
○書籍紹介

タイトル 著者・編著・監修等 出版社・発行所等 定価 発行日

 木材・森林と快適性－生理的リラックス効果を科学する－ 宮崎良文 東京原木協同組合 201703

自然セラピーの科学 ―予防医学的効果の検証と解明― 宮崎良文 朝倉書店 本体4,000円＋税 201610

家庭でできる おいしい柑橘づくり１２か月 三輪正幸 (社)家の光協会 本体1,200円＋税 201602

くだものと木の実いっぱい絵本 三輪正幸 あすなろ書房 本体1,600円＋税 201510

よくわかる植物工場 古在豊樹 ＰＨＰ研究所 本体3,000円＋税 201510

ひと目でわかる病害虫の症状・予防・対策 三輪正幸 他 ㈱ナツメ社 本体1,400円＋税 201504

ＮＨＫ「趣味の園芸ビギナーズ」
－育てておいしい ヘルシー植物－

北条雅章 他 ＮＨＫ出版 本体1,000円＋税 201503

最新森林治癒概論（韓国語）（ISBN 978-89-97484-63-8） 宮崎良文 他 ジョンナムスプ（韓国） 2015

植物工場のきほん 古在豊樹 ㈱誠文堂新光社 本体1,600円＋税 201411

トロピカルプランツの育て方 三輪正幸 他 ㈱ブティック社 本体1,500円＋税 201405

剪定もよくわかる おいしい果樹の育て方 三輪正幸 ㈱池田書店 本体1,500円＋税 201403

カリンのチカラ 三輪正幸 他 ＮＨＫ出版 本体900円＋税 201311

鉢ひとつで始める果樹つくり 三輪正幸 ㈱学研パブリッシング 1,008円（税込） 201309

小さなインテリア果樹を楽しむ 三輪正幸 ㈱学研パブリッシング 700円（税込） 201309

https://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-64044-1/
http://www.ienohikari.net/book/9784259564933
http://www.asunaroshobo.co.jp/home/search/index.html
http://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-78506-6
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005830&id=77&book_type=1
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061992082015.html
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061992082015.html
http://www.seibundo-shinkosha.net/products/detail.php?product_id=4399
http://www.boutique-sha.co.jp/book/show_detail/5066
http://www.ikedashoten.co.jp/book-details.php?isbn=978-4-262-13629-5
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000113252013.html
http://hon.gakken.jp/book/1861019900
http://hon.gakken.jp/book/1861019800
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６０日以内にできる 水耕野菜づくり 北条雅章 ㈱大泉書店 本体1,200円＋税 201305

野菜と果物 三輪正幸 他 ㈱小学館 本体2,000円＋税 201304

ＮＨＫ「趣味の園芸ビギナーズ」
－おいしく育てる はじめての家庭果樹－

三輪正幸 ＮＨＫ出版 本体1,000円＋税 201303

人工光型植物工場
－世界に広がる日本の農業革命－

古在豊樹 ㈱オーム社 本体2,800円＋税 201203

ＮＨＫ趣味の園芸 よくわかる栽培１２か月
－レモン－

三輪正幸 ＮＨＫ出版 本体950円＋税 201203

暮らしの実用シリーズ
決定版 はじめての果樹づくり

三輪正幸 ㈱学研パブリッシング 本体1,400円＋税 201109

ベランダでできる コンテナ野菜づくり 北条雅章 ㈱池田書店 本体1,300円＋税 201106

ＮＨＫ趣味の園芸 よくわかる栽培１２か月
－キウイフルーツ－

三輪正幸 ＮＨＫ出版 本体950円＋税 201103

森林セラピー（韓国語）（ISBN 978-89-91373-89-1） 宮崎良文 他 ジョンナムスプ（韓国） 2011

はじめてでもできる おいしい果樹の育て方 野田勝二 (社)家の光協会 本体1,400円＋税 201005

野菜のつくり方
－全国気候別はじめてのおいしい菜園カレンダー－

北条雅章 他 ㈱誠文堂新光社 本体1,200円＋税 201003

植物工場ビジネス
－低コスト型なら個人でもできる－

池田英男 日本経済新聞出版社 本体1,800円＋税 201003

太陽光型植物工場
－先進的植物工場のサステナブル・デザイン－

古在豊樹 ㈱オーム社 本体2,800円＋税 200911

大学発地域再生
－カキネを超えたサステイナビリティの実践－

上野武
アサヒビール㈱
㈱清水弘文堂書房

本体1,429円＋税 200907

野菜の上手な育て方大辞典 北条雅章 成美堂出版 本体1,600円＋税 200904

森林医学Ⅱ
－環境と人間の健康科学－

宮崎良文 他 ㈱朝倉書店 本体4,500円＋税 200903

http://www.oizumishoten.co.jp/books/04453.html
https://www.shogakukan.co.jp/books/09217220
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061991672013.html
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061991672013.html
http://shop.ohmsha.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001923&search=%BF%A2%CA%AA%B9%A9%BE%EC&sort=
http://shop.ohmsha.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001923&search=%BF%A2%CA%AA%B9%A9%BE%EC&sort=
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000402582012.html
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000402582012.html
http://hon.gakken.jp/book/1340504400
http://hon.gakken.jp/book/1340504400
http://www.ikedashoten.co.jp/book-details.php?isbn=978-4-262-13621-9
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000402502011.html
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000402502011.html
http://www.ienohikari.net/book/9784259562779
http://www.seibundo-shinkosha.net/products/detail.php?product_id=985
http://www.seibundo-shinkosha.net/products/detail.php?product_id=985
http://www.nikkeibook.com/book_detail/49084/
http://www.nikkeibook.com/book_detail/49084/
http://shop.ohmsha.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000050&search=%BF%A2%CA%AA%B9%A9%BE%EC&sort=
http://shop.ohmsha.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000050&search=%BF%A2%CA%AA%B9%A9%BE%EC&sort=
http://www.shimizukobundo.com/book/978-4-87950-590-3/
http://www.shimizukobundo.com/book/978-4-87950-590-3/
http://www.seibidoshuppan.co.jp/product/9784415305868/
http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-47047-5/
http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-47047-5/
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森林セラピー
－森林セラピスト（森林健康指導士）養成・検定テキスト

宮崎良文 他 ＮＰＯ法人森林セラピーソサエティ 本体3,000円＋税 200902

森林治癒（韓国語）（ISBN 978-89-91373-64-8） 宮崎良文 他 ジョンナムスプ（韓国） 2009

「幸せの種」はきっと見つかる 古在豊樹 祥伝社 本体1,600円＋税 200807

ＡＬＬ ＹＯＵ ＮＥＥＤ ＩＳ ＧＲＥＥＮ 古在豊樹 他 ㈱講談社 本体1,300円＋税 200806

五感を通して明らかにする森の科学（韓国語）
（ISBN 978-89-5797-263-2）

宮崎良文 NEXUSBOOK（韓国） 2007

森林医学 宮崎良文 他 ㈱朝倉書店 本体6,500円＋税 200606

最新の苗生産実用技術
－閉鎖型苗生産システムの実用化が始まった－

古在豊樹 他 (社)農業電化協会 本体2,600円＋税 200502

森林浴はなぜ体にいいか 宮崎良文 ㈱文藝春秋 本体660円＋税 200307

快適さのおはなし 宮崎良文 (財)日本規格協会 本体1,100円＋税 200208

木と森の快適さを科学する 宮崎良文 (社)全国林業改良普及協会 本体923円＋税 200203

閉鎖型苗生産システムの開発と利用
－食料・環境・エネルギ問題の解決を目指して－

古在豊樹 他 ㈱養賢堂 本体2,800円＋税 199910

森の香り 宮崎良文 フレグランスジャーナル社 本体1,456円＋税 199601

http://www.fo-society.jp/therapy/booklist.html
http://www.fo-society.jp/therapy/booklist.html
http://www.s-book.net/plsql/slib_detail?isbn=9784396411046
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062147743
http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-47040-6/
http://www.noden.or.jp/shuppan_015.html
http://www.noden.or.jp/shuppan_015.html
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166603299
https://www.webstore.jsa.or.jp/lib/lib.asp?fn=/story/sty1_624.htm
http://www.ringyou.or.jp/publish/detail_408.html
http://www.yokendo.com/book/978-4-8425-9911-1.htm
http://www.yokendo.com/book/978-4-8425-9911-1.htm
http://www.fragrance-j.co.jp/book/b202927.html?search_keyword=%E6%A3%AE%E3%81%AE%E9%A6%99%E3%82%8A

