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土木一般／構造力学

改訂 土木・建築のための　確率・統計の基礎
Alfredo H-S.Ang・Wilson H.Tang　著　　伊藤 學・亀田 弘行　監訳　　阿部 雅人・能島 暢呂　訳
A5判・528頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-621-07823-5　発行年月2007.01
定評ある初版をさらに充実させ、さらに時代に即した内容とするべく行われた、改訂版の邦訳。工学に関する
実践的な例題や演習問題を豊富に示し、確率・統計の数学的概念を工学に応用する道筋を示すことに力が注が
れた。また、パソコンソフトをふんだんに示した数値シミュレーションの章を新設するなど、PC時代への工夫
も行われている。
【主要目次】	 	1 章　工学における確率・統計の基礎／2章　確率モデルの基礎／3章　不確定現象の解析モデル

／4章　確率変数の関数／5章　確率論におけるコンピュータによる数値解析およびシミュレー
ション解法／6章　観測データによる統計的推測／7章　確率分布モデルの決定／8章　回帰分析
と相関分析／9章　ベイズ確率の方法／付録A　確率表／付録B　組合せ論の公式／付録C　ポア
ソン分布の誘導

＜採用校＞	 	北海道大学、東京工業大学、新潟大学、国土交通大学校、東京都市大学、日本大学、早稲田大学

第 3 版　土質力学
石原 研而　著
A5判・320頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-621-30234-7　発行年月2018.01
四半世紀以上にわたり読み継がれる土質力学の定番教科書。著者自身が 30 年間、大学での講義と難解な学術書
の購読に苦しんだ経験を生かした滋味あふれる解説。16 年ぶりの改訂となるこの第 3版では、最新の知見をも
とに砂質土の力学特性について新たに 2章分を書き下ろしている。大学生からプロフェッショナルまで、学び
の土台となる一冊。
【主要目次】	 	第 1章　土の基本的性質／第2章　不飽和土の諸性質／第3章　土の締固め／第4章　透水／第

5章　有効応力，摩擦則とダイレタンシー則／第6章　粘土の圧密／第7章　粘性土のせん断強
度／第8章　砂の変形特性／第9章　地盤内の応力と変位／第10章　土圧／第11章　地盤の
支持力／第12章　斜面の安定／第13章　砂地盤の液状化

＜採用校＞	 	東京工業大学、九州工業大学、鹿児島大学、愛媛大学、岐阜大学、新潟大学、茨城大学、首都大学東京、
法政大学、中央大学

【理工系の基礎】シリーズ　理工系の基礎　土木工学
土木工学 編集委員会　編
B5判・208頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-30286-6　発行年月2018.04
土木工学の各分野の基礎的事項についてまとめている。土木工学は生活を支える社会基盤である。本書を通読
すれば、土木工学に関連する各分野の基礎知識を網羅できるようになっている。土木工学を学び始めるにあ
たっての最初の一冊としてだけでなく、公務員試験や技術士などの資格試験の対策にも使える一冊となってい
る。
【主要目次】	 	1 土木工学とは何か／土木工学の範囲／土木工学の名前の由来／土木工学のプロセス／土木工学の

将来／2技術者倫理／技術者倫理と技術倫理／技術者に倫理が必要な理由／企業倫理と組織風土／
環境倫理／社会的合意形成／3計画分野／土木計画学とは／構想段階・計画段階／設計段階／施
工・供用・維持管理段階／4構造物の設計と力学／5構造分野／6水理分野／7地盤分野／8コン
クリート分野／9環境分野／10技術報告書の書き方　など

＜採用校＞	 	東京理科大学

明解 水理学
日野 幹雄　著
A5判・366頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-621-02778-3　発行年月1983.07
水理学の基礎法則から解説を始め、開水路および管路の定常流・非定常流、ポテンシャル流として扱える流れ、
静止流体の力学など、基礎水理学の体系を理解し、思考法を修得できるよう配慮した教科書。
【主要目次】	 	第 1章　運動方程式／第2章　エネルギー保存則―Bernoulli の定理／第3章　運動量保存則／

第4章　ポテンシャル流れ／第5章　層流と乱流／第6章　開水路急変部の流れ／第7章　開水
路の等流／第8章　開水路の漸変流／第9章　管路の定常流／第10章　開水路の非定常流／第
11章　管路の非定常流／第12章　広い領域からの流れ／第13章　水の波／第14章　地下水
の流れ／第15章　静止流体の力学

＜採用校＞	 	東京大学、東京工業大学、広島大学、東京理科大学、中央大学、徳山高専、群馬高専
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構造力学／測量・計測

コンパクト建築設計資料集成 ［都市再生］
日本建築学会　編
A4判・238頁　定価（本体5,800円＋税）　ISBN978-4-621-08756-5　発行年月2014.03
都市空間の基礎的寸法（街路幅、勾配、密度等）をはじめ、景観、保存、リノベーション、地区再生、交通再
編、環境再生といった現代の都市が抱える課題ごとに国内外の事例を数多く紹介。これらの事例には before-
after やとられた手法等が解説されており、建築と土木・都市計画にはもちろんのこと、まちづくりや地区の再
生に取り組む際に参考にすべき知識・経験が凝縮されている。
【主要目次】	 	第 1章	都市再生の背景	　都市再生とは／都市再生の潮流／災害復興からの都市再生／第2章	都

市の要素　ふるまいの寸法／ボリュームと配置／建築のインターフェイス／都市インフラと景観／
出来事と一時的空間／都市と照明／第3章	再生の手法　建築の再生／地区のリハビリ／交通結節
点の活用／環境創成のランドスケープ／第4章	手法の重ね合わせ　都心再生／地域再生／ウォー
ターフロント再生／ブラウンフィールド再生／創造都市

＜採用校＞	 	福山市立大学、東京工芸大学、立命館大学、工学院大学、大阪工業大学

新版 測量学
森 忠次　校閲　　田村 正行・須崎 純一　著
A5判・364頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-621-08748-0　発行年月2016.09
本書は、旧版の『改訂版 測量学 1 基礎編』（2001 年）、『同・2 応用編』（2002 年）を、大学や高等専門学校で測
量学の基礎を習得できるように編集したもの。誤差および最小二乗法、距離測量、水準測量、角測量、多角測
量、三角測量および三辺測量、GNSS 測量、平板測量と地形測量、そして写真測量に至るまで、近年の著しい
ディジタル化に対応した好評教科書の最新改訂版。測量方法の基礎から応用を、平易かつ簡潔に解説。
【主要目次】	 	第 1章　測量学の内容と測量体系／第2章　誤差および最小二乗法／第3章　距離測量の器械と

測量方法／第4章　水準測量の器械と測量方法／第5章　角測量の器械と測量方法／第6章　多
角測量／第7章　三角測量および三辺測量／第8章　GNSS測量／第9章　平板測量と地形測量
／第10章　写真測量／付録 I．ベクトルによるスカラー関数の偏微分／付録 II．重み付き残差二
乗和の期待値／付録 III．共線条件式

＜採用校＞	 	京都大学、北海道大学、神戸大学、名古屋工業大学、徳島大学、大阪市立大学、滋賀県立大学、東洋大
学、函館高専

例題で身につける構造力学
車谷 麻緒・樫山 和男　著
A5判・300頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-30210-1　発行年月2017.10
構造物に作用するさまざまな力を直観的に把握する力学的センスを磨くための教科書。全 115 題の例題・演習
問題を適切な手法を用いて解き進めることで、本質の理解と基礎の定着、そして応用力の向上を図る構成。は
りの支点反力といった基礎からマトリックス解析などの応用までをコンパクトにまとめた一冊。
【主要目次】	 	第 1章　構造力学の準備／第2章　はりの支点反力と断面力図／第3章　はりの応力とたわみ／

第4章　断面の諸量／第5章　骨組構造／第6章　エネルギー原理とエネルギー法／第7章　不
静定構造の解法／第8章　マトリックス構造解析／付録A　	はりの影響線／付録B　弾性荷重法
／付録C　演習問題

＜採用校＞	 	茨城大学、八戸高専、福島高専、日本大学、中央大学
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建築一般／構造力学

建築構造力学　図説・演習 II　第 2 版
中村 恒善　編著　　石田 修三・須賀 好富・松永 裕之・永井 興史郎　著
A5判・298頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-621-03966-3　発行年月1994.07
「難解で面白くない」と思われがちな建築構造力学を学生がより親しみやすく、興味を持てるようにオリジナル
な図・イラスト・写真を使ってビジュアルに展開した教科書。定義・基本例題の順に基本的な考え方をわかり
やすく解説し、より実践的な実力が身につくよう演習問題および解答を付し、独学でも問題を解く力が体得で
きるよう配慮している。
【主要目次】	 	1　骨組理論の特徴／2　たわみ角法／3　モーメント分配法（固定モーメント法）／4　建築骨組

の近似解析／5　変位法（剛性法）／6　仮想仕事の原理／7　エネルギー原理／8　応力法（柔性
法）／9　極限解析と弾塑性解析／10　構造設計への応用／付録　柔性行列法　

＜採用校＞	 	京都大学、大阪大学、神戸大学、京都工芸繊維大学、大阪市立大学、大阪電気通信大学、関西大学、摂
南大学

建築構造力学　図説・演習 I　第 2 版
中村 恒善　編著　　野中 泰二郎・須賀 好富・南 宏一・柴田 道生　著
A5判・300頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-621-03965-6　発行年月1994.06
「難解で面白くない」と思われがちな建築構造力学を学生がより親しみやすく、興味を持てるようにオリジナル
な図・イラスト・写真を使ってビジュアルに展開した教科書。定義・基本例題の順に基本的な考え方をわかり
やすく解説し、より実践的な実力が身につくよう演習問題および解答を付し、独学でも問題を解く力が体得で
きるよう配慮している。
【主要目次】	 	1　建築構造力学の役割／2　静力学の基礎／3　材料の力学的性質／4　構造解析と近似／5　静

定梁／6　断面に作用する応力／7　部材の弾性変形／8　簡単な不静定梁の解法／9　静定ラーメ
ン／10　静定トラス／11　梁の塑性曲げ／12　柱の座屈／付録（ベクトルとその積）　

＜採用校＞	 	京都大学、大阪大学、神戸大学、京都工芸繊維大学、大阪市立大学、大阪電気通信大学、関西大学、摂
南大学

建築構造設計・解析入門　Fortran 解析プログラム付
藤井 大地・松本 慎也　著
A5判・190頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-30187-6　発行年月2017.08
建築を学ぶ学生に、最低限これだけは知っておいてほしい思う構造設計や、構造解析の基本的な内容をまとめ
た教科書。建築構造のセンスを身につけるため、実際に建築構造の模型を設計・制作し、構造計算、模型の耐
力を予測し、実験によって耐力を確かめるという実践的な構成。Fortran 解析プログラム付。
【主要目次】	 	第 1章	構造設計の概要　構造計画　構造計算　限界耐力計算法の概要／第2章	模型で学ぶ構造力

学　模型材料と計測用機器　構造要素が壊れる仕組み　建築構造が壊れる仕組み／第3章	構造解
析の基本　テーパー梁の有限要素解析　トラスの有限要素解析　骨組の有限要素解析　弾塑性解析
への応用　振動解析への応用／第4章	振動解析の基本　建築物のモデル化　1質点系の自由振動
解析　1質点系の地震応答解析　多質点系の地震応答解析　多質点系から1質点系への変換

＜採用校＞	 	近畿大学

【理工系の基礎】シリーズ　理工系の基礎 建築学
建築学 編集委員会　編
B5判・246頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-30061-9　発行年月2016.10
上野恩賜公園に位置するル・コルビュジエ設計「国立西洋美術館」を例に、建築のきっかけから構想、エンジ
ニアリング、設計、さらには建築の使われ方、補修、改修にいたるまで、建物のライフサイクルに沿って学べ
る。各項目が 2、4ページの見開き構成。評価の高い建築物で興味をもちながらも、幅広い建築の知識を得るこ
とができる建築学の教科書。
【主要目次】	 	1 建築にいたるまで	/国立西洋美術館建設のきっかけ/松方コレクション/ル・コルビュジエと3人

の弟子―建築家と技術者/企画・プログラム/建築史における国立西洋美術館/都市史における上野
恩賜公園/2建物を構想する	/ル・コルビュジエの描いた図面/国立西洋美術館の立地/プロトタイ
プ「無限成長美術館」/配置計画/外構計画：前庭とピロティ/　ほか　3建築のエンジニアリング　
4建物を設計する　5建物をつくる　6建物を使う　7時間とともに生きる建築　など

＜採用校＞	 	東京理科大学
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計画・設計・施工

建築のしくみ　住吉の長屋／サヴォワ邸／ファンズワース邸／白の家
安藤 直見・柴田 晃宏・比護 結子　著
その他・256頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-621-07961-4　発行年月2008.04
安藤忠雄の「住吉の長屋」等、トレースの課題に選ばれる頻度の高い代表事例を 2次元化（CADトレース）3
次元化（模型製作・3Dモデリング）することを通して、CAD製図の基本を学習するとともに主要な建築の構
造（鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造）のしくみ（構法）も理解させることを目的としたテキスト。
【主要目次】	 	1 箱型建築　建築の単純モデル/模型/平面図/断面図/立面図/立体図/2住吉の長屋　鉄筋コンク

リート壁構造/住吉の長屋/鉄筋コンクリートと壁構造/平面の構成/断面の構成/立面の構成/コン
ピュータ・グラフィックス/3サヴォワ邸　鉄筋コンクリートラーメン構造/サヴォワ邸/ラーメン
構造/サヴォワ邸の模型/1階の構成/2階の構成/屋上の構成/立面の構成/断面の構成/窓の構成/4ファンズワース邸　鉄骨
構造　ファンズワース邸/鉄骨構造	ほか　5白の家　木造軸組構造　など

＜採用校＞	 	神戸大学、鹿児島大学、明石高専、秋田公立美術工芸短期大学、早稲田大学、法政大学、芝浦工業大学、国士舘大学

建築施工法　第2版　工事計画と管理
田村 恭　編著
A5判・448頁　定価（本体4,600円＋税）　ISBN978-4-621-08186-0　発行年月1987.07
大学の建築学科 2～3年生の教科書として好評を得ている『建築施行法』の改訂増補版。建設業界はかつてない
変革期を迎え、施工技術システムも著しく変貌している。今回の改訂では各々の章に最新情報を盛り込み、今
後の展望を新たに補っている。
【主要目次】	 	1. 建築生産　2. 建築生産組織　3. 設計・監理　4. 工事をめぐる法規制　5. 工事の計画　6. 工事

の管理　7. 準備工事　8. 仮設工事　9. 根切り・山留め工事　10. 地業・基礎工事　11. 鉄骨工事　
12. 型枠工事　13. 鉄筋工事　14. コンクリート工事　15. 石工事　16. 屋根工事・防水工事　
17. カーテンウォール工事　18. 建具工事　19. ガラス工事　20. 木工事　21. 左官工事　22. タ
イル工事　23. 塗装工事　24. 吹付け工事　25. 内装工事　26. 設備工事　27. 科学的管理技術の
導入　28. 建築生産の合理化

＜採用校＞	 	早稲田大学、関東学院大学、国士舘大学、北九州市立大学

改訂5版　空気調和ハンドブック
井上 宇市　編　　松縄 堅・猪岡 達夫・野原 文雄　著
A5判・512頁　定価（本体4,200円＋税）　ISBN978-4-621-07959-1　発行年月2008.01
空気調和設備の計画や設計に必要な知識を網羅した書として高い評価を得ている。第 5版は全章にわたり省エ
ネルギー・環境配慮の視点から改訂された。特に「熱負荷計算」の章は一新されている。単位系は SI 単位を採
用。
【主要目次】	 	第 1章　総説／第2章　熱負荷計算／第3章　空気調和計算法／第4章　空気調和計画／第5

章　空調用熱源装置／第6章　配管設備／第7章　空気調和機／第8章　ダクト設備／第9章　
吹出口と室内空気分布／第10章　換気・排煙設備／第11章　自動制御／第12章　省エネルギ
計画／第13章　諸表

＜採用校＞	 	信州大学、三重大学、山形県立産業技術短期大学校、芝浦工業大学、早稲田大学、工学院大学、東北学
院大学、西日本工業大学、日本大学、法政大学

本質を理解しながら学ぶ　建築数理
猪岡 達夫・中村 研一・石山 央樹・片岡 靖夫　著
B5変型判・176頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-30211-8　発行年月2017.12
小学校から高校までに習う算数・数学・物理の事項から一部大学で習う数学・材料力学までのテーマの中から
建築の実務で必要となるものを、実際に活用できることを目標に編纂した教科書。大学までの学校の教科書の
中から、必要な個所を関連する話題に配列し、ポイント、とらえるべき事項を浮かび上がらせる。計算式の展
開や式そのものの意味も丁寧に解説。
【主要目次】	 	1. 形と重心・体積・面積　2. 分かると便利な三角関数　3. 数列と級数　4. 確率と統計／回帰分

析・調和分析　5. 対数／人の感覚と音のデシベル　6. ＋-×÷で解く微分方程式　7. 行列で解くつ
るかめ算　8. 数式と物理量と単位／力・加速度・運動量・エネルギの関係　9. 部位にかかる力　
10. 部位の性質／曲げとたわみと断面性能　11. 構造力学から建築へ　12. 建築の形と数理　
13. 建築の秩序のつくりかた／座標、単位、部分と全体　14. 総合演習

＜採用校＞	 	千葉工業大学、中部大学
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計画・設計・施工

コンパクト建築設計資料集成 ［都市再生］
日本建築学会　編
A4判・238頁　定価（本体5,800円＋税）　ISBN978-4-621-08756-5　発行年月2014.03
都市空間の基礎的寸法（街路幅、勾配、密度等）をはじめ、景観、保存、リノベーション、地区再生、交通再
編、環境再生といった現代の都市が抱える課題ごとに国内外の事例を数多く紹介。これらの事例には before-
after やとられた手法等が解説されており、建築と土木・都市計画にはもちろんのこと、まちづくりや地区の再
生に取り組む際に参考にすべき知識・経験が凝縮されている。
【主要目次】	 	第 1章	都市再生の背景	　都市再生とは／都市再生の潮流／災害復興からの都市再生／第2章	都

市の要素　ふるまいの寸法／ボリュームと配置／建築のインターフェイス／都市インフラと景観／
出来事と一時的空間／都市と照明／第3章	再生の手法　建築の再生／地区のリハビリ／交通結節
点の活用／環境創成のランドスケープ／第4章	手法の重ね合わせ　都心再生／地域再生／ウォー
ターフロント再生／ブラウンフィールド再生／創造都市

＜採用校＞	 	福山市立大学、東京工芸大学、立命館大学、工学院大学、大阪工業大学

コンパクト建築設計資料集成 ［インテリア］
日本建築学会　編
A4判・236頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-621-08296-6　発行年月2011.01
住居・家政・インテリア学科学生向けの教科書。コンパクト建築設計資料集成シリーズの一冊で、インテリア
における基礎知識とインテリア設計の参考になる優れた設計事例・作品事例が豊富に収録されている。教育の
場面のみならず、建築設計者やインテリア設計者、インテリア関連の商品開発といった実務の場面でも大いに
役立つ内容。
【主要目次】	 	第 I 部　基礎編　人間　人口・家族・生活／住居環境／人体寸法／人体プロポーション　●年齢と

体型変化／体格の年次比較・地域差／体位の国際比較　●日本人の坐法／机・いすの機能寸法／寝
具の機能寸法　●座位寸法の国際比較／生活姿勢と人体計測／手足の動作と機能寸法　ほか　室と
場面／環境／インテリア装備／インテリアの表現／近代インテリアデザイン史　第 II 部　事例編　
住居／展示／集会／鑑賞／学習／医療・福祉／執務／宿泊／飲食・物販

＜採用校＞	 	大阪市立大学、近畿大学、多摩美術大学、京都学園大学、日建工科専門学校、青山製図専門学校、東海
工業専門学校、文化服装学院

第 2 版　コンパクト建築設計資料集成 [ 住居 ]
日本建築学会　編
A4判・322頁　定価（本体6,200円＋税）　ISBN978-4-621-07688-0　発行年月2006.01
住宅やインテリアを学ぶ上で是非知っておきたい定番住宅から世界の民家事例、最新の住宅事例を収載。また、
住宅に関係する人間工学・室空間・住居環境・設備・構法および各種物品寸法など住宅設計に関係する基礎的
情報から高齢者やバリアフリー、コーポラティブ住宅など関心の高まっている情報まで網羅した”住宅辞典”
の改訂版。
【主要目次】	 	事例編　［民家］日本／東アジア／東南アジア／太平洋地域／南アジア/インド・ネパール／西南ア

ジア／アフリカ大陸／南欧・マグレブ／東欧・北欧／西ヨーロッパ／北アメリカ大陸／南アメリカ
大陸　［近代住宅の歴史］民家と町家／明治の洋風邸宅／新しい住まいの模索／和風と洋風の接点
／昭和初期のコンクリート住宅／“白”の住宅群／ビラの系譜　ほか　［現代の独立住宅］　［現代の
集合住宅］　基礎編　［寸法・規模］　［行為・場面・室］　［物品］　［環境］　［構法・構造］

＜採用校＞	 	神戸大学、北九州市立大学、滋賀県立大学、京都建築大学校、岡山県立大学、東京理科大学、福井工業
大学、千葉工業大学、京都精華大学、多摩美術大学、東京日建工科専門学校

第 3 版　コンパクト建築設計資料集成
日本建築学会　編
A4判・344頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-621-07509-8　発行年月2005.03
建築初学者向けの教科書。建築設計資料集成シリーズから設計における基礎項目・各種建築図面を厳選して再
編成したものである。CAD を利用した製図、地域施設や高齢者施設、建築の周辺環境や地域とのかかわりなど
これからの建築教育に欠かすことのできない内容を掲載。設計課題の補助資料、計画講義の副教材として最適。
【主要目次】	 	建築の表現　製図用具／図面の種類／平面図の描き方／断面図の描き方／投象／かたちの種類／設

計のプロセス／エスキス図面，エスキス模型／配置図／平面図／断面図／立面図／アクソメ・アイ
ソメ／透視図／矩形図・展開図・詳細図等／模型／［コラム］／図面と模型によるエスキス／その他
の図／アルミサッシ・一般引き違い窓上部の納まり　環境　建築環境システム　ほか　／室と場面
／居住／福祉／医療／交流／公共サービス／教育／図書／展示／芸能／宿泊／業務／都市のオープ
ンスペース　など

＜採用校＞	 	名古屋大学、東北大学、長崎大学、神戸大学、信州大学、琉球大学、北九州市立大学、兵庫県立大学、
大阪市立大学、日本大学、金沢工業大学、福岡大学、工学院大学、久留米工業大学、米子高専、秋田高
専、呉高専、小山高専、青山製図専門学校
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計画・設計・施工／都市工学

まちづくり教科書　景観まちづくり
日本建築学会　編
B5判・132頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-621-07747-4　発行年月2005.06
景観法に基づく景観まちづくりの進め方、景観マスタープランの作成手法、景観形成におけるルールづくり、
市民参加の方法、専門家の役割など、景観まちづくりのための方法を具体的に解説。また、各種景観条例を整
理（歴史景観保全、自然景観保全、都市景観創造）し、景観を保全・創造するための手法を事例を参照しなが
ら紹介。
【主要目次】	 	1 章　景観まちづくりとその意義／2章　景観まちづくりの方法／3章　景観形成計画／4章　景

観形成基準とデザインガイドライン／5章　景観まちづくりと参加／6章　景観条例／7章　都市
計画と景観まちづくり／8章　景観法による景観まちづくり／9章　事例からみる景観まちづくり
の今後

＜採用校＞	 	茨城大学、山形大学、熊本高専、帝京大学

宮脇 檀の住宅設計テキスト
宮脇檀建築研究室　著
菊判・256頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-08164-8　発行年月1993.07
既刊「宮脇檀の住宅設計ノウハウ」を若手建築家、学生のほか、家を建てたいと考えている人達のためにハン
ディにまとめた普及版。豊富な写真と貴重なデータを簡潔に収めるとともに、住宅・住まいの様々な提案を語
る。
【主要目次】	 	第一章　土地の秩序に従うことは絶対条件／第二章　プランニングは生活の鏡、生活の母胎／第三

章　断面は空間の喜びを生む／第四章　開口部は人間と自然の意識的な接点／第五章　部屋には部
屋の約束がある／第六章　部位の持つ役割を明確にする／第七章　出ていないディティールが大事
／第八章　設備は陰で生活を支える／第九章　家具は住居と人間の両方に属する／第十章　仕上げ
は表面材でしかないのだが…／第十一章　家の回りは中間領域として街に参加する

＜採用校＞	 	富山大学、東海大学、京都橘大学、米子高専、岐阜女子短期大学、大阪デザイナー専門学校
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機械工学一般

【理工系の基礎】シリーズ　理工系の基礎 機械工学
山本 誠・荒井 正行・髙橋 昭如・林 隆三・竹村 裕・上野 一郎・元祐 昌廣・塚原 隆裕　著
B5判・218頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-08933-0　発行年月2015.05
機械工学の基礎である 4 力学（材料力学、機械力学、熱力学、流体力学）を一冊で学べる教科書。基礎はもち
ろん、一歩踏み込んだ内容まで盛り込まれた内容で、初学者の学習から技術者の復習まで生涯に寄り添う書籍。
項目ごとの要点を理解しやすいよう、例題や節末のまとめを配すほか、機械工学の発展に寄与した人物の紹介
コラムも随所に掲載。
【主要目次】	 	1．材料力学	応力とひずみ/はりの曲げ/軸のねじり/多軸応力/ひずみエネルギーとその応用/長柱

の座屈/材料強度/破壊力学／2．機械力学	機械力学の基礎/解析力学の基礎/機械のモデル化と運動
方程式/1自由度振動系/回転体の振動/2自由度振動系／3．熱力学/熱力学の基礎/熱力学の第1
法則/熱力学の第2法則/熱力学の一般関係式/実在気体/サイクル/電熱の基礎／4．流体力学	流体
力学の基礎/流れの分類/支配方程式/圧力と浮力/低レイノルズ数流/非圧縮性流/乱流/境界層流/圧
縮性流/ポテンシャル流

＜採用校＞	 	東京理科大学、愛知工業大学

JABEE 対応 技術者倫理入門
小出 泰士　著
A5判・156頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-621-08252-2　発行年月2010.05
倫理学の専門家の立場で書き下ろされた新しいテキストであり、技術者倫理の学習は「失敗しないためのコツ」
を学ぶことではなく、古来より脈々と継承され、熟成された倫理的知恵を存分に活かすことにある、という立
場で書かれている。 各章のテーマごとに具体的な事例や事故・事件を紹介するスタイルをとりながら、その中
で無理なく倫理学の知恵を学び取り、倫理的に行動することができる技術者を育てる。
【主要目次】	 	第 1章　組織の中の技術者／第2章　技術者のアイデンティティ／第3章　説明責任／第4章　

製造物責任／第5章　リスクとヒューマンエラー／第6章　費用―便益分析／第7章　内部告発
／第8章　知的財産権／第9章　技術者資格の国際的相互承認／第10章　グローバル化と価値
観の多様性／第11章　予防原則／第12章　技術者と環境

＜採用校＞	 	九州大学、富山大学、日本大学、芝浦工業大学、上智大学、中京大学、久留米工業大学、サレジオ高専、
弓削商船高専

理系のための 科学技術者倫理 JABEE 基準 対応
直江 清隆・盛永 審一郎　編
A5判・224頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-621-08946-0　発行年月2015.06
技術が社会や自然におよぼす影響や効果を多様な視点から学び、個人そして組織の次元における技術者倫理の
指針・展望を示す。またすべての項目末には関連した問題を出題、ウェブサイトに解答の手引きを掲載。実際
に理系学生対象に教えている教官によって、特定の価値観に偏ることなく公平なスタンスで執筆されたスタン
ダードテキスト。
【主要目次】	 	序章　なぜ技術者倫理を学ぶのか／第1章　組織における技術者／第2章　専門職としての技術

者／第3章　技術者と国際規格・グローバル化／第4章　法的責任と知的財産権／第5章　技術
と安全・環境／第6章　設計と技術革新の倫理／第7章　リスクと意志決定／第8章　技術的専
門知と公共性／第 9章　先端科学技術：生命・ロボット・ナノテクノロジー・宇宙／第 10章　
原子力と倫理

＜採用校＞	 	富山県立大学、芝浦工業大学、大阪工業大学、サレジオ高専

第五版　大学講義 技術者の倫理 入門
杉本 泰治・高城 重厚　著
A5判・254頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-621-30016-9　発行年月2016.01
倫理のさまざまな側面について、多様な事例を取り上げながら、社会的条件や組織と個人の関係における日本
の実情をふまえて解説する。技術者の資格、法と倫理の関係、説明責任、内部告発、自然環境と持続可能な開
発、技術者の財産的基礎、国際関係など、著者らの実務経験に照らした解説により、実践的な知識が身に付く。
【主要目次】	 	第 1章　モラルへのとびら／第2章　技術者と倫理／第3章　組織のなかの個人の役割／第4章　

組織上の人間関係／第5章　倫理実行の手法／第6章　技術者のアイデンティティ／第7章　技
術者の資格／第8章　事故責任の法のしくみ／第9章　法的責任とモラル責任／第10章　コン
プライアンスと規制行政／第 11章　説明責任／第 12章　警笛鳴らし（または内部告発）／第
13章　環境と技術者／第14章　技術者の財産的権利／第15章　技術者の国際関係

＜採用校＞	 	大阪大学、金沢大学、富山大学、広島大学、鳥取大学、琉球大学、日本大学、岡山理科大学、東京都市
大学、前橋工科大学、東京電機大学、東北学院大学、高知高専、都城高専、産業技術短期大学
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機械工学一般／材料工学

ポイントを学ぶ 材料力学
西村 尚　編著
B5判・150頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-03249-7　発行年月1988.03
機械を安全に、経済的に使うための強度設計の基礎学問である材料力学を、大学の低学年の学生に理解できる
よう丁寧に解説。姉妹書「例題で学ぶ材料力学」と併用することで、より一層の効果をあげることができる。
【主要目次】	 	1　材料力学序論／2　引張りと圧縮／3　ねじり／4　真直ばりの曲げモーメントとせん断力／5　

真直ばりの変形／6　真直ばりの変形／7　はりの複雑な問題／8　ひずみエネルギー／9　組合せ
応力／10　円筒，球，回転円盤／11　材料の破壊の条件／12　柱の圧縮／13　平板の曲げ／付
録／コラム

＜採用校＞	 	首都大学東京、三重大学、山梨大学、東北学院大学、大阪産業大学、広島国際学院大学、鹿児島高専、
茨城高専、和歌山高専、ホンダテクニカルカレッジ関西

ポイントを学ぶ 工業力学
鈴木 浩平・真鍋 健一　編
A5判・164頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-08160-0　発行年月2000.02
大学・工業専門学校の機械工学系の力学の教科書。単に力学の法則や理論を学ぶだけではなく、それらを用い
て実際の工学や機械の力学的問題を解決できる素養を身につけられるようにした。また例題や問題を可能な限
り配して応用力を身につけられるようにしてある。
【主要目次】	 	1 力学の基礎知識	力学とその分類/力学の簡単な歴史/力学用語と力学量/力学量の表現（ベクトル

とスカラー）/力学量の単位/力学量の精度と有効数字/力学の基本法則ーニュートンの法則/2力と
モーメント，その合成と分解	一点に作用する力の合成と分解/剛体に作用する力の効果/3力のつ
り合い	つり合いとは，物体に加わる合力，合モーメントがゼロ !!	ほか	/4 重心と慣性モーメン
ト/5質点の力学/6質点系の力学/7剛体の運動と力学/8振動　など

＜採用校＞	 	熊本大学、首都大学東京、東北学院大学

ポイントを学ぶ 流れの力学
加藤 宏　編
B5判・126頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-621-03410-1　発行年月1989.09
これまで、経験的な学問であった流体も、力学的要素も加えられ、現在、流れの力学と呼ばれるようになった。
本書は、この流れの力学の基礎を高専や、大学低学年にも理解できるようポイントを抑え、ていねいに解説し
た教科書。
【主要目次】	 	1 流体とは	流れの分類/流体の物理的性質/単位と次元/2流れの基礎的現象	定常流と非定常流/層

流と乱流/管路内の流れと圧量損失/揚力と抗力/境界層と流れのはく離/渦/3流体の静力学	流体の
圧力/圧力の測定/全圧力，圧力の中心/浮力，浮体/相対的静止/4基礎式	保存則/相似則/運動方程
式/5管内流	円管流れの圧力降下と層流，乱流/助走区間内の円管流れ/十分発達した円管流れ/拡
大管内の流れ/6物体まわりの流れ/7運動量の法則/8計測	　など

＜採用校＞	 	室蘭工業大学、富山県立大学、中京大学、拓殖大学、ものつくり大学、福岡工業大学、神奈川工科大学、
日本大学、中京大学、明星大学、福井高専、舞鶴高専

大学講義 流体力学
伊藤 英覚・本田 睦　著
A5判・278頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-02527-7　発行年月1981.01
多年の講義ノートを基に編集。物理的内容の把握を第一義に、直交座標による三成分の表示方法を用いて初学
者にも努めてわかり易く解説。工学的応用を念頭に、より理解を深めるための、より高度の段階へ進むための
演習問題を配置。
【主要目次】	 	1．流体の性質／2．流体運動の基礎／3．渦なし運動の一般理論／4．二次元渦なし流れ／5．　

渦運動／6．粘性流体の流れ／7．層流境界層／8．管内の乱流／9．乱流境界層および自由乱流／
10．翼理論／11．圧縮性流体力学の基礎／13．電磁流体力学／14．希薄気体力学

＜採用校＞	 	東北大学、金沢大学、岡山大学、日本大学、大阪府立高専
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材料工学

若い技術者のための　機械・金属材料　第 3 版
矢島 悦次郎・市川 理衛・古沢 浩一・宮崎 亨・小坂井 孝生・西野 洋一　著
A5判・396頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-30124-1　発行年月2017.01
丁寧に解説された機械・金属材料の基礎に加え、現場技術者の多年にわたる実用的な知見がふんだんに取り入
れられ、初版刊行以来、高い評価を得てきた大学学部および高専の機械・金属材料の教科書。近年の材料科学
の進展・成果を踏まえて、内容をより充実。JIS 規格は最新規格に準拠。
【主要目次】	 	1 金属と結晶構造/2金属の変態と合金の構造/3相律と2元系平衡状態図/4金属の塑性変形と格

子欠陥/5 金属の強化機構/6 金属材料の試験方法/7 炭素鋼の基礎/8 鋼塊・鋼材/9 鋼の塑性加
工/10炭素鋼の熱処理と実用炭素鋼/11鋼の表面処理/12特殊鋼の基礎/13特殊鋼の炭化物と熱
処理/14低合金特殊鋼/15高合金特殊鋼/16磁性材料/17鋳鉄/18アルミニウム合金/19マグ
ネシウム合金およびチタン合金/20銅合金/21スズ, 鉛および亜鉛合金　など

＜採用校＞	 	大阪大学、名古屋工業大学、岩手大学、電気通信大学、大阪電気通信大学、愛媛大学、大阪市立大学、
同志社大学、工学院大学、崇城大学、埼玉工業大学、諏訪東京理科大学、新潟工科大学、豊田高専、大
島商船高専

近刊  丸善 金属質量表　第 3 版
直井 久・菱田 博俊　編
その他・380頁　予価（本体2,000円＋税）　ISBN 未定　発行年月2019.11予定
鉄鋼を中心に、非鉄・軽金属も加え、金属材料に関する単位寸法あたり質量や断面性能について、実務上必要
なデータを集積したデータ集。最新のデータに更新。本書一冊で、現場で取り扱う材料のデータがすべてそろ
う、手元において即調べられるという便利な一冊。第 2 版刊行後の JIS 改定、ISO 改定、商品規格の変更に対
応。ステンレスの種々の形状、チタン・アルミニウム・マグネシウムなどの非鉄金属を追加。
【目次予定】	 	I．鉄鋼編　形鋼および棒鋼の質量計算法／丸鋼・バーインコイル／丸鋼長さ別質量／鉄筋コンク

リート用棒鋼／鉄筋コンクリート用棒鋼長さ別質量／角鋼長さ別質量／六角鋼長さ別質量／平鋼長
さ別質量／等辺山形鋼・等辺山形鋼長さ別質量／不等辺山形鋼／不等辺山形鋼長さ別質量／球平形
鋼／球平形鋼長さ別質量／不等辺不等厚山形鋼／I 型鋼／不等辺不等厚山形鋼長さ別質量／I 形鋼長
さ別質量／溝形鋼／T型鋼　ほか　II．非鉄金属編　非鉄金属の規格と比重／非鉄金属棒の質量計
算法　など

＜採用校＞	 	（旧版採用）帯広高専

Now
Printing

機械材料学
荘司 郁夫・小山 真司・井上 雅博・山内 啓・安藤 哲也　著
A5判・344頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-621-08840-1　発行年月2014.07
航空機から自動車、ロボット、電子機器まで、現代では必須となった機械や装置をつくるために「機械材料学」
は必須の学問である。そこで本書はこれからの学習者にとって最良の教科書となるよう、新しい知見を取り入
れながら執筆された。1～6 章で機械材料の基礎事項を理解し、7～12 章で各種材料に特有な性質とそのメカニ
ズムを学ぶことができる。
【主要目次】	 	第 1章　機械材料総論／第2章　材料の構造／第3章　合金と平衡状態図／第4章　熱処理の基

礎／第5章　材料の強度と変形／第6章　材料試験と各種評価／第7章　鉄鋼材料／第8章　非
鉄金属材料／第9章　セラミックス材料／第10章　有機高分子材料／第11章　複合材料／第
12章　機能性構造材料

＜採用校＞	 	群馬大学、茨城大学、富山大学、長崎大学、秋田県立大学、明治大学、埼玉工業大学、群馬高専、大阪
府立高専

例題で学ぶ 材料力学
西村 尚　編著
B5判・154頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-03152-0　発行年月1987.03
材料力学は、機械の構造設計にはなくてはならない基礎学問であり、これを理解せずに機械の設計はできない。
本書は、基本的な例題とその解き方に多くのページをさいて、懇切ていねいな説明をし、多少骨のある問題を
章末に付す。
【主要目次】	 	1 応力とひずみ	基本事項/応力/ひずみ/応力とひずみの関係，弾性係数/材料の引張試験と機械的

性質/許容応力と安全率/例題/問題/2軸のねじり	基本事項/軸のねじり/中実および中空丸軸のね
じり/円形以外の断面をもつ軸のねじり/コイルばね/例題/問題/3真直ばりの曲げ	はり/はりの支
持方法/はりに加わる荷重の種類/静定ばりの種類　ほか/4真直ばりの応力/5真直ばりの変形/6
はりの複雑な問題/7ひずみエネルギー/8組合せ応力/9柱の圧縮	など

＜採用校＞	 	首都大学東京、広島大学、山梨大学、鳥取大学、東京都市大学、西日本工業大学、東北芸術工科大学、
石川高専、鹿児島高専
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材料工学

薄膜工学　第 3 版
日本学術振興会薄膜第 131 委員会　編集企画　　金原 粲　監修　　吉田 貞史・近藤 高志　編著
A5判・316頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-621-30098-5　発行年月2016.11
薄膜という幅広い分野を平易に解説した教科書。学生や企業の若手が入門書として、専門分野の基礎を再確認
し隣接分野を理解するのに最適。各種技術分野に応用される実用的内容を、製造技術だけでなく基礎から解説。
改訂によりこれまでの内容も見直し、大幅に刷新。基本を重視した教科書としての姿勢はそのままに、さらに
わかりやすく解説する。
【主要目次】	 	1 薄膜工学の基礎	1.1 薄膜の歴史	1.2 薄膜と工学	1.3 薄膜形成技術	1.4 薄膜の応用／2薄膜作

製法	2.1 真空蒸着・MBE法	2.2 スパッタリング	2.3 化学気相成長	2.4 印刷法／3薄膜評価法	
3.1 膜厚・形状評価	3.2 結晶構造評価	3.3 組成・状態分析	3.4 力学的・機械的性質の評価／4薄
膜の機能と応用	4.1 半導体薄膜（シリコン系）	4.2 半導体薄膜（化合物）	4.3 薄膜の光学的性質	
4.4 誘電体薄膜	4.5 磁性薄膜	4.6 有機薄膜	4.7 薄膜の化学的性質

＜採用校＞	 	香川大学、茨城大学、埼玉大学、大阪市立大学、中部大学、富山高専

金属工学標準教科書　金属組織学
須藤 一・田村 今男・西沢 泰二　著
A5判・306頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-08243-0　発行年月1972.08
金属材料の性質を左右する金属の組織について、金属の凝固と結晶の概念、合金の組織と状態図、格子欠陥・
固溶体および金属間化合物、加工と再結晶、過冷固溶体からの析出、マルテンサイト変態などの基礎的事項を
学問的に系統化。
【主要目次】	 	1．序説／2．金属の凝固と結晶の概念／3．合金の組織と状態図／4．格子欠陥，固溶体および金

属間化合物／5．加工と再結晶／6．過冷固溶体からの析出／7．マルテンサイト変態とマルテン
サイトの焼もどし／8．合金の組織と機械的性質／9．合金の組織と物理的・化学的性質／［付録］

＜採用校＞	 	北海道大学、東北大学、長崎大学、横浜国立大学
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航空・宇宙工学

航空宇宙工学テキストシリーズ　空力弾性学
日本航空宇宙学会　編　　中道 二郎・玉山 雅人・児玉 智　著
A5判・244頁　定価（本体4,200円＋税）　ISBN978-4-621-30363-4　発行年月2019.01
航空機開発においてとくに重要なフラッタ現象を中心に空力弾性問題について纏めた一冊。理論的な事柄から、
実機の空力設計と構造設計の狭間で遭遇する実際の空力弾性問題とその対策、および実践的な空力弾性設計の
手順まで解説する。
【主要目次】	 	第 1章　序論／第2章　空気力学の整理／第3章　定常翼理論／第4章　構造振動解析／第5

章　静的空力弾性／第6章　非定常空気力／第7章　フラッタ方程式／第8章　安定解析／第9
章　フラッタ／第10章　フラッタシミュレーション／第11章　実機空力弾性／補遺　力学の諸
原理

＜採用校＞	 	鳥取大学

航空宇宙工学テキストシリーズ　圧縮性流体力学
日本航空宇宙学会　編　　麻生 茂・川添 博光・澤田 惠介　著
A5判・180頁　定価（本体3,400円＋税）　ISBN978-4-621-08970-5　発行年月2015.10
学部生向け教科書「航空宇宙工学」テキストシリーズ、空気力学分野（全 3 巻）の第 3 巻。事前に作成した、
学部生が修得すべきキーワード集を基にして執筆されており、学部レベルの空気力学の知識が全 3 巻で網羅さ
れている。また、学生が将来、航空宇宙産業で活躍できるよう配慮された内容も盛り込まれている。
【主要目次】	 	第 1章　序論／第2章　保存則と基礎方程式／第3章　熱力学関係式と等エントロピー流れ／第

4章　垂直衝撃波／第 5章　1次元非定常流／第 6章　斜め衝撃波／第 7章　膨張波／第 8章　
ノズル流れ／第9章　数値解析

＜採用校＞	 	九州大学、東北大学、鳥取大学

航空宇宙工学テキストシリーズ　粘性流体力学
日本航空宇宙学会　編　　鈴木 宏二郎・安倍 賢一・亀田 正治　著
A5判・210頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-621-08754-1　発行年月2017.07

「航空宇宙工学テキストシリーズ」空気力学分野（全 3 巻）の第 2 巻。空気の粘性は私たちの普段の生活では
まったく感じることはできないが、高速で飛行する航空機にはその性能に大きな影響を及ぼす。空気の粘性の
影響する範囲は翼の 1cm 未満の付近と極めて狭い範囲ではあるが、この領域から生じる大影響のメカニズムを
丁寧に解説。
【主要目次】	 	第 1章	航空機の性能と粘性流体力学	航空機の摩擦抵抗/航空機周りの流れにできる渦/高速飛行と

空力加熱/第 2章	境界層流れ	境界層流れとその数学モデル/平板境界層方程式の解/境界層流れの
特徴抽出/圧縮性境界層流れと空力加熱/飛行隊周りに見られる境界層型の粘性流れ/境界層型でな
い粘性流れ/大気圏突入の火の玉流れと空力加熱/第 3章	ナビエ・ストークス方程式	オイラーの方
法と保存則/質量保存則/運動量保存則/エネルギー保存則	ほか	第 4章	乱流遷移と乱流　など

航空宇宙工学テキストシリーズ　空気力学入門
日本航空宇宙学会　編　　李家 賢一・新井 隆景・浅井 圭介　著
A5判・208頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-08993-4　発行年月2016.01

「航空宇宙工学テキストシリーズ」空気力学分野（全 3 巻）の第 1 巻。第 I 部では、空気力学を学ぶにあたって
必要不可欠な専門用語を網羅して説明を行うことで空気力学全体を概観する。第 II 部では、非粘性・非圧縮性
流体を数学的に考察。第 III 部では、非粘性・非圧縮流体での翼型理論と 3 次元翼理論、特に翼周りの流れ場の
モデル化を解説する。
【主要目次】	 	第 I 部	空気力学とは　第1章	序論／第2章	空気の特徴／第3章	空気力学の基本原理／第4章	

粘性流れ／第5章	圧縮性流れ／第 II 部	非粘性・非圧縮性流体力学　第6章	流体力学の基礎方程
式／第7章	非粘性・非圧縮性流れ／第8章	非圧縮性・非回転（渦なし）流れ／第9章	円柱周り
の流れ／第10章	物体表面に湧き出し分布を与えた流れ／第11章	非圧縮性・軸対称流れ／第 III
部	翼理論　第12章	序論／第13章	翼型の空気力学第／14章	3次元翼の空気力学

＜採用校＞	 	東京大学、東北大学、岩手大学、横浜国立大学、石川県立大学、金沢工業大学、諏訪東京理科大学
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