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特集テーマ関連図書・文献目録 
 

特集テーマに関連した当館所蔵の図書、雑誌記事のうち比較的新しいものを掲載した（<----->内は請求記号） 

 

<図 書> 

 

里山学のすすめ / 丸山徳次 

昭和堂 2007.6  <519.8-166> 

 

野生動物発見！ガイド 週末の里山歩きで 

楽しむアニマルウオッチング / 福田史夫 

築地書館 2007.5  <入門 482> 

 

日本の里山日本の里海 １～６ / 中川重年 

農山漁村文化協会 2006-2007  <450.91-19> 

１：体験できる里 

２：伝統を受け継ぐ里 

３：百名山を仰ぐ里 

４：郷土自慢にふれる里 

５：文化の息づく里 

６：発見の里 

 

地球環境とエネルギー 私たちの身近な里山環境 

環境システム科学研究センター第８回公開講座資料

集 / 江崎哲郎 

九州大学工学研究院環境システム科学研究センター

アジア環境技術情報資料室 2006.8 <519.04-23-8> 

 

パーマカルチャーしよう / 安曇野パーマカルチ

ャー塾 

自然食通信社 2006.9  <   > 

 

酒匂川水系の水生動物 里山の生きものたち / 

神奈川県環境科学センター  

神奈川県環境科学センター 2006.9  <481.75-4> 

 

動物がすむ里山とは？ / 熊谷さとし 

偕成社 2006.3  <入門 481> 

 

里山保全の法制度・政策 循環型の社会システムを

めざして/ 関東弁護士会連合会 

創森社 2005.6  <519.8-153> 

 

里山はトトロのふるさと / 廣井敏男 

旬報社 2004.2  <654-62> 

 

里山のクモ / 川崎市青少年科学館 

川崎市青少年科学館 2004.3  <485.73-4> 

 

丹沢山麓里山・田んぼ物語 伝統的景観復元と地域

再生マニュアル / 岡進 

夢工房 2004.12  <519.81-117> 

 

里山 今森光彦フィールドノート / 今森光彦  

福音館書店 2004.5  <入門 291> 

 

森づくりテキストブック 市民による里山林・人工

林管理マニュアル / 中川重年  

山と渓谷社 2004.2  <654-41> 

 

里山公園と「市民の森」づくりの物語 よこはま舞

岡公園と新治での実践 / 浅羽良和 

はる書房 2003.9  <518.85-96> 

 

里山蝶ガイドブック / 新開孝  

ＴＢＳブリタニカ 2003.4  <入門 486> 

 

にいがた里山ふれあい樹木図鑑 / 小林正吾 

新潟日報事業社 2002.3  <653.21-24> 

 

里山を歩こう / 今森光彦 岩波書店(岩波ジュニ

ア新書) 2002.6 <入門 652> 

 

自然生態修復工学入門 荒廃した里山を蘇らせる / 

養父志乃夫  

農山漁村文化協会 2002.5 <519-567> 

 

里山昆虫ガイドブック / 新開孝  
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ＴＢＳブリタニカ 2002.5 <入門 486> 

 

里山の生態学 その成り立ちと保全のあり方 / 

広木詔三  

名古屋大学出版会 2002.3 <462.15-7> 

 

里山図鑑 / おくやまひさし  

ポプラ社 2001.3  <460.38-2> 

 

哺乳類観察ブック ニッポン里山探検隊シリーズ 

/ 熊谷さとし  

人類文化社 2001.2 <入門 489> 

 

雑木林へようこそ！ 里山の自然を守る / 広井

敏男  

新日本出版社 2001.1 <650-7> 

 

おじいさんの森 ナショナル・トラストで残す里山 

/ 日本ナショナル・トラスト協会  

環境庁自然保護局企画調整課 2000.3  <入門 654> 

 

里山を考える１０１のヒント / 日本林業技術協

会  

日本林業技術協会 2002.2  <650-5> 

 

地球環境建築のすすめ / 日本建築学会 

彰国社 2002.8  <520-46> 

 

 

<雑誌記事> 

 

箕面森林環境保全ふれあいセンターにおける里山再

生推進モデル事業の取組みについて / 本田 茂光 

森林技術. (通号 783) [2007.6]  <650-Ｒ>   

 

「ふじの里山くらぶ」の取組について (特集 自治体

の観光政策を考える) / 永井 基朗 

自治体学研究. (通号 94) [2007]  <318-Z5>  

 

バイオマス人物列伝 里山バイオマス利用は平和産

業 / 泊 みゆき   

Earth guardian. 2007(3)  <519-421>   

  

TREND 里山と古民家てがかりに循環型社会を再生 

日経サイエンス. 36(9) (通号 419) [2006.9]  

<405-S> 

 

対談 政策の見直し・強化で目指す新生「ふるさと岐

阜県」--里山から航空宇宙産業まで、岐阜県に見る

多様性の魅力 / 古田 肇 ; 鈴木 直道 

産業立地. 45(5) (通号 520) [2006.9]  <502-S> 

 

コナラ・アベマキ二次林におけるカシノナガキクイ

ムシの初期加害状況 / 赤石 大輔 ; 鎌田 直人 ; 中

村 浩二 

日本森林学会誌. 88(4) [2006.8.1]  <650-N>  

   

技術フロンティア スターリングエンジン 中部電力、

里山倶楽部、eスター 190年前の発明が実用化へ   

日経ビジネス. (1352) [2006.7.31]  <335-N>  

 

新里山システムによる循環社会への道:山林放牧と

シュータ輸送 (第25回エネルギー・資源学会研究発

表会) -- (セッション7 バイオマス(2)) / 佐野 寛 ; 

本庄 孝子 ; 井田 民男 

エネルギー・資源学会研究発表会講演論文集. 25 

[2006.6.8・9]  <452-22> 

 

バイオマスを活かす新里山システムで地域活性化を 

(特集1・バイオマス社会の形成--行政,住民,研究者

の取り組み) / 佐野 寛   

環境技術. 35(6) (通号 414) [2006.6]  <519-K5> 

 

（特集・里山の活性化に向けて） 

里山とは--里山の現状と課題/ 広木 詔三 

里山での環境学習のあり方 / 佐藤 陽平 

グリーンエッセイ・里山文化考/ 内山 節  

里山暮らしを楽しむ,里山クラブどんごろす/ 幸山 

昌生 

グリーン・エージ. 33(5) (通号 389) [2006.5]  

<519-G> 

 

里山における森林利用の歴史が降雨流出応答に与え

てきた影響 / 谷 誠 

http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100005=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=06&THN=261&INDEX_POSITION=48&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=1933288103_289124&TA_LIBRARY_DRP=99&DS=0&CID=8083749&SS=01&SSI=0&SHN=261&SIP=49&LS=1933288103
http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100005=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=06&THN=261&INDEX_POSITION=55&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=1933288103_289124&TA_LIBRARY_DRP=99&DS=0&CID=8678109&SS=01&SSI=0&SHN=261&SIP=56&LS=1933288103
http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100005=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=06&THN=261&INDEX_POSITION=55&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=1933288103_289124&TA_LIBRARY_DRP=99&DS=0&CID=8678109&SS=01&SSI=0&SHN=261&SIP=56&LS=1933288103
http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100005=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=06&THN=261&INDEX_POSITION=55&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=1933288103_289124&TA_LIBRARY_DRP=99&DS=0&CID=8678109&SS=01&SSI=0&SHN=261&SIP=56&LS=1933288103
http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100005=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=06&THN=261&INDEX_POSITION=55&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=1933288103_289124&TA_LIBRARY_DRP=99&DS=0&CID=8678109&SS=01&SSI=0&SHN=261&SIP=56&LS=1933288103
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水利科学. 50(2) (通号 289) [2006]  <517-S5> 

 

里地里山を活かしたまちづくり (特集:都市づくり、

地域づくり) -- (第1部 環境に配慮した街づくり) / 

高橋 生志雄   

環境研究. (141) [2006] <519-K9> 

 

子ども参加型公園づくりと里山資材の有効利用--ユ

ニセフパークプロジェクトにおけるネザサベイルの

活用 / 佐々木 健一郎 ; 西村 正次郎 

公園緑地研究所調査研究報告. 2006年度 <518-93>  

 

森づくり活動誌上観察 千葉県里山条例とちば里山

センター / 橋本 信一 

ぐり-んもあ. 31 [2005.秋]  <651-S3>   

 

里山地域における住民参加型博物館の生態学分野に

おける役割と課題--等身大の科学を目指した博物館

活動/ 永野 昌博 ; 畑田 彩 ; 澤畠 拓夫 

日本生態学会誌. 55(3) [2005.12]   <468-9> 

 

伊豆半島に於ける里山再生へのアプローチ--落葉広

葉樹の環境資産化に散在する課題 / 鈴木 要 

日本建築学会計画系論文集. (597) [2005.11] 

<520-N>   

 

（特集:里山は今） 

里山林の市民参加による管理について / 松本 仁 

兵庫方式による里山管理によって種多様性はどのよ

うに増加したか / 山瀬 敬太郎 

里山の分断・孤立化による生物多様性(種多様性)の

問題  / 石田 弘明 

プランタ. (101) [2005.9]  <470-3> 

 

瀬戸日本館--里山との調和を目指して (愛知万博 

特集) / 佐藤 雅彦 ; 菊池 尚 ; 荒木 宏之 他 

建築設備士. 37(8) (通号 435) [2005.8] <528-7> 

 

日本の伝統文化「里山」を守るために--「環境管理

学科設立」と「近大メダカの学校」の活動 / 久米 幸

毅 ; 八田 実紀 ; 久保 喜計 他   

環境管理技術. 23(4) (通号 132) [2005.8]  

<498-K26>   

 

野鳥のにぎわう里山づくり (特集・野鳥が集まる森

づくりに向けて) / 葉山 嘉一 

グリーン・エージ. 32(7) (通号 379) [2005.7]  

  <519-G>   

 

里山の再生・竹林をどう考える (特集・「竹の文化」

竹林をどう考える) / 柴田 昌三 

グリーン・エージ. 32(4) (通号 376) [2005.4]  

  <519-G> 

 

ハイパースペクトラルデータからみた里山林の代表

的な反射特性と樹種区分の可能性について (特集 2 

災害と都市基盤の安全(ICUS)) / 瀬戸島 政博 ; 今

井 靖晃 ; 安岡 善文 

生産研究. 57(4) (通号 645) [2005]  <505.1-T2>   

 

時系列なLIDARデータとオルソ画像を用いた里山の

樹種区分図作成について (小特集 LIDAR による森

林・樹木の計測) / 瀬戸島 政博 ; 今井 靖晃 ; 船

橋 学 他   

写真測量とリモートセンシング. 44(6) [2005] 

<512-2> 

 

インタビュー 今月のエコロジスト 5×緑里山 1 坪

運動プロジェクト / 宮崎 郁子 

Earth guardian. 2005(10)  <519-530>  

 

（特集 里山研究の目指すもの） 

市民による里山の維持管理  / 倉本 宣 

里山とは--その構造と地域性  / 深町 加津枝 

里山の生き物たち / 一ノ瀬 友博 

森林科学. (42) [2004.10]  <650-110> 

 

地域住民と連携した里山林の新たな管理の一手法--

城山国有林に自生する竹林整備の試み (第 50 回林

業技術コンテスト発表要旨(2)) / 宮下 裕次 ; 田中 

康宏 

森林技術. (通号 750) [2004.9]  <650-R> 

 

樹と木と建築をリンクするために(23)里山建築論の

http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100005=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=06&THN=261&INDEX_POSITION=89&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=1933288103_289124&TA_LIBRARY_DRP=99&DS=0&CID=7945976&SS=01&SSI=0&SHN=261&SIP=90&LS=1933288103
http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100005=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=06&THN=261&INDEX_POSITION=141&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=1933288103_289124&TA_LIBRARY_DRP=99&DS=0&CID=7474090&SS=01&SSI=0&SHN=261&SIP=142&LS=1933288103
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試み--伝統的民家の研究と現代の木の家づくり / 

安藤 邦廣 

木材工業. 59(7) (通号 688) [2004.7]  <657-M1> 

 

新里山システムにおけるエネルギー自給率 (第 23

回エネルギー・資源学会研究発表会) -- (セッショ

ン10 バイオマス) / 佐野 寛 ; 本庄 孝子 ; 井田 民

男 

エネルギー・資源学会研究発表会講演論文集. 23 

[2004.06.10]  <452-22> 

 

随想 里山に遊ぼう / 河合 雅雄 

電気協会報. (955) [2004.6]  <540-D14> 

 

地域通信〈北海道・東北地方〉北海道道央部におけ

る里山づくりと水環境 / 高橋 慎 

水資源・環境研究. (17) [2004] <452-16> 

 

千葉県北総地域における里山活動の成立年と緑地面

積の変遷の関係 / 中島 敏博 ; 古谷 勝則 

環境情報科学論文集. 18 [2004] <519-250> 

 

里山における雑木林管理--野山北・六道山公園の場

合 (特集 樹木管理) / 須崎 久則 ; 駒沢 明美 ; 橋

本 昌之 

都市公園. (162) [2003.9] <519-T3> 

 

里山構成植物ササユリ(Lilium japonicum Thunb.)

の生態特性 (第34回〔日本緑化工学会〕大会特集) / 

稲垣 栄洋 

日本緑化工学会誌. 29(1) [2003.8]  <629-4> 

 

さわやかな第54回全国植樹祭・千葉県で開催--里山

条例を施行,5月18日を「里山の日」に 

グリーン・エージ. 30(6) (通号 354) [2003.6]  

<519-G> 

 

里山活動プロジェクト--里山・雑木林の活用 / 大内 

弘 

都市公園. (160) [2003.3]  <519-T3> 

 

市民,土地所有者と行政が育む里山--新治市民の森

を事例に / 田並 静 

グリーン・エージ. 28(10) (通号 334) [2001.10]  

<519-G> 

 

(今月のテーマ 里山を考える) 

市民参加による里山管理の方向/ 林 〔ススム〕 

持続可能な社会の構築に向けて--2005 年日本国際

博覧会の取り組み/ 吉村 洋 

市民による新しい森づくりへの挑戦--「さがみの森」

は多様性と継続性の実験の場 / 坂井 武志 

神奈川県における里山活動/ 中川 重年 

林業技術. (通号 707) [2001.2]  <650-R> 

 

里地・里山で遊ぼう!--各地での取り組みから学ぶ保

全活動 (特集 里地--里地たんけん隊) 

かんきょう. 26(5) [2001.5]  <519-K4> 

 

山林・里山における森林景観の立体的可視化に関す

る新技術 / 吉田 浩之 ; 木村 圭司 

写真測量とリモートセンシング. 40(5) [2001]  

<512-2> 

 

環境共生のための里山モニタリングの統合--ビジュ

アルコンテンツによる里山の現在・過去・未来の表

現 / 関原 康成 ; 古瀬 勇一 ; 鈴木 康弘 

日本環境共生学会学術大会発表論文集. 2001 年度 

[2001] <518-78> 

 

市民参加型の里山・雑木林管理におけるリーダー養

成講座に関する研究 / 大澤 啓志 ; 勝野 武彦 ; 葉

山 嘉一 

環境情報科学論文集. 15 [2001]  <519-250> 


