
番
線
印 　普及局行き TEL 03-3585-1142

農文協

　 2016年 7月現在 枚中の 枚目

POP・注文書好評配布中！→ http://www.ruralnet.or.jp/bookshop/
2016.07

様 月 日 注文扱 随時出荷

FAX　03-3585-3668

ご
担
当

注
文
日

掲載書籍注文書

農文協

別冊現代農業2016年7月号　
農家が教える自然農法

自然農薬、天敵、堆肥、輪作、混
作などを駆使した防除技術の集大
成。病気と害虫を種類ごとにまと
め、弱点をつくポイントと対策を
解説。 農文協編●1143円＋税

畜産廃棄物、野菜残渣、剪定枝、
生ごみなど、身近な廃棄物を何で
も活用。堆肥施用の意味、素材の
特性、堆肥の作り方・使い方、優
良事例まで集大成。

農文協編● 1200 円＋税

堆肥 とことん活用読本

作物の活性化・生育促進、浸透力
向上、展着剤効果、微生物相の豊
富化など様々な効果。ニンニクや
トウガラシ、魚のアラなどを混ぜ
ればパワーアップ。

農文協編● 1143 円＋税

木酢・竹酢・モミ酢  とことん活用読本

まくだけで効果がでる水田除草・肥
効、畑作防除から、ボカシ肥、土
ごと発酵まで、農家が築いてきた
身近な資材・米ぬか利用の知恵と
工夫を集大成。 農文協編●1200円

米ぬか  とことん活用読本

肥料・堆肥に、土壌･水質改善に、
菌液パワーが効く。買えば高い元
菌を自分で採取・増殖する技と使
い方。放射性物質除去にも役立つ
と話題。 農文協編●1200円

光合成細菌 とことん活用読本

病害虫防除、植物活力剤から土つ
くりまで、発酵食品や自然の中に
いる微生物の発酵力を農業に活か
す。えひめAI、自家製発酵液、天
恵緑汁、土着菌堆肥など。

農文協編●1400 円＋税

微生物パワー　とことん活用読本
農家が見つけた驚きの事実。その
まま葉にかけたり、畑にまくだけ
でも防除に効く。石灰の種類、使
い方、効く病気・害虫など事例と
最新研究を通して解説。

農文協編● 1200 円＋税

石灰で防ぐ病気と害虫

除草作業をラクで効果的に！刈り
払い機、水田除草機、畑用除草機
具（カルチやホーなど）の製品情
報や使い方、チェーン除草機など
手づくり機具の作り方も充実。

農文協編● 1200 円＋税

ラクラク草刈り・草取り術

異なる作物をいっしょに栽培した
り、後作にすると生育がよくなり
病虫害や障害も減る。農家の伝統
の知恵と、最新科学もふまえて実
践技術を集大成。

農文協編●本体 1143 円＋税

混植・混作・輪作の知恵

不耕起・半不耕起、布マルチ、多品
種混植栽培、種籾温湯処理、薬剤に
頼らぬ除草法など実践農家の知恵を
集大成。福岡正信、川口由一両氏も
登場。 農文協編●1143円＋税

農家が教える　イネの有機栽培
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農家が教えるシリーズ 自然の力を活かす 「現代農業」厳選記事集

病害虫が減り、土がよくなる

緑肥・草、水、生きもの、米ぬか
…田んぼとことん活用

身近な素材̶なんでもリサイクル

発酵の力を暮らしに土に

農薬に頼らない　病害虫防除ハンドブック

肥料に、堆肥に、土壌・水質改善に
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別冊現代農業2016年7月号　
農家が教える自然農法

これならできる！自然菜園
耕さず草を生やして共育ち

竹内孝功著
1700円＋税
野菜が草、虫、微生物
と共生し健やかに育
つ。野菜37種を不耕
起･無農薬･堆肥最小限
で栽培。

新装版　本物の野菜つくり
その見方・考え方

藤井平司著
1524円＋税
伝統的栽培に育て方
の原理をさぐり、無
農薬、無化学肥料栽
培のポイントを主要
野菜ごとに示す。

野菜の輪作栽培
土がよくなり、農薬・肥料が減る知恵とわざ

窪吉永著
1714円＋税
土の活力に見合った
配置・作付け、つくり
まわしで、省力・省資
材、減農薬・有機の
野菜づくり。

自然農薬のつくり方と使い方
植物エキス・木酢エキス・発酵エキス

農文協編
1400円＋税
ドクダミ、スギナ、ニ
ンニク、トウガラシな
どの自然な抗菌・殺虫
成分や栄養分を煮出
し・発酵･木酢浸けで
抽出。

有機農業ハンドブック
土づくりから食べ方まで

日本有機農業研究会編
3619円＋税
穀類、野菜、果樹の
栽培､ 有機農産物の
加工、調理法まで67
品目、127の生産技
術と食べ方。

基礎講座　有機農業の技術
土づくり・施肥・育種・病害虫対策

日本有機農業研究会編
1667円＋税
農学の各分野の権威４
人が語った有機農業の
現状と課題。今後の具
体的な可能性を示唆す
る。

テキスト　有機農法の実際

有機栽培の基礎と実際
肥効のメカニズムと施肥設計

小祝政明著
2600円＋税
有機栽培の「常識」を
問い返し、経験やカン
ではなく、データでつ
くりこなすための道筋
を解明。

有機栽培の病気と害虫
出さない工夫と防ぎ方

小祝政明著
1800円＋税
中熟堆肥＋太陽熱養
生処理、堆肥菌液、
納豆水…、畑・土・
作物の防御力アップ
で病害虫を防ぐ。

有機栽培の肥料と堆肥
つくり方・使い方

小祝政明著
1800円＋税
アミノ酸肥料、中熟堆
肥、ミネラル活用の実
際を豊富な図解で紹
介。「小祝有機栽培」
の資材編。

有機栽培の野菜つくり
炭水化物優先、ミネラル優先の育て方

小祝政明著
2700円＋税
ミネラル優先の施肥で
炭水化物優先の育ちに
もちこむ有機の組み立
てを紹介。6タイプ38
品目。

有機栽培のイネつくり
きっちり多収で良食味

小祝政明著
1900円＋税
秋のワラ処理とpH改
善、酵母菌活用のア
ミノ酸肥料とミネラ
ルでつくる「白い根」
イナ作の実際。

緑肥作物
とことん活用読本

橋爪健著
2400円＋税
減肥、土壌病害・線虫
抑制、土壌侵食抑止、
除塩、排水対策に、お
勧め新顔緑肥。特徴か
ら導入まで解説。
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