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　森林環境整備推進協力金による屋久島自然休養林の整備
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屋久島森林環境保全センターの主な業務

永田岳登山道周辺植生回復措置

  世界自然遺産保全緊急対策事業     雨量観測天然生林管理水準確保緊急対策事業

   森林保護員による入林利用者への指導・啓発



屋久島森林環境保全センタ－の概要について

１ 設置の目的

屋久島の国有林面積は約３８千ｈａで、島の９１％を占める総森林面積の約８４％を有しており、このうち

約１０千ｈａが世界自然遺産に登録されるなど極めて貴重な森林が多い。このため、九州森林管理局では、従

来から国有林の約４０％（１５千ｈａ）を森林生態系保護地域に指定するなどその保全に努めてきたところで

あるが、今後更に自然遺産の厳正な保護及びその周辺地域を含めた森林環境の適切な保全・利用に資するため

設置したものである。

２ 沿革等

明治１９年(1886) ５月 鹿児島大林区署宮之浦派出所設置

明治２４年(1891)１１月 屋久島小林区署と改称

大正１２年(1923) ６月 上屋久小林区署と下屋久小林区署に分割改組、翌年上屋久営林署に改称

平成 ４年(1992) ３月 屋久島森林生態系保護地域指定

平成 ５年(1993)１２月 世界遺産条約に基づく自然遺産として登録

平成 ７年(1995) ３月 下屋久営林署と統合・改組し、屋久島営林署と改称

屋久島森林環境保全センタ－を設置

平成１１年(1999) ３月 屋久島森林管理署と改称
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４ 森林環境保全センタ－の主な業務

（１）自然遺産保護のための調査等に関する業務

森林総合研究所、林木育種センタ－、大学等学術研究機関と連携を図りつつ、世界遺産地域を含む森林生

態系保護地域等における自然環境の保護・保全及び調査、試験等を行う。

（２）治山事業に関する業務

国有林における森林の国土保全機能及び水源かん養機能等の高度発揮のための森林整備及び治山施設整備

の実行等を行う。

（３）森林教育等に関する業務

屋久島の森林生態、森林の役割、自然との共生のあり方等に関して、森林生態系保護地域(保全利用地区）

を活用した森林教育・普及啓発活動と屋久島自然休養林等の森林レクリエ－ション等への適正利用のための

施設の整備等を行う。

（４）その他屋久島の森林環境保全に必要な業務

入林者の指導、森林パトロ－ルなどを行う。



屋 久 島 国 有 林 の 概 要 に つ い て

１ 屋久島の面積

（単位：千ｈａ）
区 分 総 面 積 森 林 面 積

国有林面積 国有林比率

上屋久町 ２９.９ ２７.２ ２０.４ ７５ ％

屋 久 町 ２４.２ ２１.３ １７.９ ８４ ％

計 ５４.１ ４８.５ ３８.３ ７９ ％

資料：１ 総面積・森林面積は、平成１５年度鹿児島県統計年鑑による。

２ 国有林の人工林、天然林別の面積内訳

（単位：ｈａ）

人 工 林 天 然 林 そ の 他 計

(２２％) (７５％) (３％) (１００％)

８，３１６ ２８，８４５ １，１２８ ３８，２８９

３ 屋久島国有林の森林整備の推進方向

（単位：ｈａ）
(割 合)

森林整備の推進方向 対 象 面 積 森 林 整 備 の 考 え 方

(５６.１％) 国土の保全、水資源のかん養機能の高度発揮のための、

水 土 保 全 林 ２１，５２１ 森林整備を推進

(４３.６％) 森林生態系の保全や森林空間利用を重視した、森林施業

森林と人との共生林 １６，６９７ を推進

( ０.３％) 公益的機能の発揮に配慮しつつ、効率的な木材生産を推

資源の循環利用林 ７１ 進

( １００％)

計 ３８，２８９

４ 国有林の公益的機能高度発揮林分

(1) 保 安 林 （単位：ｈａ)

水 源 か ん 養 土砂流失防備 防 風 潮 害 防 備 保 健

２８，２８１ １,０１０ ９ ５４ １，０００

(2) 保 護 林 等 （単位：ｈａ)

森林生態系 レクリエー 世界自然遺 国 立 原生自然環 鳥 獣 史跡・名勝

保 護 地 域 ションの森 産登録地域 公 園 境保全地域 保 護 区 天然記念物

１５,１８５ ７８０ １０,２６０ ２０，２６８ １,２１９ ９６４ ４,３９２

注意：保護林等の面積は重複している。

５ 森林生態系保護地域の内訳面積

（単位：ｈａ）

区 分 面 積

保 存 地 区 ９,６００

屋久島森林生態系保護地域 保 全 利 用 地 区 ５,５８５

計 １５,１８５

６ 世界自然遺産登録地域

（単位：ｈａ）

区 分 面 積

国 有 林 １０,２６０

うち森林生態系保護地域 １０,２３６

県 有 林 ４８７

計 １０,７４７



種 子 島 国 有 林 の 概 要 に つ い て

１ 種子島の面積

（単位：千ｈａ）
区 分 総 面 積 森 林 面 積

国有林面積 国有林比率

西之表市 ２０．６ １２．５ １．３ １０ ％

中種子町 １３．８ ６．５ ０．６ ９ ％

南種子町 １１．０ ６．３ １．４ ２２ ％

計 ４５．４ ２５．３ ３．３ １３ ％

資料：１ 総面積・森林面積は、平成１５年度鹿児島県統計年鑑による。

２ 国有林の人工林、天然林別の面積内訳

（単位：ｈａ）

人 工 林 天 然 林 そ の 他 計

(３４％) (６４％) (２％) (１００％)

１，０５４ ２，２４４ ４０ ３，３３７

３ 種子島国有林の森林整備の推進方向

（単位：ｈａ）
(割 合)

森林整備の推進方向 対 象 面 積 森 林 整 備 の 考 え 方

(８２．３％) 国土の保全、水資源のかん養機能の高度発揮のための、

水 土 保 全 林 ２，７４５ 森林整備を推進

( ０．１％) 森林生態系の保全や森林空間利用を重視した、森林施業

森林と人との共生林 １２５ を推進

(１７．６％) 公益的機能の発揮に配慮しつつ、効率的な木材生産を推

資源の循環利用林 ４６７ 進

( １００％)

計 ３，３３７

４ 国有林の公益的機能高度発揮林分

(1) 保 安 林 （単位：ｈａ)

水 か ん 土砂流出防備 潮害防備 飛砂防備 防 風 落 石 風 致 魚 つ き 保 健

1,978 ０ ５２８ ５ ７３ ７ ２４ １ ４

(2) 保 護 林 等 （単位：ｈａ)

植 物 群 落 鳥 獣

保 護 林 保 護 区

２０ ０

注意：保護林等の面積は重複している。
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Ⅰ 森林生態系保護

1 世界自然遺産保全緊急対策事業

（１）樹勢回復措置
　ア　目的

　イ　縄文杉樹勢回復措置

（２）植生等回復措置

  ア　目的

  イ　永田岳登山道周辺植生回復措置

屋久島は、縄文杉等屋久杉の巨木群を代表する、特殊な生態系と優れた自然景観を有して
いること等により、世界自然遺産に登録されたものであるが、それらの巨木群の中には、入り
込み者の踏み込み等により樹勢の衰えなど影響が発現し、このまま放置すれば樹勢の回復が
困難となる可能性も予測される。それを未然防止するため樹勢回復措置を実施し、屋久島自
然遺産の象徴である屋久杉の適切な保護を図ることとした。

平成１１年度から１２年度に縄文杉樹勢回復措置として、粗朶やヤシマットを利用した編柵
工、チャコールチップ炭や木酢液を使用した土壌改良、上方斜面の編柵工（水切り）、表土流出
防止柵工を実施、平成１３年度は、自然沈下した土壌改良工箇所に腐葉土の補給を実施した
が、平成１５年度には、平成１１年度から平成１３年度に実施した編柵工、土壌改良工が自然
沈下したため、再度 、粗朶やヤシマットを利用した編柵工、チャコールチップ炭や木酢液を使
用した土壌改良工を実施した。また、平成１６年度には、縄文杉への雨水流入防止の丸太筋工
と植栽工を実施し、平成１７年度には、樹皮剥離被害に伴う傷口の修復措置を実施した。

   平成１８年度には、樹皮剥離被害に伴う傷口の修復措置を継続して実施した。

   登山による入り込み者の増加に伴い、登山道の荒廃による植生の後退している箇所で、登
山道を整備し登山者を登山道に誘導し、植生の後退を回復させる。

   永田岳登山道周辺の植生回復事業検討会の報告を踏まえて、平成1７年度は永田岳東側山
麓鞍部から山頂に至るまでの登山道周辺で木橋型歩道工、丸太柵工等を実施した。
   平成１８年度には、事業資材の調達とヘリによる資材運搬、鹿之沢小屋から永田岳山頂に
至るまでの登山道周辺で木橋型歩道工、丸太柵工等を実施した。

-1-



1 植生垂直分布調査
（1） 屋久島東部の植生垂直分布調査

（2） 調査リストの作成

（3）　考察

2　花之江河・小花之江河の湿原基礎調査
（1）　湿原の流路や潅水域、土砂堆積の状況調査

（2）　湿原植生の状況調査

（3）　湿原土壌の状況調査

（4）　ハベマメシジミの生育調査

（5）　湿原基礎調査の考察

植生垂直分布調査において出現した種の植生リスト作成した。リストの項目は科名、学名、和
名で表し、出現地域、出現階層、出現標高等を記載し、新たな出現植生リストを作成した。

過去に調査した結果も含め、植生垂直分布調査結果において、顕在化してきた課題等につい
て整理を行い、対応措置等についての考察を行った。

　花之江河・小花之江河湿原を代表する貴重野生動物であるハベマメシジミ（鹿児島県レッド
データブック絶滅危惧Ⅰ類）の生育調査を行い、生育環境を把握した。

　上述の調査結果を総合的に検討し、花之江河・小花之江河湿原の現在の状況、湿原保全対
策事業（平成13～14年度に実施）の効果、両湿原の保全のための今後の課題について考察を
行った。

   屋久島東部愛子岳登山口付近の標高160ｍ地点から、愛子岳山頂標高1,235m地点までの、
植生垂直分布調査を、標高200ｍごと（標高200ｍ・400ｍ・600ｍ・800ｍ・1000ｍ）にモニタリング
プロットを設定し、プロットごとに階層区分調査、毎木調査、植生調査、群落配分調査、群集・標
徴種検討調査、特定植物群落調査及びプロット周辺の出現植生調査を行った。また、愛子岳登
山口から愛子岳山頂に至る登山道周辺の出現植生を把握し調査結果と併せて標高別出現リス
トを作成する。

　湿原植生群落図を作成し、植生群落の変遷を検討するとともに、固定プロットにおける植生調
査（種別の植被状況等）を実施し、前回調査から湿原植生がどのように変化しているのかを把
握した。

　湿原内各所の湿原コア調査（土壌断面調査）を実施し、湿原に流入してきた土砂やミズゴケ等
湿原植生が泥炭形成へ与える影響を調べた。

　湿原内の流路（水流）と潅水域を把握図示し、流入・流出等の湿原の水収支を検討するととも
に、流入土砂が堆積している範囲を特定し、堆積深から堆積土砂量を把握した。

（３）生態系モニタリング調査
ア　調査目的

屋久島は、平成５年の世界自然遺産の登録以来、原生的な自然環境を求めて入り込み者が急
増しており、登山者の増加による登山道の浸食荒廃、周辺植生の後退等が各所で見られ、屋久島
の原生的な森林生態系に重大な影響を及ぼしている。このため九州森林管理局においては、世
界遺産地域の保全のための森林管理を行う事を目的として、平成８年度より「屋久島森林生態系
モニタリング調査」を実施し、緊急に措置すべき保全対策事業を進めてきたところである。

このような中で、世界遺産地域における森林環境保全のための基礎資料を作成することを目的
に、屋久島東側斜面（屋久島東方の愛子岳東側斜面）の植生垂直分布調査を実施する。また、我
が国最南端の高層湿原である花之江河・小花之江河の湿原基礎資料（植生・土砂流入・水量等）
を実施し、今後の湿原保全のための基礎資料を作成する。いずれの調査も、５年前の平成13年度
（植生垂直分布調査・湿原基礎調査）と平成15年度（湿原基礎調査）に実施しており、その後の経
年変化を比較検討しながら、生態系の健全性や今後の保全のための課題の検討等を行うことを
目的とする。

今年度の調査対象地域は、植生垂直分布調査が、愛子岳国有林103・204・205林班にて実施
し、湿原基礎調査が、黒味国有林22ハ林小班、高盤岳国有林82ろ林小班にて実施する。

イ　調査対象地域

ウ 調査内容
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２　モニタリング調査

（１）屋久島における雨量観測  
ア　目　　的

イ　観測体制

ウ　観測地

屋久島では、年間４０００～８０００㎜に達する降雨があること、花崗岩特有の表層の浅い地域が
多いこと等から、山腹崩壊、土砂流出等の山地災害も多く発生している。

　 これらのことから、国有林の要所において雨量の観測を実施し、永続的なデータを保存し森林
生態系を研究することとし雨量計を設置している。

  データの回収・記録管理は屋久島森林環境保全センターで行っている。データ回収について
は、職員実行で２ヶ月に１回程度行っているが、台風等の著しい気象の変化があった場合はその
都度データの回収を行うことにしている。

雨 量 計 設 置 箇 所 位 置 図

※この雨量観測は気象業務法第６条１項１の研究のために行う気象の観測となっています。
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エ　雨量計設置箇所一覧表　

※ 白谷雲水峡とヤクスギランドは、入林者の安全確保を目的に雨量計を設置。

オ　平成１８年度　月別・地点別雨量データ

開始
月日

月

 230.5 276.0 ( 126.0 ) 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 812.0

欠測 欠測 欠測 ( 395.0 ) 欠測 欠測 ( 381.5 ) 欠測 欠測 1,630.5

欠測 欠測 欠測 1,545.5 ( 964.5 ) ( 171.0 ) 1,178.0 欠測 欠測 1,803.0

327.0 欠測 ( 26.0 ) 362.5 欠測 463.0 347.0 欠測 欠測 495.0

92.0 欠測 194.0 333.5 ( 1.0 ) 407.0 310.5 欠測 欠測 411.0

303.0 欠測 417.0 374.0 87.5 313.0 169.5 欠測 ( 164.0 ) 424.0

22.5 欠測 159.0 181.5 54.0 99.0 59.5 欠測 254.5 141.5

127.5 欠測 586.5 930.5 328.5 625.5 315.5 欠測 961.5 963.0

欠測 欠測 519.5 564.0 262.0 463.0 231.5 欠測 788.0 欠測

欠測 576.5 272.0 329.5 193.5 240.5 171.7 欠測 ( 60.0 ) 欠測

欠測 474.0 309.5 欠測 339.5 1,146.5 452.0 欠測 欠測 欠測

欠測 937.0 508.5 ( 7.0 ) 370.0 720.5 233.5 欠測 欠測 欠測

1,102.5 2,263.5 3,118.0 5,023.0 2,600.5 4,649.0 3,850.2 0.0 2,228.0 6,680.0

※ 空白欄はデータ欠測、（　　　）書きは欠測期間を除いた合計。

２７５た ７３０ｍ

  Ｈ　７．０８．３１設置

  Ｈ　９．１１．１１設置

  Ｈ　８．０３．２６設置

  Ｈ　８．０２．０７設置　融雪器付

  Ｈ１１．０３．１７設置

  Ｈ１２．０５．１０設置

  Ｈ１２．０７．１２設置

  Ｈ　８．０２．０１設置　　　 〃

  Ｈ　７．１２．２５設置　　　 〃

  Ｈ　８．０５．３１設置　　　 〃

ヤクスギランド ７９　ハ １，０００ｍ

２１５い ６３０ｍ

１，３８０ｍ

黒味岳頂上付近 ２２ニ

５１０ｍ

大川林道 ９　る １，０２０ｍ

６８０ｍ

１，８００ｍ

⑩

屋久島森林環境保全センター 敷地内

小杉谷事業所跡 １０１イ

白　　谷 ２１６た

宮之浦林道３３支線 ２３３ふ

６２い

⑨ 白谷雲水峡

④

⑤

⑥

⑦

⑧

淀川登山口

永田カンカケ岳付近

備考

①

②

③

５ｍ

番号 設置箇所 林小班 標高

５８０ｍ

淀 川
登 山 口

④ ⑤ ⑥ ⑦番　号 ① ② ③

観測点
保 全

ｾ ﾝ ﾀ ｰ
白 谷

宮 之 浦
林 道

小 杉 谷 大 川 林 道
黒 味 岳
山 頂

永 田
ｶ ﾝ ｶ ｹ 岳

白 谷
雲 水 峡

ﾔ ｸ ｽ ｷ ﾞ
ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ

⑧ ⑨ ⑩

680ｍ 1,020ｍ 1,380ｍ 1,800ｍ標　高 5ｍ 580ｍ 510ｍ

H11.03.17
開     始

Ｈ１８．４月

730ｍ 630ｍ 1,000ｍ

H07.08.31
開     始

H07.08.31
開     始

H08.03.26   開
始

H08.02.07
開     始

H08.02.01
開     始

　　　　５月

　　　　６月

　　　　７月

　　　　８月

H12.07.12
開     始

H12.05.10
開     始

H07.10.25
開     始

H08.05.31
開     始

Ｈ１９．１月

　　　　２月

　　　　３月

合　計

　　　　９月

　　　１０月

　　　１１月

　　　１２月
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Ⅲ 普及教育・森林空間利用

1　森林教室等の実施

森 林 教 室 実施年月日

2  屋久島自然休養林

（１）森林環境整備推進協力金の実施

協力金の額　　高校生以上　１人　３００円（１５人以上団体扱い　１人２５０円）　※島内在住者を除く
平成１８年度協力金徴収額合計 ４８，７３０千円
　　　委託契約相手方　　　ヤクスギランド　　「ヤクスギランドを美しくする会」
　　　委託契約相手方　　　白谷雲水峡　　　 「大自然緑の会」

（２）利用者数

ア　年度別利用者数の推移

　遊々の森（ハサ岳国有林６８つ外林小班）

平成18年10月17日

ね ら い

場 所

名 称

　郷土の自然についての理解を深め、郷土を愛し、郷土の自然を守り育てることを
  枝打ち、保育間伐などの体験林業を通じて学ぶ。

　屋久町教育委員会

　屋久町内小学校５年生　　６８名

　屋久島森林管理署長外

森林及び利用施設の整備と環境美化等のため、協力金制度を導入している。

講 師

対 象 者

主 催 者 等

51,891 

71,518 
68,107 

85,468 

72,920 
77,378 

91,326 

104,524 

116,020 

103,745 

94,396 

100,186 

0 

11,740 11,734 
4,605 

32,174 

40,893 

56,318 

64,183 

75,124 77,900 
82,745 

99,047 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

5年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

利用者数（人） ヤクスギランド 白谷雲水峡
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　　イ　年度別累計利用者数の推移

　　ウ　月別利用者数（荒川地区）

　　エ　月別利用者数（白谷地区）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

人 ヤクスギランド 17年度 18年度

0

5,000

10,000

15,000

20,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

人 白谷雲水峡 17年度 18年度

51,891 

252,108 
320,215 

405,683 
478,603 

555,981 
647,307 

751,831 
867,851 

971,596 
1,065,992 

1,166,178 

0 
11,740 23,474 28,079 60,253 

101,146 
157,464 

221,647 
296,771 374,671 

457,416 

556,463 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

5年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

利用者数（人） ヤクスギランド 白谷雲水峡
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3　広報活動

（１）保全センター所報「洋上アルプス」の作成
　　ア　作成の主旨

　　イ　発行日
毎月５日に発行、１回発行部数　約１，３００部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　り

（２）セルフガイドブック「屋久島の森林」の発行

　　ア　作成の主旨

　　イ　販売　
　　　平成８年６月７日から販売開始
　　　平成１６年３月第三版販売開始・・・・・・規格：Ｂ６版オールカラー印刷、９３頁、一冊１，０００円

　　ウ　販売場所
　　   　屋久島森林環境保全センター、ヤクスギランド、白谷雲水峡、屋久島森林組合等

　　エ　平成１８年度販売部数　　　　　　　　８８４冊

（３）ホームページ「保全センター紹介」を更新
　インターネット上に掲載されている九州森林管理局ホームページの「保全センター紹介」を更新。

　　ア　紹介の主旨

　　イ　アドレス

屋久島の歴史、自然、主要登山道等を紹介し、屋久島の森林に関する教育、啓発活動を行うた
め発行。

   保全センターの業務の紹介や活動報告、屋久島の雨量観測データなどの情報を提供すること
により地元施設や関係機関との密接な連携を図る。また、屋久島の生態、森林の役割、自然と
人との共生のあり方などに関する普及啓発を行うとともに、屋久島世界自然遺産地域内での保
全活動を紹介し、広く一般の理解と協力を深めるために作成。

   「保全センター設置の目的」「組織図」「主な業務内容」「業務計画及び実績」等を写真入りで紹
介し、屋久島自然遺産地域内での保全活動状況を広く一般の理解と協力を得るため。

  http://www.kyusyu.kokuyurin.go.jp/syoukai/hozentop2.html
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Ⅳ その他
１　保全センター保有図書一覧表

保 管 場
所 分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社

二階 歴史 江戸時代に於ける 造林技術の史的研究 徳川 宗敬 西ヶ原刊行会
二階 歴史 語りつぐ戦後林政史 林政総合協議会 日本林業調査会
二階 歴史 語りつぐ戦後林政史 林政総合協議会 日本林業調査会
二階 歴史 樺太林業史 井原 国雄 農林出版株式会社
二階 歴史 国土緑化二十年の歩み 国土緑化推進委員会 同　左
二階 歴史 国土緑化運動十五年 国土緑化推進委員会 同　左
二階 歴史 国有林十年の歩み 農林省 林野庁 同　左
二階 歴史 国有林野地元利用状況調査の総括分析 林野庁 調査課 林野弘済会
二階 歴史 国有林労働運動史（第１巻） 林野庁
二階 歴史 国有林労働運動史（第２巻） 林野庁
二階 歴史 国有林労働運動史（第３巻） 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 国有林労働運動史（第４巻） 林野庁
二階 歴史 国有林労働運動史（第５巻） 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 国有林労働運動史（第７巻.昭和３９年） 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 国有林労働運動史（第８巻.昭和４０年） 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 国有林労働運動史（第９巻.昭和４１年） 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 国有林労働運動史（第１０巻.昭和４２年） 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 ５０年のあゆみ 鹿児島県林業試験場 林業試験場創立50周年記念事業協替会
二階 歴史 三十五年のあゆみ 治山課３５年の歩み編集委員会 熊本営林局治山課
二階 歴史 三十年の歩み ｢三十年の歩み｣編集委員会 日本林業土木株式会社
二階 歴史 三十年の歩み（林政統一３０周年記念出版） 農林省.林業試験場九州支場 同　左
二階 歴史 森林国営保険制度史 林野庁 農林出版株式会社
二階 歴史 総合世界歴史辞典 井上 孝治.川崎 庸之.野原 四郎 時事通信社
二階 歴史 大正昭和林業逸史（上巻） 林業経済研究所 日刊林業新聞
二階 歴史 大正昭和林業逸史（下巻） 林業経済研究所 日刊林業新聞
二階 歴史 治山事業五十年史 社団法人 日本治山治水協会 同　左
二階 歴史 治山事業八十年史 社団法人 日本治山治水協会 同　左
二階 歴史 朝鮮･満州･台湾林業発達史論 萩野 敏雄 林野弘済会
二階 歴史 徳川時代に於ける林野制度の大要 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 ドイツ森林経営史 小沢 今朝芳 日本林業調査会
二階 歴史 ドイツ林学者博 片山 茂樹 林業経済研究所
二階 歴史 日光杉並木３００年の記録 鈴木柄馬 農林出版（株）
二階 歴史 日本山林史（保護林篇 上） 農学博士.遠藤 安太郎 日本山林史刊行会
二階 歴史 日本山林史（保護林篇 下） 農学博士.遠藤 安太郎 日本山林史刊行会
二階 歴史 日本政治百年史 金森 徳次郎.山浦 貫一 夕刊 フクニチ新聞社
二階 歴史 日本パルプ工業４０年史 谷口 潔 日本パルプ工業株式会社
二階 歴史 日本木材統制史 桑田 治 林野弘済会
二階 歴史 日本林業技術発達史（明治前） 日本学士院.日本科学史刊行会 日本学術振興会
二階 歴史 日本林業発達史（上巻） 林業発達史調査会 林野庁
二階 歴史 年輪（写眞で語る一世紀） 熊本営林局 林野弘済会熊本支部
二階 歴史 農林行政史（第五巻 上） 農林大臣官房 総務課 財団法人 農林協会
二階 歴史 農林行政史（第五巻 下） 農林大臣官房 総務課 財団法人 農林協会
二階 歴史 北洋材経済史論 萩野 敏雄 林野弘済会
二階 歴史 明治林業史要 林学博士 松波 秀實　 大日本山林会
二階 歴史 明治林業史要後輯 林学博士.松波 秀　遺稿 大日本山林会
二階 歴史 林業技術史（地方林業編上 第１巻） （林野庁） 日本林業技術協会
二階 歴史 林業技術の７０年（会誌に見る日林協の歩み） 日本林業技術協会 同　左
二階 歴史 林業試験場六十年のあゆみ 農林省.林業試験場 同　左
二階 歴史 林政二十年史（戦後林政の歩み） 日本林業協会 同　左
二階 歴史 林土連三十年の歩み（林土連設立三十周年記念） （青木 昭二） 日本林業土木連合協会
二階 歴史 林野地籍の沿革（続巻） 三枝 茂.飯島 浩 林野弘済会
二階 歴史 国有林労働運動史（第11巻） 林野庁 林野弘済会
二階 歴史 日本国有林の形成過程　第一巻 藤村重任 中央公論事業出版
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保 管 場
所 分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社

経営・造林学 アカマツ林の施業 井上 由扶 日本林業技術協会
経営・造林学 亜高山地帯の造林技術 草下 正夫,岡上 正夫,松井 光瑶 ㈱創文
経営・造林学 アスファルト舗装要綱（２７版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 新しい時代の林道 水利科学研究所
経営・造林学 アメリカ合衆国の林業行政 奥原 日出男 林野共済会
経営・造林学 育林の生産構造 藤本 和平 林野弘済会
経営・造林学 欧米の森林と自然保護政策 海谷 俊彦.山本 武義 森林文芸社
経営・造林学 簡易舗装要綱（昭和５４年版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 環境修景論（緑化理論から計画まで） 近藤 公夫 ㈱地球社
経営・造林学 環境保全と緑化工技術 太田 重良,堀江 保夫 ㈱創文
経営・造林学 環境緑化の手引 東堂行雄 （株）地球社
経営・造林学 官行造林概説 大久保 恭 日本林業技術協会
経営・造林学 官公庁工事の経理（上） 斉藤 信雄,高柳 岸夫,室屋 勇 行政監察協議会出版部
経営・造林学 間伐の考え方と実際 水田 輝弥 ㈱創文
経営・造林学 間伐の仕方.出し方 蜂屋 欣二 全国林業改良普及協会
経営・造林学 学校植林（その計画と管理） 斉藤 功 文教書院
経営・造林学 橋梁設計計算例及び解説 足立 洪,加藤 信夫,今村 浩三 工学出版㈱
経営・造林学 近世造林技術 田中 波慈女 日本林業技術協会
経営・造林学 技術,経営,特殊林産（林業大系第２冊） 片山 左又 ㈱朝倉書店
経営・造林学 経営管理のための国有林野会計 遠藤 一巳 （社）日本林業協会
経営・造林学 契約施工管理事務の手びき 林業土木研究会 ㈲林土連研究社
経営・造林学 ケヤキ林の育成法 大阪営林局 森林施業研究会
経営・造林学 現場写真のとりかた 小沢 裕夫 ㈲林土連研究社
経営・造林学 航空写眞測量 木本 氏房 日本林業技術協会
経営・造林学 構造力学 西 賢考.池内 巌.扶持本 政義 日本林道協会
経営・造林学 恆續林思想　 ｱﾙﾌﾚｰﾄ･ﾒｰﾗ著 平田 慶吉譯 岩波書店
経営・造林学 高密度林道網計画と施工 青木 信三 ㈱創  文
経営・造林学 高密度路網による森林施業試験事業区改定のための調査報告 青木 信三.緒方 吉箕.高橋 正佑 熊本営林局企画室
経営・造林学 公有林野政策とその現状 真貝 竜太郎 ㈱官廳新聞社
経営・造林学 国産材振興と国有林材の販売 国有林材研究会 日本林業調査会
経営・造林学 国有財産法精解 塚本 考次郎 財団法人 大蔵財務協会
経営・造林学 国有財産台帳と決算の実務 根本 貞夫 財団法人 大蔵財務協会
経営・造林学 国有林屋事業における　生産管理 野上 法次 林野弘済会
経営・造林学 國有林の経営計書 熊本営林局計画課長　子幡 弘之 ㈱朝倉書店
経営・造林学 国有林分収育林制度の解説 国有林分収育林制度研究会 ㈱地球社
経営・造林学 国有林野の活用実務必携（昭和５６年版） 林野庁 千代田出版株式会社
経営・造林学 平成３年度･国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
経営・造林学 平成４年度･国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
経営・造林学 平成５年度･国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
経営・造林学 コルゲートメタルカルバート･マニュアル 鈴木 喬 社団法人 土質工学会
経営・造林学 コンクリート工事の検査 野上 又二郎.石井 義勝 大村書店
経営・造林学 コンクリートプラクティス（施工･配合･管理） 菊本 幸雄 吉井書店
経営・造林学 新･コンクリート工事の実際 竹内 一雄 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 合理的林道網計画 林業土木コンサルタンツ 同　左
経営・造林学 採穂（種）園害虫と防除 加辺正明 農林出版（株）
経営・造林学 砂防工学原論（第３版） 伏谷 伊一 地球出版㈱
経営・造林学 山林史上より観たる 東北文化之研究（一名東北山林史） 遠藤 安太郎 日本山林史研究会
経営・造林学 椎茸の生産と流通 吉良 今朝芳 農林出版㈱
経営・造林学 昭和５４年版 林道必携（事業編） 夏目 正 農林出版株式会社
経営・造林学 昭和５６年度会計実施検査提出調書 熊本営林局
経営・造林学 針葉樹のタネ（生産と管理） 小沢 準二郎 地球出版㈱
経営・造林学 森林穿孔虫と腐朽菌図説 農林省林業試験場北海道支場 社団法人北方林会業
経営・造林学 森林気象学 原田　泰 ㈱朝倉書店
経営・造林学 森林経理 片山 茂樹,田中 祐一 林野弘済会
経営・造林学 森林経理考（主として国有林野経営規程を中心として） 野村 進行 農林出版株式会社
経営・造林学 森林経理学 井上 由扶 ㈱地球社
経営・造林学 森林航測ハンドブック しんりんこうそく 日本林業技術協会
経営・造林学 森林生態學講議 河田 杰 ㈱養賢堂
経営・造林学 森林施業の手引 熊本営林局（技術開発室）
経営・造林学 森林測定法 西沢 正久 地球出版㈱
経営・造林学 例解森林調査の実務 森林調査研究会 地球出版㈱
経営・造林学 森林調査詳説 木梨 謙吉 農林出版株式会社
経営・造林学 森林づくりのいろいろ（分収造林･分収育林の事例集） 林野庁
経営・造林学 森林土壌の調べ方とその性質 森林土壌研究会 林野共済会
経営・造林学 森林土木構造物標準設計 林業土木コンサルタンツ 同　左
経営・造林学 森林土木構造物･標準設計解説書（Ⅰ） 土質工学会 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ研究委員会
経営・造林学 森林土木構造物.標準設計解説書（Ⅱ） しんりんどぼくこう２ 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 森林の景観施業 片岡 秀夫 日本林業調査会
経営・造林学 森林の公益的効果 松尾 兎洋 水利科学研究所
経営・造林学 森林の保全と山村振興 森林保全研究会 日本治山治水協会
経営・造林学 森林の流域管理システム 林野庁.林業制度研究会 ㈱日本林業調査会
経営・造林学 森林病害虫等防除必携（改訂版） しんりんびょう 全国森林病虫獣害防除協会
経営・造林学 森林風景計画 田村 剛 成美堂書店
経営・造林学 森林保護学 四手井 網英 ㈱朝倉書店
経営・造林学 森林レクリェーションガイド（国有林野内スキー場） 林野庁 業務第二課
経営・造林学 地山の掘削の作業指針（第１巻） 建設業労働災害防止協会
経営・造林学 地山の掘･土止め支保工組立等の作業指針（第２巻） 建設業労働災害防止協会
経営・造林学 図説 樹病診断法 伊藤 一雄 農林出版株式会社
経営・造林学 樹病學及木材腐朽論 北島 君三 ㈱養賢堂
経営・造林学 樹病学 千葉 修 地球出版㈱
経営・造林学 樹木害虫総目録 樹木害虫総目録 渡邊福壽
経営・造林学 図説　樹木学（針葉樹編） 矢頭献一 （株）朝倉書店
経営・造林学 樹木のふやし方（タネ，ホとりから苗木まで） 関西地区林業試験研究機関連絡協議会育苗部会 ㈱林業新聞社
経営・造林学 生活環境保全林ハンドブック 鈴木 郁雄 ㈱地球社
経営・造林学 製品生産事業関係帳票の解説 せいひん スリーエム研究会
経営・造林学 製品生産事業の改善努力と成果 せいひんせいさんじ スリーエム研究会
経営・造林学 世界の森林資源 山崎 慶一 森林資源総合対策協議会
経営・造林学 世界草地改良図説 牧野 忠夫 高陽書院
経営・造林学 図説 接木繁殖法（林業大系第４冊） 小野 陽太郎 ㈱朝倉書店
経営・造林学 セメントコンクリート舗装要領（４版） せめんと 日本道路協会
経営・造林学 線虫のはなし 横尾多美男 日本林業技術協会
経営・造林学 早期育成林業（森林資源総合対策協議会編） 光森 勇雄 産業図書株式会社
経営・造林学 素材･製材等の日本農林規格解説並に材積表 森旧 哲郎 全国木材協同組合連合会
経営・造林学 素材生産請負契約の実務 森 好弘 日本林業調査会
経営・造林学 ソ連邦の林業と林政 塩谷 勉 林野共済会
経営・造林学 造林学随想 中村 賢太郎 地球出版株式会社
経営・造林学 造林立地学入門 山田 昌一 農林出版株式会社
経営・造林学 新　造林学 佐藤 敬二 地球出版㈱
経営・造林学 造林技術の実行と成果 造林技術編纂会 日本林業調査会
経営・造林学 改訂　図説　造林技術 造林技術研究会 日本林業調査会
経営・造林学 造林実験営林署 実験結果報告書（昭和５５年度） 都城営林署
経営・造林学 造林投資の考え方（特に国有林を中心として） 山内健雄 日本林業技術協会
経営・造林学 造林の初期管理における省力技術の体系（基礎資料） 熊本営林局
経営・造林学 対数表（丸善） たいすうひょう 丸善㈱
経営・造林学 択伐的施業と樹下植採 熊本営林局 技術開発委員会
経営・造林学 第１次施業管理計画書　計画期間（自:平成5.4.1～至:平成8.3.31） 熊本営林局 計画課
経営・造林学 第八次治山事業五箇年計画（平成４年度～平成８年度） 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 大規模林道開発と地域開発 林業土木研究会 ㈲林土連研究社
経営・造林学 地位指数調査の実際 渡辺 定元,田中 正則,若月 勇 日本林業調査会
経営・造林学 治山･林道事業における木材の使用事例集 林道研究会 日本林道協会
経営・造林学 治山計画と実行 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 治山全体調査（第３部）の進め方 小沢 祐夫 ㈲林土連研究社
経営・造林学 治山普及の記録 萩原 貞夫 日本治山治水協会
経営・造林学 天然林施業と複層林施業（その考え方と実際） 日本林業調査会
経営・造林学 電気と油圧の知識（林業機械シリーズ第５５集） 林業機械化協会 社団法人 林業機械化協会
経営・造林学 都市林 （財）林業経営研究所 農林出版株式会社
経営・造林学 道路円曲線法（第９版） どうろえん
経営・造林学 道路曲線法（第３版） 竹内 一雄 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
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経営・造林学 道路土工･軟弱地盤対策工指針（１４版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･のり面工･斜面安定工指針（９版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･排水工指針（１２版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･土質調査指針（１２版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路土工･擁壁･カルバート･仮設構造物工指針（１８版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路橋示方書･同解説（Ⅰ:共通編 Ⅱ:鋼橋編） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 道路標識設置基準･同解説（８版） 社団法人 日本道路協会 同　左
経営・造林学 土止め支保工組立等の作業指針（第１巻） 森林土木研究会 ㈱林土連研究社
経営・造林学 日本国有林の形成課程 藤村 重任 （財）水利科学研究所
経営・造林学 日本主要樹種林分　収穫表 早尾 丑磨 帝国森林会
経営・造林学 日本の治山 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 日本の治山 林野庁 日本治山治水協会
経営・造林学 日本の林業と農山村経済の更正（奥附） 渡辺 全 ㈱養賢堂
経営・造林学 日本林業の現状（Ⅱ造林保護） 石谷 憲男 地球出版㈱
経営・造林学 日本林業の進路をさぐる（Ⅰ） 半田 良一,森田 学 日本林業協会
経営・造林学 日本林業の現状（５観光と自然保護） 石谷 憲男 地球出版株式会社
経営・造林学 日本林野入会権論 遠藤 治一郎 林野共済会
経営・造林学 農薬要覧 のうやく サンケイ化学㈱
経営・造林学 農林航空技術ハンドブック 農林航空技術ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ編集委員会 地球出版株式会社
経営・造林学 葉枯らし乾燥 全国林学改良普及協会 全国林業改良普及協会
経営・造林学 訂正 標準林學講議 薗部 一郎.三浦 伊八郎 地球出版株式会社
経営・造林学 肥料木と根粒菌 植村誠次 地球出版（株）
経営・造林学 風倒木.間伐材等利用事例集 風倒木間伐材等用余開発研究会 ㈱マルチサービス
経営・造林学 複層林の施業技術 日本林業技術協会
経営・造林学 複層林施業の事例と実行手順 熊本営林局 計画課
経営・造林学 平成五年版 林道必携（設計編） 林道研究会 日本林道協会
経営・造林学 平成６年版 林道必携（設計編） 林道研究会 日本林道協会
経営・造林学 保安林政策１００年の変遷 仰木 重蔵 日本林業技術協会
経営・造林学 松くい虫の分類と天敵の手引 安永 邦雄 熊本営林局
経営・造林学 松くい虫被害対策制度の解説 林野庁 全国森林病虫獣害防除協会
経営・造林学 松くい虫の謎を解く（松を枯らす材線虫と土水母）（再版） 伊藤 一雄 農林出版㈱
経営・造林学 水資源と森林行政 天野 義治 林土連研究社
経営・造林学 密度管理 安藤 貴 農林出版㈱
経営・造林学 南九州における広葉樹林の森林施業について（特に天然林施業を中心に） 熊本営林局 計画課
経営・造林学 民有林直轄治山事業概要（全国版） 林業土木コンサルタンツ 林野庁
経営・造林学 木材貿易の知識 林野庁 農林出版株式会社
経営・造林学 木材工業便覧 斎藤 美鴬 林野共済会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５６年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５７年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５８年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現状（昭和５９年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材需給と木材工業の現況（６３年版） 林野庁 林産行政研究会
経営・造林学 木材理学総論 渡辺 治人 ㈱林業新聞社
経営・造林学 やさしい林野測量の実務 黒田 清三郎 財団法人 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 有用広葉樹の知識（育てかたと使いかた） 林業科学技術振興所
経営・造林学 予算執行の基準 井上　鼎 ㈱誠信書房
経営・造林学 緑化木の病害虫見分け方と防除薬剤 りょっかぼく 林業薬剤協会
経営・造林学 理論･技術　木炭と加工炭（林業大系第３冊） 内田 憲 ㈱朝倉書店
経営・造林学 改訂 林業害虫防除論（上巻） 井上 元則 地球出版株式会社
経営・造林学 林業害虫防除論（下巻Ⅰ） 井上 元則 地球出版㈱
経営・造林学 林業機械の基礎知識（林業技術者のために第５４集） 林業機械化協会 社団法人 林業機械化協会
経営・造林学 林業企業形態論 野村 進行 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業技術の現状と展望 スリーエム研究会
経営・造林学 林業技術者のための特用樹の知識 りんぎょうぎじゅつしゃ 日本林業技術協会
経営・造林学 林業経営経済學 野村 進行 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業経営と更新技術 坂口 勝美 日本林業調査会
経営・造林学 林業経営経済学 野村 進行 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業経営計算 篠田 六郎 ㈱朝倉書店
経営・造林学 林業経営経済学 ｹﾞﾙﾊﾝﾄ･ｽﾊﾟｲｹﾞﾙ著 有賀 美彦.中村 三省 訳 地球出版株式会社
経営・造林学 林業経済論 野村 勇 （財）林野共済会
経営・造林学 林業診断 柳下 鋼造 農林出版㈱
経営・造林学 林業実務叢書（財政法及び会計法 第１輯） 林野庁 （財）林野共済会
経営・造林学 林業事業体ハンドブック（全面改訂版） りんぎょうじぎょうたい スリーエム研究会
経営・造林学 林業実験と実習 三浦 伊八郎 地球出版株式会社
経営・造林学 林業政策論 甲斐 原一郎 林野共済会
経営・造林学 森林政策原論 松島 良雄.小沢 今朝芳 日本林業調査会
経営・造林学 林業政策（上巻） 薗部 一郎 （合）西ヶ原刊行会
経営・造林学 林業政策の理論（下巻） 甲斐 原一郎 日本林業調査会
経営・造林学 林業生産マンの実務 りんぎょうせいさん スリーエム研究会
経営・造林学 林業統計要覧（１９７７） りんぎょうとうけい 林野弘済会
経営・造林学 林業土木監督員必携（第３版） 熊本営林局 熊本林業土木協会
経営・造林学 林業土木学 日本林道協会
経営・造林学 林業土木業務必携（林道編） 国有林 林道研究会 ㈱林土連研究社
経営・造林学 林業土木現場必携（林道編） 林業土木研究会 ㈱林土連研究社
経営・造林学 林業土木･工事の施工管理 林業土木研究会 日本林業土木連合協会
経営・造林学 林業土木の設計から完成まで 加藤 誠平 産業図書株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 品川 正義.川路 三郎 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 松本 広治.村本 正昭 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 高村 舜介.田丸 正 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 山口 岩介 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業土木ハンドブック 山口 岩介 千代田出版株式会社
経営・造林学 林業の安全（その考え方と進め方） 山谷 ㈱中央編集室
経営・造林学 林業百科事典 日本林業技術協会 丸善株式会社
経営・造林学 林業用除草剤選択の手引 りんぎょうよう 林業薬剤協会
経営・造林学 林業労働図設（素材生産編） 藤林 誠.辻 隆道 地球出版株式会社
経営・造林学 林業労働図設（種苗･育林･撫育編） 藤林 誠.辻 隆道 地球出版株式会社
経営・造林学 林産物価格論 野村 勇 林野弘済会
経営・造林学 林産物価格論 野村 勇 （財）林野共済会
経営・造林学 改訂　林政學概要 島田 錦臓 地球出版株式会社
経営・造林学 林地除草剤の実際 林業薬剤協会
経営・造林学 林道設計 竹内 一雄 林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
経営・造林学 林道の機能と林道事業 建設業労働災害防止協会 日本林業調査会
経営・造林学 林野火災ハンドブック 公平 秀蔵.中沖 豊 宏林タイムス社
経営・造林学 林野火災の警防戦術 消防庁（消防課.地域防災課） ㈱ぎょうせい
経営・造林学 わかりやすい造林の基礎知識 山内 健雄 宏林タイムス社
経営・造林学 林業の安全と人間工学 辻　隆道 宏林タイムス社
経営・造林学 樹木社会学 渡邊定元 財団法人　東京大学出版会
経営・造林学 広葉樹人工造林の手引き 熊本営林局 同　左
経営・造林学 続・森林とともに 近藤　助 近藤助先生遺徳顕彰会
経営・造林学 森林の流通管理システム 林業制度研究会編 （株）日本林業調査会
経営・造林学 私たちの森林 （社）日本林業技術協会
経営・造林学 造園修景積算マニュアル 風間　伸造 （財）建設物価調査委員会
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統計 鹿児島県林業統計（平成３年度） 鹿児島県 林務水産部
統計 鹿児島県林業統計（平成４年度） 鹿児島県 林務水産部
統計 鹿児島県林業統計（平成５年度） 鹿児島県 林務水産部
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４３年） 熊本営林局 同　左
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４５年） 熊本営林局 同　左
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４６年） 熊本営林局 同　左
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４７年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４８年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和４９年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５０年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５１年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５２年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５３年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５４年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５５年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５６年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５７年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５８年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和５９年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６０年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６１年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６２年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（昭和６３年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成元年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成２年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成３年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成４年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成５年） 熊本営林局
統計 熊本営林局事業統計書（平成６年） 熊本営林局
統計 国有林野事業統計書（時系列版） 林野庁
統計 全国林材業者総覧 （株）林材新聞社 同　左
統計 第２７次 昭和５０年国有林野事業統計書（昭和４９年度） 林野庁
統計 第２８次 昭和５１年国有林野事業統計書（昭和５０年度） 林野庁
統計 第２９次 昭和５２年国有林野事業統計書（昭和５１年度） 林野庁
統計 第３０次 昭和５３年国有林野事業統計書（昭和５２年度） 林野庁
統計 第３１次 昭和５４年国有林野事業統計書（昭和５３年度） 林野庁
統計 第３３次 昭和５６年国有林野事業統計書（昭和５５年度） 林野庁
統計 第３４次 昭和５７年国有林野事業統計書（昭和５６年度） 林野庁
統計 第３５次 昭和５８年国有林野事業統計書（昭和５７年度） 林野庁
統計 第３６次 昭和５９年国有林野事業統計書（昭和５８年度） 林野庁
統計 第３７次 昭和６０年国有林野事業統計書（昭和５９年度） 林野庁
統計 第３８次 昭和６１年国有林野事業統計書（昭和６０年度） 林野庁
統計 第３９次 昭和６２年国有林野事業統計書（昭和６１年度） 林野庁
統計 第４１次 平成元年国有林野事業統計書（昭和６３年度） 林野庁
統計 第４２次 平成２年国有林野事業統計書（平成元年度） 林野庁
統計 第４３次 平成３年国有林野事業統計書（平成２年度） 林野庁
統計 第４４次 平成４年国有林野事業統計書（平成３年度） 林野庁
統計 第４５次 平成５年国有林野事業統計書（平成４年度） 林野庁
統計 第４６次 平成６年国有林野事業統計書（平成５年度） 林野庁
統計 鳥獣関係統計（１９８８） 環境庁 環境庁自然保護局野生生物課
統計 鳥獣関係統計（１９８９） 環境庁 環境庁自然保護局野生生物課
統計 鳥獣関係統計（１９９０） 環境庁 環境庁自然保護局野生生物課
統計 都道府県別林業総覧 地域林業研究会 地球出版株式会社
統計 統計かみやく ８年度版 上屋久町 屋久島新生社印刷
統計 平成８年度版　統計　やく　 鹿児島　屋久町
統計 統計  かみやく　平成８年度版 鹿児島県上屋久町 屋久島新生社印刷
統計 統計　かみやく　平成７年度版 鹿児島県上屋久町 屋久島新生社印刷
統計 統計　かみやく　平成１０年度版 鹿児島県　上屋久町 渕上印刷株式会社
統計 平成１１年度版　統計　やく 鹿児島県　屋久町 秀巧社印刷
統計 平成１０年度　統計　やく 鹿児島県屋久町 秀巧社印刷
統計 平成１０年度　統計　やく 鹿児島県屋久町 秀巧社印刷
統計 平成９年度　年報　第２６号 農林水産省　林野庁　林木育種センター　九州育種場　（有）　ひかりプリント
統計 統計　かみやく　平成１１年度版 鹿児島県上屋久町 渕上印刷株式会社
統計 九州森林管理局事業統計書（平成１１年度） 九州森林管理局 (有)さかき印刷
統計 治山　三月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　５月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　９月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　８月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　６月号 治山研究会
統計 治山　１９９６　４月号 治山研究会
統計 尾鷲林業 三重県紀北県民局尾鷲農林水産事務所
統計 農林水産統計速報　製材統計 農林水産省統計情報部
統計 治山　１９９６　７月号 治山研究会
統計 平成７年度　公務災害統計表 熊本営林局
統計 統計　かみやく　平成７年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成７年度　鹿児島県林業統計 鹿児島県林務水産部
統計 第４９次 平成９年国有林野事業統計書 林野庁
統計 第５１次 平成１１年国有林野事業統計書（平成１０年度） 林野庁
統計 平成９年度　公務災害統計表　（付）　通勤災害統計表 熊本営林局
統計 平成９年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁厚生課
統計 平成１１年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成１１年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成１１年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成１０年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁福利厚生室
統計 平成１０（１９９８）年度　鳥獣関係統計 環境庁自然保護局
統計 熊毛の林業 鹿児島県熊毛支庁
統計 統計　かみやく　平成８年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成１１年度版　統計  やく 鹿児島県屋久町
統計 平成１１年度　国有林野事業労働災害統計書　(付）　通勤災害統計書 林野庁福利厚生室
統計 平成１１年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）　通勤災害統計書 林野庁福利厚生室
統計 平成５年度版　統計  やく 鹿児島県屋久町
統計 平成１２年度版統計やく 屋久町 屋久町役場企画調整課
統計 平成１２年度版統計やく 屋久町 屋久町役場企画調整課
統計 第５２次平成１２年国有林野事業統計書 林野庁
統計 平成１２年度　鹿児島県林業統計 鹿児島県林務水産部
統計 平成１３年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
統計 統計かみやく平成１２年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成１２年度年報　第２９号 独立行政法人　林木育種センター九州育種場
統計 平成１３年九州森林管理局事業統計書（平成１２年度） 九州森林管理局
統計 平成１１年（1999）年度　鳥獣関係統計 環境省自然環境局
統計 平成12(2002)年度　鳥獣関係統計 環境省自然環境局
統計 平成13年度　鹿児島県林業統計 鹿児島県林務水産部
統計 平成12年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成13年度　公務災害統計表　（付）通勤災害統計表 九州森林管理局
統計 平成14年　九州森林管理局事業統計書（平成13年度） 九州森林管理局
統計 第54次　平成14年度国有林野事業統計書（平成13年度） 林野庁
統計 平成12年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計表 林野庁福利厚生室
統計 平成13年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計表 林野庁福利厚生室
統計 統計　かみやく　平成13年度版 鹿児島県上屋久町
統計 平成14年度版　統計やく 鹿児島県屋久町
統計 平成14年度　公務災害統計表
統計 平成14年度　国有林野事業労働災害統計書（付）通勤
統計 第48次　平成8年国有林野事業統計書
統計 第50次　平成10年国有林野事業統計書
統計 平成8年度　国有林野事業労働災害統計書
統計 平成７年度　鳥獣関係統計書
統計 平成9年度　鳥獣関係統計書
統計 平成10年度　鹿児島県林業統計
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統計 平成11年度　鹿児島県林業統計
統計 平成14年度　鹿児島県林業統計
統計 平成15年　九州森林管理局事業統計書 九州森林管理局
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機械 秋田の伐木運材 加島 繁太郎,清水 利久 日本木材加工技術協会
機械 秋田の林業と木材業 あきたのりんぎょう 時事通信社秋田支局
機械 改訂　集材機架線作業の実務 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 73 かいていしゅうざいき 林業機械化協会
機械 改訂林業機械ハンドブック かいていりんぎょう スリーエム研究会
機械 改訂わかりやすいチェンソー工学（上）林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 43 山中 英司 林業機械化協会
機械 改訂わかりやすいチェンソー工学（下）林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 44 山中 英司 林業機械化協会
機械 架空索の理論とその応用 堀 高夫,村山 茂明 ㈱地球社
機械 機械化による効率的な間伐作業の進め方 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 75 きかいか 林業機械化協会
機械 機械化ビジョン 林業機械化推進研究会 全国林業改良普及協会
機械 機械集材装置の点検基準と解説 きかいしゅうざい 全国集運材架線技士協会
機械 高性能林業機械による新たな作業システムの確立に関する調査 林野庁
機械 高密度路網営林法 林野庁 日本林道協会
機械 小型ヂーゼル機関取扱解説（昭和１３年増補改訂版） 手島 重朝 熊本営林局 研修会
機械 合　板 ｢合版｣編纂委員会 日本合板工業組合
機械 写真と図で学ぶ正しい作業のやり方（伐木造材から集運材まで） しゃしんと スリーエム研究会
機械 集材機主索の設計数値表 上田 実,・柴田 順一 日本林業技術協会
機械 集材機作業基準･解説　集材機作業要領･解説 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 66 しゅうざいきさぎょう 林業機械化協会
機械 集材機とその付属器具 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 61 しゅうざいきとその 林業機械化協会
機械 集材方法の事例集（これからの森林施業のために） しゅうざいほうほう 林業機械化協会
機械 図説集材機索張法 林業機械ｼﾘｰｽﾞNO 56 ずせつ 林業機械化協会
機械 選抜実用伐出技術 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 81 せんばつ 林業機械化協会
機械 造林作業基準,造林機械取扱要領,除草剤作業基準,林地除草剤使用基準解説 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 76 ぞうりんさぎょうきじゅん 林業機械化協会
機械 続･林業技術の現状と展望 ぞく スリーエム研究会
機械 タワーヤーダとその作業 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 80 たわーやーだー 林業機械化協会
機械 低コスト木材生産をめざして（提言と実行事例） 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 79 ていこすと 林業機械化協会
機械 伐木運材図説 関谷 文彦 賢文館
機械 伐木･運材の経営と技術 三品 忠男,有馬 考昌 地球出版㈱
機械 伐木造材作業基準･解説 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 68 ばつぼくぞうざい 林業機械化協会
機械 非皆伐施業における効率的搬出法 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 78 ひかいばつ 林業機械化協会
機械 ブルドーザーによる傾斜階段造林地造成に関する調査研究報告書 熊本営林局
機械 林業架線作業の安全 りんぎょうかせん 林業労働災害防止協会
機械 林業機械ハンドブック りんぎょうきかい スリーエム研究会
機械 （林業機械取扱のための）新版　法令の手引 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 67 りんぎょうきかいとりあつかい 林業機械化協会
機械 （林業機械取扱のための）法令の手引 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 60 りんぎょうきかいとりあつかい 林業機械化協会
機械 林業機械便覧（１９９１） りんぎょうきかいびんらん 林業機械化協会
機械 林業作業測定の進め方 辻 隆道,渡辺 庄三郎 地球出版㈱
機械 林業･林産業活性化のための　身近な最新技術事例集 林業技術開発普及研究会 日本林業調査会
機械 ワイヤーロープとその取扱い方 林業機械ｼﾘｰｽﾞ NO 46 わいやー 林業機械化協会
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法律・通達 安全関係通達集 国有林野事業安全管理研究会 林材業労災防止協会
法律・通達 安全関係通達集（昭和５８年３月） 熊本営林局福利更正課
法律・通達 営林署の管理者（参考資料 NO 23） 熊本営林局
法律・通達 延納事務提要 熊本営林局
法律・通達 鹿児島県交通実務法令集 かごしまけん 鹿児島県警察本部交通部
法律・通達 官庁契約法 米田一男 大村書店
法律・通達 官庁契約法精解 米田一男 （財団法人）大蔵財務協会
法律・通達 基幹作業職員制度の解説 林野労務研究会 林野弘済会
法律・通達 企業財務ハンドブック 河野 豊弘,染谷 恭次郎,諸井 勝之助 丸善㈱
法律・通達 計算証明関係法令通達集 林野庁業務部経理課
法律・通達 計算証明関係法例通達集（昭和４６年１１月） 林野庁　業務部経理課
法律・通達 契約　不当経理（Ⅰ） 井上　鼎 行政監察協議会出版部
法律・通達 契約　契約実務（Ⅲ） 児玉 末吉,五十嵐 六郎 行政監察協議会出版部
法律・通達 契約書式集（造林.製品生産事業関係） 熊本営林局
法律・通達 契約書式集 熊本営林局
法律・通達 経理事務指導調査要領（昭和49年度） 熊本営林局経理課
法律・通達 経理事務提要（物品管理編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（計算証明編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（調達編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（日額旅費編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（支出編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（計算証明編） 熊本営林局
法律・通達 経理事務提要（債権管理.収入編） 熊本営林局
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 決算事務取扱細則 林野庁
法律・通達 現代会計学体系（第Ⅰ巻） 横浜市立大学会計学研究室 同文舘出版㈱
法律・通達 現代会計学体系（第Ⅱ巻） 横浜市立大学会計学研究室 同文舘出版㈱
法律・通達 公会計基本法遂条注釈（上） 大澤 實 全国会計職員協会
法律・通達 公会計基本法遂条注釈（中） 大澤 實 全国会計職員協会
法律・通達 購買改善のやり方（ＶＡ研究）参考資料 NO 20 熊本営林局
法律・通達 国有林経営講座（経理） 槙 重博 千代田出版㈱
法律・通達 国有林分収育林関係通達集（昭和６０年３月） 林野庁　業務第二課
法律・通達 国有林野会計の債権管理（上） 曽根 省吾 地球出版㈱
法律・通達 国有林野会計の債権管理（下） 曽根省吾 地球出版㈱
法律・通達 国有林野関係通達集＜組織・人事・更正編＞（昭和５６年版） こくゆうりんやかんけいつうたつ１ 林野弘済会
法律・通達 国有林野関係通達集＜労働編＞（平成２年版） こくゆうりんやかんけいつうたつ３ 林野弘済会
法律・通達 国有林野関係通達集＜経理編＞（平成３年版） こくゆうりんやかんけいつうたつ４ 林野弘済会
法律・通達 国有林野経営規程の運用上の取扱いについて 熊本営林局
法律・通達 国有林野経営規程の運用上の取扱いについて 熊本営林局
法律・通達 国有林野経営規程の運用上の取扱いについて 熊本営林局
法律・通達 国有林野経営規程の解説 林野庁 地球出版（株）
法律・通達 国有林野産物販売関係通達集（平成７年２月） 林野庁  販売推進室
法律・通達 国有林野事業職員安全管理規程附属様式及び同記載要領 林野庁
法律・通達 国有林野事業特別会計法令集 林野庁経理課
法律・通達 国有林野事業特別会計物品管理事務質疑応答集 林野庁経理課物品管理班
法律・通達 国有林野事業特別会計.経理規程の解説 林野庁 ㈱大成出版社
法律・通達 国有林野事業特別会計.経理規程の解説 林野庁 ㈱大成出版社
法律・通達 国有林野事業･林業事業体ハンドブック スリーエム研究会 同　左
法律・通達 国有林野の活用に関する公表及び通達（昭和５２年３月） 林野庁　管理課
法律・通達 国有林野の産物.売払規程解説 槙 重博 千代田出版㈱
法律・通達 国家公務員宿舎事務提要（初版） 公務員宿舎事務研究会 大村書店
法律・通達 国家公務員災害補償関係法令集（昭和６１年版） 日本人事行政研究所 大蔵省印刷局
法律・通達 国家公務員宿舎関係法令通達集（昭和５６年版） 大蔵省理財局国有財産第一課 財務出版（株）
法律・通達 国家公務員宿舎関係法令通達集（昭和６３年版） 大蔵省理財局国有財産第一課 財務出版（株）
法律・通達 雇用計画のたて方（ＰＥＲＴ研究）参考資料 NO 19 熊本営林局
法律・通達 これからの購買管理のあり方（参考資料 NO 18） 熊本営林局監査課
法律・通達 債権管理事務提要 訟務研究会
法律・通達 債権管理関係法令通達集（昭和53年11月現在） 林野庁経理課編
法律・通達 債権管理関係法令集（昭和45年10月1日現在） 林野庁経理課編
法律・通達 債権管理事務質疑応答集 林野庁経理課編
法律・通達 債權法總論 横田 秀雄 巌松堂書店
法律・通達 最新  法律経済語大辞典（３版） 小島義一．小川頼忠 清文社
法律・通達 財政小六法（昭和４５年版） 大蔵省主計局法規課 学陽書房
法律・通達 財政法会計法講議 小峰保栄 全国会計職員協会
法律・通達 就業規則並びに作業員の賃金に関する労働協約 熊本営林局
法律・通達 職場研修の手引き 熊本営林局研修所
法律・通達 新会計学辞典 神戸大学会計学研究室 同文舘出版㈱
法律・通達 新訂国有財産事務提要 田中 哲男 大村書店
法律・通達 新版　鳥獣保護法の解説 環境庁自然保護局 林野弘済会
法律・通達 森林法解説 林野庁経済課 林野弘済会
法律・通達 森林法の軌跡 筒井　迪夫
法律・通達 続･森林法の軌跡 筒井　迪夫 農林出版（株）
法律・通達 森林保全詳説 筒井 迪夫 農林出版㈱
法律・通達 製品事業所の事務改善調査報告書（参考資料 NO 17） 熊本営林局監査課
法律・通達 測定業務必携（平成５年版） 国有林野測定業務研究会 ヨシダ印刷㈱
法律・通達 造林関係法規集（昭和５５年版） 林野庁造林課 （株）地球社
法律・通達 第84回国会､国有林野改善特別措置法､農林省設置法改正法(林野庁関係)会議録(昭和５６年６月)林野庁だい８４かい
法律・通達 地方行財政のための　実務民事法 上野国夫 （株）帝国地方行政学会
法律・通達 電波法令集 郵政省 （財団法人）電気通信振興会
法律・通達 日本１０進分類法（新訂７版） 森 清 社団法人 日本図書館協会
法律・通達 入会林野近代化法の解説 高須儼明.松岡 勝定 満田弘三
法律・通達 農林水産省文書関係規則集 農林水産大臣官房文書課
法律・通達 農林法規解説全集　　民有林野編 農林法規研究委員会 （株）大成出版社
法律・通達 農林法規解説全集　　国有林野編 農林法規研究委員会 （株）大成出版社
法律・通達 品目所属区分表 林野庁
法律・通達 物品管理関係法令集 林野庁経理課
法律・通達 物品管理関係法令集 林野庁経理課
法律・通達 （統）目標管理のための簡易作業分析（参考資料 NO 25） 熊本営林局
法律・通達 有害鳥獣駆除関係例規集 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
法律・通達 様式集 熊本営林局
法律・通達 林業会計の基礎理論 福岡 克也,栗村 哲象 地球出版㈱
法律・通達 林業基本法の解説 林野庁 日本林業協会
法律・通達 林業土木法規集（林道編） 林業土木研究会 （株）林土連研究社
法律・通達 林業土木法規集（林道編） りんぎょうどぼく （有）林土連研究社
法律・通達 林政学 塩谷　勉 （株）地球社
法律・通達 林地開発許可業務必携 林野庁 日本治山治水協会
法律・通達 林野小六法（平成４年版） りんやしょう 林野弘済会
法律・通達 例規類集（事業編） 熊本営林局
法律・通達 例規類集（総務編） 熊本営林局
法律・通達 例規類集（経営編） 熊本営林局
法律・通達 労働安全衛生規則 労働省安全衛生部 中央労働災害防止協会
法律・通達 労働法全書 ろうどうほう 労務行政研究所
法律・通達 労働法規全書（昭和５２年版） 労働行政研究所 （財団法人）労務行政研究所
法律・通達 六法全書（昭和５０年版） 鈴木竹雄. 田中二郎　 （株）有斐閣
法律・通達 六法全書（昭和５２年版） 鈴木竹雄. 田中二郎　 （株）有斐閣
法律・通達 解説　国有林野の活用に関する法律 林野庁監修　土門堅・武笠忠雄 大成出版社
法律・通達 森林官の実務ガイド 熊本営林局
法律・通達 技術開発関係通達集 九州森林管理局
法律・通達 農林水産省　物品管理関係法令通達集 農林水産省大臣官房経理課
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研究・報告書 屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の構造と成長について 吉田茂二郎.今永正明
研究・報告書 １９８２年報 水経済年報（通巻第２８巻） 水利科学研究所 （財）水利科学研究所
研究・報告書 ９０.７.２豪雨災レポート 熊本県林務水産部 森林保全課
研究・報告書 秋田杉林の成立並びに更新に関する研究 岩崎 直人 社団法人 興林会
研究・報告書 育林學原論 中村 賢太郎 合資会社 西ヶ原刊行会
研究・報告書 インドネシア林業･砂防技術協力プロゼクト現地調査報告書 国際林学協力研究会
研究・報告書 映画フイルム（プリント原版目録） 林野庁
研究・報告書 鹿児島県林業振興地域整備基本方針書（昭和５５年度） 鹿児島県
研究・報告書 鹿児島県の林業 鹿児島県 林務水産部
研究・報告書 鹿児島県の林業（昭和５４年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 カシ･シイの中心郷土地帯における常緑広葉樹林の林分構成成長･更新ならびに施業に関する研究 熊本営林局
研究・報告書 九州国有林の自然 熊本営林局 熊本営林局
研究・報告書 九州支部研究論文集（第４８号） 日本林学会九州支部
研究・報告書 共同林と森林組合の研究 植村 恒三郎 林野共済会
研究・報告書 技術開発実施要綱及び運営要領 熊本営林局
研究・報告書 技術開発実施要綱及び運営要領,昭和５５年度技術開発計画書 熊本営林局 技術開発室
研究・報告書 昭和５９年度技術開発実施計画書 昭和５８年度技術開発実施報告書（５９－Ｎｏ１） 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和５８年度技術開発課題 完了報告書（５９－Ｎｏ２） 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６０年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（６１－Ｎｏ１） 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６０年度技術開発実施計画書 昭和５９年度技術開発実施報告書 （６０－Ｎｏ１） 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６１年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（６２－Ｎｏ１） 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６２年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（６３－Ｎｏ１） 熊本営林局 計画課技術開発室
研究・報告書 昭和６３年度養成研修（普通科,研修関係資料Ｎｏ５７） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 平成２年度技術開発実施報告書 技術開発課題完了報告書（平３－Ｎｏ１） 熊本営林局
研究・報告書 技術研究発表課題目録（昭和３５年度～昭和５７年度） 熊本営林局
研究・報告書 昭和５５年度 国有林技術研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和５７年度 国有林技術研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和５０年度第７回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５１年度第８回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５３年度第１０回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５４年度第１１回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５５年度第１２回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５９年度第１６回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和６１年度第１８回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和６２年度第１９回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 平成３年度第２３回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 平成５年度第２５回業務研究発表集録 熊本営林局
研究・報告書 昭和５９年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和６１年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和６２年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和６３年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成元年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成２年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成３年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成４年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成５年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 平成６年度 国有林業務研究発表集 スリーエム研究会 同　左
研究・報告書 昭和５４年度業務報告（第２８号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 昭和５５年度業務報告（第２９号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成元年度業務報告（第３８号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成３年度業務報告（第４０号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成４年度業務報告（第４１号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成５年度業務報告（第４２号） 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 昭和６１年度業務報告書 鹿児島県木材工業試験場
研究・報告書 熊本･大分山地災害対策調査，報告書 熊本大分山地災害対策調査検討委員会
研究・報告書 現場における創意工夫事例集（研修関係資料Ｎｏ６１） 熊本営林局
研究・報告書 高知営林局関係振動障害損害賠償請求事件最高裁判決に至る経緯 林野庁 管理部 厚生課
研究・報告書 国際森林年記念事業のあらまし 国際森林年事業推進協議会 同　左
研究・報告書 国有林野事業施業等に係る災害対策取扱要領 熊本営林局
研究・報告書 国有林野事業に関する行政監察結果報告書 総務庁 行政監察局
研究・報告書 国有林野事業に関する行政監察結果に基づく勧告 総務庁
研究・報告書 国有林野事業の実行に係る民間事業における労働安全衛生確保対策の推進要領 熊本営林局
研究・報告書 国有林野事業 労働災害防止研究発表集（平成２年度） 林野庁
研究・報告書 四国森林植生と土壌形態との関係に就フ 宮崎 榊 社団法人 興林会
研究・報告書 市町村民所得推計報告書（昭和６２年度） 鹿児島県 統計協会
研究・報告書 市町村民所得推計報告書（昭和６３年度） 鹿児島県 統計協会
研究・報告書 市町村民所得推計報告書（平成２年度） 鹿児島県 統計協会
研究・報告書 昭和５０年度 農林省林業試験場年報（１９７５） しょうわ５０ねんど 農林省林業試験場
研究・報告書 職場の能力開発 林野庁 福利厚生課
研究・報告書 職場の能力開発（その２） 林野庁 福利厚生課
研究・報告書 植物生態写眞の研究 宮崎 榊 興林会
研究・報告書 新外材読本 野村 勇 ㈱林業新聞社
研究・報告書 平成元年度新採用研修（Ⅲ種研修,研修関係資料Ｎｏ５８） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 平成２年度新採用研修（Ⅲ種研修） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 針葉樹を加害する小蛾類 一色 周知.六浦 晃 日本林業技術協会
研究・報告書 平成３年度 森林総合研究所九州支所年報（第４号） しんりんそうごうけんきゅうしょきゅうしゅう１ 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成５年度 森林総合研究所九州支所年報（第６号） しんりんそうごうけんきゅうしょきゅうしゅう２ 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成３年度 森林総合研究所年報（１９９１） しんりんそうごうけんきゅうしょねん１ 森林総合研究所
研究・報告書 平成４年度 森林総合研究所年報（１９９２） しんりんそうごうけんきゅうしょねん２ 森林総合研究所
研究・報告書 森林保護學（造林學全書第７巻） 沼田 大學 ㈱朝倉書店
研究・報告書 森林･林業関係諸施策の概要（平成３年度） 林野庁･森林総合利用対策室経営企画課
研究・報告書 森林･林業関係諸施策の概要（平成４年度） 林野庁･森林総合利用対策室経営企画課
研究・報告書 樹病学大系 伊藤 一雄 農林出版株式会社
研究・報告書 場　　史 鹿児島県木材工業試験場
研究・報告書 スギ･ヒノキ･アカマツの栄養並びに森林土壌の肥沃度に関する研究 芝本 武夫 林野庁
研究・報告書 製材業労働災害実例集 林業労働災害防止協会
研究・報告書 戦後林政の推移 藤村重任論文集 藤村 磯子 （財）水利科学研究所
研究・報告書 第２回全国合同主任会議発表要旨 林野庁 業務課
研究・報告書 第８４回 日本林学会大会講演集（昭和４８年８月） 川名 明 日本林学会
研究・報告書 第８８回 日本林学会大会発表論文集（昭和５２年１０月） 根岸 賢一郎 日本林学会
研究・報告書 第８９回 日本林学会大会発表論文集（昭和５３年１０月） 濱谷 稔夫 日本林学会
研究・報告書 第９０回 日本林学会大会発表論文集（昭和５４年１０月） 濱谷 稔夫 日本林学会
研究・報告書 第９１回 日本林学会大会発表論文集（昭和５５年１０月） 南方 康 日本林学会
研究・報告書 第９２回 日本林学会大会発表論文集（昭和５６年１０月） 南方 康 日本林学会
研究・報告書 第１７回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第１９回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第２０回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第２５回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第２６回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第３１回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第３２回治山研究発表会.論文集 治山研究会 社団法人 日本治山治水協会
研究・報告書 第１４回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第１７回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第１９回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２３回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２９回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２８回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第２６回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 第３０回 治山林道研究発表論文集 治山林道研究会 日本治山治水協会,日本林道協会
研究・報告書 中国の林業 茂田 和彦.喜多 弘 農林情報調査会
研究・報告書 十勝川源流部原生自然環境保全地域調査報告書 財団法人 日本自然保護協会
研究・報告書 日本主要樹種 林分収穫表 早尾 丑麿 財団法人 林業経済研究所
研究・報告書 日本の天然資源（包括的な調査） 経済要定本部資源調査会 ㈱時事通信社
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３２号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３３号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３４号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３７号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第３９号） 日本林学会 九州支部 同　左
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研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４０号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４５号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４６号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 日本林学会 九州支部研究論文集（第４７号） 日本林学会 九州支部 同　左
研究・報告書 年報（１９９３） 森林総合研究所 同　左
研究・報告書 平成元年度 年報（第１８号） 農林水産省 林野庁 九州林木育種場
研究・報告書 平成２年度 年報（第１９号） 農林水産省 林野庁 九州林木育種場
研究・報告書 平成３年度 年報（第２０号） 農林水産省 林野庁 林木育種ｾﾝﾀｰ九州育種場
研究・報告書 平成４年度 年報（第２１号） 農林水産省 林野庁 林木育種ｾﾝﾀｰ九州育種場
研究・報告書 平成５年度 年報（第２２号） 農林水産省 林野庁 林木育種ｾﾝﾀｰ九州育種場
研究・報告書 鳩山内閣の農林行政 国政審議調査会 国政審議調査会出版部
研究・報告書 部分林制度の史的研究 塩谷 勉 林野弘済会
研究・報告書 平成４年度 研究成果選集（１９９２） へいせい４ねんどけんきゅう 森林総合研究所
研究・報告書 本邦原野に関する研究 大迫元雄 日本林業技術協会
研究・報告書 木材商業 植松 健 ㈱養賢堂
研究・報告書 平成元年度養成研修（普通科,研修関係資料Ｎｏ５９） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 平成２年度養成研修（普通科,研修関係資料Ｎｏ６０） 熊本営林局 人事課研修所
研究・報告書 林業経済計画各論 野村 進行 ㈱朝倉書店
研究・報告書 林業事業体調査報告書（９０世界農林業センサス第１３巻） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業総合統計報告書（９０世界農林業センサス第１５巻） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業地域調査報告書（９０世界農林業センサス第１４巻） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業調査報告書（１９８０世界農林業センサス林業地域編） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業調査報告書（１９８０世界農林業センサス林業事業体編） 農林水産省 経済局 統計情報部 財団法人 農林統計協会
研究・報告書 林業分野における鋼製構造物に関する論文集 （財）林業土木施設研究所 日本林業土木㈱
研究・報告書 林業･林學ニ関スル論文及著書分類目録 農林省 林業試験場 大日本山林会
研究・報告書 林材業界の動きと海外資料（１９７１） 井原 国雄 日刊 林業新聞社
研究・報告書 林材業労働災害防止年報（昭和６１年版） 林業･木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林材業労働災害防止年報（平成２年版） 林業･木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林材業労働災害防止年報（平成３年版） 林業･木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林政の概要（昭和５６年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 林政の概要（昭和５７年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 林政の概要（昭和５８年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 林政の概要（昭和５９年度） 鹿児島県 林務部
研究・報告書 平成４年度 林政の概要 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
研究・報告書 平成５年度 林政の概要 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
研究・報告書 平成６年度 林政の概要 鹿児島県 林務水産部 森林保全課
研究・報告書 第１４回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２３回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２６回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２７回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２８回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１５回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１６回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１７回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１８回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第１９回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２０回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２１回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 第２２回 林道研究発表論文集 林道研究会 日本林道協会
研究・報告書 林野共同体の研究 筒井 迪夫 農林出版株式会社
研究・報告書 九州支部研究論文集 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 森林と渓流水質 加藤正樹 株式会社カシヨ
研究・報告書 九州支部研究論文集 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 大地・食・人間の健康を保全する環境革命への試行　ＮＯ．２ 鹿児島大学（委員長　堀口毅） 鹿児島大学
研究・報告書 平成９年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 熊本営林局指導普及課
研究・報告書 平成８年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成７年度　森林の流域管理システム推進発表集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成１０年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　九州森林管理局
研究・報告書 今後の森林の新たな利用の方向 中央森林審議会
研究・報告書 今後の森林の新たな利用の方向 中央森林審議会
研究・報告書 今後の森林の新たな利用の方向 中央森林審議会
研究・報告書 鹿児島県屋久島の天然記念物調査報告 田代善太郎 朝日印刷
研究・報告書 平成８年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成１０年度　宇宙と世界自然遺産への夢＆チャレンジ 鹿児島県教育委員会
研究・報告書 鹿児島県林業試験場　研究報告 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１０年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 平成１０年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 平成１０年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 第３３回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集　平成１０年度 林野庁
研究・報告書 屋久島における身近な巨木調査報告書 環境庁自然保護局　霧島屋久国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書 森林インストラクターの活動と機能に関する研究 枚田邦宏
研究・報告書 ヒノキ精英樹・抵抗性マツ　特性表 九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究・報告書 日本林学会　九州支部研究論文集　第５２号 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 平成９年度　年報（第２６号）
研究・報告書 太古から未来への　ふれあい体験ｉｎ屋久島・種子島 鹿児島県教育委員会
研究・報告書 平成１２年度において講じようとする林業施策 第１４７回国会提出
研究・報告書 平成１１年度　林業の動向に関する年次報告 第１４７回国会提出
研究・報告書 平成１１年度において講じようとする林業施策 第１４５回国会提出
研究・報告書 平成１０年度　国有林業務研究発表集 鵜川印刷株式会社
研究・報告書 平成１０年度　造林関係実行結果の概要 九州森林管理局・森林整備課
研究・報告書 １９９９　Ｇｌｏｂａｌ　Ｙｏｕｔｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｐｒｏｇｒａｍ　ＦＩＮＡＬ　ＲＥＰＯＲＴ Ｔｈｅ　Ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ａｆｆａｉｒｓ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ
研究・報告書 平成１０年度　業務報告　第４７号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成９年度　森林評価手法に関する調査報告書 林野庁
研究・報告書 平成８年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 鹿児島県林業試験場　研究報告　第５号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１０年度　林業の動向に関する年次報告 第１４５回国会提出
研究・報告書 屋久島森林・林業・森林空間　総合利用調査報告書 　（株）　環境事業計画研究所
研究・報告書 九州産すぎ優良品種現地適応試験地調査報告書 九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究・報告書 九州国有林の林木遺伝資源保存林 九州森林管理局
研究・報告書 山のトイレ事例発表大会　資料集 日本トイレ協会 株式会社　エポ
研究・報告書 国指定特別天然記念物「蒲生のクス」　保護増殖事業報告書 鹿児島県姶良郡蒲生町教育委員会 株式会社　野田書店
研究・報告書 平成１１年度　霧島屋久国立公園　屋久島の登山道等整備方針検討調査　報告書 株式会社　プレック研究所
研究・報告書 平成７年度　国有林業務研究発表集 日本林業調査会 城田企画印刷（株）
研究・報告書 平成８年度　国有林業務研究発表集 日本林業調査会 城田企画印刷（株）
研究・報告書 五十年の歩み 社団法人　熊本林業土木協会 有限会社　熊本中央製版印刷
研究・報告書 日本林学会　九州支部研究論文集　第５０号 日本林学会九州支部 松隈印刷株式会社
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成８年版 林業・木材製造業労働災害防止協会 日本印刷（株）
研究・報告書 平成８年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 指導普及課
研究・報告書 平成７年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
研究・報告書 間伐要領 熊本営林局
研究・報告書 平成８年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁厚生課
研究・報告書 平成９年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
研究・報告書 平成８年度　森林評価手法に関する調査報告書 林野庁
研究・報告書 平成８年度　森林評価手法に関する調査報告書 林野庁
研究・報告書 地元対応マニュアル 林野庁
研究・報告書 全国森林計画　平成８年１２月１７日閣議決定 農林水産省
研究・報告書 第３１回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集　平成８年度 林野庁
研究・報告書 第３２回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集　平成９年度 林野庁
研究・報告書 平成８年度　国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
研究・報告書 平成８年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
研究・報告書 第２２回　世界遺産委員会京都会議　開催詳報 外務省
研究・報告書 平成１０年度　年報　第２７号 農林水産省　林野庁　林木育種センター九州育種場 　（有）ひかりプリント
研究・報告書 平成１０年度　国有林野事業労働災害統計書　（付）通勤災害統計書 林野庁福利厚生室
研究・報告書 屋久島国有林の自然保護に関する調査報告（抜粋）　屋久島の国有林野における自然保護について 上屋久営林署
研究・報告書 屋久島実習調査報告書　１９９６年 東洋工学専門学校　建築エコロジー科 　（株）エムティワード企画
研究・報告書 平成１０年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
研究・報告書 国有林野測定規定の解説 林野庁監修 ヨシダ印刷株式会社
研究・報告書 みどりと技術だより　第１６号 九州森林管理局　指導普及課
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研究・報告書 平成８年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 森林持続政策論 小澤普照 財団法人　東京大学出版会
研究・報告書 国有林野経営規程の解説 林野庁監修 地球出版株式会社
研究・報告書 活きいき職場の創意工夫とヒント　 林野庁監査室　平成８年度監査報告から
研究・報告書 平成８年度　林野庁監査報告書 林野庁監査室
研究・報告書 狩猟者必携　平成１０年度 鹿児島県
研究・報告書 屋久島国有林施業案説明書　鹿児島大林区書 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
研究・報告書 屋久島東・南・北事業区施業案説明書　熊本営林局 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
研究・報告書 研究所業書・南日本文化掲載論文目録 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
研究・報告書 屋久島・文献等データベース 環境庁屋久島世界遺産センター編
研究・報告書 第６次労働災害防止対策要綱 熊本営林局
研究・報告書 平成９年度　国有林業務研究発表集
研究・報告書 平成９年度　研究成果選集 森林総合研究所
研究・報告書 平成１０年度　一般情報公開物件一覧表 林野庁
研究・報告書 平成９年度　森林総合研究所九州支所　年報　第１０号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 屋久島林業開発計画　昭和３６年２月 熊本営林局
研究・報告書 環境基本指針・基本計画 鹿児島県屋久町 財団法人鹿児島県環境技術協会
研究・報告書 日本林学会　九州支部研究論文集　第５１号 日本林学会九州支部 日本林学会九州支部
研究・報告書 平成８年度　公務災害統計表 熊本営林局
研究・報告書 鹿児島県　森林・林業振興基本計画 鹿児島県
研究・報告書 鹿児島県　森林・林業振興基本計画 鹿児島県
研究・報告書 研究成果選集　１９９４ 森林総合研究所
研究・報告書 研究成果選集　１９９３ 森林総合研究所
研究・報告書 施業管理の基準 熊本営林局
研究・報告書 平成７年度　森林総合研究九州支所　年報 森林総合研究九州支所
研究・報告書 平成７年度　森林総合研究九州支所　年報 森林総合研究九州支所
研究・報告書 平成８年度　林政の概要 鹿児島県　林務水産部 鹿児島県
研究・報告書 平成７年度　業務報告　鹿児島県林業試験場 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 ＲＥＳＴＥＣ　３５号 財団法人　リモート・センシングセンター
研究・報告書 ＲＥＳＴＥＣ 財団法人　リモート・センシングセンター
研究・報告書 施業管理の基準 熊本営林局
研究・報告書 施業管理の基準 熊本営林局
研究・報告書 １９９８年度　森林総合研究所年報　 森林総合研究所
研究・報告書 平成７年度　自然環境野外実習Ⅰ　屋久島実習　調査報告書 平成７年度　筑波大学院環境科学研究科　屋久島実習グループ
研究・報告書 平成７年度　研究成果選集 森林総合研究所
研究・報告書 間伐要領　６熊計第２５９号　 熊本営林局
研究・報告書 平成７年度　山地災害の現況　山地防災研究会編 日本林業調査会
研究・報告書 狩猟者必携　平成１１年度 鹿児島県
研究・報告書 熊本営林局のポイント 企画調整室編
研究・報告書 平成３年度　森林総合研究所九州支所　年報　第４号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成５年度 森林総合研究所九州支所　年報　第６号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成８年度　森林総合研究所九州支所　年報　第９号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成８年度　一般情報公開物件一覧表 林野庁
研究・報告書 フォトドキュメント　人はどのように森林の力を利用して災害を防いでいるか 林野庁 社団法人　日本林業協会
研究・報告書 屋久島における身近な巨木調査報告書 環境庁自然保護局　霧島屋久国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書 平成９年度　年報 森林総合研究所
研究・報告書 第三十八回治山研究発表会　論文集 治山研究会 社団法人　日本治山水協会
研究・報告書 平成３年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 平成元年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 昭和６１年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 平成７年度　年報　 農林水産省林野庁　森林総合研究所 財団法人　農林弘済会
研究・報告書 平成７年度　年報　第２４号 農林水産省林野庁　林木育種センター九州育種場
研究・報告書 平成６年度 年報　第２３号 農林水産省林野庁　林木育種センター九州育種場
研究・報告書 平成８年度　年報　第２５号 農林水産省林野庁　林木育種センター九州育種場
研究・報告書 平成６年度　市町村民所得推計報告書 鹿児島県統計協会
研究・報告書 平成９年度　林業施策の概要 鹿児島県　林務水産部
研究・報告書 平成８年度　業務報告　第４５号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 鹿児島県林業試験場研究資料　第１号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１０年度　林業施策の概要 鹿児島県　林務水産部
研究・報告書 平成９年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　熊本営林局
研究・報告書 平成７年度～平成９年度　奄美群島振興開発事業　林業振興調査報告書 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成９年度　業務報告　第４６号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 スギ精英樹特性表 九州地区林業試験研究機関連絡協議会
研究・報告書 要覧　 林野庁林木育種センター　九州育種場
研究・報告書 九州における林木育種の成果　１９９６ 林木育種センター　九州育種場
研究・報告書 森林総合研究所年報　１９９６年度 森林総合研究所
研究・報告書 ５０年のあゆみ 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成９年度版　山地災害の現況　山地防災研究会編 　（株）　日本林業調査会
研究・報告書 平成１１年度　業務報告　第４８号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成８年度　屋久島における島嶼生態系の保全に関する調査研究報告書 財団法人　自然環境研究センター
研究・報告書 歳入歳出国庫純計表の作成要領 熊本営林局経理課
研究・報告書 官公需に関する証明基準と中央会事業 鹿児島県中小企業団体中央会
研究・報告書 官公需施策と適格組合 鹿児島県中小企業団体中央会
研究・報告書 ユネスコ　世界遺産年報　NO.4 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
研究・報告書 多様化森林造成技術開発調査　（平成７年度調査報告書） 林野庁造林保全課 林野庁
研究・報告書 保安林及び保安施設地区制度の概要 日本治山治水協会 ヨシダ印刷株式会社
研究・報告書 森林衰退に係わる大気汚染物質の計測，動態，制御に関する研究　平成８年度研究成果報告書佐久川弘
研究・報告書 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書 環境庁自然保護局
研究・報告書 ユネスコ世界遺産年報２０００ 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
研究・報告書 世界自然遺産会議　参加自治体紹介 鹿児島県
研究・報告書 平成１１年度　技術開発課題報告書　技術開発課題完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 第３４回　国有林野事業　労働災害防止研究発表集 林野庁
研究・報告書 森の案内人のための　みどりへの手引 林野庁・熊本営林局
研究・報告書 森の案内人のための　みどりへの手引 林野庁・熊本営林局
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成１１年版 林業・木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 ２０００年夏期ヤクシマザル調査報告 半谷吾郎
研究・報告書 屋久島花崗岩体の貫入機構について 安間了
研究・報告書 屋久島環境文化村マスタープラン報告書 鹿児島県
研究・報告書 森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会九州森林管理局
研究・報告書 第３次長期振興計画 鹿児島県屋久町
研究・報告書 上屋久町長期振興計画 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 昭和五八年度　林業の動向に関する年次報告 第１０１回国会(特別会）提出
研究・報告書 昭和六十年度　林業の動向に関する年次報告 第１０４回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和５８年度において講じようとする林業施策 第９８回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６１年度　林業の動向に関する年次報告 第１０８回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６１年度において講じようとする林業施策 第１０４回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６２年度　林業の動向に関する年次報告 第１１２回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６２年度において講じようとする林業施策 第１０８回国会(常会）提出
研究・報告書 昭和６３年度　林業の動向に関する年次報告 第１１４回国会(常会)提出
研究・報告書 昭和６３年度において講じようとする林業施策 第１１２回国会(常会）提出
研究・報告書 平成元年度において講じようとする林業施策 第１１４回国会(常会）提出
研究・報告書 平成２年度　林業の動向に関する年次報告 第１２０回国会(常会）提出
研究・報告書 平成３年度　林業の動向に関する年次報告 第１２３回国会(常会）提出
研究・報告書 平成５年度において講じようとする林業施策 第１２６回国会(常会）提出
研究・報告書 平成４年度　林業の動向に関する年次報告 第１２６回国会(常会）提出
研究・報告書 平成５年度　林業の動向に関する年次報告 第１２９回国会(常会）提出
研究・報告書 平成６年度において講じようとする林業施策 第１２９回国会(常会）提出
研究・報告書 平成７年度において講じようとする林業施策 第１３２回国会(常会)提出
研究・報告書 平成７年度　林業の動向に関する年次報告 第１３６回国会(常会)提出
研究・報告書 平成８年度において講じようとする林業施策 第１３６回国会(常会)提出
研究・報告書 平成９年度において講じようとする林業施策 第１４０回国会(常会）提出
研究・報告書 平成８年度　林業の動向に関する年次報告 第１４０回国会(常会）提出
研究・報告書 林業白書　平成２年度 財団法人　日本林業協会
研究・報告書 熊本営林局のポイント 企画調整室編
研究・報告書 平成６年度　国有林野事業の改善の推進状況 林野庁
研究・報告書 平成８年度　森林評価手法に関する調査報告者 林野庁
研究・報告書 九州の国立公園と野生生物 環境庁自然保護局　九州地区国立公園・野生生物事務所
研究・報告書 にほんざる　日本の自然と日本人 にほんざる編集会議＝編集 財団法人日本野生生物研究センター
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研究・報告書 遺産の島の記録　’９５夏　屋久島サブレンジャー活動 環境庁国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書 西海国立公園　平戸・九十九島地域管理計画書 環境庁自然保護局　九州地区国立公園・野生生物事務所
研究・報告書 平成１１年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　九州森林管理局
研究・報告書 平成１１年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会　九州森林管理局
研究・報告書 狩猟者必携　平成１２年度 鹿児島県
研究・報告書 第３次　上屋久町長期振興計画 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 鹿児島県総合基本計画　第3期実施計画 鹿児島県
研究・報告書 環境基本指針・基本計画 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 屋久島環境文化村マスタープラン 鹿児島県
研究・報告書 人と自然の心ふれあう街屋久島｢宮之浦」 上屋久町商工会
研究・報告書 鹿児島県総合基本計画　すこやかな郷土、ゆとりの文化圏域をめざして 鹿児島県
研究・報告書 鹿児島県総合基本計画　第２期実施計画　平成６年度～平成９年度 鹿児島県
研究・報告書 明日への道 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 活力とうるおいに満ちた文化豊かなすこやか郷土 鹿児島県屋久町
研究・報告書 Lake Baikal Tkeshi Matsubara and Eitaro Wada
研究・報告書 Bornean Tropical Rainforest Takakazu Yumoto and Tmiji Inoue
研究・報告書 屋久島実習調査報告書　１９９６年 東洋工学専門学校　建築エコロジー科
研究・報告書 主要地方道　上屋久　永田　屋久線　環境影響評価調査報告書(案） 鹿児島県土木部　株式会社プレック研究所
研究・報告書 森林・林業・木材産業基本政策検討会報告 森林・林業・木材産業基本政策検討会
研究・報告書 平成１０年度　森林総合研究所九州支所　年報　第１１号 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成１０年度　研究成果選集　１９９８ 森林総合研究所
研究・報告書 Ｒｅｐｏｒｔ　Ｋａｇｏｓｈｉｍａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｏｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｋａｇｏｓｈｉｍａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｅｒｅｔａｇｅ
研究・報告書 Ｒｅｐｏｒｔ　Ｋaｇｏｓｈｉｍａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｏｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｋａｇｏｓｈｉｍａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｅｒｅｔａｇｅ
研究・報告書 雲仙・普賢岳　緑への復元　１０年の軌跡 九州森林管理局　長崎県
研究・報告書 第１回屋久島フィールドワーク講座　報告書（平成１１年度） 上屋久町
研究・報告書 森林資源に関する基本計画並びに重要な林産物の需要及び供給に関する長期の見通し　昭和６２年７月２４日閣議決定農林水産省
研究・報告書 全国森林計画　昭和６２年１２月策定 農林水産省
研究・報告書 地域振興に寄与している林野・土地売払い事例集 林野庁
研究・報告書 福岡県森林・林業の動向と課題 福岡県水産林務部林政課
研究・報告書 ふくおか森のﾊｰﾓﾆｰ 福岡県
研究・報告書 屋久島の森林空間利用に関する方針書 熊本営林局
研究・報告書 生息・生育環境の確保による生物多様性の保全及び活用方針検討調査報告書 林野庁
研究・報告書 森林の構造と成長の関係解析に関する研究～九州における収穫試験３０年の経過 森林総合研究所九州支所九州森林管理局
研究・報告書 国有林野事業労働災害防止研究発表集 林野庁
研究・報告書 鹿児島の風土と世界自然遺産登録の島に学ぶ悠遊学舎 鹿児島県立青少年研修センター
研究・報告書 平成１１年度森林総合研究所九州支所年報 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 平成１１年度年報 農林水産省林野庁
研究・報告書 屋久島森林・林業・森林空間総合利用調査報告書　 環境事業計画研究所
研究・報告書 屋久島環境文化村研究会報告 屋久島環境文化村研究会
研究・報告書 平成９年度　日本樹木医会鹿児島大会 日本樹木医会鹿児島県ｸｽﾉｷ保全技術研修会実行委員会
研究・報告書 平成１１年度　年報 農林水産省林野庁森林総合研究所
研究・報告書 九州支部研究論文集第５４号 日本林学会九州支部
研究・報告書 平成１２年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１２年度　屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１２年度　林業の動向に関する年次報告 林野庁
研究・報告書 屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関する研究 農林水産技術会議事務局　森林総合研究所
研究・報告書 酸性雨研究と環境資料分析～環境試料の採取・前処理・分析の実際～ 佐竹研一編 株式会社　愛智出版
研究・報告書 屋久島生態系保護地域バッファーゾーン整備事業調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 益救参道（龍神杉歩道）整備計画 上屋久町・(株)西日本科学技術研究所
研究・報告書 平成7年度屋久島地域利用管理計画検討調査報告書 環境庁
研究・報告書 第四十回治山研究発表会論文集 治山研究会 向岳社
研究・報告書 鹿児島県林業試験場平成１２年度業務報告第４９号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 平成１２年度霧島屋久国立公園屋久島地域山岳利用管理方策検討調査報告書 環境省自然環境局九州地区自然保護事務所・株式会社プレック研究所
研究・報告書 屋久島土面川流域の降雨・流出特性 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行芳 鹿児島大学農学部演習林研究報告第２８号別冊
研究・報告書 屋久島土面川流域の降雨・流出特性 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行芳 鹿児島大学農学部演習林研究報告第２８号別冊
研究・報告書 屋久島森林環境保全のための衛星画像地図の発行にあたって 小牧勇蔵
研究・報告書 屋久島入島者意識調査（アンケート調査） 鹿大　松下助教授
研究・報告書 熊本営林局　屋久島土壌図・土壌調査等 熊本営林局
研究・報告書 縄文杉の材片の年代測定について 林業試験場外
研究・報告書 屋久島の森林の地上部現存量と純一次生産速度 相場慎一郎・甲山隆司
研究・報告書 Variation in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese Macaques 杉浦秀樹
研究・報告書 地球温暖化が土壌生態系に与える影響 田村憲司
研究・報告書 ヤクタネゴヨウのマツノザイセンチュウ接種結果 戸田忠雄・千吉良　治・久保田　権・中島　勇夫
研究・報告書 リモートセンシングで知る私たちの地球　 小牧勇蔵
研究・報告書 ヤクタネゴヨウの保護をめざす生体木調査 手塚賢至
研究・報告書 ２０００年度　屋久島蘚苔類相調査　報告書 出口博則・山口富美夫
研究・報告書 屋久島における大陸起源汚染物質の飛来と樹木衰退の現状 永淵　修
研究・報告書 屋久島研修の記録　（２００１年８月） 牧田邦宏
研究・報告書 照葉樹林における基質表層の回転と森林の更新動態（昭和63年～平成2年研究成果報告書） 甲山隆史
研究・報告書 ヤクタネゴヨウの遺伝資源保全研究（林木の育種No.188） 金指あや子・中島清・河原孝行
研究・報告書 屋久島自然保全プロジェクト（ヤクシマシャクナゲ保護増殖の歩み（報告書）） 財団法人　屋久島環境文化財団
研究・報告書 平成１２年度　年報（第２９号）
研究・報告書 平成12年度　森林の流域管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会
研究・報告書 平成13年度　自然環境野外実習Ⅰ　屋久島実習報告書 筑波大学院　環境科学研究科　屋久島実習グループ
研究・報告書 屋久島（自然環境野外実習の記録と調査報告）1994,1995,1996,2000 筑波大学大学院環境科学研究科
研究・報告書 独立行政法人森林総合研究所平成１２年年報2000 独立行政法人森林総合研究所
研究・報告書 2000年全労済環境問題助成事業活動・研究報告書　ヤクタネゴヨウの保護をめざす生体木調査 ヤクタネゴヨウ調査隊　手塚賢至
研究・報告書 第３８回（平成13年度）九州地区治山林道研究発表論文集 九州地区治山林道研究会
研究・報告書 屋久島森林・林業・森林空間総合利用調査　第３回委員会資料1995.2.7 熊本営林局
研究・報告書 Altitudinal and seasonal variations in the diet of Japanese macaques in Yakushima 半谷吾郎・野間直彦・揚妻直樹
研究・報告書 平成14(2001)年度　保護林調査報告書 出口博則
研究・報告書 屋久島白谷雲水峡における昆虫相の調査報告 岡留恒丸・山岸健三
研究・報告書 2002年夏期ヤクシマザル調査報告 2002ヤクザル調査隊
研究・報告書 平成13年度　森林及び林業の動向に関する年次報告 林野庁
研究・報告書 平成14年度において講じようとする森林及び林業施策 林野庁
研究・報告書 白神山地・屋久島
研究・報告書 新たな屋久島へ、この10年の変化を踏まえて～共生と循環の地域社会づくりモデル事業（屋久島地域）報告書環境省
研究・報告書 平成13年度　共生と循環の地域社会づくりモデル事業（屋久島地域）報告書 環境省
研究・報告書 平成13年度　自然環境野外実習Ⅰ　屋久島実習報告書 筑波大学大学院環境科学研究科屋久島実習グループ
研究・報告書 屋久島自然保護プロジェクト　ヤクシマシャクナゲ保護増殖事業の歩み（報告書） 財団法人　屋久島環境文化財団
研究・報告書 平成11年度　生態系多様性地域調査（屋久島沿岸海域）報告書 環境庁自然保護局　鹿児島県自然愛護協会
研究・報告書 釧路湿原国立公園の観光利用についてー標茶町を事例にしてー 牧田邦宏
研究・報告書 植物版レッドリスト 環境庁自然保護局野生生物課
研究・報告書 屋久島の降水量分布に関する気候学的研究 高原宏明・松本淳
研究・報告書 平成13年度　業務報告　第50号 鹿児島県林業試験場
研究・報告書 第3回　屋久島フィールドワーク講座報告書 上屋久町
研究・報告書 平成12年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成13年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成14年度　ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成13年度霧島屋久国立公園（屋久島地域）登山道管理マニュアル策定業務報告書 環境省自然環境局九州地区自然保護事務所・株式会社プレック研究所
研究・報告書 屋久島登山道管理の技術指針 環境省自然環境局九州地区自然保護事務所
研究・報告書 平成13年度　屋久島における島嶼生態系モニタリングに関する研究報告書 財団法人　自然環境研究センター
研究・報告書 九州森林研究　第56号 日本林学会九州支部
研究・報告書 平成14年度　国有林野業務研究発表集 林野庁
研究・報告書 平成13年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
研究・報告書 平成14年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県
研究・報告書 屋久島土面川流域における降雨資料(1991～1999年） 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行秀
研究・報告書 屋久島土面川流域の降雨・流出特性 地頭薗隆・下川悦郎・寺本行秀
研究・報告書 平成14年度　屋久杉自然館運営の概要 屋久町立屋久杉自然館
研究・報告書 屋久島のセミ調査　調査報告 環境省屋久島世界遺産センター
研究・報告書 平成13年度　研究成果選集2001 独立行政法人森林総合研究所
研究・報告書 九州国有林の技術開発　森林技術センター５カ年の歩み 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 九州森林研究　第55号 日本林学会九州支部
研究・報告書 Ｔroop Extinction and Female Fusion in Wild Japanese Macaques in Yakusima Hideki Sugiura,Naoki Agetuma,and Shigeru Suzuki
研究・報告書 Varietion in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese Macaques Hideki Sugiura  他７名
研究・報告書 渓流河川水質への森林機能の影響 永淵修・柿本大典・海老瀬潜一・浮田正夫
研究・報告書 屋久島西部渓流河川の水質形成に及ぼす酸性降下物の影響 永淵修・阿久根卓・吉村和久・久米篤・海老瀬潜一・手塚賢至
研究・報告書 ヤクシマザル（Macasa fuscata yakui）における糞を用いた齢クラス推定とミトコンドリアＤＮＡ変異の分析 早石周平・川本芳
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研究・報告書 Runoff of acidic substances that originated fromatmospheric deposition Yakushima Island,a world natural heritage siteO.Nagafuchi  他４名
研究・報告書 上屋久町のまち育て台本（第４次上屋久町長期振興計画） 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 ユネスコ世界遺産１９９５
研究・報告書 ［環境の世紀を拓く］循環型ゼロエミッション社会への出発 愛媛新聞社
研究・報告書 昭和２６～４８年　屋久島河川図（２級河川・準用河川）
研究・報告書 屋久島の成り立ちと生態系 安仁屋政武
研究・報告書  屋久島の林木群集構造と基質表層の安定性               甲山隆司
研究・報告書  東南アジアの多雨林の構造特性と再生動態               甲山隆司
研究・報告書  照葉樹林と硬葉樹林                         甲山隆司
研究・報告書  Ｓignificance of architecture and allometry in saplings         甲山隆司
研究・報告書  Ａ Ｆunction Ｄescribing Ａll-Ｓized Ｔrunk Ｄiameter Ｄistribution in Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorests 甲山隆司
研究・報告書  Ｓimulation of the Ｓtructural Ｄevelopment of Ｗarm-Ｔemperate  Ｒain Ｆorest Ｓtands 甲山隆司
研究・報告書  Ｓimulation Ｓtationary Ｓize Ｄistribution of Ｔrees in Ｒain Ｆorests 甲山隆司
研究・報告書  Ｔree Ｓize Ｓtructure of Ｓtands and Ｅach Ｓpecies in Ｐrimary Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorests of Ｓouthern Ｊapan Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorests of Ｓouthern Ｊapan Ｃompetition Ｍulti-species Ｍodel of Ｒain Ｆorest Ｓtands甲山隆司
研究・報告書 Ｄensity-size Ｄynamics of Ｔrees Ｓimulated by a Ｏne-sided Ｃompetition Ｍulti-species Ｍodel of Ｒain Ｆorest Ｓtands甲山隆司
研究・報告書 Ｓize-Ｓtructured tree populations in gap-dynamic forest－the forest architecture hypothesis for the stable coexistence of　species甲山隆司
研究・報告書  Ｓtand Ｄynamics in a Ｐrimary Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorest  Ａnalyzed by the Ｄiffusion Ｅguation  甲山隆司
研究・報告書  Ｓize-structured multi-species model of rain forest trees       甲山隆司
研究・報告書  Ｆreguency Ｄistribution of Ｔree Ｇrowth Ｒate in Ｎatural Ｆorest Ｓtands 甲山隆司，Ｔ．Ｈara
研究・報告書  Ｄynamics of Ｐrimary and Ｓecondary Ｗarm-temperate Ｒain  Ｆorests in Ｙakushima Ｉsland  甲山隆司，相場慎一郎
研究・報告書  Ｂelow-and above-ground allometries of shade-tolerant seedlings  in a Ｊapanese warm-temperate rain forest                       甲山隆司，Ｐ．Ｊ．ＧＲＵＢＢ
研究・報告書  Ｔree species stratification in relation to allometry and demography in a warm-temperate rain forest     相場慎一郎，甲山隆司
研究・報告書  Ｔhe effects of a typhoon onＪapanese warm temperate rainforests Ｐ．Ｊ．ＢELLINGHAM，甲山隆司，相場慎一郎
研究・報告書  熱帯山地の生態学                                         大沢雅彦
研究・報告書  湿潤アジアの垂直分布帯と山地植生テンプレート                 大沢雅彦
研究・報告書  Ｌatitudinal comparison of altitudinal changes in forest  structure,leaf-type,and species richness in humid monsoon Ａsia       大沢雅彦
研究・報告書  Ｐatterning of Ｓubtropical/Ｗarm-temperate Ｅvergreen  Ｂroad-leaved Ｆorests in Ｅast Ａsian Ｍountains with Ｓpecial  Ｒeference to Ｓhoot Ｐhenology           大沢雅彦，新田郁子
研究・報告書  Ｌeaf dynamics and shoot phenology of eleven warm-temperate  evergreen broad-leaved trees near their northern limit in  central Ｊapan    新田郁子，大沢雅彦
研究・報告書  Ｖertial vegetation zones along 30゜Ｎ latitude in humid Ｅast  Ａsia  Ｊing-Ｙun Ｆang，大沢雅彦，吉良龍夫
研究・報告書  Ｚonal transition of evergreen,deciduous,and coniferous forests  along the altitudinal gradient on a humid subtropical mountain, Ｍt.Ｅmei,Ｓichuan,Ｃhina Ｃindy Ｑ.Ｔang ，大沢雅彦
研究・報告書 草の液果の種子散布       野間直彦
研究・報告書  Ｒapid Ｓhifting of Ｆoraging Ｐattern by Ｙakushima Ｍacaques  (Ｍacaca fuscata yakui) in Ｒesponse to Ｈeavy Ｆruiting of  Ｍyrica rubra揚妻直樹，野間直彦
研究・報告書  種子散布にみる植物との共生                          野間直彦
研究・報告書  Ａnnual Ｆluctuations of Ｓapfruits Ｐroduction and  Ｓynchronization within and inter Ｓpecies in a Ｗarm Ｔemperate  Ｆorest on Ｙakushima Ｉsland           野間直彦
研究・報告書  Ｆruiting phenology of animal-dispersed plants in response to winter migration of frugivores in a warm temperate forest on Ｙakushima Ｉsland ,Ｊapan野間直彦，湯本貴和
研究・報告書  種子散布をめぐる植物と鳥類･哺乳類の共生関係 -屋久島での研究から-          野間直彦
研究・報告書  屋久島での野生のサルへの餌やり                   杉浦秀樹
研究・報告書  屋久島の「自然な」サルと「不自然な」サル              杉浦秀樹
研究・報告書  屋久島，西部林道における野生ニホンザルの餌付き方の調査 －1993年と1995年の比較                       杉浦秀樹　他５名
研究・報告書  屋久島の照葉樹林におけるヤクシマザル（Macaca fuscata yakui）によ る種子の捕食と散布　（1997.3）  大谷達也
研究・報告書  屋久島の世界遺産地域を通過する西部林道が自然環境に与える影響    揚妻直樹，杉浦秀樹，田中俊明
研究・報告書  ニホンザルの発声行動における集団差                 田中俊明
研究・報告書  屋久島西部林道沿いモニタリングプロットに於けるオオバヤドリギ分布について  樹木医　宇佐美暘一
研究・報告書  土壌断面調査票（屋久島に分布する土壌の土壌生成分類学的基礎調査平 成８・９年度調査分）     田村憲司
研究・報告書  屋久島原生自然環境保全地域調査報告書①                環境庁自然保護局，財団法人日本自然保護協会
研究・報告書  屋久島原生自然環境保全地域調査報告書②                環境庁自然保護局，財団法人日本自然保護協会
研究・報告書  北限における常緑広葉樹林の植生・環境分化に関する研究   研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  屋久島における気候変動と森林系のレスポンス①         研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  屋久島における気候変動と森林系のレスポンス② 研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  葉の特性に着目した常緑広葉樹の機能型と群落分化           研究代表者　大沢雅彦
研究・報告書  ヤクシマザル垂直分布調査報告（１９９３～１９９７年）        ヤクザル調査隊　好廣眞一
研究・報告書  無葉緑植物タカツルランの棲息場所と棲息状況             馬田英隆，金谷整一，森健
研究・報告書  屋久島破沙岳周辺におけるヤクタネゴヨウの分布様式          金谷整一，玉泉幸一郎，伊藤哲，齋藤明
研究・報告書  渓畔域の生態的構造と機能ー森林と河川の相互作用ー 伊藤 哲
研究・報告書  山地渓畔域の地表変動と撹乱体制　（河川・渓流域の森林動態）     伊藤 哲
研究・報告書  地理的限界付近に生育するスギの遺伝子構成              津村義彦，大庭喜八郎
研究・報告書  スギ天然林における遺伝子変異と分布集団間の分化           戸丸信弘，津村義彦，大庭喜八郎
研究・報告書  屋久島の天然スギ林帯の樹齢構成と更新機構              鈴木英治，塚原　淳
研究・報告書  屋久島生態系モニタリング調査報告書 （平成９年３月）                熊本営林局
研究・報告書  屋久島における森林施業の展開過程と林相　―地理情報システムを活用 した一考察―  野田巌，松本光朗
研究・報告書  １９９８年夏期ヤクシマザル調査報告                 ヤクザル調査隊　好廣眞一
研究・報告書  寺山自然教育研究施設におけるヤクタネゴヨウの種子散布        金谷整一，細山田三郎，玉泉幸一郎，齋藤明
研究・報告書  Ｍatching of acoustic features during the vocal exchange of coo calls by Ｊapanese macaques   杉浦秀樹
研究・報告書  ヤクタネゴヨウの遺伝資源保全研究                  金指あや子，中島清，河原孝行
研究・報告書  ヤマビルの生態（Ⅳ）　―個体数増加および分布地域拡大の要因―    山中征夫，山根明臣，浅田正彦
研究・報告書  房総半島におけるニホンジカに対するヤマビルの寄生状況        浅田正彦，落合啓二，山中征夫
研究・報告書  ヤマビルの生活環                          山中征夫，山根明臣
研究・報告書  調査報告書　　地域の伝統的風習を活かした国立公園管理のあり方    霧島屋久国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書  屋久島・文献等データベース  （環境庁屋久島世界遺産センター編） 霧島屋久国立公園屋久島管理官事務所
研究・報告書  グリーンツーリズムの立地に関する経済学的研究 研究代表者　岩井吉彌
研究・報告書  屋久島の中学・高校生の生活意識と「環境の島」への対応  ―アンケート調査（１９９６年１月）より― 寺田康久
研究・報告書  ヤクザルの垂直分布は冬とその他の季節でどう違うか          好廣眞一
研究・報告書  上部域のヤクザル －屋久島の冬－                  好廣眞一
研究・報告書  屋久島東部ヤクスギ林帯におけるヤクシマザルの分布と糞分析による食性の調査                              好廣眞一　他11名
研究・報告書  屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の林分構造・動態解析      研究代表者　吉田茂二郎
研究・報告書  屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の構造と成長について      吉田茂二郎，今永正明
研究・報告書  屋久島の森林施業に関する研究（Ⅲ）－スギ天然生林に対する照査法による森林施業のための固定試験地の設定－今永正明，吉田茂二郎
研究・報告書  屋久島におけるスギ天然林施業に関する基礎的研究           今永正明，吉田茂二郎
研究・報告書  屋久スギ天然生林における種の平面・空間分布について         吉田茂二郎・岸川芳久
研究・報告書  宇宙から見た屋久島                         田中總太郎
研究・報告書  ３樹種（クロマツ，ヒメコマツ，ストローブマツ）を台木として用いたときのヤクタネゴヨウのつぎ木活着率と成長量の違い千吉良治
研究・報告書  Ｋ１３　ヤクタネゴヨウの現地内・外における遺伝的資源保存技術に関する研究 千吉良治
研究・報告書  屋久島実習調査報告書（平成６年度自然環境野外実習Ⅰ）        平成６年度筑波大学大学院環境科学研究科屋久島実習ｸﾞﾙｰﾌﾟ
研究・報告書  屋久島の観光と登山に関するアンケート調査結果（中間報告）      松下幸司
研究・報告書  屋久島・安房林道において餌付いたサルの社会構成と繁殖状態野生動物保護に必要な観光客に対する指導と道路管理揚妻直樹
研究・報告書  Supra-Annual Variation in the Influence of Myrica rubra  Fruit on the Behavior of a Troop of Japanese Macques  in Yakushima                   DAVID A.HILL,NAOKI　AGETSUMA
研究・報告書  The Effects of a typhoon on Japanese warm temperate rain forest    P.J.Bellingham,T.Kohyama, S.Aiba
研究・報告書  屋久島における森林施業の展開過程と林相  －地理情報システムを活用した一考察－               野田巌，松本光朗
研究・報告書  屋久島実習調査報告書（１９９６年）                 東洋工学専門学校建築エコロージー科
研究・報告書  屋久島実習調査報告書（平成７年度自然環境野外実習Ⅰ）        平成７年度筑波大学大学院環境科学研究科屋久島実習ｸﾞﾙｰﾌﾟ
研究・報告書  希少森林植物の生存環境の解明およびジーンダイバシティの評価と保全法の確立 研究代表者　齋藤明
研究・報告書  １９９９年夏期ヤクシマザル調査報告                  ９９ヤクザル調査隊
研究・報告書  屋久島におけるレクリェーション価値の算出と評価           柴崎茂光
研究・報告書  バックグラウンド地域として屋久島大気中微量揮発性有機化合物の存在   古賀実・花田喜文・永渕修
研究・報告書  Global Warming:The Potential Impact on Japan          大沢雅彦
研究・報告書  わが国の失われつつある土壌の保全をめざして  ～レッド・データ土壌の保全～    田村憲司
研究・報告書  渓流沿い植物における適応的な細葉の解析：その解剖学的および遺伝学的要因   中谷正樹
研究・報告書  The Distribution of Wild Yakushima Macaque(Macaca fuscata yakui)Troops around tha Coast of Yakushima Island,JapanShinichi YOSHIHIRO外19名
研究・報告書  OBLIQUE DIAPIRISM OF YAKUSHIMA GRANITE IN THE RYUKYU ARC, JAPAN Ryo ANMA
研究・報告書  EXPERIMENTAL PLTON SHAPES AND TRACKS ABOVE SUBDUCTION ZONES Ryo Anma and Dimitrios Sokoutis
研究・報告書  COMPOSITIONAL ZONING AND ITS IMPLICATION IN A TOROIDAL　CIRCULATION INSIDE THE YAKUSHIMA PLUTON,SW JAPAN 　　　　Ryo ANMA,Yoshinobu KAWANO and Masaki YUHARA     
研究・報告書  Vertical Distribution of Yakushima Macaques (Macaca fusucata  yakui) in the Western Area of Yakushima Island, Japan　  S.Yoshihiro 他13名
研究・報告書  屋久島 樹氷、雪に含まれるイオン濃度及びpＨ，ＥＣ外(解析途中)  永渕修
研究・報告書  屋久島生態系モニタリング調査報告書  （平成１０年３月）               熊本営林局
研究・報告書  屋久島の自然地域における保護と利用のあり方調査報告書        環境庁自然保護局九州地区国立公園・野生生物事務所
研究・報告書  森林インストラクターの活動と機能に関する研究            枚田邦宏
研究・報告書  国有林野における森林レクリェーションの現状 ーヤクスギランド利用者の意向ー 馬場裕典
研究・報告書  ヤクスギランドにおける森林レクリェーション（１） ー利用者の意向ー                         馬場裕典・吉良今朝芳・松下幸司
研究・報告書  芦生演習林の一般入林者の利用状況                  枚田邦宏　他５名
研究・報告書  釧路湿原国立公園の観光利用について  ー標茶町を事例にしてー    枚田邦宏
研究・報告書  森林組合による間伐促進に関する研究  ー熊本県小国町森林組合を事例にー 枚田邦宏
研究・報告書  芦生演習林利用者の実態と意識について                枚田邦宏・大畠誠一・山中典和・中島皇
研究・報告書  屋久島の森林の地上部現存量と純一次生産速度             相場慎一郎・甲山隆司
研究・報告書  Variation in Intergroup Encounters in Two Populations of Japanese Macaques 杉浦秀樹
研究・報告書  屋久島花崗岩体の貫入機構について                  安間　了
研究・報告書  ２０００年度夏期ヤクシマザル調査報告                半谷吾郎
研究・報告書  地球温暖化が土壌生態系に与える影響                 田村憲司
研究・報告書  ヤクタネゴヨウのマツノザイセンチュウ接種結果            戸田忠雄・千吉良　治・久保田　権・中島　勇夫
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研究・報告書  リモートセンシングで知る私たちの地球 ー屋久島の森林・屋久島の雨　宇宙からその謎を解くー 小牧勇蔵
研究・報告書  ヤクタネゴヨウの保護をめざす生体木調査               手塚賢至
研究・報告書  ２０００年度　屋久島蘚苔類相調査　報告書              出口博則・山口富美夫
研究・報告書  屋久島における大陸起源汚染物質の飛来と樹木衰退の現状        永淵　修
研究・報告書  屋久島研修の記録　（２００１年８月）                枚田邦宏
研究・報告書 平成14年度　体験的環境学習推進事業委託業務報告書 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 平成14年度　体験的環境学習推進事業委託業務　屋久島フィールドワーク講座報告書 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 REIFU（嶺風）福島大学行政社会学部　学生論集第１２号
研究・報告書 屋久島調査合宿報告書
研究・報告書 平成１４年度　森林・林業振興施策の概要
研究・報告書 平成１５年度において講じようとする森林及び林業施策
研究・報告書 平成１５年度　森林・林業振興施策の概要
研究・報告書 森林資源の現況 林野庁・計画課
研究・報告書 埋没樹木の14Ｃ年代ウィグルマッチングによる火山噴火の高精度年代決定 中村　俊夫
研究・報告書 平成１０年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１１年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１２年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１３年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１４年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１５年度屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 各種保護林等・技術開発試験地等各種次代検定林一覧表
研究・報告書 平成１４年度　グリーンワーカー事業業務報告書
研究・報告書 平成１３年度　業務記録
研究・報告書 平成１３年度　年報
研究・報告書 森林の公益的機能を重視した森林管理について
研究・報告書 平成１４年度国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 林野庁
研究・報告書 森林の流通管理システム推進発表大会集録 九州林政連絡協議会 九州森林管理局
研究・報告書 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト 第六回全体会議及び第四回研究運営委員会
研究・報告書 森林総合研究所　年報２００２年
研究・報告書 国有林野の管理経営に関する計画
研究・報告書 国有林野の管理経営に関する基本計画案に対する意見の要旨及び当該意見の処理の結果
研究・報告書 つながろう地球生命圏
研究・報告書 屋久島の自然地域における保護と利用のあり方報告書 環境庁自然保護局 九州地区国立公園・野生生物事務所
研究・報告書 「むかし道」を活用した健康増進活動に関する調査報告書 環境省・林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究機関　研究成果選集第一号（平成１４年度） 農林水産省林野庁 独立行政法人　森林総合研究所
研究・報告書 永田岳登山道周辺植生回復事業調査報告書 屋久島森林管理所
研究・報告書 平成１５年度森林総合研究所九州支所　年報 森林総合研究所九州支所
研究・報告書 森林研究所年報２００３ 独立行政法人　森林総合研究所
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成１０年度版 林業木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 林材業労働災害防止年報　平成１３年度版 林業木材製造業労働災害防止協会
研究・報告書 平成１２年度技術開発課題報告書・完了報告書 九州森林管理局指導普及課
研究・報告書 平成１４年度グリーンワーカー事業業務報告書（屋久島登山道倒木除去対策事業） 屋久島観光協会
研究・報告書 平成１４年度研究成果選集２００２ 独立行政法人森林総合研究所
研究・報告書 平成１４年度体験的環境学習推進事業委託業務屋久島フィールドワーク講座報告書 鹿児島県上屋久町
研究・報告書 屋久島登山道管理の技術指針（改訂版） 環境省　自然環境局九州地区　自然保護事務所

研究・報告書 平成１４年度霧島屋久国立公園屋久島地域登山道管理マニュアル策定業務報告書 環境省　自然環境局九州地区　自然保護事務所

研究・報告書 屋久島の成り立ちと生態系 安仁屋政武
研究・報告書 Natural and Human Ecosystems of Yakushima Masamu Aniya(ed.) Graduate School of Environmental The
研究・報告書 屋久島の哺乳類による爬中両生類の補食 松原　幹
研究・報告書 SHORT　COMMUNICATION MIKI　MATSUBARA　and MIHO FUNAKOSHI
研究・報告書 Costs of Mate Guarding and Opportunistic Matingamang Wild Male Japanese Macaques 松原　幹
研究・報告書 野生ニホンザルメスにおける多頭交尾のコストについて 松原　幹・David S. Sprague
研究・報告書 屋久島におけるタヌキの分布調査報告 （財）自然環境研究センター

研究・報告書 種子島におけるヤクタネゴヨウの新群生地の発見
金谷整一、池亀寛治、手塚賢至、寺川眞理、湯本貴
和

研究・報告書
Population density and group composition of Japanese sike deer (Ceruns nippon yakushimae)
in an evergreen broad-leaved forest in Yakushima.southern Japan

研究・報告書
Environmental determinants of the altitudinal varitudinal in relative group densities of
Japanese macaques on Yakushima

Goro HANYA, Sinichi YOSHIHIRO, Koichiro ZAMMA,
Hajime MATSUBARA, Masaru OHTAKE, Ritsuko KUBO,
Naohiko NAMA, Naoki AGETSUMA and Yukio TAKAHATA

研究・報告書 Ecological  Research
研究・報告書 The Outline of the Yakushima District Office
研究・報告書 「大陸から輸送されるエアロゾル中のS04が屋久島の森林に及ぼす影響」研究成果報告書
研究・報告書 平成１６年度　森林総合研究所九州支局　年報
研究・報告書 屋久島　その２ 筑波大学大学院環境科学研究科

研究・報告書 Moss mortaliy of Japanese macaques in a western coastal forest of yakushima
Goro HANYA, Miki MATSUBARA, Hideki SUGIURA,
Sachiko HAYAKUWA, Shunji GOTO, Toshiaki TANAKA,
Joseph SOLTIS, and Naohiko NOMA

研究・報告書 平成１４年度　国有林野事業労働災害統計書 林野庁福利厚生室
研究・報告書 第５回　屋久島フィールドワーク講座報告書 京都大学２１世紀COEプログラム
研究・報告書 屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関する研究　平成１６年 農林水産技術会議事務局
研究・報告書 屋久島深林生態系における固有樹種と遺伝子多様性の保全に関する研究　平成１７年 農林水産技術会議事務局
研究・報告書 平成１５年度　業務記録 独立行政法人　林木育種センター九州育種場
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　第１号 農林水産省林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　No.2 農林水産省林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　No.2 農林水産省林野庁
研究・報告書 公立林業試験研究期間　研究成果選集　No.３ 林野庁福利厚生室
研究・報告書 永田岳登山道周辺植生回復事業調査報告書 屋久島森林管理所
研究・報告書 国有林業務研究発表集
研究・報告書 年報　平成１４年度 独立行政法人　林木育種センター
研究・報告書 年報　平成１５年度 独立行政法人　林木育種センター
研究・報告書 年報　平成１６年度 独立行政法人  森林総合研究所
研究・報告書 平成１６年度　グリーンワーカー事業業務報告書 屋久島観光協会

研究・報告書
「平成１６年度森林および林業の動向に関する年次報告」及び「平成１７年度において講じよう
とする森林及び林業施策」

研究・報告書 平成１６年度　屋久島世界自然遺産地域保全対策調査業務報告書 （株）プレック研究所
研究・報告書 平成１７年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
研究・報告書 平成１７年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用・山村振興室
研究・報告書 平成１６年５月１３日高嶋敦史報告書 九州森林研究
研究・報告書 平成１６年度　種子島ヤクタネゴヨウ保護林調査報告書 九州森林管理局・社団法人日本森林技術協会
研究・報告書 平成１６年度　屋久島生態系モニタリング調査報告書 九州森林管理局
研究・報告書 平成１６年度　屋久島における生物多様性の維持機構の保全に関する研究報告書 財団法人自然環境研究センター
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保 管 場
所 分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社

植物 九州のスギとヒノキ 宮島　寛 （財）九州大学出版会
植物 熊本県植物誌（１９６９） 熊本記念植物採集会 （株）長崎書店
植物 採種.採穂園の管理とスギのさしき 百瀬行男 農林出版（株）
植物 ザ・熱帯林（緑の地域経営の実現に向けて） 国際林業協力研究会 （財）日本林業調査会
植物 自然をつくる植物ガイド（治山、林道、環境保全の木と草） 林野庁 （財）林業土木コンサルタンツ
植物 植物組織学 猪野俊平 内田老鶴圃
植物 植物地理学 正宗厳敬 （株）養賢堂
植物 樹病学大系（Ⅱ） 伊藤一雄 農林出版（株）
植物 樹病学大系（Ⅲ） 伊藤一雄 農林出版（株）
植物 スギのすべて すぎの 全国林業改良普及協会
植物 スギの遺伝子保存と育種（種子及び苗木から樹齢５０年生までの総括） 外山三郎 ながと印刷
植物 図説　樹病講義 伊藤一雄 地球出版（株）
植物 都市林 林業経済研究所 農林出版（株）
植物 日本産針葉樹の分類と分布 林　弥栄 農林出版（株）
植物 日本のヒノキ（上巻） 佐藤敬二 全国林業改良普及協会
植物 樹木医学 鈴木和夫 朝倉書店
植物 海と生きる森ーマングローブ林ー 国際マングローブ生態系協会　地球環境基金資金助成
植物 海と生きる森ーマングローブ林ー 国際マングローブ生態系協会　地峡環境基金資金助成
植物 改訂・近畿地方の保護上重要な植物～レッドデータブック近畿2001～ レッドデータブック近畿研究会
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保 管 場
所 分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社

二階 図鑑 Ｆ０ＲＥＳＴＳ.ＩＮ.ＪＡＰＡＮ（日本の森林） 林野庁 官庁新聞社
二階 図鑑 顕微鏡の世界 顕微鏡の世界編纂会 熊本日日新聞社

事務室 図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑 日本林業技術協会 地球出版（株）
事務室 図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第２巻） 日本林業技術協会 地球出版（株）
事務室 図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第３巻） 日本林業技術協会 地球出版（株）
事務室 図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第４巻） 日本林業技術協会 （株）地球社
事務室 図鑑 原色　日本本林業樹木図鑑（第５巻） 日本林業技術協会 （株）地球社
事務室 図鑑 原色　日本の林相 日本林業技術協会 地球出版（株）
二階 図鑑 森林害虫喰痕写眞図集（第二輯） 加辺 正明
二階 図鑑 森林害虫喰痕写眞図集（第三輯） 加辺 正明（前橋営林局） 前橋林野弘済会
二階 図鑑 樹木大図鑑（Ⅰ） 上原敬二 有明書房
二階 図鑑 樹木大図鑑（Ⅱ） 上原敬二 有明書房
二階 図鑑 樹木大図鑑（Ⅲ） 上原敬二 有明書房
二階 図鑑 日本の鳥（第１巻） 日本の鳥刊行会 全国林業改良普及協会
二階 図鑑 日本の鳥（第２巻） 日本の鳥刊行会 全国林業改良普及協会
二階 図鑑 日本の鳥（第３巻） 日本の鳥刊行会 全国林業改良普及協会
二階 図鑑 邦産松柏類図説 岩田利治 ．草下正夫 産業図書（株）

事務室 図鑑 牧野　日本植物図鑑 牧野富太郎 （株）北陸館
事務室 図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
事務室 図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
事務室 図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
事務室 図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
事務室 図鑑 屋久島の植物ガイド（総集編） 財団法人　屋久島環境文化財団
事務室 図鑑 九州の樹木区別のポイント 九州森林インストラクター会 株式会社　秀巧社
事務室 図鑑 奄美の有用樹木 奄美大島流域林業活性化センター CIP-Sahoh, Tokyo
二階 図鑑 原色　日本林業樹木図鑑 戸田光晴 地球出版株式会社
二階 図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第２巻 地球出版株式会社
二階 図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第３巻 倉田悟 地球出版株式会社
二階 図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第４巻 倉田悟 地球社
二階 図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第５巻 倉田悟 地球社

事務室 図鑑 日本の野生植物　草本Ⅰ単子葉類 下中弘 株式会社　平凡社
事務室 図鑑 日本の野生植物　草本Ⅱ離弁花類 下中弘 株式会社　平凡社
事務室 図鑑 日本の野生植物　草本Ⅲ合弁花類 下中弘 株式会社　平凡社
事務室 図鑑 日本の野生植物　木本Ⅰ 下中弘 株式会社　平凡社
事務室 図鑑 日本の野生植物　木本Ⅱ 下中弘 株式会社　平凡社
事務室 図鑑 屋久島　野生植物目録　１９９２ 濱田英昭
事務室 図鑑 鹿児島の植物図鑑 杉本正流 朝日印刷書籍出版
二階 図鑑 林野土壌層断面図集２ 農林省林業試験場

事務室 図鑑 実用樹木要覧 中島道郎・林　弥栄・草下正夫・小林義雄 株式会社朝倉書店
事務室 図鑑 国立，国定公園特別地域内　指定植物図鑑 環境庁
事務室 図鑑 屋久島の植物 川原勝征 八重岳書房
事務室 図鑑 山渓ｶﾗｰ名鑑　日本の樹木 株式会社　山と渓谷社
事務室 図鑑 日本の野生植物　木本 平凡社
事務室 図鑑 　検索入門　樹木① 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
事務室 図鑑 　検索入門　樹木① 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
事務室 図鑑 　検索入門　樹木② 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
事務室 図鑑 　検索入門　樹木② 尼川大録　・　長田武正 株式会社　保育社
事務室 図鑑 日本の野生植物　草本 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎 平凡社
事務室 図鑑 日本の高山植物 株式会社　山と渓谷社
事務室 図鑑 原色  日本植物図鑑　木本編（Ⅰ） 北村四郎・村田　源 保育社
事務室 図鑑 原色  日本植物図鑑　木本編（Ⅱ） 北村四郎・村田　源 保育社
事務室 図鑑 原色  日本植物図鑑　草本編（Ⅰ） 北村四郎・村田　源・堀　　勝 保育社
事務室 図鑑 原色  日本植物図鑑　草本編（Ⅱ） 北村四郎・村田　源 保育社
事務室 図鑑 原色  日本植物図鑑　草本編（Ⅲ） 北村四郎・村田　源・小山鐵夫 保育社
事務室 図鑑 原色  新日本高山植物図鑑Ⅰ 清水建美 保育社
事務室 図鑑 原色  新日本高山植物図鑑Ⅱ 清水建美 保育社
事務室 図鑑 日本のきのこ 吉見　昭一 成美堂出版
事務室 図鑑 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物ーレッドデータブック⑧植物Ⅰ（維管束植物） 環境庁 財団法人　自然環境センター
事務室 図鑑 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物ーレッドデータブック⑨植物Ⅱ（維管束植物以外） 環境庁 財団法人　自然環境センター
事務室 図鑑 続・屋久島の植物（屋久島の花草木） 川原勝征 八重岳書房
事務室 図鑑 新版・屋久島の植物 川原勝征 南方新社
事務室 図鑑 原色日本蘚苔類図鑑 岩月善之助・水谷正美 保育社

図鑑 原色　日本林業樹木図鑑　第５巻 倉田悟 地球社
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保 管 場
所 分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社

事務室 屋久島関係 屋久島の自然 屋久島観光推進協力委員会 八重岳書房
屋久島関係 Pollination Systems in a Warm Temperate Evergreen Broad-leaved Forest on Yaku Island. ＰＯＬＬＩ
屋久島関係 Pollnation Systems in the Cool Temperste Mixed Coniferous and Broad-leaved Forest Zone of Yakushima Island.ＰＯＬＬＮＡ
屋久島関係 Pseudosasa Owatarii as a Forage fot Sika Deer on Yakushima Island.（ﾔｸｼｶの食物としてのﾔｸｼﾏﾀﾞｹ） 高槻成紀
屋久島関係 Stand Dynamics in a Primary Warm-Temperate RainForst Analyzed by the Diffusion Eguation. ＳＴＡＮＤ
屋久島関係 Summer Dietary Compositions of Sika Deer on Yakushima Island Southern Japan. ＳＵＭＭ
屋久島関係 愛知県内のニホンサルの現状（指定鳥獣保護調査報告書）平成６年３月　 あいちけんないの 愛知県農地林務部自然保護課
屋久島関係 亜熱帯地域の奄美群島．種子島．屋久島の林業と林政の方向（Ⅰ） 篠原武夫
屋久島関係 亜熱帯地域の奄美群島．種子島．屋久島の林業と林政の方向（Ⅱ） 篠原武夫
屋久島関係 委託林台帳（大正１４年調製） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林台帳（昭和７年８月設定） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林台帳 上屋久営林署
屋久島関係 委託林期間更新に関する書類（自:昭和２２年８月 至:昭和２７年７月） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林野台帳（昭和１２年８月起） 上屋久営林署
屋久島関係 委託林野台帳（昭和１５年５月起） 上屋久営林署
屋久島関係 大隅諸島．屋久島の陸生脊推動物相について 森田忠義（鹿児島中央高校生物課）
屋久島関係 開墾適地実測図（大正１２年） 上屋久営林署
屋久島関係 鹿児島県屋久島におけるシカ被害の現状 末吉政秋
屋久島関係 鹿児島大学農学部附属高隈演習林気象報告（1990年～1991年） 地頭薗隆.下川悦郎.馬田英隆 鹿大演習林報告第２１号別刷
屋久島関係 鹿児島大学農学部附属高隈演習林気象報告（1992年～1993年） 地頭薗隆.下川悦郎.馬田英隆 鹿大演習林報告第２２号別刷
屋久島関係 鹿児島大林区屋久島小林区屋久島北事業区森林調査簿（大正１２年３月） かごしまだいりんく
屋久島関係 上屋久経営区経営基案昭和２６年第四次編成 吉田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区第４次経営案説明書（昭和２６年度調査） 熊本営林局 上屋久営林署
屋久島関係 上屋久経営区経営基案（昭和２６年第四次編成） 永田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区経営基案（昭和２６年第四次編成） 吉田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（昭和２６年第四次編成） 永田担当区事務所
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（昭和２６年第四次編成） 吉田担当区事務所（吉田地区）
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（昭和２６年第四次編成） 吉田担当区事務所（永田地区）
屋久島関係 上屋久経営区森林調査簿（自:２８年度 至：３７年度） 昭和２６年度第四次編成
屋久島関係 上屋久公有林野官行造林地森林調査簿施業基案（昭和３２年度～昭和４１年度） 昭和３０年度第２次編成
屋久島関係 上屋久町の埋蔵文化財（遺跡分布調査報告書） 上屋久町教育委員会 鹿大法学部 考古学研究室
屋久島関係 上屋久町の民俗 上屋久町教育委員会 鹿大法学部 文化人類学研究室
屋久島関係 管内看板　　　　林道被害一湊部内登山の一部管内概要参考 かんないかんばん
屋久島関係 希少森林植物の生存環境の解明およびジーンダイバシテｲーの評価と保全法の確立 研究代表者　斉藤明 九州大学農学部
屋久島関係 旧財務台帳 きゅうざいむ
屋久島関係 口永良部島のエラブオオコウモリ 上屋久町教育委員会
屋久島関係 熊毛郡上屋久村処分調査図写（昭和１２年） くまげぐんかみやくそん
屋久島関係 熊毛国有林の地域別の森林計画書（H4.4.1～H13.3.31）（熊毛森林計画区） 熊本営林局
屋久島関係 熊本営林局署退職者名簿（昭和４２年１月１日現在） 林野弘済会 熊本支部
屋久島関係 くまもと自然休養林参考写真集 くまもとしぜんきゅうようりん
屋久島関係 経営基案 けいえいきあん
屋久島関係 経営計画一覧表（昭和３９年１１月１日現在） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 経営方針書作成の手引（昭和４３年５月） 熊本営林局 企画室
屋久島関係 公有林野官行造林案説明書（上屋久施業区） 上屋久営林署
屋久島関係 公有林野官行造林台帳 こうゆうりんや
屋久島関係 国有林野における森林レクリｴ-ションの現状（屋久杉ランド利用者の意向） 馬場裕典
屋久島関係 災害写真集 さいがいしゃしん
屋久島関係 最近の南西諸島の林業（上）（奄美群島.種子島.屋久島） 篠原武夫
屋久島関係 最近の南西諸島の林業（下）（奄美群島.種子島.屋久島） 篠原武夫
屋久島関係 作業道新設箇所（共用林１８林班関係） さぎょうどうしんせつ
屋久島関係 四季を通ずる降水量の配布状態がスギ,ヒノキに及ぼす影響（１９４０） 河田 杰 興林会利行
屋久島関係 自然休養林　白谷雲水峡 しぜんきゅうようりん
屋久島関係 司法事務関係書類綴（署長用） しほうじむ
屋久島関係 斫伐及造林照査簿調整様式 上屋久営林署
屋久島関係 斫伐照査簿（甲）（自:昭和18年度　至:昭和27年度） しゃくばつしょうさぼ
屋久島関係 昭和１１年官史ノ進退賞罰ニ関スル書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和１３年施業沿革史 上屋久営林署
屋久島関係 昭和１４年準例規 上屋久営林署
屋久島関係 昭和１５年　屋久島北東南事業区施業案説明書 鹿児島大林区署
屋久島関係 昭和１６年度屋久島東南北事業区施業案説明書 熊本営林局
屋久島関係 昭和１６年度屋久島東南北事業区施業方針書 熊本営林局
屋久島関係 昭和１８年度施業沿革史 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２５年度調整造林地沿革調査カード 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２６年度調査第四次経営案説明書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２６年度調査第四次経営案方針書（現地審議会用） 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２６年度不要存地台帳 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２９年度計画に関する書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和２年機号例規 屋久島小林区署
屋久島関係 昭和３０年度第２次編成,施業計画説明書（公有林野官行造林地）（３２～４１） 熊本営林局 上屋久営林署
屋久島関係 昭和３３年営林署並に担当区登録簿 上屋久営林署
屋久島関係 昭和３９年度経営案に関する書類 経営課
屋久島関係 昭和４１年度経営計画に関する書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４２年度　経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４３年度経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４５年度経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４５年度　経営方針書（昭和４５年４月） 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４６年度　経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４６年度　経営計画に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４６年度　経営方針書（昭和４６年４月） 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４７年度　第２次地域施業計画５ｹ年計画 上屋久営林署（取扱注意）
屋久島関係 昭和４７年度　地域施業計画の樹立および変更に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和４８年度造林請負関係検査写真集 しょうわ４８ねんどぞうりんうけおい
屋久島関係 昭和４９年度製品生産事業写真帳 しょうわ４９ねんどせいひん
屋久島関係 昭和４９年度造林事業請負検査 しょうわ４９ねんどぞうりん
屋久島関係 昭和５０年度以降要除伐林分写真 しょうわ５０ねんどいこう
屋久島関係 昭和５１年度　地域施業に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和５５年度　地域施業の樹立及び変更に関する文書 上屋久営林署
屋久島関係 昭和５７年度起地域施業計画に関する書類 上屋久営林署
屋久島関係 昭和７年度以降年期貸付台帳 楠川担当区
屋久島関係 植物学雑誌（ＴＨＥ ＢＯＴＡＮＩＧＡＬ ＭＡＧＡＺＩＮＥ，ＴＯＫＹＯ） しょくぶつがく
屋久島関係 植物の宝庫・屋久島を守れ 前川文夫
屋久島関係 白谷雲水峡 しらたにうんすいきょう
屋久島関係 白谷外 しらたにほか
屋久島関係 資　料（昭和３４年１０月） 林野庁林政部 職員課
屋久島関係 森林開発と自然保護（屋久島国有林を中心として） 青木 尊重 熊本営林局
屋久島関係 森林施業と自然保護（第２３回森林経理研究会シンポジュウム） しんりんせぎょうと
屋久島関係 林業土木写真集 日本林業土木連合協会
屋久島関係 世界遺産屋久島 日下田紀三 ㈱八重岳書房
屋久島関係 世界遺産条約、その概要と平成４年の我が国の「世界遺産一覧表」への推薦候補地について 内田敏博
屋久島関係 全国森林資源調査の実施について 36熊経第2417号外　　　　
屋久島関係 高隈演習林における雨量観測記録 地頭薗隆.下川悦郎.馬田英隆 鹿大演習林報告第１９号別刷
屋久島関係 第１次地域施業計画伐採造林計画簿（自:45.4.1 至:52.3.31） 上屋久営林署
屋久島関係 第２７回太陽国体山岳競技大会参考写真集 だい２７かいたいようこくたい
屋久島関係 第２次経営計画森林調査簿（自:昭和３７年４月 至:昭和４２年３月） 永田担当区事務所
屋久島関係 第２次経営計画森林調査簿（自:昭和37.4.1 至:昭和42.3.31） だい２じけいえいけいかく
屋久島関係 第２次経営計画伐採造林計画簿（自：昭和３７年４月 至：４２年３月） 永田担当区
屋久島関係 第３次経営計画伐採造林計画簿（自:42.4.1 至:47.3.31） 上屋久営林署
屋久島関係 第３次地域施業計画書（案）（昭和52.4.1～昭和62.3.31） だい３じちいきせぎょうけいかくしょ
屋久島関係 第四次地域施業計画･陳情書 上屋久営林署
屋久島関係 第５次地域施業計画樹立に関する書類綴 上屋久営林署
屋久島関係 地域施業計画の一斉変更について 63熊計第102号外
屋久島関係 直営団地27,28,29,31,32,33林班の林相写真 ちょくえいだんち
屋久島関係 直営団地27,28,29,31,32,33林班の林相写真 ちょくえいだんち
屋久島関係 特定鳥類等調査（屋久島） 環境庁鳥類保護課
屋久島関係 南西島経営計画区第１次経営計画書（３３～３６年） 上屋久営林署
屋久島関係 南西島経営計画区上屋久事業区森林調査簿（自:昭和３３年度 至：昭和３６年度） なんせいとうけいえいけいかくく
屋久島関係 南西島経営計画区上屋久事業区森林調査簿 永田担当区事務所
屋久島関係 南西島経営計画区事業計画簿（自:昭和３３年度 至：昭和３６年度） なんせいとうけいえいけいかくくじぎょう
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屋久島関係 南西島経営計画区第３次経営計画森林調査簿（自:42.4.1 至:47.3.31） なんせいとうけいえいけいかくくだい３じ
屋久島関係 南西島経営計画区第１次経営計画書（基本的事項）（自:３３年度 至：３６年度０） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島経営計画区第２次経営計画編成方針書（自:37.4.1 至:42.3.31） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島経営計画区第２次経営計画書（自:37.4.1 至:42.3.31） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島経営計画区第３次経営計画書（自:42.4.1 至:47.3.31） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島地域施業計画区第１次地域施業計画書（45.4.1～52.3.31） 熊本営林局
屋久島関係 南西島地域施業計画区第２次地域施業計画第１次変更計画書（自:47.4.1 至:57.3.31） 熊本営林局 計画課
屋久島関係 南西島地域施業計画区第３次地域施業計画の事業区別内訳書 上屋久事業区
屋久島関係 南西島地域施業計画区第３次地域施業計画書（52.4.1～62.3.31） なんせいとうちいきせぎょうけいかくだい３じ
屋久島関係 南西島地域施業計画区第４次地域施業計画書（57.4.1～67.3.31） なんせいとうちいきせぎょうけいかくだい４じ
屋久島関係 南西島地域施業計画区第５次地域施業計画書（62.4.1～72.3.31） なんせいとうちいきせぎょうけいかくだい５じ
屋久島関係 南西島地域施業計画区第５次地域施業計画書（62.4.1～72.3.31）（第１次変更計画書） なんせいとうちいきせぎょうけいかくだい５じ
屋久島関係 日本モンキ－センタ－年報（昭和６２年度） にほんもんきーせんたー （財団法人）日本ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ
屋久島関係 農林漁業などにおける問題別の調査報告書（第１集） 堤　元 上屋久町
屋久島関係 残る屋久島の常緑広葉樹林の保護を 山根銀五郎
屋久島関係 のびゆく上屋久町 のびゆく 上屋久町教育委員会
屋久島関係 伐採計画補助簿（３３～３６年度） 上屋久営林署
屋久島関係 ヘリ集材写真外（６３年度起） へりしゅうざい
屋久島関係 別冊,森林の有する機能別の森林の所在一覧表（熊毛森林計画区） 熊本営林局
屋久島関係 マイクロ回線無線中継所及び道路新設に伴う国有林内被害写真 ＮO１ まいくろかいせん
屋久島関係 マイクロ回線無線中継所及び道路新設に伴う国有林内被害写真 ＮO２ まいくろかいせん
屋久島関係 松形局長来署外 まつかたきょくちょう
屋久島関係 宮崎自然休養林.おおすみ自然休養林 みやざきしぜんきゅうようりん
屋久島関係 宮之浦事業所直営団地及永田川流域現況写真 みやのうらじぎょうしょ
屋久島関係 宮之浦岳登山コース内風景 みやのうらだけ
屋久島関係 明治３９年部分林台帳附属図面 屋久島小林区署
屋久島関係 めずらしい屋久島の植物（特殊な条件下に育つ固有植物たちの姿） 迫静男
屋久島関係 モンキ－（屋久島特集）NO.197.198.199 もんきー （財団法人）日本ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ
屋久島関係 屋久島 幸丸政明
屋久島関係 屋久島･安房林道において餌付いたサルの社会構成と繁殖状況 揚妻直樹
屋久島関係 屋久島花崗岩地帯における山くずれの周期性 下川悦郎.地頭薗隆
屋久島関係 屋久島環境文化懇談会報告 鹿児島県
屋久島関係 屋久島北事業区森林調査簿（昭和１６年度第二次検訂） やくしまきたじぎょうく
屋久島関係 屋久島原生林をどう未来へ残すか 東滋
屋久島関係 屋久島国有林の小面積伐採区におけるスギの更新成績 青木尊重（九大演）
屋久島関係 屋久島産ガジュツ抽出物及び単離成分の抗潰瘍作用 渡辺和夫.柴田昌裕.矢野真吾.葵陽.渋谷博考.北川勲
屋久島関係 やくしま自然休養林（白谷地区）写真集 やくしましぜんきゅうようりん
屋久島関係 屋久島自然保護運動の展開過程（地域開発と自然保護の間で） 藤原三夫
屋久島関係 ヤクシマシャクナゲと高山植物 やくしましゃくなげ
屋久島関係 屋久島森林･林業総鑑（上巻） やくしましんりん１ 熊本営林局計画課
屋久島関係 屋久島森林･林業総鑑（中巻） やくしましんりん２ 熊本営林局計画課
屋久島関係 屋久島森林･林業総鑑（下巻） やくしましんりん３ 熊本営林局計画課
屋久島関係 屋久島森林問題を考える 萩野敏雄
屋久島関係 屋久島瀬切川流域の湿帯針葉樹林の令構成と更新過程 鈴木英治.簿田二郎
屋久島関係 屋久島調査報告書 運輸省第四港湾建設局
屋久島関係 屋久島調査報告書 運輸省第四港湾建設局
屋久島関係 屋久島で初の本格的総合学術調査 瀧口正三
屋久島関係 屋久島と屋久杉 藤田晋輔
屋久島関係 屋久島土面川流域の降雨特性について 陶山正憲
屋久島関係 屋久島土面川における水文観測施設の設置と試験流域の地形．地質．植生 地頭薗隆.下川悦郎.前道俊一
屋久島関係 屋久島土面川における水文観測施設の設置と試験流域の地形・地質・植生 地頭薗隆.下川悦郎.前迫俊一 鹿大演習林報告第２０号別刷
屋久島関係 屋久島土面川流域における降雨・流出特性 地頭薗隆.下川悦郎 鹿大 特別号第５号別刷
屋久島関係 屋久島永田～栗生林道調査報告書 辻本 克己,大草 克己 林野庁 計画課
屋久島関係 屋久島永田における山くずれ、土石流災害（その１） 下川悦郎.岩松暉
屋久島関係 屋久島永田における山くずれ、土石流災害（その２） 下川悦郎.岩松暉
屋久島関係 屋久島南事業区施業基案 やくしまなんじぎょうくせぎょう
屋久島関係 屋久島における択伐国材林施業実行の手引 やくしまにおける 熊本営林局
屋久島関係 屋久島における山岳降水量の分布特性について 陶山正憲.竹下幸
屋久島関係 屋久島における森林棲鳥類の垂直分布、　　１　繁殖期 江口和洋.武石全慈.永田尚志.逸見泰久.川路則友
屋久島関係 屋久島における森林棲鳥類の垂直分布　　Ⅱ　非繁殖期 江口和洋.武石全慈.永田尚志.逸見泰久
屋久島関係 屋久島におけるスギ天然林施業に関する基礎研究 吉田茂二郎.今永正明
屋久島関係 屋久島におけるスギ天然林のアイソザイム変異 津村義彦.大庭喜八郎
屋久島関係 屋久島花崗岩．由来の土壌中の粘土鉱物組成とその分布的特徴 岩佐安.山家富美子
屋久島関係 屋久島の環境保全と森林施業利用体系に関する研究 迫静男.下川悦郎.地頭薗隆.藤田晋輔.吉田茂二郎
屋久島関係 屋久島の概況 熊本営林局
屋久島関係 屋久島の原生林を訪ねて 柳文治郎
屋久島関係 屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の林分構造･動態解析 吉田 茂二郎
屋久島関係 屋久島の自然と植生 田川日出夫
屋久島関係 屋久島の自然保護に関する討論会（写真集 S49.6.15） やくしまのしぜんほご
屋久島関係 屋久島の植生調査報告（荒川流域を中心として） 正宗 厳敬,河合 功 熊本営林局
屋久島関係 屋久島の森林施業に関する研究（１.スギ人工林の生育立地解析） 今永正明.吉田茂二郎.湯之上修
屋久島関係 屋久島の森林施業に関する研究（Ⅱ.航空写真によるスギ人工林の林分構造評価） 今永正明.永田幸司
屋久島関係 屋久島の森林利用と自然保護、レクリｴ－ション 宮林茂幸
屋久島関係 屋久島のスギ天然生林分の林分構造について 吉田茂二郎.辻本克己（鹿大農）
屋久島関係 屋久島のスギ天然林（１）林床型と立地環境 小林繁男.加藤正樹.森貞和仁.高橋正道
屋久島関係 屋久島のスギ天然林（２）林分構造と更新過程 小林繁男.加藤正樹.森貞和仁.高橋正道
屋久島関係 屋久島の鳥類とその生態 小笠原   . 小林恒明
屋久島関係 屋久島の民具 上屋久町教育委員会 鹿大法学部 文化人類学研究室
屋久島関係 屋久島の野生鳥獣相及び屋久犬 白井邦彦
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅰ） 矢木久義.森田佳行.山家富美子.河室公康.久保哲茂
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅱ） 山家富美子
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅲ） 山家富美子.久保哲茂
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質・成因及び分布に関する研究（Ⅳ） 山家富美子.久保哲茂
屋久島関係 屋久島の林野土壌の性質、成因および分布に関する研究（Ⅴ） 三浦覚.八木久義.久保哲茂
屋久島関係 屋久島花之江河湿原周辺における森林の変遷について 竹岡政治.鳥居厚志
屋久島関係 屋久島東事業区森林調査簿施業基案（昭和６年第１次検訂） やくしまひがしじぎょうく
屋久島関係 屋久島東事業区収穫基案（昭和１８年度～２７年度） やくしまひがしじぎょうく
屋久島関係 屋久島フォーラム９４ｉｎ　ＴＯＫＹＯ　記念誌 やくしまふぉーらむ 開催実行委員会
屋久島関係 屋久島北事業区.基本図（３８～４０林班）（昭和６年度第１次改訂） やくしまほくじぎょうくきほんず
屋久島関係 屋久島北事業区収穫基案（自：昭和１８年度 至：２７年度） やくしまほくじぎょうくしゅうかく
屋久島関係 屋久島北事業区施業基案 やくしまほくじぎょうくせぎょう
屋久島関係 屋久島南事業区森林調査簿（昭和１６年度第二次検訂） やくしまみなみじぎょうく
屋久島関係 ヤクスギ天然更新について やくすぎてんねん 熊本営林局
屋久島関係 屋久杉の組織と材質に関する研究（１．屋久島と屋久杉の成立） 藤田晋輔
屋久島関係 やくすぎ銘木採材について やくすぎめいぼく
屋久島関係 屋久杉ランドにおける森林レクリｴ-ション（１）利用者の意向 馬場裕典.吉良今朝芳.松下幸司
屋久島関係 野生動物保護に必要な観光客に対する指導と道路管理 揚妻直樹
屋久島関係 ヤマモモの豊凶年によるサルの採食行動の変化 揚妻直樹 ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄ･ﾋﾙ
屋久島関係 わが町の郷土教育資料（上屋久町の歴史編） 上屋久町教育委員会
屋久島関係 上屋久　１９９３町勢要覧 鹿児島県上屋久町 渕上印刷
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町 屋久町役場総務課
屋久島関係 太忠岳登山ルート　自然解説書 屋久島パークボランティアの会
屋久島関係 屋久の耀 鹿児島県屋久町 渕上印刷（株）
屋久島関係 世界遺産の経済学　屋久島の環境価値とその評価 栗山浩一　北畠能房　大島康行 株式会社　ケイソウ　書房
屋久島関係 上屋久　１９９０町勢要覧 上屋久町企画観光課 渕上印刷
屋久島関係 上屋久　’８５町勢要覧 上屋久町企画観光課 渕上印刷
屋久島関係 上屋久　’８２町勢要覧 上屋久町企画観光課 三州写真製版（株）
屋久島関係 上屋久　’７９町勢要覧 上屋久町企画観光課 三州写真製版（株）
屋久島関係 上屋久　’７６町勢要覧 上屋久町企画課
屋久島関係 上屋久　’７３町勢要覧 上屋久町企画課
屋久島関係 上屋久　’７２町勢要覧 上屋久町企画課
屋久島関係 上屋久　’７１町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 上屋久　’７０町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 上屋久　’６９町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 上屋久　’６８町勢要覧 上屋久町企画課 岡本プロセス
屋久島関係 ニホンザルの自然社会　エコミュージアムとしての屋久島 山極寿一　高畑由起夫 　株式会社クイックス
屋久島関係 屋久島関係ハンドブック 熊本営林局
屋久島関係 森林開発と自然保護 藤村重任 財団法人　水利科学研究所
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屋久島関係 上屋久町町制４０周年記念誌　悠久の島 鹿児島県上屋久町 渕上印刷株式会社
屋久島関係 Yakushima Island Kagoshima University

二階 屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県
二階 屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県

事務室 屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県
屋久島関係 創立３５周年記念誌 屋久島林業開発公社
屋久島関係 屋久島の国有林 上屋久営林署　下屋久営林署
屋久島関係 YAKUSUGI MUSEUM THE PERMANENT EXHIBITION GUIDE MANUAL YAKUSUGI MUSEUM
屋久島関係 屋久杉　巨樹・著名木　改訂版 屋久杉自然館
屋久島関係 屋久杉　巨樹・著名木 屋久杉自然館
屋久島関係 屋久島環境文化村マスタープラン 鹿児島県

事務室 屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県
屋久島関係 屋久島（写真集） 三井純夫
屋久島関係 季刊　生命の島 日吉真夫 有限会社　生命の島

事務室 屋久島関係 世界自然遺産会議　記念誌 世界自然遺産会議実行委員会
屋久島関係 世界遺産屋久島 日下田紀三 　（株）八重岳書房
屋久島関係 屋久島の自然 日下田紀三 八重岳書房
屋久島関係 屋久島を歩く 吉川満 山と渓谷社
屋久島関係 カラーガイド　屋久島　海と山と屋久杉原生林 八重岳書房編集部 株式会社　八重岳書房
屋久島関係 屋久島の山岳　近代ｽﾎﾟｰﾂ登山６５年の歴史と現在 太田五雄 八重岳書房
屋久島関係 ８２　町勢要覧　かみやく 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 創立３５周年記念誌 社団法人　屋久島林業開発公社
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 上屋久町町制４０周年記念誌　悠久の島 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 菊陽町・屋久町姉妹都市盟約記念　杉の縁 菊陽町　屋久町
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 上屋久　１９９３町勢要覧 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 上屋久　１９９３町勢要覧 鹿児島県上屋久町
屋久島関係 屋久物語 鹿児島県屋久町
屋久島関係 上屋久　’８５勢要覧
屋久島関係 上屋久　１９９８上屋久町町勢要覧 上屋久町
屋久島関係 上屋久町環境読本 上屋久町
屋久島関係 図説屋久島 鹿児島県環境生活部環境保護課 屋久島環境文化財団
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 行啓誌　世界自然遺産会議 鹿児島県
屋久島関係 屋久島野鳥ガイド 財団法人　屋久島環境文化財団
屋久島関係 週刊日本遺産　No.3　屋久島 朝日新聞社
屋久島関係 屋久島の海辺生物ガイド 財団法人　屋久島環境文化財団
屋久島関係 広葉樹人工林の手引き
屋久島関係 目で見る種子島・屋久島の１００年 井元正流、　下野敏見 （株）郷土出版社
屋久島関係 鹿児島県風土記 芳　即正、　塚田公彦 （株）旺文社
屋久島関係 屋久島の民話第二集 下野敏見 未来社

事務室 屋久島関係 鹿児島のすぐれた自然 財団法人　鹿児島県公害防止協会
屋久島関係 のびゆく上屋久町 上屋久町教育委員会 社会科副読本編集委員会
屋久島関係 屋久島国有林施業案説明書ー鹿児島大林区署ー 鹿児島短期大学付属南日本文化研究所
屋久島関係 小さな地球屋久島 屋久杉自然館
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その他 １９９０年森林資源評価（熱帯林諸国編） １９９０ねん 社団法人国際食料農業協会
その他 ２１世紀の森林づくりを考える（森林の流域管理システムの確立をめざして） 林野庁 21世紀森林つくりシンポジュウム
その他 秋田杉への郷愁 長岐 喜代次 東北紙工K.K東京工場
その他 芦生演習林の一般入林者の利用状況 枚田邦宏.大畠誠一.山中典和.中島皇.柴田正善 京都大学農学部付属演習林集報第26号.別冊
その他 芦生演習林利用者の実態と意識について 枚田邦宏.大畠誠一.山中典和.中島皇 京都大学農学部付属演習林集報第23号.別冊
その他 安全点検の手引き 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 海より大きなクジラ（ある男の一生） 佐多 宗二 佐多宗二の出版を支える会
その他 エコ・エコノミ－と林業・木材産業（みどりのﾌﾞｯｸﾚｯﾄNO.3） 日本林業調査会編
その他 王子製紙社史 王子製紙株式会社 同　左
その他 飫肥杉 飫肥営林署
その他 回想の２０年 大隅素生協　安楽国男 大隅素材生産事業協同組合
その他 開庁４０周年（海上保安庁） 海上保安庁
その他 鹿児島県林業史 かごしまけん 鹿児島県林業史編纂協議会
その他 鹿児島の園芸百科 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 かごしまの洋ラン　（育て方．咲かせ方） 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 過疎と森林の生態学 菊池 利夫 （財）水利科学研究所
その他 金原明善 土屋 喬雄 （財）水利科学研究所
その他 河上丈太郎（十字架委員長の人と生涯） 河上前委員長記念出版委員会 日本社会党機関紙局
その他 實用和英林業用語集 和英林業国語委員会 ㈱湖山社
その他 木で築くあたたかな環境 木材需要拡大中央協議会
その他 記念誌（創立二十周年） 鹿児島県木材協同組合連合会
その他 木の１００不思議 日本林業技術協会
その他 木は泣いている 大石 駿四郎 ㈱清文社
その他 九州国有林の展望 きゅうしゅうこくゆうりん 熊本営林局
その他 九州地場産業の現状と課題（下巻） 九州電力㈱
その他 九州の国有林 熊本営林局
その他 九州の起業家 日本経済新聞社
その他 九州緑の道（九州国有林　林道１００選 熊本営林局 林野弘済会 熊本支部
その他 釧路湿原国立公園の観光利用について（標茶町を事例にして） 枚田邦宏 京都大学農学部付属演習林集報第28号.別冊
その他 経営管理のひとこま 遠藤 一巳 林業事情研究会
その他 健康のしおり外 けんこうの
その他 監物大樹木園「森の図書室」（図書名一覧表） 指導普及課
その他 現代森林考 筒井 迪夫 日本林業技術協会
その他 現代林業の検討 草下 正夫,松下 規矩,四手井 網英,渡辺 資仲 農林出版㈱
その他 現場作業における安全教育の手引き 林業労働災害防止協会
その他 公害と緑化 国土緑化推進委員会
その他 皇太子殿下　御成婚記念 伊地知信一郎 鹿児島毎日新聞社
その他 公文書の作成と取扱い 森田 正治 葵出版社
その他 国際花と緑の博覧会.公式記録写真集（ＥＸＰＯ９０） 財団法人国際花と緑の博覧会協会 財団法人国際花と緑の博覧会協会
その他 国産材加工流通の実態を探る（都城～人吉球磨地域） こくさんざい 財団法人農林水産奨励会
その他 国有林を活用した森林づくりのいろいろ（平成６年４月） 林野庁
その他 国有林野事業.重大災害事例集 スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 国有林野事業における安全管理（その実態のあり方） 辻 隆道,伊東 邦雄 宏林タイムス社
その他 国有林野事業における団体交渉ルール（第二刷） 山河 友次 林野弘済会
その他 国有林野事業　労務便覧（改訂版） 井上 恵弘 宏林タイムス社
その他 これからの国有林経営 熊井 一夫 日本国有林労働組合
その他 再考　日本の森林文化 市川健夫.斉藤功 日本放送出版協会
その他 桜をたのしむ さくら （財団法人）林業科学技術振興所
その他 雑木林の博物誌 足田輝一 ㈱新潮社
その他 仕事のやり方に関するノートメモのまとめ方について 熊本営林局
その他 写真集　銘木誕生 しゃしん 政　篠田銘木店
その他 主任の業務基準 熊本営林局
その他 職業病としての振動障害 斉藤 和雄 ㈱南江堂
その他 振動病の予防と治し方 的場 恒考 ㈱南江堂
その他 植物と民俗 倉田　悟 地球出版（株）
その他 振動障害（その概念をめぐって） 岡田 晃,井上 尚英 ㈱日本労働総合研究所
その他 振動障害（基礎･臨床の最近の動向） 岡田 晃,那須 吉郎,井上 尚英 ㈱日本労働総合研究所
その他 振動障害対策巡回指導員の手引 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 振動障害の基礎･臨床（検診から管理） 岡田 晃,那須 吉郎,井上 尚英 ㈱日本労働総合研究所
その他 森林風致とレクリェーション 岡崎 文彬 日本林業調査会
その他 森林エネルギーを考える 岸本 定吉 ㈱創文
その他 森林から都市を結ぶ 森林フォーラム実行委員会 ㈱日本経済評論社
その他 森林組合による間伐推進に関する研究（熊本県小国町森林組合を事例に） 枚田邦宏　 京都大学農学部演習林報告第65号.別冊
その他 森林作業法の最近の動向 北村 昌美 日本林業技術協会
その他 森林調査の資料について（英文） 甲山隆司
その他 森林への期待 姫田 忠義 全国林業改良普及協会
その他 森林利用学序説 上飯坂 実 地球出版株式会社
その他 森林を蘇らせた日本人 牧野和春 日本放送出版協会
その他 実用樹木要覧 中島道郎．林弥栄．草下雅夫 （株）朝倉書店
その他 住宅産業へのパイプ 今泉 勝吉.狩野 敏也.稲垣 吉彦.兼古 朝史 全国林業改良普及協会
その他 樹木と方言 倉田　悟 地球出版（株）
その他 巡幸餘芳 大金益次郎 新小説社
その他 政府苑の植物たち（ＥＸＰＯ９０） 財団法人国際花と緑の博覧会協会 財団法人国際花と緑の博覧会協会
その他 西暦２０００年の木材業界づくりへ 竹本 哲也 京都木材青年経営者協議会
その他 世界の貝　（自然の生みだした意匠） 千葉県立中央博物館
その他 瀬戸正徳の園芸全書（第１巻） 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 瀬戸正徳の園芸全書（第２巻） 瀬戸正徳 南日本新聞開発センタ－
その他 続　樹木と方言 倉田　悟 地球出版（株）
その他 太陽国体　　　（７２鹿児島） 太陽国体　　　（７２鹿児島） 南日本新聞社
その他 太陽国体.天皇.皇后両陛下行事啓（１９７２） 南日本新聞社 鹿児島県
その他 大都会に造られた森（明治神宮の森に学ぶ） 松井 光瑶,内田 方彬　,谷本 丈夫,北村 昌美 ㈱第１プランニングセンター
その他 地方林政の課題 紙野 伸二 日本林業技術協会
その他 土佐の森林（１９７８） 「土佐の森林」編集委員会 高知県 高知営林局
その他 同和対策事業関係資料（Ⅰ） 熊本営林局
その他 長崎県の野鳥 長崎県
その他 南西諸島（初版） （株）エヌ．シ－エス 日本楽器製造（株）
その他 日本国政府出展　政府苑（ＥＸＰＯ９０） 財団法人国際花と緑の博覧会協会 財団法人国際花と緑の博覧会協会
その他 日本主要樹木名方言集 倉田　悟 地球出版（株）
その他 日本樹木名方言集 農商務省山林局 大日本山林会
その他 日本都道府県別地図並郵便線路図 日本都道府県別地図並郵便線路図 （株）国際地学協会
その他 日本の林業･林産業 日本林業技術協会 日本木材備蓄機構
その他 日本の森林・林業 森林.林業を考える会 ㈱日本林業調査会
その他 日本の森林と林業 日本の森林と林業 森林をよくする会
その他 日本の森林分布 日本の森林分布 森林資源総合対策協議会
その他 入札.契約の手引き（公共工事の新入札方式導入に対応した）未定稿 農林水産大臣官房経理課
その他 人間工学から見た林業労働 辻 隆道 宏林タイムス社
その他 熱帯林業（第３２号） 熱帯林業編集委員会 （財）国際緑化推進センタ－
その他 熱帯林業（第３３号） 熱帯林業編集委員会 （財）国際緑化推進センタ－
その他 熱帯林の１００不思議 日本林業技術協会
その他 農山村振興小規模林業経営 黒田 迪夫 日本林業技術協会
その他 農林水産業はすてきな仕事⑤　木を育てる 原野 隆充 文研出版
その他 農林水産業はすてきな仕事⑥　国土を守る森づくり 原野 隆充 文研出版
その他 春まき草花の育てかた はるまき
その他 百の木づかい 木材利用研究会 ㈱地球社
その他 盆栽百科　　（上手な育て方） 瀬戸正徳 瀬戸正徳
その他 松が枯れてゆく（この異常事態への提言） 松枯れ問題研究会 ㈱第一ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
その他 緑回復の処方箋 宮脇昭　　　　　　　　　　 朝日新聞社
その他 緑の再生 熊井 一夫 日本国有林労働組合
その他 銘木大観 北尾春道 （株）城南書院
その他 銘木要覧 井原国雄 （株）日刊林業新聞社
その他 木材利用は地球環境を救う 財団法人 全国木材組合連合会
その他 木工品･木のクラフト 全林協編 全国林業改良普及協会
その他 森から来た魚 相神 達夫 北海道新聞社
その他 森と木の質問箱（小学生のための森林教室） 林野庁 日本林業技術協会
その他 森と人間の物語 小澤普照 ＫＫベストセラ－ズ
その他 森の生活ドラマ １００（第１刷） 木村尚三郎.筒井迪夫 社団法人日本林業協会
その他 森の動物の１００不思議 もりのどうぶつ （社団法人）日本林業技術協会
その他 森は呼んでいる ２１世紀森林研究会 創造書房
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その他 森よよみがえれ（足尾銅山の教訓と緑化作戦） 秋山 智英 ㈱第１プランニングセンター
その他 林業政策論ノート 手束 羔一 日本林業調査会
その他 林業における新ＫＹＴ 林材業労働災害防止協会
その他 林業労働安全管理と人間工学 辻 隆道 宏林タイムス社
その他 林業問題あれこれ 松下 規矩 農林出版株式会社
その他 林業薬剤ハンドブック 林業薬剤協会
その他 林業労働における安全点検の手引き（後編） 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 林業労働安全管理と人間工学 辻 隆道 宏林タイムス社
その他 林業労働における安全点検の手引き（国有林野事業関係） 林野庁 林業労働災害防止協会
その他 林材時評（第六集） 淡谷 忠一 日刊 林業新聞社
その他 林材時評（第八集） 淡谷 忠一 日刊 林業新聞社
その他 林土連二十年の歩み 及川 政一 社団法人 日本林業土木連合協会
その他 林木の材質 加納　孟 日本林業技術協会
その他 わかりやすいｋｊ法の手びき（新しい山づくりのために） 林業講習所 スリーエム研究会
その他 我が国森林･林業の長期ビジョン 森林計画研究会 ㈱地球社
その他 私たちの森林 日本林業技術協会
その他 わたしの地域おこし 平松守彦 日本放送出版協会
その他 保護具等の使用状況 熊本営林局
その他 中村月香作品集 中村公耀 文化堂印刷株式会社
その他 林業労働災害事例集 林材業労災防止協会 日本印刷株式会社
その他 林業労働災害事例集 林材業労働防止協会 日本印刷株式会社
その他 役職員名簿 財団法人　林野弘済会
その他 九州育種基本区　スギ推奨品種特性表　平成１０年度 林野庁　林木育種センター 常磐総合印刷株式会社
その他 平成１１年度　森林・林業関係諸施策の概要 林野庁　森林総合利用対策室
その他 平成１１年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
その他 平成１２年度　森林・林業振興施策の概要 鹿児島県林務水産部
その他 平成１３年度　森林・林業振興施策の概要
その他 樹木医学
その他 森林ハンドブック　｀９３ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９４ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９５ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９５ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９４ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 森林ハンドブック　｀９７ 社団法人　日本林業協会 株式会社　創新社
その他 蜂刺されの予防と治療 国有林野事業安全管理研究会 松尾印刷株式会社
その他 随想　森林　No.38 財団法人　土井林学振興会 　（株）エコーメイト・アソシエイト
その他 世界遺産　ＵＮＥＳＣＯ年報２０００ 社団法人　日本ユネスコ協会連盟 　株式会社東京印書館
その他 小杉谷事業書の歴史 屋久島森林管理署
その他 農林水産業は　すてきな仕事⑥　国土を守る森づくり 文研出版 図書印刷株式会社
その他 国有林野所在マップ 林野庁 株式会社　ニッポン　パブリシティー
その他 林業事業体ハンドブック　全面改訂版 スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 林業事業体ハンドブック　新版 スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 造林事業安全ハンドブック 九州森林管理局
その他 国有林野事業　林業事業体ハンドブック スリーエム研究会 スリーエム研究会
その他 アイじゃぱん４６　九州 ＪＴＢ ＪＴＢ
その他 ザ・森林塾 森林塾同人会 森林塾
その他 TREE DOCTOR No.5 日本樹木医会
その他 木の国　日本の世界遺産 大蔵省印刷局
その他 CHINA'S WORLD HERITAGE UNESCO World Heritage Center
その他 The World Heritage Newsletter World Heritage Center
その他 The World Heritage Newsletter World Heritage Center
その他 The World Heritage Newsletter World Heritage Center
その他 PROPERTIES INCLUDED IN THE WORLD HERITAGE LIST UNESCO
その他 PROPERTIES INCLUDED IN THE WORLD HERITAGE LIST UNESCO
その他 The International CANAL MONUMENTS 1996 ICOMOS
その他 国有林活用参考事例集 国有林利活用推進センター 林野庁

二階 その他 生きた植物図鑑 高知営林局
その他 随想  森林　№３５ 財団法人　土井林学振興会
その他 １８０万人の家計簿　鹿児島県の生活設計マガジン 鹿児島県総務部税務課 鹿児島県
その他 ２０００年度　発展途上国の森林・林業 財団法人　海外林業コンサルタンツ協会
その他 肩こり・腰痛 木下繁太郎 健友館
その他 私たちの森林 日本林業技術協会 都市文化社
その他 ９９　全国共済施設総覧　改訂版 共済法規出版部 株式会社　カズサ　共済法規出版部
その他 蜂刺されの予防と治療 林野庁管理部厚生課 林業・木材製造業労働災害防止協会
その他 森林・林業　視察ガイドブック 社団法人　全国林業改良普及協会
その他 ４　木を調べる 学研
その他 農林水産業はすてきな仕事⑤　木を育てる 文研出版
その他 森と木の質問箱　小学生のための森林教室 日本林業技術協会
その他 暖帯林　平成７年号　４４２号 熊本営林局
その他 水源の森百選 林野庁 社団法人　国土緑化推進機構
その他 森林とみんなの暮らし 林野庁 社団法人　日本林業技術協会
その他 森林とみんなの暮らし 林野庁 社団法人　日本林業技術協会
その他 フォレストスケープ　森林景観のデザインと演出 真柴孝司 社団法人　全国林業改良普及協会
その他 実践・広報紙づくり　魅力ある編集のすべて 社団法人　日本広報協会
その他 長野県林業大学校　創立２０周年記念誌 長野県林業大学校創立２０周年記念事業実行委員会長野県林業大学校同窓会
その他 九州道路地図 南日本新聞社
その他 ふるさと鹿児島万能地図 株式会社昭文社
その他 日本地図帳 青柳栄次 昭文社
その他 日本語大辞典 野間　佐和子　 講談社
その他 プロシード　英和辞典 福武書店
その他 プログレッシブ和英中辞典 樋口信也 小学館
その他 広辞苑　第四版 安江良介 岩波書店
その他 熊毛地域の概況　平成９年度 鹿児島県熊毛支庁
その他 熊毛地域の概況　平成８年度 鹿児島県熊毛支庁
その他 熊毛地域の概況　平成１１年度 鹿児島県熊毛支庁
その他 森林ハンドブック　２０００ 社団法人　日本林業協会
その他 熊本営林局のポイント 企画調整室編
その他 歳入歳出国庫純計表の作成要領
その他 官公需に関する証明基準と中央会事業
その他 官公需施策と適格組合
その他 小切手の基礎と実務 熊本営林局　経理課
その他 山の情報誌　岳人 東京新聞出版局
その他 服部夕紀のイラスト１２ヶ月１５００カット 服部夕紀 誠文堂新光社
その他 最新イラスト全集 宙出版
その他 Windows　上に異常ありません 技術評論社
その他 MS-DOS　用語辞典 藤田英時 株式会社ナツメ社
その他 やさしいMS-DOSの基礎知識 ＦＩＥＬＤＮＵＴ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 株式会社新星出版社
その他 MS-DOS パーフェクトマスター 浅賀幸一・名取龍彦・中川秀 秀和システムトレーディング株式会社
その他 コピーして使える　たのしいイラスト・カット 池田書店
その他 生物学名命名法辞典 平嶋義宏 平凡社
その他 エコハビタ　ECOHABITAT　環境創造の都市 吉村元男 株式会社　学芸出版社
その他 TREE DOCTOR   松をまもる 日本樹木医会
その他 NATIONAL PARK SERVICE : THE STORY BEHIND THE SCENERY

その他 The World Heritage　ユネスコ世界遺産１９９５　４６９の記憶 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 ユネスコ世界遺産１９９６　The World Heritage 財団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 Nature Conservation in Japan Nature Conservation Bureau The Environment Agency
その他 自然への招待 財団法人　国立公園協会
その他 学校Ⅳ
その他 国有林野における森林の取扱い 林野庁
その他 国有林野における森林の取扱い 林野庁
その他 みどりになるまで 水田久美子
その他 みどりになるまで 水田久美子
その他 森林ガイドブック　森にふれ森に学ぶ 北海道森林管理局
その他 総合的学習　調べよう身近な自然　４木を調べる 学研
その他 Harmony with the Earth 地球が生命を伝え続けるために Amway Nature Center
その他 ユネスコ世界遺産 日本ユネスコ協会連盟
その他 写真パネル等の貸し出しに関する文書 保全センター
その他 センターご利用のしおり 労働福祉事業団　鹿児島産業保健推進センター
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保 管 場
所 分 類 １ 書 名 著 者 出 版 社

その他 みどりになるまで 水田久美子 （社）全国林業改良普及協会
その他 雲仙・普賢岳　緑への復元（１０年の軌跡） 九州森林管理局・長崎県
その他 平成１１年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
その他 平成１１年度　国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況 農林水産省
その他 ある山官の修行録 平尾　利夫 株式会社林土連研究社
その他 ２１世紀新かごしま総合計画（平成１３年度～平成２２年度） 鹿児島県
その他 ２１世紀新かごしま総合計画　第１期実施計画（平成１３年度～平成１５年度） 鹿児島県
その他 平成１３年度において講じようとする林業施策 林野庁
その他 森林・林業・木材産業そこが知りたい 林野庁・（社）全国林業改良普及協会
その他 鹿児島県総合観光ガイドブック2001「鹿児島旅百科」 （社）鹿児島観光連盟
その他 平成12年度鹿児島県こどもエコクラブ活動事例集 鹿児島県環境生活部環境生活課
その他 平成12年度事業のあゆみ鹿児島県屋久島環境文化研修センター （財）屋久島環境文化財団
その他 森林科学用語集 財団法人　林学会
その他 平成13年　事業のあゆみ　鹿児島県屋久島環境文化研修センター 鹿児島県屋久島環境研修センター
その他 日本の世界自然遺産　白神山地　屋久島 環境省
その他 公開シンポジウム　屋久島にゼロエミッション社会を創る
その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第２回全体会議及び第２回意見交換会

その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第３回全体会議及び第３回意見交換会

その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第１回全体会議及び第１回意見交換会

その他 「循環型社会システムの屋久島モデルの構築」プロジェクト　第１回全体会議及び第１回意見交換会 鹿児島県林務水産部
その他 「屋久島における地域循環型社会の構築」
その他 The World Heritage ユネスコ世界遺産1995　469の記憶 社団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 昭和26～48年　屋久島河川図（２級河川・準用河川） 熊本営林局
その他 欧米林業視察と観光 植杉　哲夫 日刊　林業新聞社
その他 ウッディライフを楽しむ１０１のヒント 社団法人　日本林業技術協会
その他 新・鹿児島の海釣り 南日本新聞社
その他 世界遺産UNESCO　２００２ 社団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 世界遺産UNESCO　２００４ 社団法人　日本ユネスコ協会連盟
その他 たくさんのふしぎ 越智　典子 （株）福音館書店
その他 森は呼んでいる 二十一世紀森林研究会 創造書房
その他 不思議なレストラン 松浦　幸子 （株）教育史料出版社
その他 森林ハンドブック’０４ 社団法人　日本林業協会 （株）創新社
その他 井上吉夫さんを偲ぶ 井上吉夫さんを偲ぶ追悼記念誌発行編集人代表
その他 野生鳥獣 池田真次朗 林業教育研究会
その他 蜂に注意 林材業労災防止協会
その他 絶滅のおそれのある野生動植物種の国内取引管理 環境庁野生生物保護行政研究会 中央法規出版（株）
その他 森林ハンドブック’９１ 社団法人　日本林業協会 （株）創新社
その他 森林ハンドブック’９９ 社団法人　日本林業協会 （株）創新社
その他 屋久島国有林施業案説明書
その他 「夏、屋久島で」 一部学術系立命館大学探検部
その他 環境保全用語辞典 （株）林業土木コンサルタンツ
その他 熊毛地域の概況　平成２年
その他 熊毛地域の概況　平成３年
その他 熊毛地域の概況　平成７年
その他 熊毛地域の概況　平成１０年
その他 熊毛地域の概況　平成１２年
その他 熊毛地域の概況　平成１３年
その他 最新森林航測テキストブック 渡辺宏 （株）日本林業技術協会
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２ 保全センター保有資料

番号 資 料 名 指 導 者（機関）名 等

１ モニタリング調査（入り込み調査）データ 鹿児島大学森林政策学研究室

枚田邦宏教授

２ 生態系モニタリングプロットデータ 林野庁森林総合研究所

３ 雨量データ 保全センター観測

４ 水質調査データ 林野庁森林総合研究所九州支所

５ 写真パネル（モノクロ４０枚，カラー１１枚） 熊本営林局，西日本新聞社寄贈

（昔の伐倒・集運材風景，小杉谷集落風景，著名木等）

６ フォト写真（カラー：木製額縁４０枚，アルミ額縁５０枚） 保全センター撮影

（著名木，代表的な植物，山岳部の風景等）

７ 図書（詳細は図書一覧表及び報告書リストのとおり）

８ ビデオ、ＤＶＤ等 （詳細は一覧のとおり）
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ビデオ一覧

タイトル
1 ６月１３日　TKUテレビ熊本　スーパーニュース　６時５５分～1分間　白谷雲水峡

2
9月18日（土）　ウイークエンドジャーニー（CX＆KTS）鹿児島県屋久島
「雨が織り成す　屋久島の絶景とは？」

3
NHKビデオ　本物の自然をあなたに伝える日下田紀三の映像メッセージ　自然の宝庫・
屋久島（47分）

4 The Forest Giants～森の巨人の物語～　第２１回放送「紀元杉」
5 The Forest Giants～森の巨人の物語～　第２２回放送「弥生杉」
6 The Forest Giants～森の巨人の物語～　第２３回放送「縄文杉」
7 生まれ変わる雲仙・普賢岳～自然との共生・長崎森林管理署の治山事業～（17分）
8 シャクナゲ彩る　太古の森
9 森林へようこそ　九州の国有林（25分） 2本
10 ズームイン！！SUPER　屋久島の自然
11 世界遺産白神山地（30分）
12 世界遺産屋久島（31分） 4本
13 世界自然遺産会議テレビ放送 2本
14 地球の緑を守り育てる～林木育種センターの新たな展望～（和英各24分）

15
痛快！エブリデイ　わがまま気ままブラリ旅～鹿児島・屋久島～　2002年10月1日（火）
OA　　　　　　　未成由美　おかけんたゆうた　〈ツアーコンダクター〉桂小枝　中継：兵庫県

16 夢のある林業をめざして
17 夏休みSP　めんたいワイド　平成13年7月23日・27日OA「屋久島の旅」
18 ハイビジョン特集　世界自然遺産を行く　屋久島～四季・生命の輝き～

19
晴れたらイイねッ！　＃３８３　野口健と行く屋久島　三つの国の物語　後編
２００２年４月13日放送　フジテレビ

20
晴れたらイイねッ！　＃３８４　野口健と行く屋久島　三つの国の物語　前編
２００２年４月６日放送　フジテレビ

21 平成１６年度　高田久夫氏の最近の記録　撮影・太田五雄氏
22 無名・屋久杉ビデオ・マザー　平成12年4月
23 無名杉紹介ビデオ
24 無名杉紹介ビデオ（音無）
25 無名杉ビデオ（画像のみ）

26
森の小さな鉄道に乗って　原始の森の奥深く～屋久島・安房森林鉄道～
（平成14年9月23日NHKｰHD)

27 屋久島（教材編）第1回目編集・COPY
28 屋久島マナービデオ～みんなで守ろう　世界遺産の屋久島～
29 生命に満ちた島～屋久島の森を探る～（20分） 2本
30 「世界遺産」屋久島Ⅰ　縄文杉の島屋久島　亜熱帯の洋上アルプス
31 「世界遺産」屋久島Ⅱ・巨大樹の森の一年
32 「まもろう　地球のたからもの」
33 BSデジタル放送開局記念特別放送　おはよう日本・週間ニュース（白谷）
34 CONVICTION OF THE HEART.
35 KKBスーパーJチャンネル　縄文杉の樹勢回復に向けて
36 NHK教育テレビ・インターネットスクール・たったひとつの地球「自然に会う旅」
37 明日を拓く木材　サンドライ
38 雨と巨木の島　屋久島（11分）
39 九州の国有林・おもしろ森林教室（上屋久）
40 木を使って健康的な生活を！
41 県民体育大会　熊毛地区大会　相撲　昭和63年7月16日
42 国有林への招待　屋久島の森林（13分）
43 紺野美沙子の科学館＃７２９～＃７３２「屋久島・種子島サイエンス紀行」
44 縄文杉　樹勢回復事業・ふるさと森林教室（KTSニュース　18時25分～）
45 植樹祭（ホット情報かごしま）
46 森林、そして林業に親しむ
47 森林教室シリーズ（１）　緑は友だち・国有林
48 森林教室シリーズ（２）　森林の姿と働き
49 森林教室シリーズ（３）　森を育てる
50 森林教室シリーズ（４）　森からのおくりもの
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タイトル
51 世界遺産＃１３６　屋久島Ⅰ（日本）
52 世界遺産＃１３７　屋久島Ⅱ（日本）
53 テレビ東京　人間劇場　きばらんか！飛び魚漁夫婦は18歳
54 富山みどり白書スペシャル　1999年～森をつくる森と生きる～　平成11年1月3日OA
55 ニシガキ　枝打ちクラブ（使い方説明い）
56 平成4年10月29日　NHKの屋久島報道
57 平成6年度　熊本営林局　業務研究発表会「無災害5年を達成して」
58 平成7年6月7日　宮浦岳登山
59 緑、萌ゆ～雲仙、普賢岳航空実播の記録～
60 緑のオーナー制度は果たして儲かるのか（報道特集）
61 南の秘境　屋久島（13分）
62 名水百選１０　心まで潤す水の旅
63 銘木　欅・松
64 銘木　四季の麿丸太
65 銘木　銘木と工芸
66 銘木ー杉天井板ー　特別協力取材　伊勢の神宮
67 屋久島からのメッセージ
68 屋久島からのメッセージ　（英語版）
69 屋久島からのメッセージ　（中国語版）
70 屋久島冬物語
71 屋久杉（30分）
72 NIKON　３５Ti　QD　Video　Promotion
73 シートベルトは確実に身を守る命綱だ！ 2本
74 東洋工学専門学校建築エコロジー科案内

８mmビデオ一覧

タイトル
1 名付け親募集ビデオ（原本）
2 雨量計設置
3 植樹祭・屋久島上空
4 照葉樹林帯（西部林道）プロット箇所
5 プロット調査撮影
6 観光地撮影
7 縄文杉デッキ撮影　平成8年3月4日 2本
8 山神祭　屋久杉コブ
9 山神祭　（神事外）　平成7年
10 我が署の紹介（宮崎営林署）
11 北桑田高校　黒味岳登山 2本
12 局長訓示
13 短時間KY活動を導入しよう！ヨシ！！　昭和63年1月
14 新危険予知訓練　その生かし方　№16-2 2本
15 屋久島紹介

16
・我が班の安全作業の取り組み（函館営林支局）　・KYTで労働災害を無くそう（秋田営林
局）　・斧による枝払い作業の安全（高知営林局）

17 伐木造材作業
18 平成11年3月23日撮影（山本）　白谷林道20支線終点～（樹勢回復）縄文杉
19 HEAD　CLEANER　ビデオヘッドクリーナー　８mm
20 撮り方ビデオ

-32-



DVD一覧

タイトル
1 世界遺産　DVD コレクション　特別号日本編　（姫路城・白川郷・五箇山の合掌造り集落・屋久島）
2 旅サラダ　＃６９９　2006年10月14日放送　ゲスト前田知洋
3 日本の名峰～発表　おすすめの山５０～　NHK　BSHi　2006年7月放送（120分）
4 めざましテレビ　屋久島からありがとうSP　平成18年4月24日OA　KTS鹿児島テレビ
5 森林浴サラウンド　　　　　～映像遺産～　　　　

カセットテープ一覧

タイトル
1 新ラジオ番組　屋久島参り　ラジオ日本 2本

昭和49年4月12日
昭和49年3月30日
昭和48年12月8日
NHK　11月11日　最古のヤクスギ
昭和48年10月4日　九大　青木先生講演
12月2日

5 屋久島からの報告　4月15日　／　昭和49年11月27日
6 作業課長　昭和53年9月20日

2

3

4
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3 学術調査等の入林状況 （平成１8年４月～平成１9年３月）

　入　　　　林　　　　目　　　　的　 入林代表者 　入　林　箇　所 所 属 備 考

ニホンザルの発声を地域間で比較する
ための調査

菅谷　和沙 １～４ 神戸大学大学院　人間文化
化学研究科

コウモリ調査 DAVID
ANTHONY
HILL

1～
4,204,205,224,225,238,23
9,240,275

UNIVERSITY of SUSSEX（イ
ギリス）

学術研究：ヤクシカが森林植生に与える
影響を明らかにする

揚妻　直樹 1～4,9～15,49～58,69～
71,75

北海道大学北方生物圏ﾌｨｰ
ﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ

学術研究：鳥類のかすみ網を用いての
捕獲（採血後、放鳥）

高柳　敦 種子島内一円 京都大学農学部森林科学科
森林生物学研究室

学術研究：鳥類のかすみ網を用いての
捕獲（採血後、放鳥）

高柳　敦 屋久島内一円 京都大学農学部森林科学科
森林生物学研究室

ニホンジカの調査のため 永井　真紀子 大川林道付近・終点～
鹿之沢小屋～永田岳～
宮之浦岳

横浜国立大学環境コース生
態学研究室（小池研）

サルの採食行動の調査のため 寺川　眞理 ２ 広島大学国際協力研究科

ヤクシマザルの行動調査 鈴木　真理子 １～４ 京都大学霊長類研究所

西部林道周辺のヤクシマザル及びヤク
シカの頭数調査

杉浦　秀樹 １～４ 京都大学霊長類研究所

野生ニホンザルの生態調査 早川　祥子 ２～４ 京都大学霊長類研究所

樹木毎木調査、ヤクシカ密度調査、食痕
調査

幸田　良介 2～10，49，50，54，55，
204，205，251，252

京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ

ニホンザルの調査 半谷　吾郎 ６～１０，１２ 京都大学霊長類研究所

西部林道周辺のニホンザルの行動調査 中川　尚史 １～４ 京都大学大学院理学研究科
生物科学専攻

ヤクシマザルの行動生態学的調査 ﾊﾌﾏﾝ ﾏｲｹﾙ・ﾍ
ﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｱﾚｷｻ
ﾝﾄﾞﾗﾀﾞﾆｰ

１～４ 京都大学霊長類研究所

西部林道周辺のヤクシマザルの行動調
査

張　　鵬 １～４ 京都大学霊長類研究所

ニホンザル未成熟個体の採食生態に関
する研究

山極　寿一 １～３ 京都大学大学院理学研究科

ヤクシマザルの行動生態学的予備調査 ハフマン・マイ
ケル

１～４ 京都大学霊長類研究所

ヤクシカの生息状況調査（糞粒調査） 多紀　保彦 12,13～20,78,79,80,81,84
～88,101～102,212～
215

（財）自然環境研究センター

　入　　　　林　　　　目　　　　的　 入林代表者 　入　林　箇　所 所 属 備 考

屋久島における植物の特殊化について、
その形態上の特徴と、その遺伝的背景
の解析を行うため

塚谷　裕一 57,65,87～
90,101,103,104

東京大学大学院理学系研究
科

ﾂﾊﾞｷｼｷﾞｿﾞｳﾑｼによるヤブツバキ種子食
害の島内変異の解析

矢原　徹一 1～40,43～46,49～65,68
～72,74～92,95,96,98～
112

九州大学理学研究院生物科
学研究院生物科学部門

防鹿柵の維持・管理と柵内外の植生調
査のため

多紀　保彦 ７４～７８，８０ （財）自然環境研究センター

植物種の分布調査及びﾔｸｼｶによる植物
の食害状況調査

矢原　徹一 2～258 九州大学理学研究院生物科
学研究院生物科学部門

ヤクタネゴヨウ調査 手塚　賢至 島内一円 ヤクタネゴヨウ調査隊

屋久島の天然林の純一次生産量推定 相場　慎一郎 2,4,9,14,34,35,76,81,204,
258

鹿児島大学理学部

屋久島及び種子島の森林生態系におけ
る固有樹種と遺伝子多様性の保全に関
する研究

吉丸　博志 2-5,10-11,13-14,16-
17,19,22,47-49,53,55-
60,62-63,66,80-83外

（独）森林総合研究所

屋久島及び種子島の森林生態系におけ
る固有樹種と遺伝子多様性の保全に関
する研究

吉丸　博志 1105-1109,1111,1114-
1115,1117

（独）森林総合研究所

サルの採食樹利用の調査のため 西川　真理 2 京都大学大学院理学研究科

(１)　動　物　関　係

(２)　植　物　関　係
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　入　　　　林　　　　目　　　　的　 入林代表者 　入　林　箇　所 所 属 備 考

植物の種の分布調査 田金　秀一郎 2-9,10-15,40,49-
51,54,56-
57,65,53,59,60,202-
205,102,214

九州大学農学部　園芸学研
究室

ﾔｸｼｶによる植物への食痕状況調査 多紀　保彦 89,90,95,96,99-
101,103,250,251,252

（財）自然環境研究センター

照葉樹林の実生稚樹の形態生長調査 甲山　隆司 １１，１４，３９，４０，４３，
４４，４６，４７

北海道大学大学院地球環境
科学研究院

屋久島における蘚苔類の多様性とその
分布を明らかにする

出口　博則 愛子岳、楠川、大株、石
塚、尾之間、湯泊、栗
生、花山、永田歩道

広島大学大学院理学研究科
生物科学専攻

ヤクシカによる植物への食痕状況調査 多紀　保彦 ４９，５０，５２～５４ （財）自然環境研究センター

アコウの結実状況およびヤクシマザルに
よる果実採食の観察

鶴　助治 ２～４ 森林総合研究所九州支所森
林生態系グループ外

菌類調査 辻野　亮 1-4,69,70,249-
252,257,269,270,272

総合地球環境学研究所

センダンおよびクスノキから成長錘に
よって年輪コアを採取

鶴　助治 ２，３，４ 森林総合研究所九州支所森
林生態系グループ

ヤクスギ天然林の群集動態の解析（年
輪ｺｱｻﾝﾌﾟﾙ採取）

吉田　茂二郎 ８０，８６ 九州大学農学部　森林計画
学研究室

植物の共生菌を明らかにし、生物多様性
保全の指針とするため

遊川　和久 54 国立科学博物館筑波実験植
物園

シカが植生に与える影響の調査 相場　慎一郎 8 鹿児島大学理学部

照葉樹林の実生稚樹の形態生長調査 甲山　隆司 １１，１４，３９，４０，４３，
４４，４６，４７

北海道大学大学院地球環境
科学研究院

黒味岳山頂部のヤクシマリンドウ生育調
査

荒田　洋一 ２２（黒味岳山頂部） 屋久島まるごと保全協会

照葉樹林永久プロット毎木調査 新山　馨 ２い （独）森林総合研究所

ヤクスギ育成天然林内固定試験地測定
のため

寺岡　行雄 １０１ぬ１ 鹿児島大学農学部

屋久島産微少菌類の分類学研究のため 田中　和明 一湊川、宮之浦川、安房
川、千尋滝、湯川から周
辺１ｋｍ

弘前大学農学生命科学部

　入　　　　林　　　　目　　　　的　 入林代表者 　入　林　箇　所 所 属 備 考

東京大学理学部生態学野外実習のため 舘野　正樹 ３，４ 東京大学大学院理学系研究
科

修士論文のための予備調査 幸田　良介 ２，３，５２，～５４，５６，
５７，２０４，２７０

京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ

酸性雨モニタリング（土壌・植生）調査
環境省が鹿児島県に委託

小川　晃範 ３，９ 鹿児島県農業開発総合セン
ター

第８回フィールドワーク講座野外実習の
ため

矢野　勝巳 １～４ 京都大学大学院理学研究科
生物科学専攻

第８回フィールドワーク講座野外実習の
ため

矢野　勝巳 １～４、７４～８０，１０８，
１０９，２１１～２１７

京都大学大学院理学研究科
動物学教室

ヤクシマザルの寄生虫に対する自己治
療行動の研究

クリスト
ファー.J.ダグ

１～４ アメリカ合衆国　ジョージア
大学

屋久島の世界遺産地域における生態系
の動態把握と保全管理手法

田畑　貞寿 屋久島全島 東京大学大学院新領域創成
科学研究科

屋久島の世界遺産地域における生態系
の動態把握と保全管理手法

田畑　貞寿 屋久島全島 屋久島野生植物研究所

屋久島の世界遺産地域における生態系
の動態把握と保全管理手法

田畑　貞寿 屋久島全島 北海道大学北方生活圏
フィールド科学センター

屋久島の世界遺産地域における生態系
の動態把握と保全管理手法

田畑　貞寿 屋久島全島 駒澤大学文学部地理学科

屋久島の世界遺産地域における生態系
の動態把握と保全管理手法

田畑　貞寿 屋久島全島 鹿児島大学農学部生物環境
学科

野外調査実習 足立　一馬 １～４ 大分県立大分舞鶴高等学校

土壌採取 大貫　靖浩 86 森林総合研究所九州支所

(３)　そ　の　他
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４ 報告書リスト
№ 報 告 書 名 報告者氏名（機関）

1 屋久島の林木群集構造と基質表層の安定性 甲山隆司

（照葉樹林域における基質表層の回転と森林の更新動態 昭和６３年～

平成２年度科学研究費補助金（一般研究Ｂ）研究成果報告書：63-74

(1991.3)）

2 東南アジアの多雨林の構造特性と再生動態 甲山隆司

（日本を含む東アジアおよび太平洋地域における熱帯並びに亜熱帯現存

植生の成立要因の地域間比較に関する予備的研究 昭和63年度鹿児島

大学教育研究学内特別経費成果報告書 中野和敬編：30-38 (1990)）

3 照葉樹林と硬葉樹林 甲山隆司

（週刊朝日百科・「植物の世界」 59：13…140-13…143）

4 Ｓignificance of architecture and allometry in saplings 甲山隆司

（Ｆunctional Ｅcology 1987：399-404）
5 Ａ Ｆunction Ｄescribing Ａll-Ｓized Ｔrunk Ｄiameter 甲山隆司

Ｄistribution in Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorests

（Ｂot.Ｍag.Ｔokyo 101：207-212 (1988)）
6 Ｓimulation of the Ｓtructural Ｄevelopment of Ｗarm-Ｔemperate 甲山隆司

Ｒain Ｆorest Ｓtands

（Ａnnals of Ｂotany 63：625-634 (1989)）
7 Ｓimulation Ｓtationary Ｓize Ｄistribution of Ｔrees in Ｒain 甲山隆司

Ｆorests （Ａnnals of Ｂotany 68：173-180 (1991)）
8 Ｔree Ｓize Ｓtructure of Ｓtands and Ｅach Ｓpecies in Ｐrimary 甲山隆司

Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorests of Ｓouthern Ｊapan

（Ｂot.Ｍag.Ｔokyo 99：267-279 (1986)）
9 Ｄensity-size Ｄynamics of Ｔrees Ｓimulated by a Ｏne-sided 甲山隆司

Ｃompetition Ｍulti-species Ｍodel of Ｒain Ｆorest Ｓtands

（Ａnnals of Ｂotany 70：451-460 (1992)）
10 Ｓize-Ｓtructured tree populations in gap-dynamic forest － the 甲山隆司

forest architecture hypothesis for the stable coexistence of

species （Ｊournal of Ｅcology 1993 81：131-143）
11 Ｓtand Ｄynamics in a Ｐrimary Ｗarm-Ｔemperate Ｒain Ｆorest 甲山隆司

Ａnalyzed by the Ｄiffusion Ｅguation

（Ｂot.Ｍag.Ｔokyo 100：305-317 (1987)）
12 Ｓize-structured multi-species model of rain forest trees 甲山隆司

（Ｆunctional Ｅcology 1992 6：206-212）
13 Ｆreguency Ｄistribution of Ｔree Ｇrowth Ｒate in Ｎatural 甲山隆司，Ｔ．Ｈara

Ｆorest Ｓtands （Ａnnals of Ｂotany 64：47-57 (1989)）
14 Ｄynamics of Ｐrimary and Ｓecondary Ｗarm-temperate Ｒain 甲山隆司，相場慎一郎

Ｆorests in Ｙakushima Ｉsland

（ＴＲＯＰＩＣＳ Ｖol.6(4)：383-392 (1997)）

15 Ｂelow-and above-ground allometries of shade-tolerant seedlings 甲山隆司，

in a Ｊapanese warm-temperate rain forest Ｐ．Ｊ．ＧＲＵＢＢ

（Ｆunctional Ｅcology 1994 8：229-236）
16 Ｔree species stratification in relation to allometry and 相場慎一郎，甲山隆司

demography in a warm-temperate rain forest

（Ｊournal of Ｅcology 1996 84：207-218）
17 Ｔhe effects of a typhoon onＪapanese warm temperate rainforests Ｐ．Ｊ．ＢELLINGHAM，

（Ｅcological Ｒesearch 1996 11：229-247） 甲山隆司，相場慎一郎

18 熱帯山地の生態学 大沢雅彦

（生態環境研究 (ECO-HABITAT), 2(1)：77-79 (1995)）

19 湿潤アジアの垂直分布帯と山地植生テンプレート 大沢雅彦

（現代生態学とその周辺．沼田眞編．東海大学出版会．(1995)）

20 Ｌatitudinal comparison of altitudinal changes in forest 大沢雅彦

structure,leaf-type,and species richness in humid monsoon Ａsia

（Ｖegetatio 121：3-10 (1995)）
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№ 報 告 書 名 報告者氏名（機関）

21 Ｐatterning of Ｓubtropical/Ｗarm-temperate Ｅvergreen 大沢雅彦，新田郁子

Ｂroad-leaved Ｆorests in Ｅast Ａsian Ｍountains with Ｓpecial

Ｒeference to Ｓhoot Ｐhenology

（TROPICS Vol.6(4)：317-334 (1997)）

22 Ｌeaf dynamics and shoot phenology of eleven warm-temperate 新田郁子，大沢雅彦

evergreen broad-leaved trees near their northern limit in

central Ｊapan （Ｐlant Ｅcology 130：71-88 (1997)）

23 Ｖertial vegetation zones along 30゜Ｎ latitude in humid Ｅast Ｊing-Ｙun Ｆang，大沢雅

Ａsia （Ｖegetatio 126：135-149 (1996)） 彦，吉良龍夫

24 Ｚonal transition of evergreen,deciduous,and coniferous forests Ｃindy Ｑ.Ｔang ，大沢雅

along the altitudinal gradient on a humid subtropical mountain, 彦

Ｍt.Ｅmei,Ｓichuan,Ｃhina （Ｐlant Ｅcology 133：63-78 (1997)）

25 草の液果の種子散布 野間直彦

（フェノロジー研究Ｎo.24：7-9 (1995)）

26 Ｒapid Ｓhifting of Ｆoraging Ｐattern by Ｙakushima Ｍacaques 揚妻直樹，野間直彦

(Ｍacaca fuscata yakui) in Ｒesponse to Ｈeavy Ｆruiting of
Ｍyrica rubra
(Ｉnternational Ｊournal of Ｐrimatology 16：247-260 (1995))

27 種子散布にみる植物との共生 野間直彦

(山岸哲編「鳥類生態学入門」128-142 築地書館 (1997))

28 Ａnnual Ｆluctuations of Ｓapfruits Ｐroduction and 野間直彦

Ｓynchronization within and inter Ｓpecies in a Ｗarm Ｔemperate

Ｆorest on Ｙakushima Ｉsland (Ｔropics Vol.6(4):441-449 (1997))

29 Ｆruiting phenology of animal-dispersed plants in response to 野間直彦，湯本貴和

winter migration of frugivores in a warm temperate forest on

Ｙakushima Ｉsland ,Ｊapan

(Ｅcological Ｒesearch 12：119-129 (1997))

30 種子散布をめぐる植物と鳥類･哺乳類の共生関係 -屋久島での研究から- 野間直彦

（霊長類研究 Ｐrimate Ｒes. 13：137-147 (1997)）

31 屋久島での野生のサルへの餌やり 杉浦秀樹

（季刊 「生命の島」．３５）

32 屋久島の「自然な」サルと「不自然な」サル 杉浦秀樹

（「なきごえ」 1996.8）

33 屋久島，西部林道における野生ニホンザルの餌付き方の調査 杉浦秀樹，揚妻直樹，田中

－1993年と1995年の比較 俊明，大谷達也，松原 幹

（霊長類研究 Ｐrimate Ｒes. 13：41-51 (1997)） 小林直子

34 屋久島の照葉樹林におけるヤクシマザル（Macaca fuscata yakui）によ 大谷達也

る種子の捕食と散布 （1997.3）

35 屋久島の世界遺産地域を通過する西部林道が自然環境に与える影響 揚妻直樹，杉浦秀樹，田中

（霊長類研究 Ｐrimate Ｒes. 10：41-47 (1994)） 俊明

36 ニホンザルの発声行動における集団差 田中俊明

（心理学研究 第６６巻 第３号 P.176-183 (1995)）

37 屋久島西部林道沿いモニタリングプロットに於けるオオバヤドリギ分布 樹木医 宇佐美暘一

について

38 土壌断面調査票（屋久島に分布する土壌の土壌生成分類学的基礎調査平 田村憲司

-1,2 成８・９年度調査分）

39 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書 環境庁自然保護局，財団法

-1 人日本自然保護協会

・屋久島原生自然環境保全地域におけるスギ林の10年間の群落動態 武生雅明，大沢雅彦，尾崎

煙雄，大塚泰弘，吉田直

哉，本間航介，小野昌樹，

江草清和

・屋久島原生自然環境保全地域の常緑針広混交林の10年間の変化 木村勝彦

・屋久島原生照葉樹林における林木群集の10年間の動態 相場慎一郎，明石信廣，甲

山隆司
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№ 報 告 書 名 報告者氏名（機関）

・屋久島西部照葉樹林域の原生林と二次林の10年間の動態 甲山隆司，相場慎一郎，明

石信廣，坂本圭児

39 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書 環境庁自然保護局

-2 財団法人日本自然保護協会

・屋久島原生自然環境保全地域の山地針葉樹林における林木群集の構造 明石信廣，相場慎一郎，甲

山隆司

・屋久島低地におけるリーフサイズが異なる２つの常緑広葉樹林の比較 大沢雅彦，武生雅明，大塚

俊之

・屋久島亜熱帯・暖温帯常緑広葉樹林域の放棄地における二次遷移 大塚俊之，大沢雅彦，武生

雅明

・屋久島における維管束着生殖物の垂直分布と環境要因に関する予報 江草清和，大沢雅彦

・原生的照葉樹林群集の果実のフェノロジー 野間直彦

・屋久島の照葉樹林帯とヤクスギ林帯を構成する植物に放花するハナバ 湯本貴和

チ相

・屋久島原生自然環境保全地域の土壌と針葉樹３種の分布 小野昌輝，大沢雅彦

・屋久島のスギ林内埋没土壌の花粉分析と鬼界カルデラの火砕流噴火の 木村勝彦，鈴木茂

影響

40 北限における常緑広葉樹林の植生・環境分化に関する研究 研究代表者 大沢雅彦

平成５～６年度科学研究費補助金 一般研究（Ｂ）研究成果報告書

・Ｌatitudinal comparison of altitudinal changes in forest 大沢雅彦

structure,leaftype,and species richness in humid monsoon Ａsia

・Ｔhe montane cloud forest and its gradational changes in 大沢雅彦

southeast Ａsia

・屋久島低地におけるリーフサイズが異なる２つの常緑広葉樹林の比較 大沢雅彦，武生雅明，大

塚俊之

・屋久島の常緑広葉樹林における地形的群落の構造 朱宮丈晴，大沢雅彦

・屋久島低地におけるリーフサイズが異なる常緑広葉樹の葉の寿命 新田郁子，大沢雅彦，大

塚俊之，三好弘子

・リーフサイズが異なる常緑広葉樹の葉の寿命 鈴木由香理

・常緑広葉樹の開葉と落葉に着目した季節的パターン 新田郁子

・常緑広葉樹の葉の水分特性の季節変化 鈴木由香理

・屋久島亜熱帯・暖温帯常緑広葉樹林域の放棄地における二次遷移 大塚俊之，大沢雅彦，武

生雅明

・屋久島低地部の撹乱立地に出現する先駆性樹種の特性 三好弘子，大塚俊之，大

沢雅彦，新田郁子

41 屋久島における気候変動と森林系のレスポンス 研究代表者 大沢雅彦

-1 平成７年度科学研究費補助金 総合研究（Ａ）研究成果報告書 （千葉大学理学部教授）

・花崗岩節理系と表層地形動態 山本啓司

・地形に対応した常緑広葉樹林の構造と土壌特性のパターン 朱宮丈晴，大沢雅彦

・屋久島における台風の気候学的解析 松本淳，岡谷隆基，江口

卓

・Ｔhe effects of a typhoon on Japanese warm temperate rain Ｂellingham,P.J.，甲山

forests 隆司，相場慎一郎

・林冠アクセスシステムの建設 寺島一郎
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・林冠アクセスシステムを利用した樹冠の形成・維持機構の研究 寺島一郎，木村恭子

－その事始め－

41 屋久島における気候変動と森林系のレスポンス 研究代表者 大沢雅彦

-2 平成７年度科学研究費補助金 総合研究（Ａ）研究成果報告書 （千葉大学理学部教授）

・照葉樹林構成種８種のシュートの形態の変異とその機能的意義 竹中明夫

－伸長志向のシュートと葉面展開志向のシュート－

・屋久島の常緑広葉樹におけるリーフサイズと葉の寿命の変化 大沢雅彦，新田郁子

・森林群集の繁殖過程と更新動態 新山馨，野間直彦，小南

－屋久島の照葉樹林の鳥散布樹種の果実数の年変動と同調性－ 陽亮，佐藤保，斉藤哲

・屋久島低地部の常緑広葉樹林地域における二次遷移 大塚俊之，三好弘子，大

沢雅彦

・屋久島における推移行列モデルの応用 高田壮則

42 葉の特性に着目した常緑広葉樹の機能型と群落分化 研究代表者 大沢雅彦

平成７～８年度科学研究費補助金 基盤研究(Ｂ)(2)研究成果報告書 （千葉大学理学部教授）

・常緑広葉樹の芽の類型と生態学的属性 大沢雅彦，新田郁子

（Ｂud structure and ecological traits of evergreen broad-leaved

trees at their northern limit in southern and central Japan.）

・Ｌeaf dynamics and shoot phenology of eleven warm-temperate 新田郁子，大沢雅彦

evergreen broad-leaved trees near their northern limit in

central Japan.

・Ｐatterning of subtropical/warm-temperate evergreen 大沢雅彦，新田郁子

broad-leaved forests in east Ａsian mountains with special

reference to shoot phenology.

・Ｄistribution ranges and population structure of evergreen Ｃindy Ｑ.Ｔang ＆ 大

broad-leaved trees along altitudinal gradient on Ｍount Ｅmei, 沢雅彦

Ｓhichuan,Ｃhina.

・地形に対応した常緑広葉樹林の階層構造とその形成過程 朱宮丈晴，大沢雅彦

（Ｓtructural and developmental process of stratification of

evergreen broad-leaved forest along topographical gradients in

Ｙakushima,southern Japan.）

・亜熱帯・暖温帯常緑広葉樹林地域の放棄耕作地における初期二次遷移 大塚俊之

の地理的比較（Latitudinal comparison of old-field successional

pattern in subtropical/warm-temperate evergreen broad-leaved

forest region.）

43 ヤクシマザル垂直分布調査報告（１９９３～１９９７年） ヤクザル調査隊 代表者 好

廣眞一

44 無葉緑植物タカツルランの棲息場所と棲息状況 馬田英隆，金谷整一，森健

（植物分類，地理 45(2)：131-138 (1994)）

45 屋久島破沙岳周辺におけるヤクタネゴヨウの分布様式 金谷整一，玉泉幸一郎，伊

（日本林学会誌 別冊 79巻 3号：160-163 (1997)） 藤哲，齋籐明

46 第41回日本生態学会大会自由式シンポジウム 伊藤 哲

渓畔域の生態的構造と機能ー森林と河川の相互作用ー

（森林科学 第13号：60-67 (1995.2)）

47 山地渓畔域の地表変動と撹乱体制 （河川・渓流域の森林動態） 伊藤 哲

（日本生態学会誌 (Ｊapanese Ｊournal of Ｅcology) 45：323-327 (1995)）

48 地理的限界付近に生育するスギの遺伝子構成 津村義彦，大庭喜八郎

（CAN.J.FOR.RES.VOL.23：859-863 (1993)）

49 スギ天然林における遺伝子変異と分布集団間の分化 戸丸信弘，津村義彦

（Plant Species Biol.9：191-199 (1994)） 大庭喜八郎

50 屋久島の天然スギ林帯の樹齢構成と更新機構 鈴木英治，塚原 淳

（The Botanical Magazine Tokyo 100：223-241 (1987)）

51 屋久島生態系モニタリング調査報告書 熊本営林局

（平成９年３月）
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52 屋久島における森林施業の展開過程と林相 ―地理情報システムを活用 野田巌，松本光朗

した一考察― （日本林学会論文集 第１０８号 別刷 (1997)）

53 １９９８年夏期ヤクシマザル調査報告 ヤクザル調査隊 代表者 好

廣眞一

54 寺山自然教育研究施設におけるヤクタネゴヨウの種子散布 金谷整一，細山田三郎

（鹿児島大学教育学部研究紀要 第４９巻 別刷 H10.3.27発行） 玉泉幸一郎，齋藤明

55 Ｍatching of acoustic features during the vocal exchange of coo 杉浦秀樹

calls by Ｊapanese macaques （Ａnim. Ｂehay.,1998,55,673-687）

56 ヤクタネゴヨウの遺伝資源保全研究 金指あや子，中島清，河原

（林木の育種 No.188 別刷 (1998)） 孝行

57 ヤマビルの生態（Ⅳ） ―個体数増加および分布地域拡大の要因― 山中征夫，山根明臣，浅田

（日本林学会論文集 第１０４号 別刷 (1993)） 正彦

58 房総半島におけるニホンジカに対するヤマビルの寄生状況 浅田正彦，落合啓二，山中

（千葉中央博自然誌研究報告 3(2):217-221 (1995)） 征夫

59 ヤマビルの生活環 山中征夫，山根明臣

（日本林学会論文集 第１０８号 別刷 (1997)）

60 調査報告書 地域の伝統的風習を活かした国立公園管理のあり方 霧島屋久国立公園屋久島管

理官事務所

61 屋久島・文献等データベース 〃

（環境庁屋久島世界遺産センター編）

62 グリーンツーリズムの立地に関する経済学的研究（平成８年度～平成９ 岩井吉彌（研究代表者）

年度科学研究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書）

63 屋久島の中学・高校生の生活意識と「環境の島」への対応 寺田康久

―アンケート調査（１９９６年１月）より―

64 ヤクザルの垂直分布は冬とその他の季節でどう違うか 好廣眞一

（龍谷紀要 第１７巻 第１号(1995年8月)抜刷）

65 上部域のヤクザル －屋久島の冬－ 好廣眞一

（ﾓﾝｷｰ197･198･199）

66 屋久島東部ヤクスギ林帯におけるヤクシマザルの分布と糞分析による食 好廣眞一,大竹勝,座馬耕一

性の調査 郎,半谷吾郎,松原始,谷村

（霊長類研究 Primate Res.14:189－199,1998） 寧昭，久保律子，松嶋可

奈，早川祥子，小島孝敏，

平野晃史，高畑由起夫

67 屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の林分構造・動態解析 吉田茂二郎（研究代表者）

（平成５年度科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書）

68 屋久島の固定試験地におけるスギ天然林の構造と成長について 吉田茂二郎，今永正明

（日林誌 72(2)'90）

69 屋久島の森林施業に関する研究（Ⅲ）－スギ天然生林に対する照査法に 今永正明，吉田茂二郎

よる森林施業のための固定試験地の設定－

（97回日林論1986）

70 屋久島におけるスギ天然林施業に関する基礎的研究 今永正明，吉田茂二郎

（J.Jpn.For.Soc.73(3)'91）

71 屋久スギ天然生林における種の平面・空間分布について 吉田茂二郎・岸川芳久

（鹿大農学術報告 第３５号，p.9-19,1985）

72 宇宙から見た屋久島 田中總太郎

73 ３樹種（クロマツ，ヒメコマツ，ストローブマツ）を台木として用いた 千吉良治

-1 ときのヤクタネゴヨウのつぎ木活着率と成長量の違い

（日林論109 1998）

73 Ｋ１３ ヤクタネゴヨウの現地内・外における遺伝的資源保存技術に関 千吉良治

-2 する研究

74 屋久島実習調査報告書（平成６年度自然環境野外実習Ⅰ） 平成６年度筑波大学大学院

環境科学研究科屋久島実習

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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№ 報 告 書 名 報告者氏名（機関）

75 屋久島の観光と登山に関するアンケート調査結果（中間報告） 松下幸司

76 屋久島・安房林道において餌付いたサルの社会構成と繁殖状態野生動物 揚妻直樹

保護に必要な観光客に対する指導と道路管理

（霊長類研究 Primate Res 11:1-7,1995）

77 Supra-Annual Variation in the Influence of Myrica rubra DAVID A.HILL,NAOKI

Fruit on the Behavior of a Troop of Japanese Macques AGETSUMA

in Yakushima（American Journal of Primatology35:241-250(1995)）

78 The Effects of a typhoon on Japanese warm temperate P.J.Bellingham,T.Kohyama

rain forests. S.Aiba

79 屋久島における森林施業の展開過程と林相 野田巌，松本光朗

－地理情報システムを活用した一考察－（日林論108 1997）

80 屋久島実習調査報告書（１９９６年） 東洋工学専門学校建築エコ

ロージー科

81 屋久島実習調査報告書（平成７年度自然環境野外実習Ⅰ） 平成７年度筑波大学大学院

環境科学研究科屋久島実習

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

82 希少森林植物の生存環境の解明およびジーンダイバシティの評価と保全 齋藤明（研究代表者）

法の確立（平成６年度科学研究費補助金(総合研究A)研究成果報告書）

・ヤツガタケトウヒの生育環境特性 谷本丈夫，杉田久志

・希少森林植物の生存環境の解明およびジーンダイバシティの評価と保 栄花茂

全法の確立

・紀伊半島山地部におけるトガサワラの現況と保全について 内村悦三

・ヤクタネゴヨウの分布特性 金谷整一，齋藤明，玉泉幸

一郎，伊藤哲

・屋久島破沙岳周辺におけるヤクタネゴヨウ(Pinus armandii Franch. 伊藤哲，金谷整一，玉泉幸

var.amaniana Hatsushima)の実生の成立環境 一郎

－林冠のギャップ率と実生の生育状況－

・地表変動に伴う森林群集の攪乱様式と更新機構 伊藤哲，中村太士

・トウヒ属植物の分類と遺伝的変異の評価 白石進，高田克彦

・ヤチカンバ（Betula tatewakiana）冬芽の培養による植物体再生と大 井出雄二

量増殖法の確立

・サクラバハンノキ（Alnus trabeculosa）の組織培養による増殖の試 井出雄二，近藤晃

み

……………………追加分……………………………

83 １９９９年夏期ヤクシマザル調査報告 ９９ヤクザル調査隊

84 屋久島におけるレクリェーション価値の算出と評価 柴崎茂光

85 バックグラウンド地域として屋久島大気中微量揮発性有機化合物の存 古賀実・花田喜文・永渕修

在

86 Global Warming:The Potential Impact on Japan 大沢雅彦

87 わが国の失われつつある土壌の保全をめざして 田村憲司

～レッド・データ土壌の保全～

88 渓流沿い植物における適応的な細葉の解析：その解剖学的および遺伝 中谷正樹

学的要因

89 The Distribution of Wild Yakushima Macaque(Macaca fuscata Shinichi YOSHIHIRO外19名

yakui)Troops around tha Coast of Yakushima Island,Japan
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90 OBLIQUE DIAPIRISM OF YAKUSHIMA GRANITE IN THE RYUKYU ARC, JAPAN Ryo ANMA

91 EXPERIMENTAL PLTON SHAPES AND TRACKS ABOVE SUBDUCTION ZONES Ryo Anma and Dimitrios

Sokoutis

92 COMPOSITIONAL ZONING AND ITS IMPLICATION IN A TOROIDAL Ryo ANMA,Yoshinobu

CIRCULATION INSIDE THE YAKUSHIMA PLUTON,SW JAPAN KAWANO and Masaki YUHARA

93 Vertical Distribution of Yakushima Macaques (Macaca fusucata S.Yoshihiro 他13名

yakui) in the Western Area of Yakushima Island, Japan

94 屋久島 樹氷、雪に含まれるイオン濃度及びpＨ，ＥＣ外(解析途中) 永渕修

95 屋久島生態系モニタリング調査報告書 熊本営林局

（平成１０年３月）

96 屋久島の自然地域における保護と利用のあり方調査報告書 環境庁自然保護局

九州地区国立公園・野生生

物事務所

97 森林インストラクターの活動と機能に関する研究 枚田邦宏

98 国有林野における森林レクリェーションの現状 馬場裕典

ーヤクスギランド利用者の意向ー

99 ヤクスギランドにおける森林レクリェーション（１） 馬場裕典・吉良今朝芳・松

ー利用者の意向ー 下幸司

100 芦生演習林の一般入林者の利用状況 枚田邦宏・大畠誠一・山中

典和・中島皇・柴田正喜

101 森林レクリェーションに関する研究（Ⅱ） 馬場裕典・吉良今朝芳・池

ー鹿児島県栗野町住民アンケート調査ー 田美穂

102 釧路湿原国立公園の観光利用について 枚田邦宏

ー標茶町を事例にしてー

103 森林組合による間伐促進に関する研究 枚田邦宏

ー熊本県小国町森林組合を事例にー

104 芦生演習林利用者の実態と意識について 枚田邦宏・大畠誠一・山中

典和・中島皇

105 屋久島の森林の地上部現存量と純一次生産速度 相場慎一郎・甲山隆司

106 Variation in Intergroup Encounters in Two Populations of 杉浦秀樹

Japanese Macaques

107 屋久島花崗岩体の貫入機構について 安間 了

108 ２０００年度夏期ヤクシマザル調査報告 半谷吾郎

109 地球温暖化が土壌生態系に与える影響 田村憲司

110 ヤクタネゴヨウのマツノザイセンチュウ接種結果 戸田忠雄・千吉良 治

久保田 権・中島 勇夫

111 リモートセンシングで知る私たちの地球 小牧勇蔵

ー屋久島の森林・屋久島の雨 宇宙からその謎を解くー

112 ヤクタネゴヨウの保護をめざす生体木調査 手塚賢至

113 ２０００年度 屋久島蘚苔類相調査 報告書 出口博則・山口富美夫

114 屋久島における大陸起源汚染物質の飛来と樹木衰退の現状 永淵 修

115 屋久島研修の記録 （２００１年８月） 枚田邦宏

116 平成14(2001)年度 保護林調査報告書 出口博則
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117 屋久島白谷雲水峡における昆虫相の調査報告 岡留恒丸・山岸健三

118 2002年夏期ヤクシマザル調査報告 2002ヤクザル調査隊

119 屋久島のセミ調査 調査報告 環境省屋久島世界遺産セン

ター

120 Ｔroop Extinction and Female Fusion in Wild Japanese Macaques in Hideki Sugiura,Naoki Age

Yakusima tuma,and Shigeru Suzuki

123 Varietion in Intergroup Encounters in Two Populations of Hideki Sugiura 他７名

Japanese Macaques

124 渓流河川水質への森林機能の影響 永淵修・柿本大典・海老瀬

潜一・浮田正夫

125 屋久島西部渓流河川の水質形成に及ぼす酸性降下物の影響 永淵修・阿久根卓・吉村和

久・久米篤・海老瀬潜一・

手塚賢至

126 ヤクシマザル（Macasa fuscata yakui）における糞を用いた齢クラス推 早石周平・川本芳

定とミトコンドリアＤＮＡ変異の分析

127 Runoff of acidic substances that originated fromatmospheric O.Nagafuchi 他４名

deposition Yakushima Island,a world natural heritage site
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Ⅴ　保全センターの関連行事

            No,1

月　 日 　項　目　 　場　所　 　主催者　

 4.12(水) Ｈ１８年度第１回屋久島山岳部利用対策協
議会

屋久島環境文化村セン
ター

屋久島山岳部利用対策協議
会

 4.24(月) 縄文杉落枝のヘリコプター搬出 縄文杉
屋久島森林管理署（屋久島森
林環境保全センター）

 5.16(火) 山岳トイレのバイオ分解実証試験説明会
屋久島世界遺産セン
ター

屋久島登山環境研究会（鹿児
島県工業倶楽部副会長）

 5.22(月) 縄文杉落枝の調査研究 屋久町の縄文杉枝保管
倉庫

九州大学、鹿児島県林業試験
場

 5.24(水) 宮之浦中学校生徒体験学習 屋久島森林環境保全セ
ンター、白谷雲水峡

宮之浦中学校、屋久島森林管
理署（森林環境保全センター）

 5.29(月) 積雪による縄文杉の折損落下枝の処置方
策等検討会（第5回）

屋久島森林管理署
屋久島森林管理署（屋久島森
林環境保全センター）

 5.30(火) 山岳部トイレの屎尿試験搬出 高塚小屋～荒川登山口 屋久島観光協会

 5. 31(水) 屋久島プロジェクト研究成果 屋久町総合センター 九州大学（矢原教授）

 6.29(木) 屋久島観光協会総会 屋久町総合センター 屋久島観光協会

 7.11(火) 大自然緑の会総会 屋久島離島開発総合セ
ンター

大自然緑の会

 7. 12(水) 森林保護員面接 屋久島森林環境保全セ
ンター

屋久島森林管理署（屋久島森
林環境保全センター）

 7. 20(木)
～22（日）

林野庁長官屋久島視察 島内 屋久島森林管理署

 7. 26(水) 自然休養林打合せ 屋久島森林管理署 屋久島森林管理署

 8.2(水) 大分緑の少年団研修 ヤクスギランド外
大分緑の少年団、屋久島森林
管理署

 8.8（火） 山岳遭難防止現地検討会 荒川登山口 屋久島警察署

 8.10（木） 屋久杉自然館運営協議会 屋久杉自然館 屋久町

 8.31(木) 屋久島山岳部利用対策協議会（協力金
ワークショップ）第8回

屋久島環境文化村セン
ター

屋久島山岳部利用対策協議
会（ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）

 9.4(月) 生態系動態把握検討会 鹿児島市
屋久島世界遺産地域連絡協
議会

 9.6(水) 屋久島地区エコツーリズム推進協議会 屋久町総合センター
屋久島地区エコツーリズム推
進協議会

 9.12(火) 屋久島レクリェーションの森保護管理協議
会

屋久島離島開発総合セ
ンター

屋久島レクリェーションの森保
護管理協議会
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            No,２

月　日 　項　目　 　場　所　 　主催者　

9,19（火） 森林保護員面接 屋久島森林環境保全セ
ンター

屋久島森林管理署（屋久島森
林環境保全センター）

10,16(月) JAIC研修生受入 ヤクスギランドほか 屋久島森林管理署

10.17（火）森林教室 悠々の森 屋久町

10.23(月) 屋久島のスギ人工材島外出荷記念シンポ
ジューム

屋久町安房総合セン
ター

屋久島森林管理署

10.31(火) エコツーリズム推進協議会（西部地域の保
全と利用作業部会）

屋久町安房総合セン
ター

屋久島地区エコツーリズム
推進協議会

11.9 (木) 積雪による縄文杉の折損落下枝の処置方
策等検討会（第6回）

屋久町役場
屋久島森林管理署（屋久島森
林環境保全センター）

11.17(金) 熊毛地区植樹祭 南種子町
熊毛流域森林・林業活性化セ
ンター

 11.18(土) ヤクタネゴヨウ展示林モニタリング及びシカ
ネット設置

ヤクタネゴヨウ展示林
屋久島森林管理署・屋久島ヤ
クタネゴヨウ調査隊

 11.21
（火）～
27(月)

森林生態系モニタリング調査 花之江河ほか 九州森林管理局（委託調査）

 11.21(火) 縄文杉webカメラ現地調査 縄文杉 九州森林管理局（委託調査）

 11.22(水) エコツーリズム推進協議会（西部地域の保
全と利用作業部会）

上屋久町保健センター
集会室

屋久島地区エコツーリズム
推進協議会

 11.28(火) 自然休養林観察路補修勉強会 白谷雲水峡
屋久島森林管理署（保全セン
ター）

 12.19(火)
～20(水) 世界遺産地域連絡会議幹事会 鹿児島市

林野庁（九州森林管理局）・環
境省

 1.13(土) 縄文杉「いのちの枝」公開式典 屋久町立屋久杉自然館 屋久町

 1.14(日) 第８回全国原生自然環境保全フォーラムＩＮ
屋久島

屋久町安房総合セン
ター

屋久町

 1.23(火) 積雪による縄文杉の折損落下枝の処置方
策等検討会（第7回）

屋久島森林管理署
屋久島森林管理署（保全セン
ター）

 1.30(火) 世界遺産地域調査研究連絡会議 屋久島世界遺産セン
ター

屋久島森林管理署（保全セン
ター）・環境省

 1.31(水) 大自然緑の会総会 屋久島離島開発総合セ
ンター

大自然緑の会

 2.5(月) ヤクスギランドを美しくする会総会
屋久町安房総合セン
ター

ヤクスギランドを美しくする会

 2.5(月) 屋久島山岳利用対策協議会
屋久島環境文化村セン
ター

屋久島山岳利用対策協議会

 2.8(木) 天然記念物勉強会（ヤクタネゴヨウ） 西之表市ほか
屋久島ヤクタネゴヨウ調査隊・
種子島保全の会

-45-



            No,３

月　日 　項　目　 　場　所　 　主催者　

 2.9(金)
ﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ保全対策協議会及びボランティ
アによるﾔｸﾀﾈｺﾞﾖｳ松食い虫駆除持ち出し
作業

西之表市ほか
ヤクタネゴヨウ保全対策協議
会・屋久島森林管理署

 3.6(火)～
9（金）

半山照樹林試験地調査 半山照樹林試験地
森林総合研究所・屋久島森林
管理署（保全センター）

 3.7(水) 屋久島環境学習ネットワーク会議
屋久島環境文化村セン
ター

屋久島環境文化財団

 3.8(木) 弥生杉樹勢診断 白谷雲水峡
屋久島森林管理署（保全セン
ター）樹木医へ委託

 3.13(月) 屋久島山岳利用対策協議会（ＧＷ期間中
の車両乗り入れ規制に係る地元調整会議）

屋久島環境文化村セン
ター

屋久島山岳利用対策協議会

 3.14(水)
～16（金）

携帯トイレ導入試験 白谷雲水峡
屋久島森林管理署（保全セン
ター）

3.23（金） 屋久島レクリェーションの森保護管理協議
会

屋久町安房総合セン
ター

屋久島レクリェーションの森保
護管理協議会

3.27（火） 縄文杉webカメラ設置 縄文杉 九州森林管理局（委託事業）
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