熊本営林局 12

1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) 教科書で取り扱われている植物について 斉藤功
文部省初等中等教育局文
部事務官

15

1957 昭和32年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  日本の地辷り(小出博 著) 倉田益二郎 宇都宮大学教授 18
1957 昭和32年 解説(研究調査報告等) ブナノキのキクイムシについて 加辺正明 前橋営林局 19

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(Ⅰ) 伊藤一雄 林業試験場釜淵分場長 22

1957 昭和32年 紹介 (文献)  樹高測定に用いられる一般式について 大友栄松 林業試験場経営部 28
1957 昭和32年 紹介 (文献)  アメリカの農用林の概況とその効用 兵頭正寛 林業試験場高知支場 31

1957 昭和32年 座談会 航空写真の利用

遠藤隆(司会)(出席者)堀
正之、名村二郎、細川恭
夫、永田忠雄、野田吉次、
伊藤美昭、中島巌

35

1958 昭和33年 表紙写真 第5回「冬の搬出」 斎藤正児 北海道旭川 0
1958 昭和33年 講演 日本の労働組合連動  (信州支部連合会) 大河内一男 東京大学経済学部長 1
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 林学の一部門の教育にあらわれた一，二の傾向について 四手井綱英 京都大学教授 8
1958 昭和33年 論説・評論 林業改良普及事業の主体性 井ノ川金三 群馬県林務部林産課 10
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) チェンソー作業について 秋保親悌 林業試験場木曽分場 13
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 半架線として鬼泪式架線型式について 林甫 鬼泪山営林事務所 18
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 密閉式製炭方法 迫田福馬 宮崎市　元満州国技官 19
1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 十勝における日高山脈の荒廃と治山事業 近嵐弘栄 帯広営林局経営部造林課 21
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1958 昭和33年 解説(研究調査報告等) 農用材としてとりあげたいハンノキ 千葉春美 林業試験場好摩分場 27
1958 昭和33年 随筆・随想 ユタンポの効用 エス・ワタナベ 31
1958 昭和33年 随筆・随想(編集委員年末放 林業試験のPRが必要 伊藤清三 32
1958 昭和33年 随筆・随想(編集委員年末放 共同研究 坂口勝美 林業試験場造林部長 32
1958 昭和33年 随筆・随想(編集委員年末放 たくまざるPR 杉下卯兵衛 32
1958 昭和33年 随筆・随想(編集委員年末放 嬉しかった事についての放談 大福喜子男 33
1958 昭和33年 随筆・随想(編集委員年末放 北海道と栗 松原一夫 34
1958 昭和33年 随筆・随想(編集委員年末放 現実と夢 松原茂 34
1958 昭和33年 林業技術総目次 昭和33年(1958)191～202号 35
1960 昭和35年 表紙写真 第6回二席「最北限の杉人工林」 長浜祐治 小樽市 0
1960 昭和35年 林業関係予算案の概要 昭和35年度　林野庁一般会計予算の概要 野崎博之 林野庁林政課 1
1960 昭和35年 林業関係予算案の概要 昭和35年度　国有林野事業特別会計予算の概要 片山正英 林野庁業務課 5
1960 昭和35年 論説・評論 市町村行政と林務行政 渡辺武夫 佐賀県林務課長 8
1960 昭和35年 コラム(本の紹介) (新刊紹介)  『苗木の育て方』 宮崎榊・佐藤亨 著 橋本興良 林業試験場土壌調査部 10
1960 昭和35年 論説・評論 農民はいかなる林業知識を求めているか 山添精三 鹿児島大学教授 11

1960 昭和35年 論説・評論 日本の林業研究と教育－アメリカの林学者の見た印象
バートラム・ハッシュ 著 ;
嶺一三 訳

14

1960 昭和35年 座談会 林業改良普及事業10年を省みて
伊藤清三(司会)(出席者)
杉下卯兵衛、田村栄三、
平野孝二、渡辺武夫、松

17

1960 昭和35年 会員投稿記事 私の意見　林業用語雑感 海藤精一郎 気田営林署 24

1960 昭和35年 解説(研究調査報告等) 堰堤水叩部洗掘試験--特に主副堰堤間距離について 星川繁広
東京農工大学森林防災研
究技術員

25

1960 昭和35年 紹介 (文献)  気候変化と林木の年輪及び森林蓄積 西村五月 訳 29
1960 昭和35年 紹介 (文献)  米国マツ類の2つの病害に対する生態的研究 高井省三 33
1960 昭和35年 海外情報 森林航測異国の旅を終えて 中島巌 林業試験場経営部 36
1960 昭和35年 トピック・トピックス・とぴっくす (最近の話題)  治山事業の予算決まる 40
1960 昭和35年 コラム(こだま) 条件反射 (影法師) 41
1960 昭和35年 林業技術賞 第6回林業技術賞受賞候補者の推薦を募る(表彰規定) 42
1961 昭和36年 表紙写真 第7回三席「鉄道防雪林」 吉岡荘作 長野県長野市 0
1961 昭和36年 論説・評論 短期育成林業推進協議会の動きについて 弘田尊勇 林野庁造林保護課 1

1961 昭和36年 解説(研究調査報告等)
植栽密度試験について　6年生クロマツ林に見られた密度の影響
を中心として

柴田信男 京都大学教授 4

1961 昭和36年 論説・評論 山村工業の今後のあり方 畔柳鎭(くろやなぎしげる) 岡山大学助教授 9
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) 移動チッパーによる枝条材チップ化 宮辺健次郎 興国人絹パルプ株式会社 13
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) アメリカにおける森林経営に関する研究 坂口勝美 林業試験場造林部長 20

1961 昭和36年 自由論壇 スギ・アカマツの開花現象について 成沢多美也
新潟県加茂農林高等学校
教諭

24

1961 昭和36年 自由論壇
高等学校における林業教科について(改訂高等学校指導要領の
紹介)

角哲
鹿児島県市来農芸高等学
校教諭

27

1961 昭和36年 自由論壇
航空写真センターの設置を要望する・日本林業技術協会測量指
導部の強化に関連して

堀正之 前橋営林局作業課長 29

1961 昭和36年 自由論壇 林業基本問題所感 中村賢太郎 東京大学名誉教授 31
1961 昭和36年 林業技術賞 林業技術賞表彰規定 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)北山林業 四手井綱英 京都大学教授 34

1961 昭和36年 コラム(こだま) 停煙の記 (S･I･生) 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年度林業関係予算について 40
1961 昭和36年 表紙写真 「十国峠付近」 アジア航空測量K.K. 0
1961 昭和36年 論説・評論 林産工業振興上の諸方策 松原一夫 林野庁林産課 1
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (1)合板工業 繁沢静夫 日本貿易振興会 5
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (2)製材およびチツプ工業 大河内正敏 林野庁林産課 6
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (3)フローリング、モザイク・パーケット 藤縄文明 林野庁林産課 7
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (4)ファイバーボード、パーティクルボード 佐野弥三郎 林業試験場林産化学部 8
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (5)紙・パルプ 桜井矩男 紙・パルプ連合会 9
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (6)木材加水分解工業 田窪健次郎 林業試験場林産化学部長 11
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (7)木工機械工業 坂本末松 日本木工機械工業会 12
1961 昭和36年 特集(林産工業の動向) (8)成型木炭・鋸屑固型燃料(オガタン) 飯畑幸男 林野庁林産課 13
1961 昭和36年 論説・評論 木材加工技術の動向 小倉武夫 林業試験場木材部長 15
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 木材需給の動向 中沢俊 林野庁林産課 18
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 木材貿易の動向 小松新平 林野庁林産課 23
1961 昭和36年 解説(行政施策等) 特殊林産工業の現況 村山善一 林野庁林産課 30

1961 昭和36年 コラム(本の紹介)
(新刊紹介)  『瘠悪地改良とその造林に関する研究-ボタ山の造
林-』佐藤敬二 編著

倉田益二郎 32

1961 昭和36年 解説(行政施策等) 木炭需給の動向 望月優 林野庁林産課 33

1961 昭和36年 随筆(連載―木曽谷随想) (4)森林鉄道・発電所 浜武人
林業試験場木曽分場保護
研究室

34

1961 昭和36年 コラム(こだま) わらってはいられない (藍) 35
1961 昭和36年 解説(研究調査報告等) コバノヤマハンノキについて 盛田達三 青森県森連会長 36

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)芦北林業 片山佐又 林業試験場九州支場 42

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)芦北林業 細井守 林業試験場九州支場 42

1961 昭和36年 おわび (原稿焼失) 46

1961 昭和36年 自由論壇
濃密普及地区に関する検討の方向について－小部・後藤両氏の
ご意見によせて

豊田久夫 林野庁研究普及課 47

1961 昭和36年 随筆・随想 歳末所感 編集委員 53
1961 昭和36年 林業技術総目次 昭和36年(1961)227～237号 55
1963 昭和38年 表紙写真 第9回一席「松の子模様」 杉山良一 山形県酒田市 0
1963 昭和38年 あいさつ 新年の抱負 石谷憲男 1

1963 昭和38年
特集・今月のテーマ(樹種シ
リーズ)

カラマツ  国有林のカラマツ造林の動向 牛山六郎 林野庁業務課造林班長 2

1963 昭和38年 案内 林業技術センターの落成のお知らせ 4

1963 昭和38年
特集・今月のテーマ(樹種シ
リーズ)

カラマツ  カラマツ先枯病の現状と防除対策 中村毅 林野庁保護課 5

1963 昭和38年
特集・今月のテーマ(樹種シ
リーズ)

カラマツ  カラマツの造林・国有林のカラマツ造林地実態調査か
ら

加藤善忠 林業試験場造林部長 9

1963 昭和38年
特集・今月のテーマ(樹種シ
リーズ)

カラマツ  カラマツ先枯病の診断と防除 伊藤一雄 林業試験場樹病科長 15

1963 昭和38年
特集・今月のテーマ(樹種シ
リーズ)

カラマツ  カラマツ材の材質の特徴とその利用上の問題点 加納孟
林業試験場木材部材質第
二研究室長

21

1963 昭和38年 新春に (しんねんによせて)  林業の基本的施策について 若江則忠 林野庁指導部長 25
1963 昭和38年 新春に (しんねんによせて)  トンデモナイコト 厚味荘之助 林野庁林政部長 27
1963 昭和38年 新春に (しんねんによせて)  日本林業と林業教育 太田勇次郎 日本林業技術協会名与会 29
1963 昭和38年 自由論壇 わたくしは国有林増産計画を支持する 藤村隆 森林資源綜合対策協議会 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)  日本学術会議第6期会員選挙 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)  社会党山林政策大綱を発表 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)  カリマンタン開発総括的協定の段階へ 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)  林業部門天皇杯は福田孫光氏 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)  林野庁殉職者慰霊碑除幕式 34
1963 昭和38年 コラム(こだま) 新春に想う (R生) 34
1963 昭和38年 表紙写真 第10回特選「巨木陸揚」 高橋正雄 山形県酒田市 0
1963 昭和38年 論説・評論 大学・高校における林業教育のありかた 山内倭文夫 東京教育大学農学部長 1
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1963 昭和38年 論説・評論 国有林野事業における職員研修 井草俊一 林野庁福利厚生課 5
1963 昭和38年 論説・評論 林業講習所における職場教育 尾ヶ井章 林業講習所長 8
1963 昭和38年 論説・評論 普及事業の本質 豊田久夫 林野庁研究普及課 11
1963 昭和38年 論説・評論 普及事業の問題点と今後の方向 竹内城 石川県林政課 14

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(2) 横尾多美男
佐賀大学農学部植物保護
学教室

18

1963 昭和38年
随筆(連載―いいたいことをい
わしてもらおう)

(1)門松廃止論に関して 四手井綱英 23

1963 昭和38年 座談会 野うさぎの害を防ぐために

松原茂(司会)(出席者)伊
藤清三、松山資郎、宇田
川竜男、日塔正俊、長坂
新一、富士重正

25

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) スギのハダニの防除試験 右田一雄
名古屋大学農学部附属稻
武演習林

29

1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) スギのハダニの防除試験 北原宣幸
名古屋大学農学部附属稻
武演習林

29

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)(3)益田 石川彰 島根県林業専門技術員 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)  豪雪被害林産関係60億越す 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)  中央森林審議委員任命 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)  林業信用基金法案 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)  37年度外材輸入額1千億こす 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)  林業普及職員総合研修所浅川実験林内に建設 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)  37年度パルプ材消費量 36
1963 昭和38年 コラム(こだま) 一テーマ・一研究者 (あい) 36
1963 昭和38年 林業写真コンクール 第10回森林・林業写真コンクール入選者の発表 37
1963 昭和38年 表紙写真 第10回佳作「フォークリフト」 宮崎福治 埼玉県入間郡越生町 0
1963 昭和38年 海外情報 カリマンタン開発について 石井佐吉 林野庁林産課長補佐 1
1963 昭和38年 解説(行政施策等) 国有林における林地除草剤の利用 星沢正男 林野庁業務課造林班長 4
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) 異常気象により発生した長野県下の樹木被害(病害) 浜武人 林業試験場木曽分場 7
1963 昭和38年 解説(研究調査報告等) スラッシュマツの変種その後 真部辰夫 林業試験場関西支場 11
1963 昭和38年 ヒノキのトックリ病と土壌型について 田籠伊三雄 福岡県甘木農林事務所 15
1963 昭和38年 スギの“みぞくされ”病林から採取されたカミキリムシについて 飯村武 16
1963 昭和38年 海外情報(IUFRO) IUFRO(国際林業研究機構連合会)における林業部会のうごき 坂口勝美 林業試験場長 17

1963 昭和38年 海外情報 ソビエトの大学における林学関係の教育 遠藤健治郎
東京大学農学部附属演習
林研究部

20

1963 昭和38年 海外情報 スペインの林業をみる(2) 塩谷勉 九州大学教授 24
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)(8)旭川 倉橋浩 北海道立林業指導所 27
1963 昭和38年 自由論壇 ものの考え方・再び中村先生へ 鈴木圭磨 青森県庁企画課 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)  第2回農業祭 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)  映画「森林」(協会製作)への反響 33
1963 昭和38年 コラム(こだま) これからの国有林野事業特別会計 (I･S生) 34
1964 昭和39年 表紙写真 第11回三席「除草剤散布」 鍋島清幸 0
1964 昭和39年 巻頭言(巻頭之辞) 総会を終えて 石谷憲男 日本林業技術協会理事長 1
1964 昭和39年 林業時評 新制大学と林学教育 伏谷伊一 東京農工大学農学部教授 2
1964 昭和39年 解説(行政施策等) 民有林道の現況 長島栄吾 林野庁林道課 5
1964 昭和39年 林道の適正密度--現状と将来の問題点 上飯坂実 宇都宮大学教授 8
1964 昭和39年 外材利用の問題 宮原省久 木材商工研究会長 11
1964 昭和39年 解説(研究調査報告等) 稚苗とこがえ法によるアカマツ一年生山出し苗の育成法 伊藤忠夫 茨城県林業試験場 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　5 練習問題解答 石田正次 統計数理研究所 17

1964 昭和39年 林業用語集 防災 松尾兎洋 林野庁 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)(16)新宮 浜本和人 20

1964 昭和39年 林業科学技術振興賞業績
第3回林業科学技術振興賞 リグニンの利用とその問題点(合成
樹脂の製造)

中野準三 東京大学農学部 24

1964 昭和39年 林業科学技術振興賞業績 第3回林業科学技術振興賞 林木の根の生理生態に関する研究 苅住曻 林業試験場造林部 27
1964 昭和39年 随筆(連載―林業放談) (9)大過なく 淡谷忠一 元林業講習所所長 30
1964 昭和39年 随筆(連載―中独中秋) (3)カッセル・シュリッツ 舘脇操 北海道大学農学部 31
1964 昭和39年 質疑応答 (相談室)  ツル類の薬剤処理 34
1964 昭和39年 コラム(本の紹介) 「ルンデゴルド・植物実験生態学」 坂口勝美 林業試験場長 34
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 林業基本法 林業基本法成立 36
1964 昭和39年 コラム(こだま) 外材と造林推進 (影法師) 36
1964 昭和39年 日本林業技術協会通常総会 第18回日本林業技術協会通常総会報告 37
1964 昭和39年 林業技術賞 第10回林業技術賞受賞者の発表 40
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受賞者の発表 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
1965 昭和40年 表紙写真 第11回一席「伐倒の雪煙」 中条美与記 北海道苫小牧市 0

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 下刈期間短縮造林法の実施を 牛山六郎
日本林業技術協会常務理
事・林野庁職員課

1

1965 昭和40年 林業時評 構造改善事業の対象－秋田県田沢湖町をモデルとして 三井鼎三 林業科学技術振興所 2
1965 昭和40年 解説(行政施策等) 鳥獣行政の問題点 石橋豊 林野庁造林保護課 5
1965 昭和40年 スギ林の生産力 四手井綱英 京都大学教授 9
1965 昭和40年 造林事業の当面する問題点 平山三男 中之条営林署長 15
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林業機械作業技術の改善と革新 中村英碩 林業試験場経営部 23

1965 昭和40年 シンポジウム
(短伐期林業の功罪 九州支部連合会) 林政、経済的立場から見
た短伐期林業の功罪

手束羔一 鹿児島県林務部長 26

1965 昭和40年 シンポジウム
(短伐期林業の功罪 九州支部連合会) 木材利用的立場から見た
スギ短伐期林業について

渡辺治人 九州大学教授 26

1965 昭和40年 シンポジウム (短伐期林業の功罪 九州支部連合会) 育種と短伐期林業 戸田良吉 林業試験場九州支場 26
1965 昭和40年 シンポジウム (短伐期林業の功罪 九州支部連合会) 短伐期林業と短期育成林 三善正市 宮崎大学教授 26
1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (1)ダケカンバ 近藤助 森林経営研究所 30
1965 昭和40年 自由論壇 林業自営者に林業教育の機会を与えよ 渡辺太兵衛 山形県村山農業高校 31

1965 昭和40年
随筆(連載―東北の山に耐雪
性のスギを求めて)

(6)飯豊スギ 成沢多美也 北日本林業研究所長 32

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)  技術研究テーマの
開発について

市川正二 群馬県 34

1965 昭和40年 コラム(本の紹介) 「空からはかる」西尾元充著 中島巌 林業試験場 34
1965 昭和40年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 昭和38年度農林水産業特別試験研究費補助金による試験研究 35
1965 昭和40年 コラム(こだま) 森林国有諭雑感 (M･M) 35
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) 名古屋営林局 36
1965 昭和40年 懸賞論文 第6回懸賞論文募集要綱 37
1965 昭和40年 表紙写真 第11回一席「砂防林」 武田与作 新潟県燕市 0

1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 造林技術と条件 サトー・タイシチロー
日本林業技術協会常務理
事・東京大学教授

1

1965 昭和40年 林業時評 林業経営の盲点 大沼省三 森林資源総合対策協議会 2
1965 昭和40年 林業用語集 森林生態(2) 松尾兎洋 林野庁 5
1965 昭和40年 解説(行政施策等) 民有林の林地肥培の推進について 湯本和司 林野庁造林保護課 6

1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林地肥培こんごの展望 塘隆男
林業試験場調査部土壌肥
料科長

9

1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 荒廃林地復旧技術の進展 橋本与良 林業試験場調査室長 12
1965 昭和40年 紙製品を用いた新しい育苗技術 永井幹男 千代田紙業株式会社 15
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林業機械作業技術の改善と革新(続) 中村英碩 林業試験場経営部 18

2687

25910

2534

2752
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1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(1)木材輸入の概況 遠藤隆 林野庁林産課 21

1965 昭和40年 講演 今日の農業間題  (信州支部連合会、中部支部連合会大会) 東畑四郎 財団法人 農政調査委員 24
1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (2)ヨシノスギ、ヤナセスギ 近藤助 森林経営研究所 28
1965 昭和40年 塩素酸塩を施用した造林地の植生の推移 石川達芳 岡山大学農学部 29
1965 昭和40年 塩素酸塩を施用した造林地の植生の推移 西田晃昭 岡山大学農学部 29
1965 昭和40年 塩素酸塩を施用した造林地の植生の推移 岩村通正 岡山大学農学部 29
1965 昭和40年 自由論壇 高校林業教育に思う 奥村覚 京都府立北桑田高校 31
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) 札幌営林局 32
1965 昭和40年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 昭和38年度出願の林業関係特許・実用新案 林野庁研究普及課 33

1965 昭和40年 コラム(本の紹介)
「観光と森林―フォレスト・レクリェーション」武居忠雄・秋山智英・
伊藤敞 共著

伊藤達次郎 林野庁研究普及課 33

1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす 初めて緑化に補助金(国土緑水) 34
1965 昭和40年 コラム(こだま) 林業技術＝大衆的実践技術 (ゲテモノ) 34
1965 昭和40年 案内 林業技術コンサルタントのご案内 35
1965 昭和40年 懸賞論文 第6回懸賞論文募集要綱 36
1965 昭和40年 表紙写真 第12回三席「林相」 森田良 千菜市 0
1965 昭和40年 巻頭言(巻頭之辞) 技術向上のための体制確立を 石谷憲男 日本林業技術協会理事長 1

1965 昭和40年 林業時評 昭和40年度　林業予算を見て 田中紀夫
森林資源総合対策協議会
事務局長

2

1965 昭和40年 解説(行政施策等) 林木育種事業の現況について 武居岳夫 林野庁造林保護課 5
1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 林木育種事業の技術的背景と問題点 岩川盈夫 林業試験場造林部 8

1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 広葉樹の育種　山地向けポプラの育成 千葉茂
王子製紙株式会社林木育
種研究所

12

1965 昭和40年 解説(研究調査報告等) 針葉樹類ことにスギを中心とした育種 石崎厚美 林業試験場造林部 16

1965 昭和40年
解説(シリーズ―輸入木材の
知識)

(2)ソ連材輸入の現況と問題点 棟元満男 北洋材輸入協会理事長 20

1965 昭和40年 随筆(連載―林業随想) (3)あれでもヤマか 近藤助 森林経営研究所 24
1965 昭和40年 随筆(連載―山官南氷洋をゆ (1)別れは悲し・荒れる南支那海 八木下弘 25
1965 昭和40年 自由論壇 「林業自営者に林業教育の機会を与えよ」を読んで 川田庄一 山形県林務課 28
1965 昭和40年 通風乾燥によるきゅう果の処理とその成果について 坂本雄次郎 藤村製絲株式会社 29
1965 昭和40年 トピック・トピックス・とぴっくす 40年度紙パルプ材消費見込み 32
1965 昭和40年 コラム(こだま) バナナと特産行政 (影法師) 32
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) 札幌営林局 33
1965 昭和40年 林業写真コンクール 第12回森林・林業写真コンクール入選者の発表 34
1968 昭和43年 表紙写真 第14回佳作「飛砂防備保安林」 佐藤金次郎 山形市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 新年の夢 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事長 1
1968 昭和43年 これからの林業 森有義 中央森林審議会委員 2
1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 1968年の林業技術展望 武藤憲由 北海道大学助教授 4

1968 昭和43年 特集(1968年の林業技術展望) 北海道における林業技術の間題点 高橋延清
東京大学教授北海道演習
林長

7

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

ツツジ 倉田悟
東京大学農学部

10

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

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

サクランボ 倉田悟
東京大学農学部

30

1968 昭和43年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

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

31

1968 昭和43年 コラム(山の生活) 祭堂の舞 32
1968 昭和43年 解説(シリーズ―林野のけも (10)カモシカはなぜ貴重か 宇田川竜男 林業試験場鳥獣研究室長 33
1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 昭和43～52年全国森林計画決まる 35
1968 昭和43年 表紙写真 第14回二席「貯木場」 寺川三郎 島田市 0
1968 昭和43年 巻頭言(巻頭之辞) 育林の振興に英知を 坂口勝美 林業試験場長 1
1968 昭和43年 動物保護 今泉英一 上野動物園長 2
1968 昭和43年 解説(研究調査報告等) 放射性同位元素と林業試験への利用 坂上幸雄 林業試験場造林部 5

1968 昭和43年 木材チップ検収統一について 古河一也
紙・パルプ連合会チップ専
門委員会会員

8

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

エゾマツ 倉田悟
東京大学農学部

11

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

1968 昭和43年
解説(シリーズ―森林生態研
究ノートから)

森林生態研究ノートから(12) 四手井綱英
京都大学農学部教授

25

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

1968 昭和43年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

スギ 倉田悟
東京大学農学部

35

1968 昭和43年 トピック・トピックス・とぴっくす 農林省大幅に機構改革 36
1968 昭和43年 林業用語集 森林気象 37
1968 昭和43年 コラム(こだま) 今後の林業機械化に思うこと (夢抱松) 37
1971 昭和46年 表紙写真 第17回三席「老木」 上野芳馬 大阪市住吉区 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 創立50周年に思う 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事長 1
1971 昭和46年 特集(日本林業のゆくえ) これからの林業 四手井綱英 京都大学教授 2
1971 昭和46年 特集(日本林業のゆくえ) 林業の危機とにない手 野村勇 林業試験場経営部 6
1971 昭和46年 特集(日本林業のゆくえ) 林業の再評価 岡和夫 林野庁計画課 11
1971 昭和46年 特集(日本林業のゆくえ) 日本林業への素朴な疑問 大島卓司 アラスカパルプKK監査役 14
1971 昭和46年 特集(日本林業のゆくえ) 日本林業と木材工業 堀池清 林業試験場林産化学部 18
1971 昭和46年 特集(近代林業の先覚者) その一生と技術的業績　熊沢蕃山 狩野亨二 林業家 22
1971 昭和46年 コラム(山の生活) 森山のやっこ 立花みよし 酒田 25
1971 昭和46年 特集(近代林業の先覚者) その一生と技術的業績　宮崎安貞 塩谷勉 九州大学教授 26
1971 昭和46年 特集(近代林業の先覚者) その一生と技術的業績　蔡温 天野鉄夫 元琉球政府林務課長 29
1971 昭和46年 特集(近代林業の先覚者) その一生と技術的業績　曾根原六蔵 酒井忠治 鶴岡市致道博物館 34
1971 昭和46年 特集(近代林業の先覚者) その一生と技術的業績　賀藤景林 長岐喜代次 秋田営林局 37
1971 昭和46年 特集(近代林業の先覚者) その一生と技術的業績　大蔵永常 佐藤敬二 九州大学教授 41
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 林業百科事典新版の刊行にあたって 坂口勝美 日本林業技術協会顧問 45
1971 昭和46年 表紙写真 第17回二席「防雪林をゆく」 細川政暉 小樽市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 保険保安林雑感 吉村昌男 林野庁治山課長 1
1971 昭和46年 論壇 我が国の自然立地と人工造林 松井光瑤 林業試験場土じょう部 2
1971 昭和46年 大気圏の汚染とその影響 朝倉正 気象庁長期予報官 6
1971 昭和46年 林業用除草剤の研究と将来 竹松哲夫 宇都宮大学教授 10

3461
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1971 昭和46年 北海道国有林の諸問題について－これからの心構え 木村晴吉 日本治山治水協会専務理 15
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 林政部門 倉沢博 東京大学教授 19

1971 昭和46年
ヒノキ人工林の集約施業―段戸国有林の再開発と集約経営モデ
ル事業区設定の構想

山内健雄
長野営林局造林課長

21

1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(20)毒舌有用批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 26
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(10) 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 26
1971 昭和46年 林業機械技術者養成研修を実施して 今枝達雄 愛知県林務課 28
1971 昭和46年 会員の広場 林木種子の播種技術 山中寅文 東京大学農学部 31
1971 昭和46年 会員の広場 スギの形状比と雪害との関係および天然スギの耐雪的価値の検 根本則男 福島県林業公社 33
1971 昭和46年 コラム(本の紹介) 「北山台杉と磨丸太」坂本喜代蔵著 三井鼎三 37
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 インドネシアの林業事情 林野庁林産課 38
1971 昭和46年 コラム(こだま) 林業にビジョンを (K生) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) シミュレーション 39
1971 昭和46年 案内 創立50周年記念懸賞論文の募集要綱 40
1971 昭和46年 表紙写真 第17回二席「北山の詩」 渡辺良一 京都市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 虚心 松形祐堯 熊本営林局長 1
1971 昭和46年 論壇 林業技術の普及はいかにあるべきか 杉原昌樹 林野庁研究普及課 2
1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 天敵微生物による害虫防除 片桐一正 林業試験場浅川実験林 7
1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 集成材の製造と利用 菅野蓑作 林業試験場木材部 11
1971 昭和46年 海洋の汚染とその影響 宇田道隆 東海大学教授 15

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(1)タマアジサイ 前田禎三
林業試験場

18

1971 昭和46年 素材生産業とその組織化について 門司正一
鹿児島県素材生産事業共
同組合

19

1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 立地部門 竹原秀雄 林業試験場長 23
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 造林部門 サトー・タイシチロー 東京大学教授 24
1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(21)大金式発想法批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 26
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(11)パルプ山林屋の僻目 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 26
1971 昭和46年 茨城県で凡用されている動力根切機 那花栄市 茨城県林政課 28
1971 昭和46年 案内 創立50周年記念懸賞論文の募集要綱 30
1971 昭和46年 会員の広場 再び林業の情報管理について 横田英雄 林業試験場関西支場 31

1971 昭和46年 会員の広場 新「林業種苗法」の問題点 堀金七郎
福島県農林種苗農業協同
組合専務理事

34

1971 昭和46年 コラム(山の生活) 合掌造りの村 庄司三平 高山 36
1971 昭和46年 コラム(本の紹介) 「林木育種関連日本文献抄」戸田良吉著 岩田重夫 37
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 作業仕組の合理化 作業の標準化の手引 林野庁 38
1971 昭和46年 コラム(こだま) 偏心天声人語 (E.ヴォルフ) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) 大陸棚 39
1971 昭和46年 表紙写真 第17回二席「リスの昼食時」 森前陽 名古屋市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) これからの林業への提言 湊武 北海道林務部長 1
1971 昭和46年 論壇 新しい林業技術者像を求めて 依田和夫 林野庁計画課 2
1971 昭和46年 土壌汚染とその影響 小島道也 千葉大学教授 7
1971 昭和46年 民間企業における林業の研究と事業化－王子製紙社有林の例 千葉茂 王子製紙株式会社 11
1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 豪雪地帯におけるスギ林の雪圧害防止対策の効果 高橋啓二 林業試験場防災部 15
1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 豪雪地帯におけるスギ林の雪圧害防止対策の効果 渡辺成雄 林業試験場防災部 15
1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 豪雪地帯におけるスギ林の雪圧害防止対策の効果 梅山代吉 林業試験場防災部 15
1971 昭和46年 愛知の森林公園 仰木重蔵 北炭観光KK 19
1971 昭和46年 スギのさし木事業とかん水施設 百瀬行男 関東林木育種場 22
1971 昭和46年 コラム(山の生活) 諏訪の農家 寺田和雄 岡谷 25
1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(22)法正林批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 26
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(12)Dirty Story 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 26
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 伐木集運材部門 中村英碩 富士自動車KK 28
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 造園部門 池ノ上容 千葉大学教授 30
1971 昭和46年 会員の広場 林業構造改善事業における特殊林産物生産の事業成果につい 福丸博房 林野庁森林組合課 32
1971 昭和46年 会員の広場 「毒舌有用」松下氏に反論する 大金永治 北海道大学農学部 36

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(2)アオキ 前田禎三
林業試験場

37

1971 昭和46年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

第2回林業技術シンポジウム―林地肥培
全国林業試験研究機関協
議会

38

1971 昭和46年 コラム(こだま) 自然環境保全と自然保護 (M･N) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) ロータリー・エンジン 39
1971 昭和46年 表紙写真 第18回二席「ニホンカモシカ」 金子久 東京都足立区 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 所信 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事長 1
1971 昭和46年 論壇 国有林改革－林政新時代への幕あけ 小瀧武夫 林業評論家 2

1971 昭和46年 本州中部の亜高山帯における国有林施業についての印象 JERRY F.フランクリン
米国林野局植物生態学主
任研究官

9

1971 昭和46年 ノウサギの生態調査の新しい試み 豊島重造 新潟大学助教授 14

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(3)ニワトコ 前田禎三
林業試験場

18

1971 昭和46年 海外情報 台湾大雪山林業公司見学記 小畠俊吉 栃木県林務部長 19
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 森林植物部門 倉田悟 東京大学教授 23
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 保護部門 伊藤一雄 林業試験場保護部長 24
1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(23)林学批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 26
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(13)陰樹と陽樹 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 26

1971 昭和46年 会員の広場
大学院生など無給研究者の研究災害補償制度の確立について
の勧告―日本学術会議レポートとして

大崎六郎
宇都宮大学教授

28

1971 昭和46年 会員の広場 野村勇氏の「林業の危機とにない手」を読んで 矢野虎雄 林業コンサルタント 29
1971 昭和46年 会員の広場 森林工場観と森林生態系観 松下規矩 林業試験場東北支場長 31
1971 昭和46年 会員の広場 二段林更新による下刈の省略について 中村健次郎 西条営林署 34
1971 昭和46年 コラム(本の紹介) 「カラマツ林の需給構造」菅原聡著 坂本博 林野庁研究普及課 35
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 (試験場年報) 36
1971 昭和46年 コラム(こだま) 反省期 (民有林生) 37
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) マグニチュード(M)(magnitude) 37
1971 昭和46年 林業写真コンクール 第18回林業写真コンクール入選者の発表 38
1971 昭和46年 表紙写真 第18回三席「新緑」 札幌市円山にて 桑原俊比古 町田市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 新たな林業技術の確立を目ざして 大福喜子男 広島県林務部長 1

1971 昭和46年 論壇
創立50周年記念懸賞論文(林野庁長官賞)  わが国民有林業振
興の具体的方策－地域林業の組織化について

松枝洋一郎
鹿児島県林政課

2

1971 昭和46年 海外情報 アメリカから日本林業をみる 藤森隆郎 林業試験場関西支場 7

1971 昭和46年 海外情報
アメリカの林業技術  『住民、都市、および樹木』(Peoples, Cities
and Treesアメリカ合衆国山林局刊)

三井鼎三 訳 11

1971 昭和46年 松くい虫の薬剤防除に疑問現場での体験から 岸洋一 東京大学農学部 15
1971 昭和46年 松くい虫の薬剤防除に疑問現場での体験から 糟谷由助 東京大学千葉演習林 15
1971 昭和46年 松くい虫の薬剤防除に疑問現場での体験から 荒井末吉 東京大学千葉演習林 15
1971 昭和46年 スギ造林木の成長に及ぼす光の影響 今野敏雄 山形県農林部林務課 19

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(4)コクサギ 前田禎三
林業試験場

21

1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(24)林業概念批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 23
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(14)ランチハウス 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 23
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 経営部門 原敬造 前林業試験場経営部長 24
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 林産化学部門 米沢保正 林業試験場林産化学部長 25

1971 昭和46年 会員の広場 新高等学校学習指導要領(林業)の紹介 角哲
鹿児島県立鹿屋農業高等
学校教諭

27
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1971 昭和46年 会員の広場 大金氏の反論を喜ぶ 松下規矩 林業試験場東北支場長 29
1971 昭和46年 コラム(山の生活) お化けカツラの大木 山本常喜 林業試験場 30
1971 昭和46年 コラム(本の紹介) 「林業技術の現状と展望」スリーエム研究会編 31
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 化学物質による作物の生育調節に関する研究 農林水産技術会議 32
1971 昭和46年 コラム(こだま) 春闘に思う (夢抱松) 33
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) インテグレーション(integration) 33
1971 昭和46年 創立50周年記念式典 34
1971 昭和46年 創立50周年記念懸賞論文受賞者 35
1971 昭和46年 林業技術賞 第17回林業技術賞受賞者の発表 35
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回林業技術コンテスト受賞者の発表 35
1971 昭和46年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第26回通常総会報告 36
1971 昭和46年 表紙写真 第18回三席「白樺の幻想」 池田坪八侶 長野県上田市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 森林計画の方向 猪野曠 林野庁計画課長 1

1971 昭和46年 論壇 地域開発と環境計画－グリーンの計画の拡大をめざして 鈴木忠義
東京工業大学教授・社会
工学科

2

1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 除草剤と林木の生理 佐々木恵彦 林業試験場造林部 7
1971 昭和46年 海外情報 中国東北地区林業経営の組織と運営の断面 服部基 12
1971 昭和46年 商品生産施業への提案 岩切一 前武雄営林署長 15
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 特殊林産部門 伊藤達次郎 林野庁研究普及課 18
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 木材加工部門 平井信二 東京大学教授 20
1971 昭和46年 コラム(林業百科事典から) 防災部門 野口陽一 東京大学教授 21

1971 昭和46年 海外情報
マレーの育林便覧(1)R.C.バーナード著：川名明監修抄訳(井上惣
左衛門・関一雄・佐藤芳郎・大谷滋共訳)

23

1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(25)コンピューター病批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 28
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(15)交通事故 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 28
1971 昭和46年 会員の広場 高密度社会と森林 矢野虎雄 林業コンサルタント 30
1971 昭和46年 幼齢木評価方式の改良について 高野一己 静岡県沼津林業事務所 32
1971 昭和46年 激動時代のある挑戦 兵頭正覚 林業試験場木曽分場 33

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(5)ミツバウツギ 前田禎三
林業試験場

35

1971 昭和46年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　スイス林業・木材業政策の構想 三井鼎三 36
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 素材生産費動向調査結果報告 林野庁経済課 38
1971 昭和46年 コラム(こだま) 多様化する公益的機能林に対する対策 (天の川) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) 知識集約型産業 39
1971 昭和46年 表紙写真 第18回二席「桧皮葺」 奈良県室生寺 廣西克哉 京都府相楽郡 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 沖縄の森林 大山保表 琉球大学教授 1
1971 昭和46年 論壇 森林の公益性と経済性をめぐって―林業政策思想の推移と当今 手束羔一 札幌営林局長 2

1971 昭和46年 海外情報
マレーの育林便覧(2)R.C.バーナード著：川名明監修抄訳(井上惣
左衛門・関一雄・佐藤芳郎・大谷滋共訳)

井上惣左衛門、外 訳 12

1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(26)自然保護批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 16
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(16)ある祝辞 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 16
1971 昭和46年 地域開発としての「県民の森」--構想と計画推進上の諸問題 鈴木忠 千葉県林務課 18
1971 昭和46年 会員の広場 リュウキュウマツの造成と理水効果―その菌根的考察 大宜見朝栄 琉球大学森林保護研究室 21
1971 昭和46年 会員の広場 造林振興策の追求―システム手法による事例 宮尾吉治 滋賀県林務課 23
1971 昭和46年 会員の広場 大日本樹木誌略についての考察 長池敏弘 林業信用基金企画室長 27

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(6)フサザクラ 前田禎三
林業試験場

34

1971 昭和46年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ合衆国における行政機構の改革と山林 三井鼎三 35
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 住宅産業と木材需給の動向 林野庁―野村総研 37
1971 昭和46年 コラム(本の紹介) 「森の生態」只木良也著 佐藤卓 林野庁研究普及課 38
1971 昭和46年 コラム(こだま) 研究者のくりごと (SA生) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) ユーロ・ダラー 39
1971 昭和46年 案内 夏は草津で過ごそう 40
1971 昭和46年 表紙写真 第18回三席「貯木場」 萩野矢慶記 静岡県清水市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 新しい林業、林学時代への幕明け 梅田三樹男 林業試験場機械化部長 1
1971 昭和46年 論壇 日本林業大学論 大味新学 岐阜大学教授 2
1971 昭和46年 コラム(山の生活) 杓子造り 星芳夫 栃木 7

1971 昭和46年 林業技術賞
第17回(林業技術賞)　全幹集材における安全作業確保と集材能
率向上に関する技術開発

大林正樹
三殿営林署柿其製品事業
所主任

8

1971 昭和46年 林業技術賞
第17回(林業技術賞)　全幹集材における安全作業確保と集材能
率向上に関する技術開発

伊東寿夫
三殿営林署柿其製品事業
所

8

1971 昭和46年 林業技術賞
第17回(林業技術賞)　全幹集材における安全作業確保と集材能
率向上に関する技術開発

前沢稔
三殿営林署柿其製品事業
所

8

1971 昭和46年 林業技術賞
第17回(林業技術賞)　全幹集材における安全作業確保と集材能
率向上に関する技術開発

山口毅
三殿営林署事業課長

8

1971 昭和46年 林業技術賞 第17回(林業技術賞)　ヤマドリの人工増殖について 増渕忍 栃木県林業センター 12

1971 昭和46年 懸賞論文
創立50周年記念懸賞論文(理事長賞)  わが国民有林振興の具
体的方策

石田元次郎
佐賀県林業試験場長

15

1971 昭和46年 懸賞論文
創立50周年記念懸賞論文(理事長賞)  わが国林野行政の進む
べき方向と具現策

大槻幸一郎
北見営林局白滝営林署

17

1971 昭和46年 懸賞論文
創立50周年記念懸賞論文(理事長賞)  わが国林野行政の進む
べき方向と具現策－労務改善と公益林強化を中心課題として

白井純郎
林業試験場関西支場

19

1971 昭和46年 解説(行政施策等)
多雪地帯における林業のための環境区分-富山営林署における
航空写真による積雪状況調査

真柴孝司
林野庁業務課

21

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(7)ハリブキ 前田禎三
林業試験場

26

1971 昭和46年 コラム(本の紹介) 「生産者のための育苗の原理と技術」宮崎榊著 佐藤卓 林野庁研究普及課 27
1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(27)キメテカカリ批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 28
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(17)老人再確認 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 28

1971 昭和46年 海外情報
マレーの育林便覧(3)R.C.バーナード著：川名明監修抄訳(井上惣
左衛門・関一雄・佐藤芳郎・大谷滋共訳)

井上惣左衛門、外 訳 30

1971 昭和46年 会員の広場 サクラを台木にしたヒノキつぎ木苗の造林 百瀬行男 関東林木育種場 34
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 (試験場年報) 38
1971 昭和46年 コラム(こだま) 庭の生態系 (N生) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) ライフサイクル 39
1971 昭和46年 林業写真コンクール 第19回林業写真コンクール作品募集要領 41
1971 昭和46年 表紙写真 第18回二席「内蔵助平の森林」 (立山) 金海次郎 東京都台東区 0

1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 新しい時代の新しい林業 仁賀定三
環境庁自然保護局鳥獣保
護課長

1

1971 昭和46年 論壇
創立50周年記念懸賞論文(林野庁長官賞)  これからの林業技術
のあり方

山内健雄
名古屋営林局造林課

2

1971 昭和46年 解説(行政施策等) 森林の公益的機能の計量化方法 岡和夫 林野庁計画課 8
1971 昭和46年 西郷村における民有林事業の推進状況と問題点 北園弘光 宮﨑県林業改良指導員 14

1971 昭和46年 海外情報
マレーの育林便覧(4R.C.バーナード著：川名明監修抄訳(井上惣
左衛門・関一雄・佐藤芳郎・大谷滋共訳)

井上惣左衛門、外 訳 18

1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回(林野庁長官賞)  機械化による新間伐の作業体系 山田昭男 札幌営林局定山渓営林署 22
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回(林野庁長官賞)  青森ヒバ「錦柱」の製作について 堺俊二 青森営林局大畑営林署 23

1971 昭和46年 林業技術コンテスト
第17回(林野庁長官賞)  高密路網を基盤としたトラクタ作業とト
ラック輸送の連携について

須田邦夫
帯広営林局陸別営林署

23

1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回(日本林業技術協会賞)　美唄式改良根切機について 清野鉄也 札幌営林局岩見沢営林署 24
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回(日本林業技術協会賞)　アカマツ1年生造林鍬の開発 矢吹良夫 前橋営林局福島営林署 24
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回(日本林業技術協会賞)　作業仕組の改善について―生産 佐原道雄 大阪営林局亀山営林署 25
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回(日本林業技術協会賞)　作業仕組の改善について―生産 大仁後操 大阪営林局亀山営林署 25

3527
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1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  ポット養苗と造林について 稲葉定雄 東京営林局水戸営林署 26
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  ヒノキ無床替養苗について 松下守夫 前橋営林局富岡営林署 26
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  スギポット造林技術開発試験・第2報 長谷部計吾 名古屋営林局古川営林署 26
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  スギポット造林技術開発試験・第2報 天野正幸 名古屋営林局古川営林署 26
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  伐採前植付けとトラクタ集材の連携作業実施について 三嶋則幸 熊本営林局熊本営林署 27
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  伐採前植付けとトラクタ集材の連携作業実施について 森園徳男 熊本営林局熊本営林署 27
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  合川方式によるポリネット養苗の事業化について 石井秀夫 秋田営林局合川苗畑 27
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  高海抜壮齢母樹からのさし木苗養成 川口雅司 長野営林局飯山長野営林 27
1971 昭和46年 林業技術コンテスト 第17回  変形スラックラインによる新しい椪付方式について 平尾淳夫 旭川営林局羽幌営林署 27

1971 昭和46年 林業技術コンテスト
第17回  「漸用集材作業における」八ヶ岳式架線方法および自動
ストッパ」の考案について

木次寛
長野営林局臼田営林署

27

1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(28)研究の先見性ということ 松下規矩 林業試験場東北支場長 28
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(18)国有林と観光 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 28
1971 昭和46年 会員の広場 林業技術の本質　　趣味の林業と技術の林業 中村賢太郎 東京大学名誉教授 30

1971 昭和46年 会員の広場
国立大学・国立試験研究機関の定員と待遇についての申し入れ
―日本学術会議レポートとして

大崎六郎
宇都宮大学教授

31

1971 昭和46年 会員の広場 スギタマバエに対するスギ抵抗性の検定法 右田一雄 東京大学千葉演習林 32
1971 昭和46年 会員の広場 スギタマバエに対するスギ抵抗性の検定法 石原猛 東京大学千葉演習林 32
1971 昭和46年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ合衆国の広葉樹資源 三井鼎三 35
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 ソ連産カラマツ材輸入の諸影響に関する調査 林野庁経済課 38
1971 昭和46年 コラム(こだま) 雑感 (グリーン生) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) エントロピー 39
1971 昭和46年 山火事予知ポスター図案・標 山火事予知ポスター～図案・標語募集の結果 40
1971 昭和46年 表紙写真 第18回佳作「焼岳と白い林」 池田坪八侶 長野県上田市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 新しい課題 藍原義邦 山梨県林務部長 1
1971 昭和46年 論壇 過疎化と林業経営の展望 紙野伸二 林業試験場経営部 2
1971 昭和46年 農薬と健康 梁瀬義亮 奈良県医師 8
1971 昭和46年 シラス地帯の災害と復旧について 江田潤作 鹿児島県治山課 11

1971 昭和46年
林業のための積雪の環境区分富士地域施業計画区における多
雪地帯林業自然立地図の試み

吉川正雄
名古屋営林局

15

1971 昭和46年
林業のための積雪の環境区分富士地域施業計画区における多
雪地帯林業自然立地図の試み

落合圭次
名古屋営林局

15

1971 昭和46年 空中写真を利用した治山調査 白井彰 日本林業技術協会調査部 19
1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(29)Forstwirtschaftsleere!? 松下規矩 林業試験場東北支場長 24
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(19)林業知識 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 24
1971 昭和46年 会員の広場 林業、自然保護、緑化 四手井綱英 京都大学教授 26
1971 昭和46年 会員の広場 天然更新論所感―柳沢ら著「新しい天然更新技術」を読んで 坂口勝美 日本林業技術協会常任顧 29
1971 昭和46年 会員の広場 立地修正を前提とした検定林 明石孝輝 林業試験場造林部 31

1971 昭和46年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(8)ミツデカエデ 前田禎三
林業試験場

35

1971 昭和46年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　西ドイツの「自然保護と森林管理」の考え方 三井鼎三 36
1971 昭和46年 コラム(山の生活) ブナとツガの相生木 内藤政次 気田営林署 37
1971 昭和46年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 五木地域森林観光関連開発基本調査報告書 林野庁：林業経営研究所 38
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) 伝統の功罪 (狂) 39
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) 高分子(polymer) 39
1971 昭和46年 表紙写真 第18回三席「冬の防風雪林の育成」 成田真 青森県弘前市 0
1971 昭和46年 巻頭言(巻頭之辞) 人間の知恵 公平秀蔵 高知営林局長 1
1971 昭和46年 論壇 林業構造改善対策への提言－第1次林構の成果をかえりみて 矢野虎雄 林業コンサルタント 2

1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 松くい虫と材線虫そしてマツの枯損 徳重陽山
林業試験場九州支場保護
部長

8

1971 昭和46年 樹下植栽について 四手井綱英 京都大学教授 12
1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 森林と水の科学--最近の2,3の研究報告から 中野秀章 林業試験場防災部 17
1971 昭和46年 解説(行政施策等) 最近の治山工法--とみに要請が高まる国土保全のにない手 日置幸雄 林野庁業務課 21
1971 昭和46年 解説(研究調査報告等) 今後の安全対策と技術開発 辻隆道 林業試験場機械化部 25

1971 昭和46年 海外情報
マレーの育林便覧(5)R.C.バーナード著：川名明監修抄訳(井上惣
左衛門・関一雄・佐藤芳郎・大谷滋共訳)

井上惣左衛門、外 訳 29

1971 昭和46年 随筆(連載―毒舌有用) 毒舌有用　(30)林学先生の脳みそ批判 松下規矩 林業試験場東北支場長 34
1971 昭和46年 随筆(連載―林間漫語) 林間漫語　(20)山官の子供 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 34
1971 昭和46年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカにおける「課税財産としての林地」の考え 三井鼎三 36
1971 昭和46年 コラム(こだま) 自然保護と林業の立場森林 (H生) 38
1971 昭和46年 コラム(現代用語ノート) SDR 38
1971 昭和46年 林業技術総目次 昭和46年(1971)346～357号 40
1972 昭和47年 表紙写真 第18回一席「上棟式」 浦田穂一 岩手県遠野市 0
1972 昭和47年 巻頭言(巻頭之辞) 年頭の辞 蓑輪満夫 日本林業技術協会理事長 1
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「森林の土壊に及ぽす影響」(エス・ヴェーゾン著) 遠藤健治郎 東京大学農学部附属演習 2
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「育林の生産構造」(村尾行一著) 有木純善 京都大学農学部講師 2
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「自然の征服―イリン選集10」(イリン著) 江山正美 東京農業大学教授 3
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「図解水理真宝上・下」(市川義方著) 伏谷伊一 東京農工大学名誉教授 4

1972 昭和47年 新春に
忘れえぬ本　「欧米林業見たまま感じたまま，他」(諸戸民和・脇
村孝三郎共著)

平野孝ニ
日本林業経営者協会

4

1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「森林生態学講義，他」(河田杰著) 堀田正次 三菱製紙(株)取締役 5
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「日本森林保護学，他」(新島善直著) 池田真次郎 林業試験場研究顧問 6
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「植物妖異考」(白井光太郎著) 伊藤一雄 林業試験場保護部長 7
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「国防経済と日本林業」(福原一雄著) 小畠俊吉 栃木県林務部長 7
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「森林肥料論」(鏑木徳二著) 倉田益二郎 東京大学教授 8
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「改正大日本植物帯調査報告および同図表」(田中 草下正夫 林業試験場造林部 8
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「我国地力の衰弱と赤松」(本多静六著) 松井光瑤 林業試験場土じょう部 9
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「「忘れえぬ本」に思いあたらぬことの弁」 松下規矩 林業試験場研究顧問 9
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「林学の饗宴」(松下規矩著) 諸戸民和 諸戸林産KK社長 10
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「林政50年史」(早尾丑麿著) 野村勇 林業試験場経営部 10

1972 昭和47年 新春に
忘れえぬ本　「ワグナアの森林経理学における場所的規斉付け
の理論」(岡崎文彬著)

岡和夫
林野庁計画課

11

1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「人間であるために」(ルネ・ジュボス著) 大井道夫 環境庁参事官 11
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「森林経理」(片山茂樹、田中祐一共著) 大金永治 北海道大学助教授 12
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「植物の物質生産」(Boysen Jensen, P.著) サトー・タイシチロー 東京大学教授 13
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「林野所有の形成と村の構造」(西川善介著) 大崎六郎 宇都宮大学教授 13
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「伐木運材図説」(関谷文彦著) 渋谷欣治 三重大学教授 14
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「新造林学」(佐藤敬二著) 末勝海 九州大学教授 14

1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「森林生態学講義」(河田杏著) 高橋延清
東京大学教授北海道演習
林長

15

1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「人間であるために」(ルネ・ジュボス著) 提利夫 京都大学助教授 16
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「ロシアの森」(レオーノフ著) 田中茂 全国森林組合連合会 16
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「ドイツ林業経営学史」(黒田迪夫 著) 依田和夫 久々野営林署 17
1972 昭和47年 新春に 忘れえぬ本　「森林生態学講義」(河田杰 著) 山田昌一 新潟大学名誉教授 17

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(9)フユイチゴ 前田禎三
林業試験場

18

1972 昭和47年 日本の間伐のあゆみ 坂口勝美 日本林業技術協会常任顧 19
1972 昭和47年 経営面からみた間伐ところどころ 牛山六郎 諸戸林産KK 25

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(1)セグロシャチホコの大発生・森林環境の単純化がもたらすもの 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

33

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(1)門松 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 35

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(1)ヒノキ 尾方信夫 37

3581
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1972 昭和47年 コラム(山の生活) 樽丸師の変せん 米代三郎 秋田 45
1972 昭和47年 表紙写真 第18回一席「山村の子供達」 佐藤久太郎 秋田県横手市 0
1972 昭和47年 論壇 自然・昆虫・人間社会 安松京三 九州大学名誉教授 1

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(10)キミズ 前田禎三
林業試験場

5

1972 昭和47年 都市生活と緑--都会人の緑意識調査から 富山和子
評論家・森林科学調査会
会員

6

1972 昭和47年 解説(研究調査報告等) 資源と環境を測るリモート・センシング 中島巌 林業試験場経営部 9
1972 昭和47年 海外情報 カナダにおけるコンテナー造林 春永剛聖 林野庁業務課 13

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(2)外来病原菌の侵略・生物社会における武力均衡 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

17

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(2)“エンキリ”後の林業 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 19

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(2)カラマツ 原田文夫
長野営林局計画課

21

1972 昭和47年 会員の広場 大学演習林の改革方向―日本学術会議レポートとして 大崎六郎 宇都宮大学教授 29
1972 昭和47年 会員の広場 第12回「全日本竹の大会」に出席して 山本常喜 林業試験場資料室 31
1972 昭和47年 国際会議 (世界林業会議)  世界林業会議　第7回世界林業会議の開催に 西谷和雄 林野庁林政課 33

1972 昭和47年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　森林地帯におけるレクリエーション利用度の推定
(カリフォルニア国有林内における実験)

三井鼎三 34

1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「侵略の生態学」 C.S.エルトン著：川那部浩哉他訳 齊藤昌宏 東京大学大学院 36
1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「亜高山地帯の造林技術」草下正夫 齊藤昌宏 東京大学大学院 36
1972 昭和47年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 大気汚染の樹木に及ぼす影響に関する試験研究の概要 林野庁研究普及課 37
1972 昭和47年 コラム(こだま) 生産材の目標 (T生) 38
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) 輸入課徴金 38
1972 昭和47年 案内 林業技術各賞候補者推薦要領 39
1972 昭和47年 表紙写真 第18回佳作「木熊を彫る人」 河合海之助 北海道白老郡白老町 0
1972 昭和47年 論壇 脱皮する林木育種 戸田良吉 林業試験場造林部 1
1972 昭和47年 解説(研究調査報告等) 北海道の森林生態系におけるエゾヤチネズミ大発生の意味 前田満 林業試験場北海道支場 6
1972 昭和47年 解説(研究調査報告等) 出火事の現状とこれからの消防を考える 井上桂 林業試験場防災部 10

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(3)亜高山帯の造林樹種 百瀬行男
林業試験場木曽分場

14

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(3)ニレのオランダ病・せん孔虫と病原菌の共同作戦 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

24

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(3)古いヤツとお思いでしょうが～ 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 26
1972 昭和47年 会員の広場 森林の公益的機能―特に自然休養的利用について 佐藤文雄 広島県林政課 28
1972 昭和47年 会員の広場 地方林業試験研究機関のあり方―1研究員の見たまま・感じたま 池本彰夫 群馬県林業試験場 31
1972 昭和47年 会員の広場 これからの造林作業の考え方 入口誠 広島県林業試験場 33
1972 昭和47年 会員の広場 グリーン計画の基本構想 中野博正 徳島県農大助教授 36

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(11)アブラチャン 前田禎三
林業試験場

38

1972 昭和47年 コラム(こだま) 緑化雑感 (K生) 39
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) コングロマリット 39
1972 昭和47年 表紙写真 第18回佳作「山腹にて」 小野光雄 岐阜市三笠町 0
1972 昭和47年 論壇 戦後の森林計画制度の展開と今日的課題 藤沢秀夫 林野庁計画課 1

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(12)オオバスノキ 前田禎三
林業試験場

6

1972 昭和47年
豪雨による山地被害--昭和46年台風23号および9月9日～10日
三重県南部集中豪雨の場合

渡辺武夫
三重大学農学部

7

1972 昭和47年 解説(研究調査報告等) さし木による土壌汚染度の比較 山路木曽男 林業試験場赤沼試験地 12
1972 昭和47年 解説(研究調査報告等) さし木による土壌汚染度の比較 松田宗安 林業試験場岡山試験地 12
1972 昭和47年 林業関係予算案の概要 昭和47年度林業関係予算案の概要 羽賀正雄 林野庁計画課 16

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(4)トドマツ、エゾマツ、アカエゾマツ 森田健次郎
北海道立林業試験場

19

1972 昭和47年 コラム(山の生活) 甘酒まつり 二本松譲 愛知県東加茂郡旭町 26

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(4)マツの枯損を追う・対線虫のなぞ 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

27

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(4)鯨は泣いている 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 29

1972 昭和47年 会員の広場
技術水準の見方について―黒川・古宮の「ヨーロッパの林業と日
本の林業」から

松下規矩
林業試験場研究顧問

31

1972 昭和47年 会員の広場 林野火災の所感 中村健次郎 西条営林署 32

1972 昭和47年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　アメリカ人の見たオーストリア森林・多目的利用
の好モデル(1)

三井鼎三 35

1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「林分施業法」高橋延清著 37
1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「樹病学」千葉修著 37
1972 昭和47年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 マツおよびブナ林の除草剤による林分更新の調査研究 38
1972 昭和47年 コラム(こだま) 活眼 (E.ヴォルフ) 39
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) PCB汚染 39
1972 昭和47年 表紙写真 第19回二席「巣立(もず)」 田中正人 松本市白坂 0
1972 昭和47年 論壇 自然の特性 大井道夫 環境庁参事官 1
1972 昭和47年 林業振興と緑地保全対策の間題 南谷武雄 神奈川県林務課 6

1972 昭和47年
デジタルカラー写真の森林計画調査への応用-トドマツ造林地に
おける地位判定の構想

大金永治
北海道大学農学部

10

1972 昭和47年
デジタルカラー写真の森林計画調査への応用-トドマツ造林地に
おける地位判定の構想

板垣恒夫
北海道大学付属演習林

10

1972 昭和47年 木材の形成と材質(1)(Philip R. Larson著：中野達夫・小谷圭司訳) 小沢今朝芳抄録 14

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(5)松くい虫・植生遷移の促進者 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

18

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(5)つくられる「名所」 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 20

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(5)アカマツ 加藤亮助
林業試験場東北支場

22

1972 昭和47年 会員の広場 これからの民有林経営のゆくえ 石田元次郎 佐賀県林業試験場長 30
1972 昭和47年 会員の広場 枝打ちと施肥 竹下純一郎 岐阜県寒冷地林業試験場 32

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(13)リョウブ 前田禎三
林業試験場

35

1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「日本林業への提言」大島卓司著 坂元博 林野庁研究普及課 36

1972 昭和47年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

林業技術シンポジウム―省力造林―
全国林業試験研究機関協
議会

37

1972 昭和47年 林業写真コンクール 第19回林業写真コンクール入選者の発表 38
1972 昭和47年 表紙写真 第19回佳作「矢立式」 浦田穂一 岩手県遠野市 0
1972 昭和47年 論壇 技術教育と大学 藤原信 宇都宮大学助教授 1

1972 昭和47年
港湾緑化と造林技術--とくにヘドロ埋立地の特質と緑化対策に
ついて

和田克之
王子製紙株式会社亀山林
木育種場長

6

1972 昭和47年 森林土壌についての知識の向上と研究の動向 橋本与良 林業試験場土じょう部長 10
1972 昭和47年 木材の形成と材質(2)(Philip R. Larson著：中野達夫・小谷圭司訳) 小沢今朝芳抄録 15

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(6)樹脂をもつ木ともたない木・針葉樹と広葉樹の生き方の違い 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

19

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(6)腰痛記 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 21

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(6)スギ(1) 安藤貴
林業試験場四国支場

23

1972 昭和47年 会員の広場 公害防止関係法と森林緑地 白井純郎 林業試験場関西支場 30

1972 昭和47年 会員の広場
今後の林業生産技術体系について―日本林学会関西支部・日
本林業技術協会関西・四国支部連合会合同大会

原田勉
広島県立林業試験場長

31

1972 昭和47年 会員の広場 錦松の今昔 安藤照雄 香川県林務課 336 363

3625

4 361

3603

3592
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1972 昭和47年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　アメリカ人の見たオーストリア森林・多目的利用
の好モデル(2)

三井鼎三 35

1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「動物の数は何できまるか」伊藤嘉昭・桐谷圭司著 37
1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「早成樹の主要害虫と生態」遠田暢男著 37
1972 昭和47年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林業試験場研究報告No.240～245 38

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(14)リョウブ 前田禎三
林業試験場

39

1972 昭和47年 コラム(こだま) グリーン・エイジと林業技術者 (M･N) 40
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) 開発輸入 40
1972 昭和47年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第27回通常総会報告 41
1972 昭和47年 林業技術賞 第18回林業技術賞受賞者の発表 46
1972 昭和47年 林業技術奨励賞 第5回林業技術奨励賞受賞者の発表 46
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回林業技術コンテスト受賞者の発表 46
1972 昭和47年 藤岡光長賞 第11回藤岡光長賞受賞者の発表 46
1972 昭和47年 表紙写真 第19回三席「林」 伊藤和巳 清水市 0
1972 昭和47年 巻頭言(巻頭之辞) 試験、研究の拡充―あいさつをかねて 福森友久 日本林業技術協会理事長 1
1972 昭和47年 論壇 自然はだれのものか―保護運動に対する民有林政からの反論 菊谷光重 岐阜県林政部 2
1972 昭和47年 商社の米材購入および流通活動の現況 野村勇 林業試験場経営部 7
1972 昭和47年 マツカレハの発生回数をめぐる諸問題--2回発生を中心として 小久保醇 東京大学森林動物学教室 11
1972 昭和47年 木材の形成と材質(3)(Philip R. Larson著：中野達夫・小谷圭司訳) 小沢今朝芳抄録 15

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(15)ヤブコウジ 前田禎三
林業試験場

18

1972 昭和47年 随筆(連載―山・川・草・木) 山･川・草・木　(1)釣りする心 吉田勝幸 尾鷲林業KK 19

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(7)樹木の立枯れとキツツキ・森林保護と自然保護の接点 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

21

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(7)網棚の上の新聞 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 23

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(7)スギ(2) 安藤貴
林業試験場四国支場

25

1972 昭和47年 会員の広場 自然保護と林業経営 中村賢太郎 東京大学名誉教授 33
1972 昭和47年 会員の広場 ノウサギの被害防止法調査 堀江源三 愛知県豊田事務所 34
1972 昭和47年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　下部構造要素としての森林・あるスイス林学者の 三井鼎三 37
1972 昭和47年 コラム(こだま) 労働安全と技能訓練 (夢抱松) 39
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) 光化学スモッグ 39
1972 昭和47年 表紙写真 第19回三席「雷鳥」(北アルプス) 田中正人 松本市白坂 0
1972 昭和47年 論壇 森林政策の視座 熊崎実 林業試験場経営部 1
1972 昭和47年 解説(行政施策等) 国有林技術開発これからの力点 林寛 林野庁業務課 6
1972 昭和47年 解説(研究調査報告等) 木質材料より放散するホルムアルデヒドについて 柳下正 林業試験場木材部 12

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(16)ナガバノコウヤボウキ 前田禎三
林業試験場

15

1972 昭和47年 解説(研究調査報告等) 大気汚染と樹木被害--SO2による樹木被害の測定 井上敞雄 林業試験場造林部 16

1972 昭和47年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(2)鮎、その愛すべき魚たち 吉田勝幸
尾鷲林業KK・三重県大宮
町滝原

20

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(8)森林保護戦線異常あり・カイガラムシとタマバエの漸増 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

22

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(8)入れ札 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 24

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(8)スギ(3) 安藤貴
林業試験場四国支場

26

1972 昭和47年 会員の広場 再出発の民有林に期待するもの 和田英次 愛知県林業公社常務理事 33
1972 昭和47年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ合衆国における大気汚染 三井鼎三 36
1972 昭和47年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 成木施肥試験報告書 林野庁 38
1972 昭和47年 コラム(こだま) 十年の後 (民有林生) 39
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) 汚染者負担の原則(Let Polluters Pay Principle. PPP) 39
1972 昭和47年 案内 協会役員名簿 40
1972 昭和47年 表紙写真 第19回一席「製材」 島守治 久留米市 0
1972 昭和47年 論壇 自然環境保全法の成立に思う 今村清光 林野庁計画課 1

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(17)テイカカズラ 前田禎三
林業試験場

5

1972 昭和47年 林業技術賞 第18回(林業技術賞)　沖縄における森林害虫相の調査研究 国吉清保 沖縄県林業試験場長 6
1972 昭和47年 コラム(山の生活) 峠の仏 山田耕之 東京 9

1972 昭和47年 林業技術奨励賞
第5回(林業技術奨励賞)　公益的機能を考慮した天然林の施業
体系

天然林施業プロジェクト
チーム 定山渓営林署

10

1972 昭和47年 林業技術奨励賞 第5回(林業技術奨励賞)　天然林の成長とその調査法 前崎武人 北海道立林業試験場 13

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(9)テーダマツ 岸善一
林業試験場九州支場

17

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(10)ストローブマツ 向出弘正
北海道林木育種場

22

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(10)ストローブマツ 西岡利忠
北海道林木育種場

22

1972 昭和47年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(3)やまおやじ 有澤浩 東京大学北海道演習林 26

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(9)病虫害と森林生態系・見落とされている自然の一面 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

28

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(9)老人公害 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 30
1972 昭和47年 会員の広場 戦後の沖縄林業20年のあゆみ 津波古充清 沖縄県農林水産部林務課 32

1972 昭和47年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　国民に対する林業専門家の責任・ある英国林業
技術者の手記

三井鼎三 35

1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「これからの事務を考える」林業技術研究会編 西谷和雄 林野庁林政課 37
1972 昭和47年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 首都圏の花木需要動向 松田藤四郎 東京農業大学：農林省 38
1972 昭和47年 コラム(こだま) 望ましい森林の姿をわかりやすく示すこと (天の川) 39
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) FM(周波数変調 frequency modulation) 39
1972 昭和47年 表紙写真 第19回二席「スダレ模様」 谷元栄 北海道中標津町 0
1972 昭和47年 論壇 これからの森林レクリエーション 山口昭 林野庁業務課 1
1972 昭和47年 コラム(山の生活) 御嶽山の見える村 長谷川晃 長野県 5

1972 昭和47年 林業技術コンテスト
第18回(林野庁長官賞)　カラマツ間伐材搬出のための単線循環
式軽架線の2，3の改良について

三村典彦
長野県林業指導所

6

1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回(林野庁長官賞)　機械化による新間伐の作業体系 山田昭男 定山渓営林署 8
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回(林野庁長官賞)　集材作業用インターフォンの改良につい 岸本久 尾鷲営林署 10
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回(日本林業技術協会賞)　側根根切機の開発について 渡辺実 恵庭営林署 12
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回(日本林業技術協会賞)　伐採前直ざし造林 田川忠男 津山営林署 13

1972 昭和47年 林業技術コンテスト
第18回(日本林業技術協会賞)　傾斜地におけるトラクター集材技
術の開発

古市利秋
都城営林署

14

1972 昭和47年 林業技術コンテスト
第18回(日本林業技術協会賞)　傾斜地におけるトラクター集材技
術の開発

山之内春実
都城営林署

14

1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　鋼製治山堰堤の雪崩災害 山口治夫 六日町営林署 15
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　ジフィーポット養苗期間の短縮について 神出久一 岐阜営林署 15
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　菱形サイドアームの開発について 千川原富夫、他4名 達布営林署 16
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　苗木の大小別植栽試験 中村良一 中之条営林署 16
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　野鼠の環境変化に伴う生息地の移動と重点防除 野久富男 白糠営林署 17
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　電動チェンソー等のキャブタイヤケーブル(コード)処理に 望月郁夫 岩村田営林署 18
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　電動チェンソー等のキャブタイヤケーブル(コード)処理に 後藤正夫 岩村田営林署 18
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　金木式誘導滑車使用による集材機の索下作業の排除 下沢董 金木営林署 18
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　金木式誘導滑車使用による集材機の索下作業の排除 川村金蔵 金木営林署 18
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　林分に応じた施業方法について 吉田弘 遠軽営林署 19
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　林分に応じた施業方法について 渡辺富男 遠軽営林署 19
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1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　下刈作業における電動刈払機の使用結果について 杉山和男 大子営林署 20
1972 昭和47年 林業技術コンテスト 第18回　ヒノキの枝打ち効果について 森沢昭夫 高知営林署 21
1972 昭和47年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(4)キノコ随想(上) 今関六也 林業試験場研究顧問 22

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(10)林木育種の原点・自然は自衛する 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

24

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(10)ミュンヘンの「土」 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 26

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(11)北方広葉樹 岩本巳一郎
東京大学北海道演習林

28

1972 昭和47年 海外情報(FAO) 海外林業紹介　北米ブロックにおけるFAO林業会議の話題 三井鼎三 36

1972 昭和47年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

林地除草剤の利用の関する試験報告
関西地区林業試験研究連
絡協議会

38

1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) ハードウェアとソフトウェア 39
1972 昭和47年 林業写真コンクール 第20回林業写真コンクール作品募集要領 39
1972 昭和47年 表紙写真 第19回三席「市場の若者」 橋本昭久 恵庭市 0
1972 昭和47年 論壇 森林と防災 武藤博忠 水利科学研究所長 1
1972 昭和47年 解説(行政施策等) 急斜地における林道作設技術 川路三郎 林野庁業務課 6
1972 昭和47年 解説(行政施策等) 緑化樹に関する林業試験研究の経緯と現状 佐藤卓 林野庁研究普及課 10
1972 昭和47年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(5)キノコ随想(下) 今関六也 林業試験場研究顧問 14

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(11)ポプラ造林の挫折・わたくしの「産学協同」始末記 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

16

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(11)SLブーム 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 18

1972 昭和47年 海外情報(IUFRO)
(IUFRO)  世界における林地肥培の現状(総説)(S.ハグナー：多屋
平彦・岸幹夫・矢倉直行訳)

川名明 20

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(12)クヌギ 内村悦三
熊本県林業研究指導所

27

1972 昭和47年 会員の広場 環境保全と林業技術者について 尾崎克幸 国土防災技術KK社長 35
1972 昭和47年 コラム(こだま) 儲かるか儲からないか (貴太山) 39
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) デジタルとアナログ 39
1972 昭和47年 表紙写真 第19回二席「立田家の冬」 上田信夫 美濃加茂市 0
1972 昭和47年 論壇 熱帯林の開発技術協力への問題点 大谷滋 海外農業開発財団 1
1972 昭和47年 国際会議 林業関係の国際会議から 樋口優 林野庁福利厚生課長 7
1972 昭和47年 国際会議 林業関係の国際会議から 茂田和彦 林野庁林政課 7

1972 昭和47年 講演
これからの森林施業・東と西－日本の森林視察で受けた印象(講
演要旨)

M・プローダン
西ドイツ・フライブルグ大
学教授

11

1972 昭和47年 自然保護論者と自然保護技術者 倉田益二郎 東京農業大学教授 15
1972 昭和47年 コラム(山の生活) 雛子けんばい 金子五郎 遠野市 17
1972 昭和47年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(6)エゾシカ無残 有澤浩 東京大学北海道演習林 18

1972 昭和47年
解説(シリーズ―病虫害から
みた自然)

(12)拡大造林の教訓・森林保護思想の欠落した林政 西口親雄
東京大学農学部森林動物
学研究室

20

1972 昭和47年 随筆(連載―林語録) 林語録　(12)パンダ騒ぎ 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 22

1972 昭和47年
解説(シリーズ―樹種別造林
技術総覧)

(13)緑化樹 青山広
栃木県林業センター

24

1972 昭和47年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(18)シャクナゲ 前田禎三
林業試験場

31

1972 昭和47年 会員の広場 或る遺書 戸田良吉 林業試験場造林部 32
1972 昭和47年 会員の広場 営林署長と森林主事と 藤原政弥 土地家屋調査士 35
1972 昭和47年 会員の広場 技術協力の原点を探れ―老い猿の繰り言 千田文七郎 36
1972 昭和47年 コラム(本の紹介) 「民有林における林道計画」佐野英男・天田彰吉共著 鈴木喬 林業経営研究所 38
1972 昭和47年 コラム(こだま) ほんとにあるかもしれない話 (唯香車) 39
1972 昭和47年 コラム(現代用語ノート) BOD 生物化学的酸素要求量 39
1972 昭和47年 林業技術総目次 昭和47年(1972)358～369号 41
1973 昭和48年 表紙写真 第19回特選「木出し」 高橋幸夫 北海道三笠市 0

1973 昭和48年 座談会 歴代林野庁長官大いに語る

大島卓司(司会)(出席者)
三浦辰雄、柴田栄、吉村
清栄、若林正武、松本守
雄、横川信夫、山崎斉、田
中重五、片山正英

1

1973 昭和48年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(19)ヤマモモ 前田禎三
林業試験場

15

1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(7)趣味の中の盆栽(上) 星野仁 福島営林署 16
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(1)窒素代謝 畑野健一 東京大学演習林 18
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(13)木材の暴騰と林野行政の責任 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 20
1973 昭和48年 日本人と自然 吉田光邦 京都大学助教授 22
1973 昭和48年 コラム(山の生活) 中門造りの民家 喜多野邦男 秋田県 26
1973 昭和48年 海外情報 西北アメリカの森林-生産力調査の現地から 四手井綱英 京都大学教授 27
1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 33
1973 昭和48年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　木材とその製品に関するECAFE諸国政府間協議 三井鼎三 35
1973 昭和48年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 造林方法調査報告書 林野庁 37
1973 昭和48年 コラム(こだま) 公立林試の研究員を重用せよ (きつつき) 38
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) ホン phon 38
1973 昭和48年 表紙写真 第19回一席「焚火をかこんで」 佐藤久太郎 秋田県横手市 0
1973 昭和48年 論壇 林政審議会の答申を読んで－国有林野事業の改善について 小瀧武夫 林業評論家 1
1973 昭和48年 解説(研究調査報告等) いわゆる「酸素供給能」をこう考える 只木良也 林業試験場造林部 9
1973 昭和48年 林業経営の特殊構造について 青木信三 宮崎大学名誉教授 14
1973 昭和48年 解説(研究調査報告等) バーク堆肥を利用しての成木移植(山取り)の新しい方法 植村誠次 林業試験場浅川実験林長 17
1973 昭和48年 解説(研究調査報告等) CTMダンボールによるヒノキ稚苗の被害について 浜武人 林業試験場木曽分場 21
1973 昭和48年 解説(研究調査報告等) 除草剤の冬期散布によるクズ地の下刈り 大林弘之介 兵庫県林業試験場 24
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(8)趣味の中の盆栽(下) 星野仁 福島営林署 26
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(2)生殖 畑野健一 東京大学演習林 28
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(14)相撲人気 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 30
1973 昭和48年 会員の広場 学術会議の「大学演習林改革案」にもの申す 成瀬善高 東京大学千葉演習林 32

1973 昭和48年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(20)ツルシキミ 前田禎三
林業試験場

33

1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 34
1973 昭和48年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　ドイツ連邦共和国の林業に関する若干の思考 三井鼎三 36
1973 昭和48年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 造林ヒノキ材の需給および価格動向に関する調査研究 林野庁 38
1973 昭和48年 コラム(こだま) 世論の落とし穴 (狂) 39
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) テクノロジー・アセスメント 39
1973 昭和48年 表紙写真 第19回三席「霧氷の林」 林重増 松本市筑摩 0

1973 昭和48年 論壇 苦しまぎれの対策をそのままに 榛村純一
静岡県森林組合連合会専
務理事

1

1973 昭和48年 解説(行政施策等) 農林漁業における環境保全的技術に関する総合研究 杉村敬一 林野庁研究普及課 6
1973 昭和48年 解説(行政施策等) みどりの効用の計量と評価 岡和夫 林野庁計画課 10
1973 昭和48年 海外情報 ドイツ連邦共和国の林業について 小沢今朝芳 訳 15
1973 昭和48年 海外情報 ドイツ連邦共和国の林業について 長池敏弘 訳 東京営林局監査課 15
1973 昭和48年 コラム(山の生活) ふね 星進平 会津若松 19
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(9)冬のシベリアの旅 八木下弘 林野庁林政課 20
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(3)生殖 畑野健一 東京大学演習林 22
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(15)近ごろの日本語 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 24
1973 昭和48年 海外情報 エカフェの木材とその製品に関する政府間協議について 神足勝浩 資源調査会専門委員 26

1973 昭和48年 会員の広場
スギ採種木に対するジベレリン処理について―高濃度少量注入
と粉末注入･注入ジベレリン量と着花量の関係

柴田三郎
前東北林木育種場

29

3701

36912

36811

3723

3712
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1973 昭和48年 会員の広場
スギ採種木に対するジベレリン処理について―高濃度少量注入
と粉末注入･注入ジベレリン量と着花量の関係

平山義光
東北林木育種場

29

1973 昭和48年 会員の広場 木材の産地直売には 森宏 千葉県千倉町山林所有者 32

1973 昭和48年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(21)コアジサイ 前田禎三
林業試験場

33

1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 34
1973 昭和48年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　スイス林業・木材業の構造問題と欧州共同市場 三井鼎三 36

1973 昭和48年 コラム(本の紹介) 「農書に歴史あり」東畑精一著 坂口勝美
元農林水産技術会議研究
調整官

37

1973 昭和48年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 森林の公益的効用に関する研究業績目録 木原営林大和事業団 38
1973 昭和48年 コラム(こだま) 沈丁花 (H生) 39
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) ベンチャー・ビジネス 39
1973 昭和48年 表紙写真 第19回一席「山の人」 廣西克哉 京都府相楽郡 0
1973 昭和48年 論壇 林政の基本方針と48年度予算 松形祐堯 林野庁指導部長 1
1973 昭和48年 コラム(山の生活) 神の島 藤田忠雄 広島県 5
1973 昭和48年 解説(行政施策等) 多面的機能の総合発揮をめざす国有林－小瀧氏の批判に答え 今村清光 林野庁計画課課長補佐 6

1973 昭和48年 最近の林業労働災害 川床典輝
林業労働災害防止協会専
務理事

10

1973 昭和48年 ミズナラの用材林施業 今田盛生
九州大学農学部付属北海
道演習林

15

1973 昭和48年 海外情報 西北アメリカの森林-生産力調査通信第2報 四手井綱英 京都大学教授 20
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(10)季節を楽しむ野草料理 宮崎守 四国自然を守る会 24
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(4)林木種子の生理 畑野健一 東京大学演習林 26
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(16)テレビ・ドラマのチャンバラ 大島卓司 アラスカパルプKK顧問 28

1973 昭和48年 会員の広場
図で求まる規格苗の得苗率―標準正規曲線の図化とその利用
法

森田栄一
林業試験場九州支場経営
研究室

30

1973 昭和48年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(22)マンサク 前田禎三
林業試験場

32

1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 33
1973 昭和48年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　森林経営と自然公園との相互関係・オーストリア 三井鼎三 35
1973 昭和48年 コラム(本の紹介) 「熱帯生物圏における森林環境・・・・指針研究」L.R.ホルドリッジ 大谷滋 海外農業開発財団林業部 37
1973 昭和48年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 森林の構造と成長の関係解析に関する研究 林業試験場 38
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) 外国為替市場 39
1973 昭和48年 コラム(こだま) 大豆と木材 39
1973 昭和48年 表紙写真 第20回佳作「巣箱かけ」 小杉重吉 札幌市 0

1973 昭和48年 論壇 望ましい緑の配置をさぐって-- 緑の再配置計画 依田和夫
名古屋営林局緑のプロ
ジェクトチーム

1

1973 昭和48年 風致林施業の歴史と今後の技術的課題 岡崎文彬 京都大学名誉教授 7
1973 昭和48年 風致林施業について-- 観光事業と森林の取扱い 山部治邦 九州林産KK 11
1973 昭和48年 海外情報 こちら北緯3度--熱帯多雨林にて 只木良也 林業試験場造林部 17
1973 昭和48年 コラム(山菜あらかると) 山菜あらかると「ノビル」 宮崎守 四国自然を守る会 20
1973 昭和48年 コラム(山の生活) 滝越の駅前 木曽義夫 東京 21
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(12)信州の山で食べている植物 浜武人 林業試験場木曽分場 22
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(6)成長 畑野健一 東京大学演習林 24
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(17)ホトトギス 堀田正次 三菱製紙KK 26
1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 28

1973 昭和48年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(24)ハナイカダ 前田禎三
林業試験場

30

1973 昭和48年 コラム(本の紹介) 「信濃花歳時記」 31
1973 昭和48年 コラム(こだま) 森林に対する国民的要請の変化 (S生) 32
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) 酸欠空気 32
1973 昭和48年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第28回通常総会報告 33
1973 昭和48年 林業技術賞 第19回林業技術賞受賞者の発表 39
1973 昭和48年 林業技術奨励賞 第6回林業技術奨励賞受賞者の発表 39
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回林業技術コンテスト受賞者の発表 39
1973 昭和48年 表紙写真 第20回佳作「美林」 長沼雄太 東京都 0

1973 昭和48年 論壇 これからの森林保護　害虫の総合防除の問題と関連して 山口博昭
林業試験場北海道支場昆
虫研究室長

1

1973 昭和48年 海外情報 中国の造林技術援助への提言 佐藤敬二 九州大学名誉教授 7
1973 昭和48年 天然林の遺伝研究と育種 酒井寛一 鹿児島大学農学部 12
1973 昭和48年 海外情報 南アメリカを訪ねて 天田彰吉 林野庁林道課 16

1973 昭和48年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(1)百年の眠りをさます北上山地 安永朝海
林業試験場東北支場経営
第2研究室長

20

1973 昭和48年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(25)クサギ 前田禎三
林業試験場

24

1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(13)信州の山で食べている植物 浜武人 林業試験場木曽分場 25
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(7)土用芽 畑野健一 東京大学演習林 27
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(18)木偏の字 堀田正次 三菱製紙KK 29
1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 31
1973 昭和48年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　最近の森林・林業関係トピック・アメリカ合衆国 三井鼎三 33

1973 昭和48年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

未利用広葉樹林の利用開発調査研究報告書
林業試験研究推進東北ブ
ロック協議会

35

1973 昭和48年 コラム(山の生活) 昔の杣 木山杣次 岡山 36
1973 昭和48年 コラム(本の紹介) 「林業と自然保護」森林環境研究会編 佐藤卓 林野庁研究普及課 37
1973 昭和48年 コラム(こだま) みどりをまもる (K･S生) 39
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) 過剰流動性 39
1973 昭和48年 表紙写真 第20回二席「縄張」 田中正人 松本市 0
1973 昭和48年 論壇 スカイラブに期待するもの 丸安隆和 東京大学生産技術研究所 1
1973 昭和48年 解説(行政施策等) 森林法の一部改正について－開発許可制を中心にして 副島映一 林野庁林政部企画課 6
1973 昭和48年 天然更新技術確立のための菌害回避説 倉田益二郎 東京農業大学教授 10

1973 昭和48年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(26)アカガシ 前田禎三
林業試験場

14

1973 昭和48年 海外情報 シベリアの森林(APN提供) ユーリー・クルトゴロフ 「林業」紙編集委員 15
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(14)泡にまつわる面白い話 稲垣康平 林業試験場調査部広報課 18
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(8)水分生理 畑野健一 東京大学演習林 20
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(19)ある山官二世 堀田正次 三菱製紙KK 22

1973 昭和48年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(2)久万林業 西山喜代美
愛媛県久万出張所林業課

24

1973 昭和48年 九州における木材需要動向調査　大工・工務店に関する調査 山口龍二 熊本営林局事業部 29
1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 33
1973 昭和48年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　フィンランド共和国の林業・付、ソ連邦の増大す 三井鼎三 35
1973 昭和48年 コラム(本の紹介) 「四季の庭木」小林善雄著 坂口勝美 日本林業技術協会顧問 37

1973 昭和48年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

林地の複合経営試験に関する報告―牧草栽培
林業試験研究推進東北ブ
ロック協議会

38

1973 昭和48年 コラム(こだま) 機械器具の考案の評価 (E.ヴォルフ) 39
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) OPEC　石油輸出国機構 39
1973 昭和48年 表紙写真 第20回一席「飛翔」 岡正武 高知市福井町 0
1973 昭和48年 藤岡光長賞 第12回(藤岡光長賞)　マツを枯らす線虫--マツノザイセンチュウ 真宮靖治 林業試験場保護部 1

1973 昭和48年 藤岡光長賞
第12回(藤岡光長賞奨励賞)　北海道における製材業の経営をめ
ぐって

鎌田昭吉
北海道立林産試験場製材
試験科

5

1973 昭和48年 林業技術賞 第19回(林業技術賞)　新潟県内の地すべり災害とその防止対策 福本安正 新潟県治山課 9
1973 昭和48年 林業技術賞 第19回(林業技術賞)　引付フック使用作業法 三宅頼雄 高知営林局作業課 14

3767

3756

3778

3734
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1973 昭和48年 林業技術奨励賞
第6回(林業技術奨励賞)　天然林施業に適したライトアングル集
材方法

西本達男
札幌営林局穂別製品事業
所種主任

16

1973 昭和48年 林業技術奨励賞 第6回(林業技術奨励賞)　都市緑化とヤマモモ 高橋公一 徳島県林業試験場長 17
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(15)信州の山で食べている植物 浜武人 林業試験場木曽分場 19
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(9)水の通導 畑野健一 東京大学演習林 21
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(20)ついの栖 堀田正次 三菱製紙KK 23
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回(林野庁長官賞)　雪中埋蔵によるトドマツ苗木の床替につ 高野宏 帯広営林局本別営林署 25

1973 昭和48年 林業技術コンテスト
第19回(林野庁長官賞)　簡易架線用ストッパー付ブロックの改良
について

佐野健一
北見営林局生田原営林署

26

1973 昭和48年 林業技術コンテスト
第19回(林野庁長官賞)　簡易架線用ストッパー付ブロックの改良
について

安部川浩二
北見営林局生田原営林署

26

1973 昭和48年 林業技術コンテスト
第19回(林野庁長官賞)　機械化による新間伐体系(3)作業索誘
導装置ほか

上野義人
札幌営林局定山渓営林署

27

1973 昭和48年 林業技術コンテスト
第19回(林野庁長官賞)　機械化による新間伐体系(3)作業索誘
導装置ほか

高橋藤三郎
札幌営林局定山渓営林署

27

1973 昭和48年 林業技術コンテスト
第19回(林野庁長官賞)　機械化による新間伐体系(3)作業索誘
導装置ほか

笹谷政三
札幌営林局定山渓営林署

27

1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回(日本林業技術協会賞)　床替作業の適期拡大について 細梅辰雄 秋田営林局村山営林署 28
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回(日本林業技術協会賞)　簡便な土壌分析による緑化工法 田中豊 長野営林局飯田営林署 29
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回(日本林業技術協会賞)　簡便な土壌分析による緑化工法 白井守 長野営林局飯田営林署 29
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回(日本林業技術協会賞)　無下刈造林法の開発について 牧野豊吉 熊本営林局都城営林署 30
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　ヒノキ根曲りの発生原因について 茨木健男 高知営林局窪川営林署 31

1973 昭和48年 林業技術コンテスト
第19回　　ローラー使用および貯木場受入方式の改善による人
工林材処理の効率化について

下手美彦
名古屋営林局下呂営林署

31

1973 昭和48年 林業技術コンテスト
第19回　　肉用牛の林内放牧による下刈効果と被害実験につい
て

久司勝也
帯広営林局光地園肉用牛
生産育成実験牧場

32

1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　下刈方法別試験 袖口功 前橋営林局中之条営林署 32
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　下刈方法別試験 小田治平 前橋営林局中之条営林署 32
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　腰痛対策を目的としたトラクター運転座席の改良につ 杉山宰 旭川営林局作業課 33
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　野うさぎの被害の現状とその防除について 川村豊 青森営林局深浦営林署 33
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　野うさぎの被害の現状とその防除について 伊藤恒雄 青森営林局深浦営林署 33
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　野うさぎの被害の現状とその防除について 津谷貞雄 青森営林局深浦営林署 33
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　崩壊地実態調査よりみた今後の森林施業 松田隆彦 大阪営林局福山営林署 34
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　省力造林について 嶋守敏春 札幌営林局上芦別営林署 34
1973 昭和48年 林業技術コンテスト 第19回　　省力造林について 幅田義雄 札幌営林局上芦別営林署 34
1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 35
1973 昭和48年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 小笠原試験地の概況調査成績について 林業試験場調査部 37
1973 昭和48年 コラム(こだま) 山からの問いかけ (M･N) 38
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) IC　集積回路 38
1973 昭和48年 山火事予知ポスター図案・標 山火事予知ポスター～図案・標語募集の結果 39
1973 昭和48年 表紙写真 第20回佳作「秋空」 大堀武男 千葉県佐原市 0
1973 昭和48年 論壇 木は生きている 小原二郎 千葉大学工学部教授 1
1973 昭和48年 森林・林業が広く認識を得るために 平田善文 奈良教育大学林学研究室 6
1973 昭和48年 コラム(山の生活) 雨ごい 小嶋恒友 大阪営林局山口営林署 10
1973 昭和48年 御遷宮にまつわる話題 増井義雄 神宮庁営林部長 11
1973 昭和48年 日本林学会大会 第84回　造林・立地 前田禎三 林業試験場造林部 15
1973 昭和48年 日本林学会大会 第84回　経営部門 大貫仁人 林業試験場経営部 15
1973 昭和48年 日本林学会大会 第84回　育種 岡田幸郎 林業試験場造林部 16
1973 昭和48年 日本林学会大会 第84回　保護部門 真宮靖治 林業試験場保護部 18

1973 昭和48年 日本林学会大会 第84回　環境保全 小川章
王子製紙株式会社林木育
種研究所

19

1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(16)信州の山で食べている植物 浜武人 林業試験場木曽分場 21
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(10)物質の転流と蓄積 畑野健一 東京大学演習林 23
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(21)温室育ち 堀田正次 三菱製紙KK 25

1973 昭和48年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(3)押し寄せるレジャーの波と森林 原佐喜男
長崎県林業課

27

1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 33
1973 昭和48年 海外情報(FAO) 海外林業紹介　FAOアジア太平洋林業委員会の第9回会議 三井鼎三 35
1973 昭和48年 コラム(本の紹介) 「北海道林業技術発達史論」大金永治編著 小幡進 日本林業技術協会 37

1973 昭和48年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

林地除草剤による広葉樹の萌芽抑制
関西地区林業試験研究機
関連絡協議会

38

1973 昭和48年 コラム(こだま) 資源、自然を大切に！ (貴太山) 39
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) 食糧不足 39
1973 昭和48年 林業写真コンクール 第21回森林・林業写真コンクール作品募集 40
1973 昭和48年 表紙写真 第20回特選「休日」 加治康男 福岡市 0
1973 昭和48年 論壇 砂丘は死にかかっている―この驚くべき虚言の意味するもの 大味新学 岐阜大学教授 1

1973 昭和48年 森林と下流の水利用の問題－木曽三川水源造成公社の場合 堀部有三
木曽三川水源造成公社事
務局長

5

1973 昭和48年 水源かん養林とその今日的存在意義 栗原浩
東京都水道局水源林事務
所計画課長

8

1973 昭和48年 相対幹距図の利用法－生産目的と森林地業の関係について 一ノ関訓 東京営林局計画課 12
1973 昭和48年 解説(研究調査報告等) 成木の発根促進と樹勢回復 山路木曽男 林業試験場樹芸研究室長 16
1973 昭和48年 解説(研究調査報告等) 成木の発根促進と樹勢回復 植村誠次 林業試験場浅川実験林長 16
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(17)信州の味覚 浜武人 林業試験場木曽分場 20
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(11)光合成 畑野健一 東京大学演習林 22
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(22)東北の旅で拾う 堀田正次 三菱製紙KK 24

1973 昭和48年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(4)広島地域の木材流通と市場移転計画 寺田公治
広島県立林業試験場

26

1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 32
1973 昭和48年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　ユーゴスラビアの森林と林業 三井鼎三 34
1973 昭和48年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林業試験場年報 36
1973 昭和48年 コラム(山の生活) 後世車 山川しげる 東京 37
1973 昭和48年 コラム(こだま) 続・ほんとにあるかもしれない話 (唯香車) 38
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) セーフガード 38
1973 昭和48年 表紙写真 第20回三席「冬の育苗」 成田真 青森県三沢市 0
1973 昭和48年 論壇 投書にみる社会の森林・林業観 淡谷忠一 林業新聞社 1

1973 昭和48年 資源問題に考える 安藝皎一
環境情報科学センター理
事長

6

1973 昭和48年 紙不足をめぐる諸問題 加治重紀 日本製紙連合会 10
1973 昭和48年 海外情報 日中緑の交流--中国政府林業技術視察団訪日日誌から 長岐昭男 林野庁研究普及課 14
1973 昭和48年 提案 論文にODC標数を！－林業技術「情報管理」促進のための提案 武田光壽 名古屋営林局企画室 17
1973 昭和48年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(18)信州の味覚　動物編その2 浜武人 林業試験場木曽分場 20
1973 昭和48年 解説(シリーズ―林木の生理) 林木の生理12ヵ月　(12)(最終回)呼吸 畑野健一 東京大学演習林 22
1973 昭和48年 随筆(連載―林語録) 林語録　(23)名曲鑑賞 堀田正次 三菱製紙KK 24
1973 昭和48年 会員の広場 森林の効用　　林業をもっと国民大衆に認識させよう 岡田公人 愛知県足助事務所林務課 26
1973 昭和48年 随筆・随想 週休七日庵雑筆　引用もあまり当てにならぬという話 松下規矩 28
1973 昭和48年 コラム(Journal of Journals) 30
1973 昭和48年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 造林推進対策調査報告書 林野庁 32
1973 昭和48年 コラム(こだま) 殺虫剤との決別 (N) 33
1973 昭和48年 コラム(現代用語ノート) 太陽エネルギー 33
1973 昭和48年 林業技術総目次 昭和48年(1973)370～381号 35
1974 昭和49年 表紙写真 第20回佳作「深雪の測樹作業」 小山内文雄 青森市 0
1974 昭和49年 対談 対談＝森林を語る(大政正隆・高橋延清) 1
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1974 昭和49年 国際会議
(ローマ・クラブ東京大会)  人・資源・環境－ローマ・クラブ東京大
会から学ぶもの

橋爪竹一郎
朝日新聞東京本社社会部

12

1974 昭和49年 随筆・随想 飼育動物に教えられる　　現代文明への反省 中川志郎 上野動物園飼育課長 15

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(5)首都圏経済の拡大と森林保全 林公彦
茨城県林業試験場

19

1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(19)信州の味覚　動物編その3 浜武人 林業試験場木曽分場 24
1974 昭和49年 解説(シリーズ―林木の生理) 続・林木の生理12ヵ月　林木の生長と生理(上) 佐々木恵彦 林業試験場造林部 26

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(1)初詣・みかん・正月のラジオ 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

28

1974 昭和49年 会員の広場 森林荒廃の原因と対策 中村賢太郎 東京大学名誉教授 30

1974 昭和49年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(27)モッコク 前田禎三
林業試験場

33

1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 34
1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　アメリカ合衆国における森林管理の起源・百年記 三井鼎三 36

1974 昭和49年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

薬剤による苗畑除草試験
関西地区林業試験研究機
関連絡協議会育苗部会

38

1974 昭和49年 コラム(こだま) ジャカランダ (H生) 39
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) ローマ・クラブ 39
1974 昭和49年 表紙写真 第20回二席「冬の唐松林」 坂神宗之助 長野県松本市 0
1974 昭和49年 論壇 マツノザイセンチュウに対する五つの疑問 四手井綱英 京都大学教授 1
1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) 森林有害獣の消長 宇田川竜男 林業試験場保護部鳥獣科 6
1974 昭和49年 石油危機と木炭 岸本定吉 元東京教育大学農学部教 10
1974 昭和49年 風致を考慮した森林施業への航測技術の活用 渡辺宏 日本林業技術協会 14
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(20)信州の味覚　動物編その4 浜武人 林業試験場木曽分場 18
1974 昭和49年 解説(シリーズ―林木の生理) 続・林木の生理12ヵ月　林木の生長と生理(中) 佐々木恵彦 林業試験場造林部 20

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(2)観梅・鹿の肉 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

22

1974 昭和49年 山菜ブーム下のワラビ栽培 野口金雄 東京都立農林高等学校 24
1974 昭和49年 山菜ブーム下のワラビ栽培 水上久男 東京都立農林高等学校 24

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(6)森林組合活動と山村振興の方向・天竜林業 山田庄作
静岡県林業試験場

27

1974 昭和49年 会員の広場 戦後沖縄における森林計画制度 又吉元一 沖縄県農林水産部林務課 32

1974 昭和49年 会員の広場 戦後沖縄における森林計画制度 山本郁夫
沖縄県農林水産部林務課
森林計画係

32

1974 昭和49年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(28)アカガシ 前田禎三
林業試験場

34

1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 35
1974 昭和49年 コラム(山の生活) ウッドチョッピング選手権大会 オーストラリア大使館提供 37
1974 昭和49年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 ヒノキ天然生林分の実態調査 林野庁 38
1974 昭和49年 コラム(こだま) 七？(きょう)に死す (狂) 39
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) 核エネルギー 39
1974 昭和49年 表紙写真 第20回二席「杉と雪」 宮中英剛 広島県佐伯郡 0
1974 昭和49年 論壇 わが国の資源問題―エネルギー資源をケースとして 酒井忠二三 科学技術庁資源調査所所 1
1974 昭和49年 林業関係予算案の概要 昭和49年度林業関係予算案の概要 羽賀正雄 林野庁計画課 6
1974 昭和49年 環境保全、ヨーロッパに余裕あり 只木良也 林業試験場造林部 9
1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) 天然更新と菌害 遠藤克明 林業試験場北海道支場 14
1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) 天然更新と菌害 林敬太 林業試験場造林部 14

1974 昭和49年 最近のワサビ栽培 鈴木春夫
静岡県農業試験場わさび
分場長

17

1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　(21)キノコ2題 平田昇 山形県庄内支庁林務課 21
1974 昭和49年 解説(シリーズ―林木の生理) 続・林木の生理12ヵ月　林木の生長と生理(下) 佐々木恵彦 林業試験場造林部 23

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(3)老剣士・尺八 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

25

1974 昭和49年 会員の広場 治山・林道技術者への提言―「修景緑化工」技術の発展を期待 倉田益二郎 東京農業大学教授 27

1974 昭和49年 会員の広場
森林組合とグループが推進する奥津林業を訪ねて―岡山県苫
田郡奥津町

岡田公人
愛知県足助事務所林務課

29

1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 33
1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　不足資源・木材の危機に備えて・イギリス 三井鼎三 35

1974 昭和49年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

群状うえつけ実態調査報告書
林野庁業務課：林業試験
場機械化部

37

1974 昭和49年 コラム(こだま) ある大人の話 (N生) 38
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) 多国籍企業 38
1974 昭和49年 表紙写真 第20回三席「記念の木」 小杉重吉 札幌市 0
1974 昭和49年 論壇 マツノザイセンチュウ・五つの疑問に答えて 徳重陽山 鹿児島大学教授 1
1974 昭和49年 大都市圏の水間題 中川義徳 東京都水道局計画部長 6
1974 昭和49年 海外情報(FAO) (FAO/IUFRO)  林地肥培国際シンポジウムに出席して 川名明 東京農工大学教授 12

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(7)北海道の民有林 福永義照
北海道立総合経済研究所

15

1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(1)「旅路」と紀西海岸 倉田悟 東京大学農学部教授 19
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(1)地熱開発 木立正嗣 林業試験場土壌部 21

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(4)野球 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

23

1974 昭和49年 会員の広場 造林設計―おもに私有林について 清水昭
島根県林政課林業専門技
術員

25

1974 昭和49年 コラム(本の紹介) 「中国の林業」農林情報調査会発行 鈴見健次郎 26
1974 昭和49年 会員の広場 故近藤助先生 藤原政弥 27
1974 昭和49年 会員の広場 林業技術と自動制御技術 兵頭正寛 林業試験場企画室 28

1974 昭和49年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(29)ヒサカキ 前田禎三
林業試験場

31

1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 32
1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　ソビエト連邦の森林と林業 三井鼎三 34
1974 昭和49年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 関東林木育種場基本区育種協議会議事録 関東林木育種場 37
1974 昭和49年 コラム(こだま) 山村が期待する林業技術 (やまばと) 38
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) インフラストラクチュア 38
1974 昭和49年 表紙写真 第21回佳作「帰りを待つ」 中沢良任 茨城県笠間市 0
1974 昭和49年 論壇 これからの農林業への提言―資源戦略からみた反省と展望 川井一之 農林省農事試験場長 1
1974 昭和49年 解説(行政施策等) 森林のレクリェーション利用と施設運営(Ｉ)県民の森 根橋達三 林野庁計画課 6
1974 昭和49年 森林のレクリェーション利用と施設運営(Ｉ)愛知県民の森 三宅茂男 愛知県林務課 7
1974 昭和49年 森林のレクリェーション利用と施設運営(Ｉ)秋田県田沢湖県民の 長島栄吾 秋田県林務部長 10
1974 昭和49年 風致を考慮した一つの施業体系 一ノ関訓 東京営林局計画課 13
1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) 林木の抵抗性に関する研究　マツノザイセンチュウに関連して 大山浪雄 林業試験場九州支場 16
1974 昭和49年 コラム(山の生活) こりやなぎ 古池末之 兵庫県林業試験場 20
1974 昭和49年 野鳥観察の楽しみ 蓮尾嘉彪 日本野鳥の会 21
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(2)与謝の細道 倉田悟 東京大学農学部教授 24
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(2)変質帯 木立正嗣 林業試験場土壌部 26

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(5)旅の女 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

28

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(8)最上山地大規模林業圏開発構想 沼田善夫
山形大学農学部林政学教
室

30

1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 34

1974 昭和49年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　オーストリア林業専門家によるシベリア森林・林
業の概観

三井鼎三 36

1974 昭和49年 林業写真コンクール 第21回森林・林業写真コンクール入選者の発表 38

5 386
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1974 昭和49年 コラム(こだま) 「減速の社会」における林業技術 (S生) 39
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) スランプフレーション 39
1974 昭和49年 表紙写真 第21回三席「植林の美」 長束清一 福岡県春日市 0
1974 昭和49年 論壇 海外林業開発と国際協力事業団 秋山智英 林野庁計画課 1
1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) 林木の生長と光質 浅川澄彦 林業試験場造林部 6

1974 昭和49年 海外情報
東南アジアにおける熱帯林の更新に関する問題点--西マレーシ
アを中心に

玉利長三郎
熱帯農業研究センター西
マレーシア林試駐在

10

1974 昭和49年 解説(行政施策等) 森林のレクリェーション利用と施設運営(Ⅱ)自然休養林の紹介 林野庁管理課休養林野班 15
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(3)美しい村 倉田悟 東京大学農学部教授 20
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(3)赤色土 木立正嗣 林業試験場土壌部 22

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(6)囲碁と将棋 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

24

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(9)過疎地域における林業展開策は何か 北川泉
島根大学農学部

26

1974 昭和49年
コラム(どうらん―やさしい植
物の知識)

指標植物シリーズ(30)イヌビワ 前田禎三
林業試験場

30

1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 31
1974 昭和49年 コラム(本の紹介) 「外材―その現状と展望」安藤嘉友著 野村勇 33
1974 昭和49年 コラム(こだま) 一を聞いて十を知ることに異議あり (E.ヴォルフ) 34
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) 総量規制 34
1974 昭和49年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第29回通常総会報告 35
1974 昭和49年 林業技術賞 第20回林業技術賞受賞者の発表 44
1974 昭和49年 林業技術奨励賞 第7回林業技術奨励賞受賞者の発表 44
1974 昭和49年 林業技術コンテスト 第20回林業技術コンテスト受賞者の発表 44
1974 昭和49年 藤岡光長賞 第13回藤岡光長賞受賞者の発表 44
1974 昭和49年 表紙写真 第21回二席「巣立の朝(四十雀)」 田中正人 長野県松本市 0

1974 昭和49年 論壇 森林施業計画と自然保護 平田種男
東京大学農学部森林経理
学研究室

1

1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) エゾマツとトドマツの天然分布に関与する菌類 佐保春芳
東京大学農学部森林植物
学研究室

6

1974 昭和49年 エゾマツとトドマツの天然分布に関与する菌類 高橋郁雄 東京大学北海道演習林 6
1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) 山地の車道建設と森林保全--植生の被害を中心として 高橋啓二 林業試験場防災部 9
1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) マルチ・カメラとビュアの森林への活用 中島巌 林業試験場航測研究室 13
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(4)武蔵野夫人 倉田悟 東京大学農学部教授 17
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(4)地震災害 木立正嗣 林業試験場土壌部 19

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(7)Hot Dog　・野球の応援・ある老婆 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

21

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(10)瀬戸内地域マツ林の取扱いをめぐって 山畑一善
愛媛大学農学部教授

23

1974 昭和49年 会員の広場 週休七日庵雑筆　森林総合利用の哲学 松下規矩 27
1974 昭和49年 会員の広場 択伐林55年の記録 寄木稔衛 広島市沼田町 28
1974 昭和49年 会員の広場 先進林業地視察記―岐阜・川上村にみる木材付加価値追求 岡田公人 愛知県足助事務所林務課 30
1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 32

1974 昭和49年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　森林と環境に関する大統領諮問委員の回想・ア
メリカ合衆国

三井鼎三 34

1974 昭和49年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 除草剤の森林生態系におよぼす影響とその調査方法に関する 農林水産技術会議事務局 36
1974 昭和49年 コラム(こだま) 「苗木配布会」雑感 (K･S生) 37
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) 機会費用 37
1974 昭和49年 陳情 技術者報酬の増額等について－林業技術協議会，林野庁長官 38
1974 昭和49年 表紙写真 第21回一席「ブランコ虫」 斉藤亮二 旭川市 0
1974 昭和49年 論壇 林業技術と開発のあり方を考える－開発屋の軌跡と自己批判 林寛 林野庁業務課企画官 1

1974 昭和49年
奈良盆地およびその周辺の神社林の研究から―イチイガシ林と
アラカシ林について

管沼孝之
奈良女子大学理学部植物
学教室

6

1974 昭和49年
奈良盆地およびその周辺の神社林の研究から―イチイガシ林と
アラカシ林について

若林陽子
奈良女子大学理学部植物
学教室

6

1974 昭和49年 ODC方式による文献の整理と利用 高木唯夫 林業試験場調査部資料室 10
1974 昭和49年 ODC方式による文献の整理と利用 山本常喜 林業試験場調査部資料室 10
1974 昭和49年 ODC方式による文献の整理と利用 三縄初恵子 林業試験場調査部資料室 10
1974 昭和49年 随筆・随想 山への追憶 関根蔚 京都山菜料理「山」主人 14

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(11)妖肥林業 三善正市
宮崎大学農学部

17

1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(5)清瀬と「草の花」 倉田悟 東京大学農学部教授 22
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(5)地形計測・ 木立正嗣 林業試験場土壌部 24

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(8)初出張 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

26

1974 昭和49年 会員の広場 サクラを台木にしたヒノキつぎ木苗の滞水ポット栽培試験 百瀬行男 林業試験場木曽分場 28
1974 昭和49年 会員の広場 ノウサギの被害防止法調査―第2報 堀江源三 愛知県知多事務所 30
1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 33
1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　欧州における木材生産と木材需要の長期見通し 三井鼎三 35
1974 昭和49年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 林木の根系分布と山地崩壊 林野庁：研修教材 37
1974 昭和49年 コラム(こだま) 機に接して愚意あり (M･N) 38
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) 総需要抑制 38
1974 昭和49年 表紙写真 第21回佳作「炭がま作り」 久保勝資 岩手県岩手町 0
1974 昭和49年 案内 日本林業技術協会会館落成 0
1974 昭和49年 論壇 政策基調の変化と木材価格政策 安藤嘉友 林業経営研究所 1
1974 昭和49年 南洋材の利用 上村武 林業試験場木材部長 6
1974 昭和49年 森林保険はどうあるべきか 大沼省三 森林保険協会理事常勤顧 10
1974 昭和49年 林業技術賞 第20回(林業技術賞)　トラクタ集材作業用補助ウインチについて 生方日出正 前橋営林局作業課 14
1974 昭和49年 林業技術賞 第20回(林業技術賞)　トラクタ集材作業用補助ウインチについて 矢吹久雄 前橋営林局作業課 14
1974 昭和49年 林業技術奨励賞 第7回(林業技術奨励賞)　北海道における海岸防災林の造成 伊藤重右エ門 北海道立林業試験場 17
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(6)「草の花」と戸田寮 倉田悟 東京大学農学部教授 21
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(6)地形計測・ 木立正嗣 林業試験場土壌部 23

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(9)虫の音・馴味 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

25

1974 昭和49年 林業技術コンテスト
第20回(林野庁長官賞)　新しい森林施業と直営生産―保残帯の
決定とその実行結果について

山下信雄
名古屋営林局久々野営林
署

27

1974 昭和49年 林業技術コンテスト
第20回(林野庁長官賞)　新しい森林施業と直営生産―保残帯の
決定とその実行結果について

西先貞治
名古屋営林局久々野営林
署

27

1974 昭和49年 林業技術コンテスト
第20回(林野庁長官賞)　過湿苗畑におけるヒノキ苗木の根ぐされ
病防止対策について

三浦八郎
長野営林局坂下営林署

28

1974 昭和49年 林業技術コンテスト
第20回(林野庁長官賞)　過湿苗畑におけるヒノキ苗木の根ぐされ
病防止対策について

漆平一郎
長野営林局坂下営林署

28

1974 昭和49年 林業技術コンテスト 第20回(林野庁長官賞)　倒木起し方法の改善 若松正敏 大阪営林局金沢営林署 29
1974 昭和49年 林業技術コンテスト 第20回(日本林業技術協会賞)　緑化樹木「根巻器」の考案につ 石井正気 青森営林局仙台営林署 30

1974 昭和49年 林業技術コンテスト
第20回(日本林業技術協会賞)　岩見沢式簡易索線エンドレス
フォーリングWコントロール型

常盤井良
札幌営林局岩見沢営林署

31

1974 昭和49年 林業技術コンテスト
第20回(日本林業技術協会賞)　岩見沢式簡易索線エンドレス
フォーリングWコントロール型

伊藤仁
札幌営林局岩見沢営林署

31

1974 昭和49年 林業技術コンテスト 第20回(日本林業技術協会賞)　古殿スギの育林技術体系につい 佐藤源策 福島県郡山林業事務所 32
1974 昭和49年 林業技術コンテスト 第20回　　造林の初期管理における省力について 松野親人 熊本営林局菊池営林署 33
1974 昭和49年 林業技術コンテスト 第20回　　伐倒用油圧くさびの試作試験について 石岡千良 秋田営林局作業課 33
1974 昭和49年 林業技術コンテスト 第20回　　植生による地位指数の判定について 井上和水 高知営林局窪川営林署 34
1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 35
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1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　近代民有林業に対する森林政策的前提条件西 三井鼎三 37
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) リニアモーター・カー 39
1974 昭和49年 コラム(こだま) 権力と技術 39
1974 昭和49年 山火事予知ポスター図案・標 山火事予知ポスター～図案・標語募集の結果 40
1974 昭和49年 表紙写真 第21回三席「伐採地帯」 猪熊進 香川県観音寺市 0
1974 昭和49年 論壇 林木育種から見た自然保護 酒井寛一 鹿児島大学農学部 1
1974 昭和49年 海外情報 中国の林業と技術体制の概要 長岐昭男 林野庁研究普及課 6
1974 昭和49年 海外情報 中国における育林技術　日中林業技術交流の旅から 加藤亮助 林業試験場調査部 10
1974 昭和49年 大都市近郊の森林利用をめぐって 林進 岐阜大学農学部 14
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(7)みなかみ紀行 倉田悟 東京大学農学部教授 18

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(10)油絵・メートル法・根っ子の置物 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

20

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(12)日田林業 佐藤義明
大分県立日田林工高等学
校

22

1974 昭和49年 会員の広場 沿道樹帯―林業からの要望 戸田良吉 林業試験場遺伝育種科長 27
1974 昭和49年 会員の広場 生産目的別森林施業体系別の林地区分の考え方 一ノ関訓 農林省就業改善課 29
1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 33
1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　世界木材資源の利用性・アメリカ合衆国山林局1 三井鼎三 35
1974 昭和49年 コラム(本の紹介) 「生きている農政史」寺山義雄著 西谷和雄 林野庁林政課 37
1974 昭和49年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 戦後沖縄国有林経営の変遷に関する総合的調査研究 林野庁林政課 38
1974 昭和49年 コラム(こだま) 部分林制度の現代版 (N) 39
1974 昭和49年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 色の3原色 39
1974 昭和49年 表紙写真 第21回三席「三百年の枝」 平山利行 宮崎県都城市 0
1974 昭和49年 論壇 技術革新の秋に想う 西尾元充 (株)西尾画像工学研究所 1
1974 昭和49年 公有林野の管理経営問題 浅井吉次 山村林業問題研究会 6
1974 昭和49年 仏典の中の樹木　南方材新発見序説 満久崇麿 京都大学木材研究所 11

1974 昭和49年 シンポジウム
(第26回日本林学会東北支部大会)　小岩井農場における混交林
施業について

下田一
小岩井農牧株式会社

14

1974 昭和49年 シンポジウム
(第26回日本林学会東北支部大会)　小岩井農場における混交林
施業について

山谷孝一(座長)
林業試験場東北支場育林
部長

14

1974 昭和49年 シンポジウム (第26回日本林学会東北支部大会)　緑化用樹木の生産事業に 沢藤雅也(座長) 岩手大学農学部 18
1974 昭和49年 シンポジウム (第26回日本林学会東北支部大会)　緑化用樹木の生産事業に 野田坂伸也 小岩井農牧株式会社 18
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(8)「足摺岬」への道 倉田悟 東京大学農学部教授 21
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(7)山地斜面の滞水層の形態・ 木立正嗣 林業試験場土壌部 23

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(11)中村健次さんの和歌・大安吉日 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

25

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(13)指導員の活動記録簿から 松下成文
奈良県吉野林業改良指導
員駐在所

27

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(13)指導員の活動記録簿から 斎藤治蔵
奈良県吉野林業改良指導
員駐在所

27

1974 昭和49年 会員の広場 林道法面の造林 百瀬行男 林業試験場木曽分場 31
1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 33
1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　世界木材資源の利用性・アメリカ合衆国山林局2 三井鼎三 35
1974 昭和49年 コラム(本の紹介) 「森林法の軌跡」筒井迪夫著 太田研太郎 林業試験場東北支場 37
1974 昭和49年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 (林業試験場年報) 38
1974 昭和49年 コラム(こだま) 造林雑感 (K生) 39
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) 排ガス規制 39
1974 昭和49年 表紙写真 第21回佳作「馬搬」 加藤征治 留萌市 0
1974 昭和49年 論壇 林業白書にみる森林・林業10年の歩みと今後の林政の課題 石川弘 林野庁林政課長 1

1974 昭和49年 国土利用計画法の概要 喜多弘
国土庁土地局土地利用調
整課

6

1974 昭和49年 解説(研究調査報告等) 林内の光環境　非皆伐作業法の基礎として 安藤貴 林業試験場四国支場 10
1974 昭和49年 海外情報 国際林業研究機関連合 松井光瑤 林業試験場調査部長 14
1974 昭和49年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅　(9)「幻化」の人 倉田悟 東京大学農学部教授 18
1974 昭和49年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(8)山地斜面の滞水層の形態・ 木立正嗣 林業試験場土壌部 20

1974 昭和49年
随筆(連載―Old Forester 街
を行く)

Old Forester 街を行く　(12)意地っ張り・若き林業技術者の悩み 堀田正次
日本米材原木協同組合事
務局長

22

1974 昭和49年
解説(シリーズ―地域林業の
育成策を考える)

(14)ボイ山地帯をどうするか 阿部正博
新潟県治山課長

24

1974 昭和49年 コラム(Journal of Journals) 29
1974 昭和49年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　木材のエネルギー生産可能性アメリカ合衆国 三井鼎三 31
1974 昭和49年 コラム(こだま) 続続・ほんとにあるかもしれない話 (唯香車) 33
1974 昭和49年 コラム(現代用語ノート) 海洋法国際会議 33
1974 昭和49年 林業技術総目次 昭和49年(1974)382～393号 35
1975 昭和50年 表紙写真 第21回三席「雪の中で」 浦田穂一 岩手県遠野市 0

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　日本林業への期待、提言紙パルプ
産業の動向と資源問題

大福喜子男
日本製紙連合会 副理事
長

2

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　日本林業への期待、提言木材開発
研究所(仮称)の創設

徳本孝彦
日本合板検査会理事長

3

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　日本林業への期待、提言木材生産
の量と質の確保を期待する

小倉武夫
日本木質構造材料協会
理事

6

1975 昭和50年 特集(将来の日本林業への期 (将来の日本林業への期待)　(明日の林業技術)育種の立場から 大庭喜八郎 九州林木育種場 原種課 8

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(明日の林業技術)森林保護と地域
性

余語昌資
林業試験場北海道支場研
究顧問

10

1975 昭和50年 特集(将来の日本林業への期 (将来の日本林業への期待)　(明日の林業技術)伐出作業と林道 上飯坂実 東京大学教授 11

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(明日の林業技術)林地保全技術の
将来

難波宣士
林業試験場防災部治山第
１研究室室長

13

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)「森林資源に関
する基本計画」と森林施業

大金永治
北海道大学 助教授

15

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)森林資源問題
の基本視角

船越昭治
岩手大学 教授

17

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)なんとかしなき
や，何もできまい

倉田益二郎
東京農業大学教授

19

1975 昭和50年 特集(将来の日本林業への期 (将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)山との対話 新岡好栄 北海道林務部 道有林管 20
1975 昭和50年 特集(将来の日本林業への期 (将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)より強力な施策 泥谷藤美 大分県林業水産部 次長 22

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)国家的重要問
題とする意識の換起

今岡康彦
科学技術庁資源調査所

23

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)「新しい森林施
業」の定着に期待

棟方鋼男
高知営林局企画調整室
室長

25

1975 昭和50年
特集(将来の日本林業への期
待)

(将来の日本林業への期待)　(21世紀をめざして)多様性のある
森林の造成

佐々木行夫
秋田営林局企画調整室
室長

26

1975 昭和50年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅  (10)『浮雲』とハイミミガタシダ 倉田悟 東京大学農学部教授 28
1975 昭和50年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(9)岩石の風化帯 木立正嗣 林業試験場土壌部 30
1975 昭和50年 会員の広場 造林上の重大問題 中村賢太郎 東京大学名誉教授 32
1975 昭和50年 コラム(Journal of Journals) 35
1975 昭和50年 コラム(本の紹介) 「山づくりのみちしるべ―優良造林地の歴史に学ぶ」スリーエム 林寛 林野庁業務課 37
1975 昭和50年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 (林業試験場年報) 38
1975 昭和50年 コラム(こだま) 共通の苦悩 (狂) 39
1975 昭和50年 コラム(現代用語ノート) 0(ゼロ)成長 39
1975 昭和50年 表紙写真 第21回佳作「冬」 朝日忠義 大阪市 0
1975 昭和50年 論壇 地方林政を考える 紙野伸二 林業試験場経営部 1
1975 昭和50年 海外情報 アメリカにおける施業規制の新しい動き 熊崎実 林業試験場経営研究室 7
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) ブナ林の更新施業の問題 蜂屋欣二 林業試験場造林部 11
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1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 新しい除草剤によるクズの防除 真部辰夫 林業試験場 15
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 新しい除草剤によるクズの防除 石井邦作 林業試験場 15
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 新しい除草剤によるクズの防除 入口誠 広島県立林業試験場 15
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 新しい除草剤によるクズの防除 二見鎌次郎 島根県林業試験場 15
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 新しい除草剤によるクズの防除 田村輝夫 鳥取県林業試験場 15
1975 昭和50年 ヒノキ天然林における掌状作業法 原田文夫 長野営林局計画課 19
1975 昭和50年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅  (11)三つの『土佐日記』 倉田悟 東京大学農学部教授 23
1975 昭和50年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(10)災害と山地防災・Ⅰ 木立正嗣 林業試験場土壌部 25
1975 昭和50年 会員の広場 週休七日庵雑筆―自然保護と森林施業の哲学 松下規矩 27
1975 昭和50年 会員の広場 林業普及活動所感―実践段階での林業施策と普及活動 岡田公人 愛知県足助事務所林務課 30
1975 昭和50年 コラム(Journal of Journals) 33
1975 昭和50年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　衛星データの林業への応用 三井鼎三 35
1975 昭和50年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 (関西林木育種場業務報告) 37
1975 昭和50年 コラム(こだま) 外材輸入と国際協調 (H生) 38
1975 昭和50年 コラム(現代用語ノート) マンガン・ノジュール 38
1975 昭和50年 林業技術賞 第21回林業技術賞について 40
1975 昭和50年 林業技術奨励賞 第8回林業技術奨励賞について 40
1975 昭和50年 林業技術コンテスト 第21回林業技術コンテストについて 40
1975 昭和50年 表紙写真 第21回佳作「白黒のパターン」 伊藤功 岡山県玉野市 0

1975 昭和50年 論壇 高校林業科における職業教育の問題点と改善策 風間広吉
新潟県立村上桜ケ丘高等
学校林業科 教諭

1

1975 昭和50年 解説(行政施策等) 最近の民有林造林動向 依田和夫 林野庁造林保護課 6
1975 昭和50年 ポスト精英樹の林木育種　実生地帯のスギ育種への提案 酒井寛一 鹿児島大学農学部 10
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 富士スバルライン沿線の緑化 山内政人 山梨県林業試験場 14
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 富士スバルライン沿線の緑化 羽田弘 山梨県林業試験場 14
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 富士スバルライン沿線の緑化 依田和幸 山梨県林業試験場 14
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 富士スバルライン沿線の緑化 渡瀬彰 山梨県林業試験場 14
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 富士スバルライン沿線の緑化 遠藤昭 山梨県林業試験場 14
1975 昭和50年 海外情報 ブルネイ国とその森林 坂口勝美 日本林業技術協会顧問 19
1975 昭和50年 コラム(山の生活) 雪国のはきもの 三島わたる 本庄 23
1975 昭和50年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅  (12)『化石』と高遠の桜 倉田悟 東京大学農学部教授 24
1975 昭和50年 解説(シリーズ―地質・地形) 林業家のための地質・地形　(11)災害と山地防災・Ⅱ 木立正嗣 林業試験場土壌部 26
1975 昭和50年 会員の広場 農林業用木炭の利用開発―木炭施用による苗木の生長 杉浦銀治 林業試験場林産化学部 28
1975 昭和50年 会員の広場 農林業用木炭の利用開発―木炭施用による苗木の生長 遠藤正男 林業試験場林産化学部 28
1975 昭和50年 会員の広場 農林業用木炭の利用開発―木炭施用による苗木の生長 雲林院源治 林業試験場林産化学部 28
1975 昭和50年 会員の広場 農林業用木炭の利用開発―木炭施用による苗木の生長 山路木曽男 林業試験場赤沼試験地 28
1975 昭和50年 会員の広場 素材生産業について 鈴見健次郎 KK岩倉組 32
1975 昭和50年 コラム(Journal of Journals) 34

1975 昭和50年
海外情報(連載―海外林業紹
介)

海外林業紹介　森林と木材加工工場における生産性・インフレ克
服に対する生産性論議米国

三井鼎三 36

1975 昭和50年
コラム(ぎじゅつ情報・技術情
報)

林業技術シンポジウム―気象災害と育種(全国林業試験研究機
関協議会)

38

1975 昭和50年 コラム(こだま) 自然保護論議に思う (やまばと) 39
1975 昭和50年 コラム(現代用語ノート) 静止人口論 39
1975 昭和50年 表紙写真 第21回佳作「おばあちゃんと一緒に」 奥村忠彦 吹田市 0
1975 昭和50年 論壇 試験研究と技術 上村武 林業試験場場長 1
1975 昭和50年 林業関係予算案の概要 昭和50年度林業関係予算案の概要 寺島光一郎 林野庁計画課 6
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) 点滴樹幹注入方式について 千村俊夫 福島県林業試験場 10
1975 昭和50年 群馬県におけるスギ古木の衰弱実態 見城卓 群馬県林木育種場 14
1975 昭和50年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅  (13)『沖縄の手記から』 倉田悟 東京大学農学部教授 18
1975 昭和50年 随筆(連載―大自然との接点) 富士山測候所の冬の生活(1) 中島博 和歌山地方気象台 20
1975 昭和50年 随筆(連載―熱帯アジア素描) 熱帯アジア素描　(1)DAYAK族の天孫降臨説話 小林喜伴 MOFDECO 技術室長 22

1975 昭和50年
解説(シリーズ―若齢林分の
保育問題・その多面的な検討)

(1) 現今の育林上の問題点・このシリーズのまえがきにかえて 只木良也
林業試験場造林部造林第
二研究室長

24

1975 昭和50年 会員の広場 丹沢杉を探る 鈴木丙馬 宇都宮大学名誉教授 28
1975 昭和50年 会員の広場 スギカミキリの被害とその防除法―民有林指導の体験から 清水昭 島根県林政課 31
1975 昭和50年 コラム(Journal of Journals) 34
1975 昭和50年 海外情報(連載―海外林業紹 海外林業紹介　中華人民共和国の緑化 三井鼎三 36
1975 昭和50年 コラム(本の紹介) 「流筏林業盛衰史」島田錦蔵著 小幡進 日本林業技術協会 38
1975 昭和50年 コラム(こだま) 名人は悲しからずや (E.ヴォルフ) 39
1975 昭和50年 コラム(現代用語ノート) 第三世界 39
1975 昭和50年 表紙写真 第22回三席「カマキリ」 田中正夫 松本市 0
1975 昭和50年 論壇 これからの林業普及を考える 松田昭二 林野庁研究普及課課長 1
1975 昭和50年 鳥獣行政の推移と保護対策の現状 相馬昭男 環境庁鳥獣保護課課長 6
1975 昭和50年 野鳥を誘う樹の話 山中寅文 東京大学森林植物学教室 10
1975 昭和50年 コラム(山の生活) 檜枝岐の木地屋 平野国栄 若松 13
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　林政部門 黒川泰享 林業試験場経営部 14
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　経営部門 西川匡英 林業試験場経営部 15
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　造林部門(育種) 染郷正孝 林業試験場造林部 16
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　立地部門(1・2) 脇孝介 林業試験場土じょう部 16
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　造林部門(生理) 森川靖 林業試験場造林部 17
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　造林部門(生態･保育) 河原輝彦 林業試験場造林部 18
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　保護部門(1・2) 森本桂 林業試験場九州支場保護 19
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　保護部門(1・2) 橋本平一 林業試験場九州支場保護 19
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　防災部門 末勝海 九州大学農学部 20
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　防災部門 中島勇喜 九州大学農学部 20
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　環境保全 佐藤明 林業試験場造林部 21
1975 昭和50年 日本林学会大会 第86回　利用部門 柴田順一 林業試験場機械化部 22
1975 昭和50年 林業写真コンクール 第22回森林・林業写真コンクール入選者の発表 23
1975 昭和50年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅  (14)夢の若狭路 倉田悟 東京大学農学部教授 24
1975 昭和50年 随筆(連載―大自然との接点) 富士山測候所の冬の生活(2) 中島博 和歌山地方気象台 26
1975 昭和50年 随筆(連載―熱帯アジア素描) 熱帯アジア素描　(2)LOANGAN(吹矢)のはなし 小林喜伴 MOFDECO 技術室長 28

1975 昭和50年
解説(シリーズ―若齢林分の
保育問題・その多面的な検討)

(2) 間伐・その意義を想起するために 只木良也
林業試験場造林部造林第
二研究室長

30

1975 昭和50年 コラム(Journal of Journals) 35
1975 昭和50年 コラム(本の紹介) 「木曽の杣うた」小野春夫著 岡村誼 名古屋営林局 37
1975 昭和50年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 (林業試験場研究報告) 38
1975 昭和50年 コラム(こだま) 野鳥の愛護 (K･S生) 39
1975 昭和50年 コラム(現代用語ノート) レイ・オフ 39
1975 昭和50年 表紙写真 第22回一席「森林へアタック」 稲村悦朗 島根県 0
1975 昭和50年 論壇 未来林業への指向―新しい林政学と新しい林業政策 岸根卓郎 京都大学農学部教授 1
1975 昭和50年 解説(研究調査報告等) まつくい虫の被害跡地対策　テーダマツの利用 前田千秋 兵庫県林業試験場 6
1975 昭和50年 海外情報 東南アジアのキノコ雑記 青島清雄 林業試験場保護部 10
1975 昭和50年 コラム(山の生活) 伊勢まいりの道 山田松吉 吉野 13
1975 昭和50年 樹木活力の考え方と空中写真の利用 渡辺宏 14
1975 昭和50年 随筆(連載―山・川・草・木) 山・川・草・木　植物と文学の旅  (15)浄蓮の滝 倉田悟 東京大学農学部教授 18

1975 昭和50年 随筆(連載―大自然との接点) 奥大井の四季(1) 河原義彦
東海パルプK.K.井川山林
事業所

20

1975 昭和50年 随筆(連載―熱帯アジア素描) 熱帯アジア素描　(3)キナバタンガンの思いで 小林喜伴 MOFDECO 技術室長 22

1975 昭和50年
解説(シリーズ―若齢林分の
保育問題・その多面的な検討)

(3) 間伐材の伐出技術 中村英碩
東京農業大学教授

24

1975 昭和50年 コラム(Journal of Journals) 29
1975 昭和50年 コラム(本の紹介) 「新しい林業再見―林業のPRをかんがえる」 鈴見健次郎 KK岩倉組 31
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発行
年(西

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

1975 昭和50年 コラム(ぎじゅつ情報・技術情 磨丸太の生産流通構造に関する研究 林業試験場関西支場 32
1975 昭和50年 コラム(こだま) たつのおとしご (T･N生) 33
1975 昭和50年 コラム(現代用語ノート) 独占禁止法 33
1975 昭和50年 日本林業技術協会通常総会 日本林業技術協会第30回通常総会報告 34
1975 昭和50年 林業技術賞 第21回林業技術賞受賞者の発表 44
1975 昭和50年 林業技術奨励賞 第8回林業技術奨励賞受賞者の発表 44
1975 昭和50年 林業技術コンテスト 第21回林業技術コンテスト受賞者の発表 44
1975 昭和50年 藤岡光長賞 第14回藤岡光長賞受賞者の発表 44

（森林航測）
森林航測誌終刊の辞－以降は『林業技術』誌へ継承 弘中義夫 1

座談会「わが国の森林航測の
歩みとこれからの森林リモート
センシング」

　Ⅰ.空中写真の導入・成果
大貫仁人、澤田治雄、淵
本正隆、渡辺宏

2

座談会「わが国の森林航測の
歩みとこれからの森林リモート
センシング」

　Ⅱ.リモートセンシング時代の始まり
大貫仁人、澤田治雄、淵
本正隆、渡辺宏

11

座談会「わが国の森林航測の
歩みとこれからの森林リモート
センシング」

　Ⅲ.これからの森林リモートセンシング
大貫仁人、澤田治雄、淵
本正隆、渡辺宏

15

森林航測総目次(第185～200号) 22

『林業技術』ご購読(＝本会入会)のご案内 24
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