
1月号（No.469） 新たなる飛躍の年を迎えて

篠田和久、麻生直樹、髙梨雅明、立石凱義、鈴木和夫、田丸敬三、
阿比留雄、桜井尚武、有路 信、大森 齋、進士五十八、
梶谷辰哉、能勢秀樹、和田新也、濱野周泰、小禄直幸

2月号（No.470） 都市再生における道路緑化の役割

今日の課題･都市再生における緑の役割と道路緑化 涌井史郎
都市の再生に向けた道路緑化の役割 …………………下村彰男
街路樹管理の課題と方向性 …………………………藤井英二郎
海外の事例に見る道路緑化の役割と課題 …………… 西田正徳
神戸市における道路緑花の事例と課題 …………神戸市建設局
街路樹剪定の現状と課題 ……………………川崎市建設緑政局 
東京駅丸の内口「行幸通り」の景観整備の事例 …東京都建設局

3月号（No.471） ゴルフ場の生物多様性を考える

今日の課題･ゴルフ場に見る風景とビジネスの両立 … 田中淳夫
ゴルフ場は生きものの里山 ……………………………亀山　章
ゴルフ場を生きものの生育地・生息地とする戦略 ……春田章博
ゴルフ場が提供する自然教室（小学校） … 川口市浮間ゴルフ場
地域と一緒に「里山と共生するゴルフ場」 … 森林公園ゴルフ場
ゴルフ場は水生生物がいっぱい ………（社）宝塚ゴルフ倶楽部
「シーガイア黒松の森宣言 2011」 …フェニックスカントリークラブ 
ゴルフ場の生きものアンケート調査結果 ……… ゴルフ緑化促進会
ゴルフ場と環境をめぐる海外の動向 ………………… 瀧　邦夫

4月号（No.472） 森を育む

今日の課題・21世紀型の森の育み ……………………太田猛彦
2050 年の森を育む ……………………………………鈴木和夫
国有林における国民参加の森林づくり ……林野庁国有林野部
庄内砂丘の海岸林の将来を考える ……………………梅津勘一
王子グループにおける社有林の総合的な活用 ………山本宏美
森林セラピーの役割と展望 …………………………… 今井通子
緑化推進の担い手としての緑サポーター養成 ………立花　登

5月号（No.473） 自然再生の新たな展望とその課題

今日の課題・自然再生への展望と課題 …………… 進士五十八
生物多様性国家戦略からみた自然再生の役割 …………環境省
河川における水生動物の生息環境の再生の現状と課題 酒井健司
水辺における湿原群落の創出の現状と課題 …………矢部和夫
鳥類からみた都市域の自然再生における留意点 ……橋本啓史
二次林における春植物と落ち葉のドラマ …………鈴木貢次郎
里山の活動における人的ネットワークの現状と課題 … 及川ひろみ

6月号（No.474） 松林保全の軌跡と展望

今日の課題・松林保全の軌跡と展望 …………………近田文弘
松林保全技術の軌跡と展望 …………………………… 中村克典
松林保全事業の軌跡と展望 ……………林野庁森林保護対策室
海岸防災林造成の軌跡と展望 ………………………… 黒川正美
各地の海岸砂防林の沿革と今後に向けて …………… 瀧　邦夫
松保護士制度 10 年の歩みと展望 ………………… 小林富士雄
日本の松原再生事業の歩みと展望 …………………… 瀧　邦夫

7月号（No.475） 花粉と環境

今日の課題・花粉と環境－その多面的な機能と指標－ 湯浅浩史
植物に由来するアレルゲン …………………………… 小川　正
花粉症の原因となる植物 ……………………………宇佐神　篤
花粉症とスギの林木育種 … 森林総合研究所林木育種センター
考古学と花粉分析 ……………………………………… 吉川昌伸
蜂と花粉 ……………………………………………… 佐々木正己
スギ花粉の拡散と花粉症 ……………………………… 川島茂人

8月号（No.476） 街路樹の安全管理への対応と課題

今日の課題・街路樹の健全性 ………………………藤井英二郎
街路樹の倒伏・幹折れ等の諸要因と課題 ……………堀　大才
街路樹腐朽病菌の最近の動向 …………………………大賀祥治
街路樹の診断と更新 …………………………………… 山下得男
東京都港区の街路樹診断と対策 …………港区芝地区総合支所
台風による街路樹倒伏被害の現状と対策 ……………飯塚康雄
倒伏・枝折れに伴う道路利用者被害の実態と管理上の課題 細野哲央

9月号（No.477） 緑化産業の軌跡と展望

今日の課題・緑化産業の軌跡と展望 …………………涌井史郎
緑化産業の現状と課題－緑化産業隆盛への道－ ……近藤三雄
緑化樹木生産流通業の軌跡と展望 … （一財）日本緑化センター
わが国の花き産業の軌跡と展望 …… （財）日本花普及センター
造園設計職能の軌跡と展望 ……（株）東京ランドスケープ研究所 
造園建設業の軌跡と展望 ………………………（株）中村製作所
緑化資材業の軌跡と展望 …………………………東邦レオ（株）

10月号（No.478）
　震災復興祈念施設としての公園緑地の役割と課題

今日の課題・スピリチュアル ランドスケープ・デザイン  進士五十八
祈念施設としての公園緑地の役割と課題 ……………涌井史郎
祈念施設としての公園緑地の役割と課題（岩手） … 池邊このみ
祈念施設としての公園緑地の役割と課題（宮城） ……森山雅幸
祈念施設としての公園緑地の課題 ……………………中瀬　勲
国立公園を通じた三陸復興 …… 環境省自然環境局国立公園課

11月号（No.479） 工場緑化の軌跡と展望

今日の課題・工場緑化からエコ・ファクトリーへ … 進士五十八
工場緑化の史的考察からみた軌跡と今後の展望 …… 山田和司
緑化優良工場等表彰制度の軌跡と展望 ……………… 瀧　邦夫
経団連環境自主行動計画－産業界の成果と今後 …… 岩間芳仁
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------------------ 特　集 ------------------ 



環境・地域と共生するビール工場 サッポロビール（株）静岡工場
地域の喜び・誇りを目指して … （株）村田製作所 野洲事業所
地域に根ざした里山づくり ………………………岐阜協和（株）
「第 32 回工場緑化推進全国大会」緑化優良工場の緑化概要
事業所敷地内ビオトープの育成 ……………………… 石川真一

12月号（No.480） 樹木医の軌跡と展望

今日の課題・環境と樹木医－樹木医の社会力－ ……小澤普照
樹木の保護技術の潮流と樹木医誕生の意義  ……… 濱野周泰
街路樹診断と樹木医  …………………………………小林　明
災害と樹木医  …………………………………………岩﨑哲也
巨樹と樹木医－森林美学の視点から－ ……………  小池孝良
地域社会と樹木医  …………………………………… 石井誠治
桜と樹木医  …………………………………………… 和田博幸

------------------ 連　載 ------------------
（　）は掲載月

■ 自然再生事例  

（1）横須賀港馬堀地区陸上植栽・海中林造成 ………笠原　勉
（2）郷土種を用いた緑化 ………………………………渡邊敬太
（3）自然な雰囲気を大事にした公共空間の造園事例 …友森千春
（4）スギ皆伐跡地の自然再生活動町 ………………… 水野貞明
（5）子どもたちによる森づくり・池づくり ………………竹内慎治
（6）公園運営における自然再生の取り組み …………… 内山　堅
（7）群馬県立金山総合公園里山再生の取り組み ……佐藤綾香
（8）時代を斬り拓く米づくりを追求して ……………… 森田由一
（10）南国沖縄の山菜ツアー ………………………… 樋口純一郎
（11） 都市における自然再生事業の現状と将来 ………坂本邦雄
（12） 都市の住宅地における緑地整備と自然の恵み …柳　雅之

■ 樹木医・研究と実践の現場から

（1）指定管理者と樹木医 ………………………………塚原道夫
（2）養老公園の現状と景観・植栽管理 ……………… 水﨑貴久彦
（3）自然環境の保全と活用を目指した公園管理 ………根萩達也

■ 演習林からの便り

（1）京都大学芦生の森／森里海の連環 …………… 長谷川尚史
（3）鳥取大学／森に学び、森と生きる …………………佐野淳之
（4）京都府立大学／6つの特色ある大学の森 ……… 高原　光
（5）愛媛大学／身体で森林を覚える授業を提供する 大田伊久雄
（6）九州大学／新たな百年に向けて歩みだす ……… 古賀・大槻
（7）高知大学／現場主義で密度の高いサービスを ……鈴木保志
（8）信州大学／やまのエキスパートを育む虎の穴 ……小林　元
（9）島根大学／小粒でピリリと？… …………………… 山下多聞
（10）宮崎大学／ヒノキ壮齢林と常緑広葉樹二次林 … 髙木正博
（12）鹿児島大学／森林環境教育と自然学校 ………  井倉洋二

■ 樹木医の岡目八木  ………………………………持丸和朗

（5） 「タイタニック」そして「大和」、（7）樹木のかたち・フラクタル、
（9）右巻きと左巻き、（11）樹木を歌う

■ 草木に学ぶ里山の自然再生  ……………………麻生　嘉 

（2）リュウキンカ、（3）野焼き、（4）マンサク、（5）スミレの仲間、
（6）キンラン、（7）スギナ、（8）コマツナギ、（9）ヤナギラン、
（11）キバナアキギリ、（12）ナンバンギセル

■ 生きもの日誌 

（4）アオダイショウ－ヘビは森の豊かさの目安－ ………太田英利
（5）モリアオガエル ………………………………………太田英利
（6）ウナギ－身近で謎多き絶滅危惧種－ ………………揖　善継
（7）オオムラサキ－里山林を悠 と々飛ぶ日本の国蝶－ 高桑正敏
（8）シジュウカラ …………………………………………橋本啓史
（9）ヒミズ－日本固有の半地下性動物－ ……………… 石井信夫
（10）水生昆虫…………………………………………… 谷田一三
（11）タテジマカミキリ－冬を枝上で過ごす変わりもの－ 高桑正敏
（12）シロハラ－もの静かな冬の訪問者－ ……………関　伸一

■ 樹木が刻む悠久の時－地元が選ぶ悠久の樹木100選

（5）伝説と歴史を語り継ぐ国守家の大タブ（萩市） …… 草野隆司
（7）蒜山の森のマザーツリー（岡山市真庭市） ………佐野淳之
（9）飛島の「不老の松」（山形県酒田市） ……………梅津勘一
（10）東海道筋に復活する椎林と椎の巨木（藤枝市） … 近田文弘
（10）樹齢 300 年の甘柿（福岡県久留米市） ………… 吉岡　威
（11）白蓮の木と巨龍の伝説（福井県） ………………… 金田久璋

■ 「わらだやしき自然教室」の自然通信 …………姉崎一馬

（1）米づくりはサバイバル、（2） 苦手な生きものたち

■ 樹木からの便り ……………………………………姉崎一馬

（4）サクラ、（6）ガクアジサイ、（8）ネムノキ、（10）ブナ、（12）マツ

■ 樹木の価値をつなぐ ………………………………森山　明

（6）私の樹木事始め、（8）私の樹木事始め2、（10）切りぶかしか
ら自然樹形へ、（12）自然樹形と新たな試み

■ 海外の緑化事情 ………………………………… 西田正徳

（1）パリの有名建築の庭園、（5）シンガポールの新植物園、
（6）シンガポール「ガーデン・シティ」の変貌

■ 国指定天然記念物「影向の松」を甦らせる …… 伊藤忠夫

（1）生育基盤の診断と維持管理－土壌改良－、（2）気象被害と対
策、（3）樹勢回復事業総括

-------------- その他記事 --------------

（4）英国の古木文化 …………………………………… 瀧　邦夫
（8）栃木県庁前のトチノキ並木 …………………………栃木宏昭
（9）「国営滝野すずらん丘陵公園」の整備における
　　生物多様性保全の取り組み …… （一財）日本緑化センター
（10）住棟屋上の緑化による有効利用に向けて …都市再生機構
（11）日本武尊の白鳥塚 …………「みささぎの郷」里山つくりの会


