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登録No 書籍名 発行日 発行者

Ａ　建設マネジメント 80
［改訂版］
〔2000年対応版〕中小建設業のためのISO9001「規定」作成読本

平成14年 (株)日本コンサルタントグループ

Ａ　建設マネジメント 81 建設業のISO14001　－規格解釈と審査－ 平成14年 (株)オーム社

Ａ　建設マネジメント 356 あなたは土木に何を求めますか　－社会資本整備のあり方－ 平成14年 技報堂出版(株)

Ａ　建設マネジメント 359 技術は人なり　－プロフェッショナルと技術者論理－ 平成17年 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 360 土木工学なぜなぜおもしろ読本 平成14年 (株)山海堂

Ａ　建設マネジメント 402 ワークショップ実例集　－協働によるこれからの地域づくり－ 平成18年 (社)全日本建設技術協会

Ａ　建設マネジメント 423 防災　なぜなぜおもしろ読本 平成17年 (株)山海堂

Ａ　建設マネジメント 432 入札激震　公共工事改革の衝撃 平成16年 日経BP社

Ａ　建設マネジメント 433 新・VEの基本 平成17年 産業能率大学出版部

Ａ　建設マネジメント 434 名探偵コナン　建設FILE 平成17年
(社)日本建設業団体連合
会

Ａ　建設マネジメント 437 実践　土木のアセットマネジメント　「やりくり」で防ぐ社会資本の荒廃 平成18年 日経BP社

Ａ　建設マネジメント 438 Q&Aでよくわかる　土木の基礎知識 平成13年 (株)彰国社

Ａ　建設マネジメント 441 行政経営の時代 平成16年 日経BP社

Ａ　建設マネジメント 453 土木技術者論理問題　－考え方と事例解説－ 平成17年 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 455 建設業再生のシナリオ 平成16年 (株)日本評論社

Ａ　建設マネジメント 456 人口減少下の社会資本整備　－拡大から縮小への処方箋－ 平成16年 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 467 合意形成論　総論賛成・各論反対のジレンマ 平成16年 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 471 土木とコミュニケーション 平成16年 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 476 若き挑戦者たち　－国土を支えるビルエンジニア－ 平成17年 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 479 社会資本整備の新機軸 平成16年 (株)山海堂

Ａ　建設マネジメント 482
これでいいのか　わが国土
－二十一世紀の社会資本整備の課題と展望－

平成16年 (社)全日本建設技術協会

Ａ　建設マネジメント 484 建設VE　米国VEのすべて、制度から実例まで 平成10年 日経BP社

Ａ　建設マネジメント 486 「土木技術者に求められる資質と素養」 平成13年 (社)土木学会関東支部

Ａ　建設マネジメント 616 研修プランニング100ステップ 平成4年 経営書院

Ａ　建設マネジメント 681 2005年版　全国土木系教員名簿[大学・短大・高専] 平成17年 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 729 橋との出会い 平成18年 朱鳥社

Ａ　建設マネジメント 730 色彩環境へのまなざし　60のメッセージ 平成18年 (株)オフィスワイワイ蜜書房

Ａ　建設マネジメント 735 土地の文明　地形とデータで日本の都市の謎を解く 平成19年 PHP研究所

Ａ　建設マネジメント 737 都市の物流マネジメント 平成18年 (株)勁草書房

Ａ　建設マネジメント 738 日本文明の謎を解く　－21世紀を考えるヒント－ 平成16年 清流出版(株)

Ａ　建設マネジメント 798 名探偵コナン　建設FILE 平成17年
(社)日本建設業団体連合
会

Ａ　建設マネジメント 799 社会資本整備の新機軸 平成16年 (株)山海堂

Ａ　建設マネジメント 850 公共工事コスト縮減対策に関する行動指針-初年度の成果- 昭和57年1月 (社)土木学会

Ａ　建設マネジメント 894 実学　社長のマーケティング 平成15年 (株)中教出版

Ａ　建設マネジメント 895 マネジメント改革の工程表 平成18年 (株)中教出版

Ａ　建設マネジメント 896 CD-ROM付　目標を突破する実践プロジェクトマネジメント 平成18年 (株)中教出版
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Ａ　建設マネジメント 897 建設業からはじまる地域ビジネス 平成18年 (株)ぎょうせい

Ａ　建設マネジメント 898 コンパクトなまちづくりの時代へ 平成18年 (株)日本地域社会研究所

Ａ　建設マネジメント 914 ワークショップ　住民主体のまちづくりへの方法論 平成19年1月 (株)学芸出版社

Ａ　建設マネジメント 960 ファシリテーション入門 平成18年4月 日本経済新聞出版社

Ａ　建設マネジメント 961
会議が絶対うまくいく法
－ファシリテーター、問題解決、プレゼンテーションのコツ－

平成15年6月 日本経済新聞社

Ａ　建設マネジメント 962
組織を動かす　ファシリテーションの技術
－「社員の意識」を変える協働促進マネジメント－

平成19年10月 PHP研究所

Ａ　建設マネジメント 965 市民参画の道づくり－パブリック・インボルブメント（ＰＩ）ハンドブック－ 平成16年3月 (株)ぎょうせい

Ａ　建設マネジメント 968 三方良しの公共事業改革 平成19年11月 (株)中経出版

Ａ　建設マネジメント 980 県土は子孫からの預かりもの 平成16年12月 神奈川新聞社

Ａ　建設マネジメント 1011 ワンランク上の問題解決の技術 平成20年7月 （株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

Ａ　建設マネジメント 1020 ダムは本当に不要なのか 平成22年10月 ㈱ナノオプトニクス・エナジー出版局

Ａ　建設マネジメント 1021 公共事業再生 平成22年８月 自治体研究社

Ａ　建設マネジメント 1024 ダム不要論を糾す-八ツ場ダム建設中止は天下の愚策- 平成23年3月 （株）建設人社

Ａ　建設マネジメント 1027 コスト構造改革のヒント-橋の設計・デザインを楽しく- 平成18年7月 鹿島出版会

Ａ　建設マネジメント 1028 公共事業が日本を救う 平成22年10月 (株)文藝春秋

Ａ　建設マネジメント 1040 橋があぶない 平成22年10月 (株)ぎょうせい

Ｂ　土木史・歴史 3 まんが　滝川一益と神流川合戦 平成10年 新町商工会

Ｂ　土木史・歴史 34 国土総合開発総覧≪昭和47年度版≫ 昭和47年1月 国土総合開発研究協会

Ｂ　土木史・歴史 37 第49回企画展　近代群馬のあゆみ 平成6年 群馬県立歴史博物館

Ｂ　土木史・歴史 41 十石街道 昭和57年 群馬県教育委員会

Ｂ　土木史・歴史 42 利根川の水運 昭和57年 群馬県教育委員会

Ｂ　土木史・歴史 105 群馬の自然とその保護 昭和50年 (株)築地書館

Ｂ　土木史・歴史 106 郷土史五十年 昭和55年 群馬歴史散歩の会

Ｂ　土木史・歴史 108 上州の諸街道 昭和46年 みやま文庫

Ｂ　土木史・歴史 111 群馬県の歴史 昭和49年 (株)山川出版社

Ｂ　土木史・歴史 114 実録　たかさき　高崎市制施行80周年記念 昭和56年 高崎市役所企画調整部企画管理室

Ｂ　土木史・歴史 125 建設博物誌　－超高層・大空間・橋・トンネル 平成6年 鹿島出版会

Ｂ　土木史・歴史 126 東京再発見 平成5年 (株)岩波書店

Ｂ　土木史・歴史 129 群馬の歴史 昭和45年 (株)煥乎堂

Ｂ　土木史・歴史 131 上野野国－忘れられた古代史 昭和48年 (株)煥乎堂

Ｂ　土木史・歴史 139 土木建設徒然草 昭和49年 (株)技報堂

Ｂ　土木史・歴史 141 隅田川の歴史 平成元年 (株)かのう書房

Ｂ　土木史・歴史 142 建設はじめて物語 平成6年 (株)筑摩書房

Ｂ　土木史・歴史 143 評伝　技師・青山　士の生涯　われ川と共に生き、川と共に死す 平成6年 (株)講談社

Ｂ　土木史・歴史 145 上越新幹線建設を顧みて 昭和60年 不明
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Ｂ　土木史・歴史 146

三ツ寺Ⅰ遺跡
三ツ寺Ⅰ遺跡(本編)
－上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告書第8集－
三ツ寺Ⅰ遺跡(土器編)
－上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告書第8集－

昭和63年 群馬県考古資料普及会

Ｂ　土木史・歴史 172 橋の歴史 平成3年 森北出版(株)

Ｂ　土木史・歴史 299 建設省編　戦災復興誌　第八巻 昭和35年 (財)都市計画協会

Ｂ　土木史・歴史 300 まんが前橋の歴史 平成4年 前橋市

Ｂ　土木史・歴史 301 群馬県近代化遺産総合調査報告書 平成5年 群馬県文化財保護課

Ｂ　土木史・歴史 302
社団法人群馬県建設協会創立40周年記念　群馬の建設業史
50周年記念誌　群馬の建設業史Ⅱ

平成元年 (社)群馬県建設業協会

Ｂ　土木史・歴史 303 ぐんまの電力史 平成13年 東京電力(株)群馬支店

Ｂ　土木史・歴史 305 関東の道　関東歴史街道 昭和63年 (社)関東建設弘済会

Ｂ　土木史・歴史 306 栃木土木史 平成13年 栃木県土木部

Ｂ　土木史・歴史 307
歴史的文化遺産が生きるまち
－鹿児島・甲突川の石橋保存をめぐって－

平成7年 (株)東京堂出版

Ｂ　土木史・歴史 309 人は何を築いてきたか　－日本土木史探訪 平成7年 (株)山海堂

Ｂ　土木史・歴史 310 物語日本の土木史　－大地を築いた男たち－ 平成8年 鹿島出版会

Ｂ　土木史・歴史 311 徳川慶喜の歴史散歩 平成8年 (株)なあぷる

Ｂ　土木史・歴史 312 身近な土木の歴史　－文化の演出者たち－ 平成11年 (株)東洋書店

Ｂ　土木史・歴史 313 没後三〇〇年　河村瑞賢　－国を拓いたその足跡 平成13年 (社)土木学会

Ｂ　土木史・歴史 314 古市公威とその時代 平成16年 (社)土木学会

Ｂ　土木史・歴史 315 高崎市水道誌 昭和49年 高崎市水道局

Ｂ　土木史・歴史 317
日本の近代土木遺産
－現存する重要な土木構造物2000選－

平成16年 (社)土木学会

Ｂ　土木史・歴史 318
日本の近代土木遺産
－現存する重要な土木構造物2800選－[改訂版]

平成17年 (社)土木学会

Ｂ　土木史・歴史 319
写真集　青山
士／後世への遺産[パナマ運河／荒川放水路／信濃川大河津分水

平成6年 (株)山海堂

Ｂ　土木史・歴史 321 シンポジウム近代化遺産をまちづくりに活かす報告書 平成7年
近代化遺産保存活用キャ
ンペーン事務局

Ｂ　土木史・歴史 336 群馬世相100年 平成4年 あかぎ出版

Ｂ　土木史・歴史 338
目でみる群馬県の大正時代
－西・北毛篇－
－中・東毛篇－

昭和61年 国書刊行会

Ｂ　土木史・歴史 341 群馬の近代化遺産　颯爽たる上州 平成7年 (株)煥乎堂

Ｂ　土木史・歴史 349 四万川ダム工事誌 平成12年 群馬県土木部

Ｂ　土木史・歴史 350
広桃用水史　資料編
共通編

平成6年
広瀬桃木両用水土地改良
区

Ｂ　土木史・歴史 351 上越線水上石打間工事誌　第五巻 昭和10年 鐵道省

Ｂ　土木史・歴史 398 萬屋八十年史 昭和54年 萬屋建設(株)

Ｂ　土木史・歴史 408 土木の歴史 平成8年 森北出版(株)

Ｂ　土木史・歴史 409 まんが　大胡町誌 平成7年 大胡町

Ｂ　土木史・歴史 435 持続可能な日本　－土木哲学への道 平成12年 技報堂出版(株)

Ｂ　土木史・歴史 445 ぐんまの土木遺産 平成10年
(財)群馬県建設技術セン
ター

Ｂ　土木史・歴史 446 ぐんまの土木遺産　第二集 平成17年
(財)群馬県建設技術セン
ター
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Ｂ　土木史・歴史 454 道平川ダム工事誌 平成5年 群馬県土木部

Ｂ　土木史・歴史 472 渡　正亮の最近の著作集 平成12年 (株)アイエステー

Ｂ　土木史・歴史 473 伊能図 平成14年 (株)武揚堂

Ｂ　土木史・歴史 481 続　野帳 昭和63年 上毛新聞社出版局

Ｂ　土木史・歴史 489
資料集　赤城山麓の歴史地震
－弘仁九年に発生した地震とその災害－

平成9年 新里村教育委員会

Ｂ　土木史・歴史 496 三国街道 平成9年 群馬県教育委員会

Ｂ　土木史・歴史 498 水とたたかった戦国の武将たち 平成9年 (財)全国建設研修センター

Ｂ　土木史・歴史 499 近代土木の夜明け 平成11年 (財)全国建設研修センター

Ｂ　土木史・歴史 500 人をたすけ国をつくったお坊さんたち 平成9年 (財)全国建設研修センター

Ｂ　土木史・歴史 501 おやとい外国人とよばれた人たち 平成10年 (財)全国建設研修センター

Ｂ　土木史・歴史 506 都市づくり100年　前橋アラカルト 平成4年 前橋市観光協会

Ｂ　土木史・歴史 512 ヨーロッパ運河物語　－その美とロマン、技術の系譜を訪ねて－ 平成7年 (株)山海堂

Ｂ　土木史・歴史 661 『写真で見る倉渕の今昔』 平成4年 倉渕村

Ｂ　土木史・歴史 728 近代の歴史遺産を活かした小学校社会科授業 平成18年 明治図書出版(株)

Ｂ　土木史・歴史 731 世界へはばたけ！富岡製糸場　まゆみとココのふしぎな旅 平成18年 上毛新聞社出版局

Ｂ　土木史・歴史 732 桐生川ダム工事誌 昭和58年 桐生川ダム建設事務所

Ｂ　土木史・歴史 733 塩沢ダム工事誌 平成7年 群馬県土木部

Ｂ　土木史・歴史 734 大仁田ダムのあゆみ 平成14年 群馬県土木部

Ｂ　土木史・歴史 800 大利根百話 昭和62年 (社)関東建設弘済会

Ｂ　土木史・歴史 801 鉄の橋百選－近代日本のランドマーク－ 平成6年 (株)東京堂出版

Ｂ　土木史・歴史 802
写真集　青山
士／後世への遺産[パナマ運河／荒川放水路／信濃川大河津分水

平成6年 (株)山海堂

Ｂ　土木史・歴史 954 水とたたかった戦国の武将たち 平成9年 (財)全国建設研修センター

Ｂ　土木史・歴史 973
なるほど知図帳　世界に誇る日本の建造物
現代日本を創ったビッグプロジェクト

平成19年10月 昭文社

Ｂ　土木史・歴史 975 群馬新百科事典 平成20年3月 (株)上毛新聞社

Ｂ　土木史・歴史 978 子持村誌　上巻 昭和62年3月 子持村誌編さん委員会　島田卓爾

Ｂ　土木史・歴史 979 子持村誌　下巻　 昭和62年8月 子持村誌編さん委員会　島田卓爾

Ｂ　土木史・歴史 985 子持村誌補遺編　　伝承と路傍の文化 昭和62年12月 子持村誌編さん委員会　島田卓爾

Ｂ　土木史・歴史 1008 土木の絵本　おやとい外国人とよばれた人たち 平成10年11月 （財）全国建設研修センター

Ｂ　土木史・歴史 1009 関東ローム 昭和41年3月 （株）築地書館

Ｂ　土木史・歴史 1025
緊急出版　特別報道写真集
巨大津波が襲った3.11大震災　国内最大M9.0

平成２３年４月 河北新報社

Ｂ　土木史・歴史 1030
群馬の再発見
地域文化とそれを支えた産業・人と思想

平成２４年３月 上毛新聞社事業局出版部

Ｂ　土木史・歴史 1032 2011.3.11東日本大震災-被災地支援レポート集- 平成24年3月 （社）全日本建設技術協会

Ｂ　土木史・歴史 1069 東日本大震災記録-関東建設弘済会の対応と今後の備え- 平成25年4月 （一社）関東地域づくり協会

Ｃ　土質 6 基礎工設計マニュアル 平成12年 (財)福井県建設技術公社

Ｃ　土質 345 土地分類基本調査　図幅名　榛名山 平成17年
群馬県農業農業基盤整備
課
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Ｃ　土質 346 土地分類基本調査　図幅名　四万・岩菅山 平成16年 群馬県農政部土地改良課

Ｃ　土質 347 土地分類基本調査　図幅名　追貝 平成14年 群馬県農政部土地改良課

Ｃ　土質 348 土地分類基本調査　図幅名　十石峠・金峰山 平成13年 群馬県農政部土地改良課

Ｃ　土質 352 土地分類基本調査　図幅名　足尾 平成17年 群馬県農業局農業基盤整備課

Ｃ　土質 353 土地分類基本調査　図幅名　桐生及足利 平成9年 群馬県農政部土地改良課

Ｃ　土質 354 土地分類基本調査　図幅名　古河 平成8年 群馬県農政部土地改良課

Ｃ　土質 355 土地分類基本調査　図幅名　燧ヶ岳・男体山 平成18年 群馬県農業局農業基盤整備課

Ｃ　土質 405
基本からわかる土質のトラブル回避術
土圧の基礎知識から設計図書の照査まで

平成17年 日経BP社

Ｃ　土質 427 土なぜなぜおもしろ読本 平成16年 (株)山海堂

Ｃ　土質 443
土質力学の父　カール・テルツァーギの生涯
－アーティストだったエンジニア－

平成18年 (社)地盤工学会

Ｃ　土質 474 ジオテクノート7　東京の地盤 平成10年 (社)地盤工学会

Ｃ　土質 475 ジオテクノート8　洪積層 平成10年 (社)地盤工学会

Ｃ　土質 575 地質調査要領　効率的な地質調査を実施するために 平成15年 (財)経済調査会

Ｃ　土質 668 群馬県10万分の1地質図 平成11年 内外地図(株)

Ｃ　土質 739
クイズ　土はなぜ崩れるのか
基本を学んで防ぐ法面と擁壁のトラブル

平成18年 日経BP社

Ｃ　土質 806 全国標準積算資料(土質調査・地質調査）平成10年度改訂歩掛版 平成10年 (社)全国地質調査業協会連合会

Ｃ　土質 912
群馬の地盤　調査から設計・施工まで
=コラムも語る群馬あれこれ=

平成19年4月 (社)地盤工学会　関東支部

Ｃ　土質 974 土地分類基本調査　図幅名　八海山・越後湯沢・藤原 平成20年2月 群馬県農政部農業基盤整備課

Ｃ　土質 995 改訂　地質調査要領　効率的な地質調査を実施するために 平成21年11月 (財)経済調査会

Ｃ　土質 1000 ジオテクノート10　地盤の見方 平成11年6月 (社)地盤工学会

Ｃ　土質 1001 ジオテクノート11　地盤を探る 平成11年11月 (社)地盤工学会

Ｃ　土質 1005 土なぜなぜおもしろ読本 平成10年5月 （株）山海堂

Ｄ　コンクリート 27
コンクリートライブラリー108
2002年版　コンクリート標準示方書　改訂資料

平成14年 (社)土木学会

Ｄ　コンクリート 47 コンクリート構造物の補修・補強工事事例集 平成14年
コンクリート構造物補修技
術研究会

Ｄ　コンクリート 94 コンクリートが危ない 平成11年 (株)岩波書店

Ｄ　コンクリート 288
コンクリートライブラリー　103
コンクリート構造物におけるコールドジョイント問題と対策

平成12年 (社)土木学会

Ｄ　コンクリート 289
コンクリートライブラリー　100
コンクリートのポンプ施工指針[平成12年版]

平成12年 (社)土木学会

Ｄ　コンクリート 298 コンクリート構造物の補修・補強工法の解説 不明
コンクリート構造物補修技
術研究会

Ｄ　コンクリート 406
これから始めるコンクリート補修講座
調査の基礎知識から現場で役立つノウハウまで

平成17年 日経BP社

Ｄ　コンクリート 426 コンクリートなぜなぜおもしろ読本 平成16年 (株)山海堂

Ｄ　コンクリート 444
現場で役立つ　コンクリート名人養成講座
よい構造物を造るノウハウをベテランが伝授

平成17年 日経BP社

Ｄ　コンクリート 736 コンクリート構造物の維持管理 平成18年 森北出版(株)

Ｄ　コンクリート 977 土木コンクリート補修・補強事典 平成１８年７月
産業調査会　事典出版セン
ター

Ｄ　コンクリート 987
現場で役立つ　コンクリート名人養成講座　改訂版
よい構造物を造るノウハウをベテランが伝授

平成20年 日経BP社

Ｄ　コンクリート 1002 コンクリート工事実務事典 平成10年4月 (株)井上書院

Ｄ　コンクリート 1003 コンクリートなぜなぜおもしろ読本 平成10年5月 （株）山海堂
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Ｄ　コンクリート 1004 コンクリートのひび割れがわかる本 平成15年7月 （株）セメントジャーナル社

Ｅ　河川砂防 7 美しい山河を守る災害復旧基本方針・解説版 平成12年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 16 土木施設災害復旧の採択条項マニュアル 平成8年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 54 改訂　災害復旧工事の積算 平成6年 (財)経済調査会

Ｅ　河川砂防 62 砂防指定地台帳附図 昭和61年 群馬県土木部砂防課

Ｅ　河川砂防 64 流量計測法 昭和54年 森北出版(株)

Ｅ　河川砂防 76 語り継ぐ災害の体験　～安全への祈りとこめて～ 昭和56年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 79 現場技術者必携第6巻　コンクリートダム・フィルダム 昭和58年 (財)全国建設研修センター

Ｅ　河川砂防 89 水理学演習(上) 昭和53年 森北出版(株)

Ｅ　河川砂防 90 基礎土木工学全書7.水理学Ⅱ 昭和54年 森北出版(株)

Ｅ　河川砂防 95 日本の河川 昭和57年 (財)建設広報協議会

Ｅ　河川砂防 308 利根川の洪水　－語り継ぐ流域の歴史－ 平成7年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 316 カスリーン台風から50年　忘れられぬあの日 平成9年 群馬県河川課

Ｅ　河川砂防 331 続・『多自然型川づくり』への取り組み<日本の伝統的河川工法> 平成6年 不明

Ｅ　河川砂防 333 美しい山河を守る災害復旧基本方針 平成11年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 334 美しい山河を守る災害復旧基本方針・解説版 平成10年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 335 美しい山河を守る災害復旧基本方針 平成10年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 342 報道写真集　カスリーン台風 平成9年 埼玉新聞社出版局

Ｅ　河川砂防 383 多自然型河川工法設計施工要領〔暫定案〕平成5年度版 平成5年5月 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 419 平成10年発生災害採択事例集 平成11年5月 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 424 川の科学　なぜなぜおもしろ読本 平成14年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 442 河川を愛するということ　川から見た日本と地球 平成17年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 458 川のユニバーサルデザイン　－社会を癒す川づくり－ 平成17年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 462 河川にもっと自由を 平成10年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 464 まちと水辺に豊かな自然をⅢ　多自然型川づくりの取組みとポイント 平成16年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 465 河川法全面改正に至る近代河川事業に関する歴史的研究 平成5年 (社)日本河川協会

Ｅ　河川砂防 485 治山・砂防工学 昭和54年 森北出版(株)

Ｅ　河川砂防 495 群馬・利根川流域の美しい自然　緑の水脈 平成16年 (株)小学館

Ｅ　河川砂防 520 鉄線籠型多段積護岸工法　設計・施工技術基準（試行案） 平成10年5月 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 521 連節ブロック護岸工法　設計・施工技術基準（試行案） 平成10年5月 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 522 平成11年版　災害手帳 平成11年5月 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 523 平成12年版　災害手帳 平成12年5月 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 556 河川災害復旧護岸工法技術指針（案） 平成12年8月 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 557 河川災害復旧護岸工法技術指針（案） 平成13年5月 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 618
川の自然環境に配慮した災害復旧の取り組み
－災害復旧工法事例集－

平成9年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 621
川の自然環境に配慮した環境工法の取り組み
－多自然型工法事例集－

平成11年 (社)全国防災協会
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Ｅ　河川砂防 622 ぐんまの河川事業(平成11年度版) 平成11年 群馬県土木部河川課

Ｅ　河川砂防 624 多自然型河川工法設計施工要領〔暫定案〕平成6年度版 平成6年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 652 改訂版　砂防設計公式集　(マニュアル)　(数表) 昭和59年 (社)全国治水砂防協会

Ｅ　河川砂防 653 土木施設災害復旧工法　・解説編・　・施工例編・ 昭和52年 (株)山海堂

Ｅ　河川砂防 657 DVD　日本に住むための必須！！防災知識　小学校高学年(DVD版) 平成17年 (社)土木学会

Ｅ　河川砂防 658 日本に住むための必須！！防災知識　小学校高学年 平成17年 (社)土木学会

Ｅ　河川砂防 659 DVD　日本に住むための必須！！防災知識　小学校低学年(DVD版) 平成17年 (社)土木学会

Ｅ　河川砂防 660
DVD　日本に住むための必須！！防災知識　小学校低学年
(教師・保護者用冊子付)

平成17年 (社)土木学会

Ｅ　河川砂防 663 公共土木施設災害復旧の災害査定添付写真の撮り方 平成5年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 664 公共土木施設の災害申請工法のポイント 平成7年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 665 災害査定研修テキスト 平成13年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 666 【改訂版】技術者のための災害復旧問答集 平成14年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 676 日本の災害対策　－その現行制度のすべて－ 昭和61年 (株)ぎょうせい

Ｅ　河川砂防 677 土木施設災害復旧の机上査定添付写真の撮り方 昭和63年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 803 カスリーン台風から50年　忘れられぬあの日 平成9年 群馬県河川課

Ｅ　河川砂防 804 カスリーン台風から50年　忘れられぬあの日 平成9年 群馬県河川課

Ｅ　河川砂防 814 【改訂版】技術者のための災害復旧問答集 平成9年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 815 公共土木施設の災害申請工法のポイント 平成7年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 816 公共土木施設の災害申請工法のポイント 平成7年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 817 技術者のための災害復旧問答集 平成3年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 818 公共土木施設災害復旧の災害査定添付写真の撮り方 平成5年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 819 公共土木施設災害復旧の災害査定添付写真の撮り方 平成5年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 820 土木施設災害復旧の　採択条項マニュアル 平成8年 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 821 災害査定研修テキスト 平成10年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 822 災害査定研修テキスト 平成10年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 823 災害査定研修テキスト 平成9年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 824
川の自然環境に配慮した災害復旧の取り組み
－災害復旧工法事例集－

平成9年 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 825 河川改修計画の手引き 昭和50年 群馬県土木部河川課

Ｅ　河川砂防 826 河川改修計画の手引き 昭和50年 群馬県土木部河川課

Ｅ　河川砂防 827 多自然型河川工法設計施工要領　〔暫定案〕　平成6年度版 平成6年 (財)河川環境管理財団

Ｅ　河川砂防 828 美しい山河を守る災害復旧基本方針 平成12年 (社)全国災害協会

Ｅ　河川砂防 899 災害から守る・災害に学ぶ　－鉄道土木メンテナンス部門の奮闘－ 平成18年 (社)日本鉄道施設協会

Ｅ　河川砂防 900 平成13年版　災害手帳 平成13年5月 (社)日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 905 平成14年版　災害手帳 平成14年5月 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 906 平成15年版　災害手帳 平成15年5月 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 907 平成16年版　災害手帳 平成16年5月 (社)全日本建設技術協会
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Ｅ　河川砂防 908 平成17年版　災害手帳 平成17年5月 (社)全日本建設技術協会

Ｅ　河川砂防 988 河川文化　-河川文化を語る会講演集（その２８）- 平成21年3月 (社)日本河川協会

Ｅ　河川砂防 989 河川文化　-河川文化を語る会講演集（その２９）- 平成21年７月 (社)日本河川協会

Ｅ　河川砂防 1010 災害復旧実務講義集　平成２０年度 平成20年5月 (社)全国防災協会

Ｅ　河川砂防 1075 川を巡る-「河川塾」講演録- 平成25年7月 日刊建設通信新聞社

Ｅ　河川砂防 1080 洪水の水理と河道の設計法 -治水と環境の調和した川づくり- 平成24年2月 森北出版(株)

Ｆ　都市計画 25 都市情報学 昭和60年4月 (株)ぎょうせい

Ｆ　都市計画 26 改訂4版　造園修景積算マニュアル 平成10年 (財)建設物価調査会

Ｆ　都市計画 63 街路事業における事業認可と用地補償の実務 昭和63年 (株)ぎょうせい

Ｆ　都市計画 69 都市公園技術標準解説書　便益施設編（便所工）　その他・・・ 平成9年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 96 日本の都市 昭和54年 (財)建設広報協議会

Ｆ　都市計画 97 日本の都市(昭和62年度版) 昭和63年 第一法規出版(株)

Ｆ　都市計画 440 地域交通の未来　ひと・みち・まちの新たな絆 平成18年 日経BP社

Ｆ　都市計画 576 都市公園技術標準解説書　運動施設編(改訂版) 平成6年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 577
都市公園技術標準解説書　 遊戯施設編　管理施設編　敷地造成編
園路広場編　修景施設編　休養施設編

平成7年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 578 街路事業事務必携(平成2年版) 平成2年 (社)日本交通計画協会

Ｆ　都市計画 581 改訂造園修景積算マニュアル 平成6年 (財)建設物価調査会

Ｆ　都市計画 669 前南の換地 平成6年 前南換地研究会

Ｆ　都市計画 807 都市公園技術標準解説書　運動施設編（改訂版） 平成6年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 808 都市公園技術標準解説書　便益施設編（便所工）　その他・・・ 平成3年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 809 都市公園技術標準解説書　工事仕様書編 平成4年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 810
都市公園技術標準解説書　遊戯施設編　管理施設編　敷地造成編
園路広場編　修景施設編　休養施設編

平成７年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 811 都市公園技術標準解説書　工事仕様書編 平成9年 (社)日本公園緑地協会

Ｆ　都市計画 812 豊かな郷土を演出する　道路緑化計画の手順 平成10年 不明

Ｆ　都市計画 813 平成13年　まちうち再生総合支援事業報告書 平成13年 伊香保町役場

Ｆ　都市計画 902 都市局所管補助事業実務必携 平成11年6月 (財)都市計画協会

Ｆ　都市計画 947 街路事業事務必携（昭和62年版） 昭和62年2月 (社)日本交通計画協会

Ｆ　都市計画 948 群馬県　都市計画図集 平成11年 群馬県都市計画課

Ｆ　都市計画 1026 都市公園技術標準解説書（平成２２年度版） 平成22年 (社)日本公園緑地協会

Ｇ　調査報告書 208 PRC製ロックシェッドの設計法に関する共同研究報告書 平成8年 建設省土木研究所

Ｇ　調査報告書 304 土木學會誌付録　土木モニュメント見て歩き 平成3年 (社)土木学会

Ｇ　調査報告書 394 第27回関東支部技術研究発表会講演概要集 平成12年 (社)土木学会関東支部

Ｇ　調査報告書 395 第28回関東支部技術研究発表会講演概要集 平成13年 (社)土木学会関東支部

Ｇ　調査報告書 469 土木学会誌叢書5　火山噴火に備えて　富士山噴火はいつ 平成17年 (社)土木学会

Ｇ　調査報告書 470
土木学会誌叢書4　技術者たちの近代　図面と写真が語る土木の歴
史

平成17年 (社)土木学会

Ｇ　調査報告書 487 新潟県中越地震PC構造物震害調査報告書 平成17年 (社)プレストレストコンクリート技術協会
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Ｇ　調査報告書 488 発注者責任研究懇談会　中間とりまとめ 平成11年 (社)全日本建設技術協会

Ｇ　調査報告書 848 阪神・淡路大震災被害調査報告書 平成7年5月
(社)建設コンサルタンツ協
会

Ｈ　橋梁 8 亜鉛・アルミニウム溶射マニュアル(改訂版) 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 36 ピー・エス50年史　1952-2002 平成14年 (株)ピー・エス

Ｈ　橋梁 158 橋の景観デザインを考える 平成6年 技報堂出版(株)

Ｈ　橋梁 159 NHKスペシャル「テクノパワー」　巨大建設の世界　②長大橋への挑戦 平成5年 日本放送出版協会

Ｈ　橋梁 161 人道橋の景観設計　－その機能と美しさ 平成3年 鹿島出版会

Ｈ　橋梁 170 ニューコンストラクションシリーズ　第8巻　橋の世界 平成6年 (株)山海堂

Ｈ　橋梁 173 橋梁美学 昭和55年 森北出版(株)

Ｈ　橋梁 177 橋と景観　ヨーロッパ編Ⅰ 平成元年 (財)海洋架橋調査会

Ｈ　橋梁 178 中国名橋物語 昭和62年 技報堂出版(株)

Ｈ　橋梁 180 橋　BRIDGES IN JAPAN 1990-1991 平成3年 土木学会

Ｈ　橋梁 181 橋　BRIDGES IN JAPAN 1991-1992 平成4年 土木学会

Ｈ　橋梁 182 橋　BRIDGES IN JAPAN 1993-1994 平成6年 土木学会

Ｈ　橋梁 185 [かながわの橋100選]写真集 平成4年
神奈川県土木部道路整備
課

Ｈ　橋梁 186 絵葉書に見る日本の橋 平成4年 (株)拓殖書房

Ｈ　橋梁 187 美しい橋のデザインマニュアル[第2集] 平成5年 (社)土木学会

Ｈ　橋梁 188 本州四国連絡橋　児島・坂出ルート 昭和63年 (財)海洋架橋調査会

Ｈ　橋梁 189 BRIDGES OF THE WORLD 1964 世界の橋 昭和39年 森北出版(株)

Ｈ　橋梁 190 BRIDGES IN AICHI　あいちの橋 昭和62年 愛知県土木部道路建設課

Ｈ　橋梁 191 隅田川　橋の紳士録 平成5年 (株)東京堂出版

Ｈ　橋梁 192 フォース橋の100年 平成4年 (社)土木学会

Ｈ　橋梁 193 鉄の橋百選－近代日本のランドマーク－ 平成6年 (株)東京堂出版

Ｈ　橋梁 194 橋と景観　北アメリカ編 平成2年 (財)海洋架橋調査会

Ｈ　橋梁 195 東京の橋と景観 昭和62年 東京都建設局道路建設部道路橋梁課

Ｈ　橋梁 196 美しい橋のデザインマニュアル[第1集] 平成5年 (社)土木学会

Ｈ　橋梁 197 世界橋物語　A Tale of Bridges Around the World 平成4年 (株)美術出版社

Ｈ　橋梁 198 水の都、橋の都　モダニズム東京・大阪の橋梁写真集 平成6年 (株)東京堂出版

Ｈ　橋梁 200 日本の橋(増訂版)　－多彩な鋼橋の百余年史－ 平成6年 (株)朝倉書店

Ｈ　橋梁 202 プレキャストブロック橋の設計法に関する共同研究報告書(Ⅲ) 平成6年 建設省土木研究所

Ｈ　橋梁 203 PC斜張橋資料 平成7年
(社)プレストレスト・コンク
リート建設業協会

Ｈ　橋梁 204 工法別架設計算例題集　フローティングクレーン工法 平成8年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 205 工法別架設計算例題集　トラッククレーンベント工法 平成8年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 206 工法別架設計算例題集　送出し工法 平成8年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 207 鋼橋の架設に関する新技術(第2版) 平成8年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 209 平成8年度　PC橋の複合構造に関する調査研究(その1)　報告書 平成9年 (財)高速道路調査会
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Ｈ　橋梁 210 わかりやすい鋼鉄の架設(改訂版) 平成9年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 211 鋼製橋脚の耐震設計マニュアル 平成10年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 212 鋼製橋脚の耐震設計マニュアル(資料編) 平成10年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 213 平成10年度　PC橋の複合構造に関する調査研究(その3)　報告書 平成11年 (財)高速道路調査会

Ｈ　橋梁 214 耐力点法施工マニュアル 平成11年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 215 鋼床版2主鈑桁橋設計例 平成11年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 216 少数主桁橋の足場工選定フローと標準図集(鋼2主桁橋) 平成12年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 217 鋼橋の維持管理を考えた設計の手引き 平成12年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 218 PC橋の複合構造に関する調査研究　報告書(総括編) 平成11年 (財)高速道路調査会

Ｈ　橋梁 219 鋼橋架設等工事における足場工及び防護工数量計算書 平成2年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 220 輸送マニュアル　ハンドブック(陸上編) 平成8年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 221 鋼橋へのアプローチ 平成10年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 222 鋼製橋脚の弾塑有限変位FEM解析マニュアル 平成10年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 223 工法別架設計算例題集　トラベラクレーン工法 平成10年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 224 橋梁技術者のための塗料ガイドブック 平成13年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 225 橋梁の損傷と点検・診断 平成12年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 226 桁連続化の設計例と解説 平成12年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 227 高力ボルトの遅れ破壊と対策 平成12年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 228 スィープブラスト処理見本写真 平成12年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 229 鋼橋の付着塩分管理マニュアル 平成13年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 230 鋼橋のQ&Aシリーズ　現場溶接編 平成13年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 231 鋼橋のQ&Aシリーズ　高力ボルト編 平成13年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 232 鋼橋防食のQ&A 平成14年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 233 落橋防止システム設計の手引き 平成14年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 234 鋼橋構造詳細の手引き 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 235 工法別架設計算例題集　ケーブルエレクション工法 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 236 合成床版設計・施工マニュアル 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 237 下横構を省略した上路式プレートガーダー橋の設計例 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 238 ゴム支承施工の手引(案) 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 239 溶融亜鉛めっき橋維持管理マニュアル(めっき皮膜の劣化度評価) 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 240 鋼橋上部基本計画検討資料 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 241 ERECTION METHODS OF STEEL BRIDGES 不明 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 242 APPROACH FOR STEEL BRIDGES 不明 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 243 景観マニュアル1995　橋と景観 平成7年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 244 鋼道路橋溶接部の超音波自動探傷検査マニュアル(案) 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 245 ガイドライン型設計　適用上の考え方と標準図集(改訂版) 平成15年 (社)日本橋梁建設協会
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Ｈ　橋梁 246 鋼橋の計画・設計におけるチェックポイント(改訂版) 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 247 鋼道路橋の疲労設計資料 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 248 新しい鋼橋(改訂版) 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 249 鋼橋付属物の設計手引き(改訂版) 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 250 PC床版施工の手引き　プレキャストPC床版編 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 252 RC床版施工の手引き 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 253 細幅箱桁橋のコンセプトと設計例 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 254 現場溶接施工管理の手引き 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 255 既設橋梁落橋防止システム　設計の手引き(改訂版) 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 256 鋼橋のQ&Aシリーズ　架設編 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 257 遅延合成構造の手引き 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 259 鋼橋伸縮装置設計の手引き 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 260 合成桁の設計例と解説 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 261 鋼橋の現場溶接 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 263 鋼橋保全技術の紹介 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 264 既設橋梁落橋防止システム　現場施工の手引き 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 265 補修・補強工事安全の手引き 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 266 トルシア形高力ボルト　設計・施工ガイドブック 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 267 疲労技術ガイドラインQ&A 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 268 わかりやすい膨張コンクリート施工の手引き 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 269 連続合成2主桁橋の設計例と解説 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 330 新版　日本の橋　－鉄・鋼橋のあゆみ－ 平成16年 (株)朝倉書店

Ｈ　橋梁 533 プレビーム合成げた橋設計施工指針　第3版 平成9年 プレビーム振興会

Ｈ　橋梁 592 デザインデータブック 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 598 橋梁年鑑　平成元年版 平成元年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 599 橋梁年鑑　平成2年版 平成2年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 600 橋梁年鑑　平成3年版 平成3年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 601 橋梁年鑑　平成4年版 平成4年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 602 橋梁年鑑　平成5年版 平成5年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 603 橋梁年鑑　平成6年版 平成6年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 604 橋梁年鑑　平成7年版 平成7年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 605 橋梁年鑑　平成8年版 平成8年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 606 橋梁年鑑　平成9年版 平成9年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 607 橋梁年鑑　平成10年版 平成10年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 608 橋梁年鑑　平成11年版 平成11年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 609 橋梁年鑑　平成12年版 平成12年 (社)日本橋梁建設協会

11/24



情報館書籍一覧 2014/7/9

登録No 書籍名 発行日 発行者

Ｈ　橋梁 610 橋梁年鑑　平成13年版 平成13年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 611 橋梁年鑑　平成14年版 平成14年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 612 橋梁年鑑　平成15年版 平成15年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 613 橋梁年鑑　平成16年版 平成16年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 614 橋梁年鑑　平成17年版 平成17年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 646 PCグラウト施工マニュアル(改訂版) 平成11年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 655 プレストレスト　コンクリート　第29報　2002年版 平成14年
(社)プレストレスト・コンク
リート建設業協会

Ｈ　橋梁 656 プレストレスト　コンクリート　第28報　2001年版 平成13年
(社)プレストレスト・コンク
リート建設業協会

Ｈ　橋梁 671 橋梁史年表(BC～1955) 平成4年 (財)海洋架橋調査会

Ｈ　橋梁 683 プレストレストコンクリート施工管理基準(案)1998 平成10年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 684 PC連結げた橋設計の手引き(案) 平成10年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 685 やさしいPC橋の設計 平成11年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 686
JIS橋げたによる軽荷重PCスラブ橋設計・製造便覧　JIS A 5319-
1995

平成8年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 689 鋼橋の補修・補強事例集 平成14年 (社)日本橋梁建設協会

Ｈ　橋梁 691 橋梁架設工事の積算(平成7年度版) 平成7年 (社)日本建設機械化協会

Ｈ　橋梁 692 橋梁架設工事の積算(平成8年度版) 平成8年 (社)日本建設機械化協会

Ｈ　橋梁 693 橋梁架設工事の積算(平成11年度版) 平成11年 (社)日本建設機械化協会

Ｈ　橋梁 694 設計・施工のための橋梁ハンドブック 昭和54年 (株)建設産業調査会

Ｈ　橋梁 706 道路橋補修・補強工学シリーズ④　道路橋補修・補強事例集 平成12年 (株)山海堂

Ｈ　橋梁 711 橋梁技術の変遷　道路保全技術者のために 平成12年 鹿島出版会

Ｈ　橋梁 713 仮設PC鋼材設計・施工マニュアル 平成9年 (財)高速道路調査会

Ｈ　橋梁 715 現場ですぐに役立つ橋梁下部工事のチェックリスト 平成6年 (株)山海堂

Ｈ　橋梁 716 設計・施工のためのはしの手引 平成12年 不明

Ｈ　橋梁 718 梁の理論　－版権獲得－ 昭和40年 森北出版(株)

Ｈ　橋梁 719 橋の美Ⅲ　橋梁デザインノート 平成4年 (社)日本道路協会

Ｈ　橋梁 720 橋の景観に対する調査・研究 平成元年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 721
－大型移動支保工工法－　プレストレスト　コンクリート橋標準積算要
領　平成3年改訂版

平成3年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 722
PCコンポ橋(PC合成床版タイプPC合成げた橋)標準積算要領
平成10年版

平成10年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 723 PC床版標準積算要領　平成11年版 平成11年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 724
 -押出し工法-
プレストレスト コンクリート橋標準積算要領 平成11年改訂版

平成11年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 725 平成12年度版　PC道路橋工事費実績 平成12年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 727 プレストレスト　コンクリート　第33報　2006年版 平成18年 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 829 新潟県中越地震PC構造物震害調査報告書 平成17年
(社)プレストレストコンクリー
ト技術協会

Ｈ　橋梁 830 輸送マニュアル　2003年版 平成16年
(社)日本橋梁建設協会
(社)鉄骨建設業協会

Ｈ　橋梁 872 プレストレスト　コンクリート　第31報　2004年版 平成16年10月 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

12/24



情報館書籍一覧 2014/7/9

登録No 書籍名 発行日 発行者

Ｈ　橋梁 921 橋梁架設工事の積算（平成19年度版） 平成19年5月 (社)日本建設機械化協会

Ｈ　橋梁 922 橋梁補修補強工事　積算の手引き　平成19年度版 平成19年5月 (社)日本建設機械化協会

Ｈ　橋梁 923 既設橋梁のノージョイント工法の設計施工手引き（案） 平成7年1月 (財)海洋架橋・橋梁調査会

Ｈ　橋梁 924
国土技術政策総合研究所資料　No.196　道路橋の定期点検に関する
参考資料 -橋梁損傷事例写真集-

平成17年9月 (財)海洋架橋・橋梁調査会

Ｈ　橋梁 925 道路橋マネジメントの手引き　平成16年8月 平成18年9月 (財)海洋架橋・橋梁調査会

Ｈ　橋梁 926 既設橋梁の耐震補強工法事例集　平成17年4月 平成17年12月 (財)海洋架橋・橋梁調査会

Ｈ　橋梁 959 道路橋補修・補強事例集（2007年版） 平成19年7月 (社)日本道路協会

Ｈ　橋梁 999 プレストレスト　コンクリート　第36報　2009年版 平成21年10月 (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｈ　橋梁 1015 道路橋補修・補強事例集（２００９年版） 平成21年10月 (社)日本道路協会

Ｈ　橋梁 1019 プレストレスト　コンクリート　第37報　2010年版 平成22年10月 （社）プレストレスト・コンクリート建設業協会

Ｊ　道路 12 サイクリングロードネットワーク整備マニュアル 平成16年10月
群馬県県土整備局道路企
画管理課

Ｊ　道路 56 実用クロソイド曲線の設計と計算例 昭和62年 現代理工学出版(株)

Ｊ　道路 57 道路施設工学－安全・制御・公害防止－ 昭和51年 森北出版(株)

Ｊ　道路 78 最新　道路ハンドブック 平成5年 (株)建設産業調査会

Ｊ　道路 270 道路実務全書　道路土工(Ⅰ) 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 271 道路実務全書　道路土工(Ⅱ) 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 272 道路実務全書　道路構造物の設計と施工 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 273 道路実務全書　街路の計画と設計 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 274 道路実務全書　道路の維持修繕と防災 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 275 道路実務全書　道路の交通安全付属施設 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 276 道路実務全書　道路工事管理の実務 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 277 道路実務全書　高速道路の計画と設計 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 278 道路実務全書　道路工事施工実例集 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 279 道路実務全書　単位円－クロソイド表 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 280
道路実務全書　別巻2
パソコン，プログラム電卓によるクロソイド曲線の設計と設置

昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 281 道路実務全書　別巻3　図解道路用語事典 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 320
新時代の”道の姿”をもとめて　21世紀に向けた新たな道路構造のあ
り方

平成7年 道路広報センター

Ｊ　道路 370 道路交通経済要覧　昭和58年度版 昭和58年8月 (株)ぎょうせい

Ｊ　道路 379 道路局所管補助事業執行問題事例集 昭和60年3月 全国道路利用者会議

Ｊ　道路 416 第23回日本道路会議　一般論文集(A) 平成11年 (社)日本道路協会

Ｊ　道路 417 第23回日本道路会議　一般論文集(B) 平成11年 (社)日本道路協会

Ｊ　道路 418 第23回日本道路会議　一般論文集（C) 平成11年 (社)日本道路協会

Ｊ　道路 428 橋　なぜなぜおもしろ読本 平成16年 (株)山海堂

Ｊ　道路 429 道　なぜなぜおもしろ読本 平成16年 (株)山海堂

Ｊ　道路 430 トンネル　なぜなぜおもしろ読本 平成15年 (株)山海堂

Ｊ　道路 431 大学土木　道路工学(改訂2版) 平成15年 (株)オーム社
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Ｊ　道路 439 道づくりのソフトサイエンス　道路整備の多様な取組み 平成17年 鹿島出版会

Ｊ　道路 461 道路工学の基礎 平成4年 工学出版(株)

Ｊ　道路 595 道路実務全書　道路橋下部工事施工実例集 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 596 道路実務全書　道路・橋りょう・地すべり災害復旧工事施工実例集 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 597 道路実務全書　道路橋上部工事施工実例集 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 680 環状道路の時代 平成18年 日経BP社

Ｊ　道路 831 最新土木工学シリーズ13.　最新　交通工学 昭和54年 森北出版(株)

Ｊ　道路 832 道路建設講座（8）　道路構造物の設計と施工 昭和50年 (株)山海堂

Ｊ　道路 833 道路舗装の維持修繕 昭和38年 (株)山海堂

Ｊ　道路 834 道路実務全書　一般道路の計画と設計 昭和59年 (株)山海堂

Ｊ　道路 903 PC道路橋設計マニュアル 平成9年3月
(社)プレストレスト・コンク
リート建設業協会

Ｊ　道路 911 平成8年度（第2版）　AAW工法設計施工指針（第2版） 平成8年9月
建設基礎エンジニアリング
（株）

Ｊ　道路 929 道路路面雨水処理マニュアル（案） 平成17年12月 (株)山海堂

Ｊ　道路 930 国土交通省　道路局所管補助事務提要　平成19年度版 平成19年7月 (株)ぎょうせい

Ｊ　道路 998
補強土壁工法　ＦＡＱ５０ -補強土壁工法に関するよくある質問と回答
50題-

平成16年 理工図書(株)

Ｋ　舗装関係 14 「舗装」に関する地区講習会(講義要旨) 平成18年 (社)日本道路協会

Ｋ　舗装関係 30 第77回アスファルトゼミナール 平成11年 (社)日本アスファルト協会

Ｋ　舗装関係 31 重交通道路の舗装用アスファルト「セミブローンアスファルト」の開発 昭和59年 (社)日本アスファルト協会

Ｋ　舗装関係 59 舗装発生材および再生合材に関する実態調査報告書 平成12年
(社)日本アスファルト合材
協会

Ｋ　舗装関係 66 道路建設講座7　道路舗装の維持修繕 昭和45年 (株)山海堂

Ｋ　舗装関係 72 アスファルト合材工場の安全環境ハンドブック 平成13年
(社)日本アスファルト合材
協会

Ｋ　舗装関係 460 表面処理工法マニュアル 昭和57年 群馬県土木部

Ｋ　舗装関係 538 道路実務全書　道路舗装の施工 昭和59年 (株)山海堂

Ｋ　舗装関係 539 道路実務全書　道路舗装の維持修繕 昭和59年 (株)山海堂

Ｋ　舗装関係 540 道路実務全書　道路舗装に関する試験法 昭和59年 (株)山海堂

Ｋ　舗装関係 547 漫画で学ぶ　舗装工学　基礎編 平成18年 (株)建設図書

Ｋ　舗装関係 548 漫画で学ぶ　舗装工学　新しい性能を求めて 平成17年 (株)建設図書

Ｋ　舗装関係 549 漫画で学ぶ　舗装工学　各種の舗装編 平成6年 (株)建設図書

Ｋ　舗装関係 550 最新土木施工法講座　第2巻　道路舗装施工法 昭和36年 (株)山海堂

Ｋ　舗装関係 615 最新土木施工法講座　第1巻　路床・路盤施工法 昭和37年 (株)山海堂

Ｋ　舗装関係 928 透水性舗装ガイドブック　2007 平成19年 (社)日本道路協会

Ｋ　舗装関係 1017 環境に配慮した舗装技術に関するガイドブック 平成21年 (社)日本道路協会

Ｋ　舗装関係 1078 舗装の維持修繕ガイドブック2013 平成25年 (公社)日本道路協会

Ｌ　その他工事積算 15 大口径岩盤削孔工法の積算(平成18年度版) 平成18年 (社)日本建設機械化協会

Ｌ　その他工事積算 21 土木工事仮設計画ガイドブック(Ⅰ) 平成10年 (社)全日本建設技術協会

Ｌ　その他工事積算 22 土木工事仮設計画ガイドブック(Ⅱ) 平成10年 (社)全日本建設技術協会
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Ｌ　その他工事積算 55 公共工事積算学 平成9年 (株)山海堂

Ｌ　その他工事積算 365 PMP-Ⅱ　設計積算資料・施工実績表・施工マニュアル・カタログ等 平成16年 沈設立坑協会

Ｌ　その他工事積算 400 わかりやすい　土木工事積算　－実務者のための積算入門－ 平成17年 (社)全日本建設技術協会

Ｌ　その他工事積算 509 平成18年度版　建設機械損料の解説と機械一覧 平成18年 (社)日本建設機械化協会

Ｌ　その他工事積算 524 平成18年度版　建設機械等損料表 平成18年 (社)日本建設機械化協会

Ｌ　その他工事積算 528 平成14年度版　国土交通省機械設備工事積算基準マニュアル 平成14年 (財)建設物価調査会

Ｌ　その他工事積算 529
新土木工事積算大系用語定義集
発注者・受注者間の共通認識の形成に向けて

平成13年 (財)経済調査会

Ｌ　その他工事積算 530
平成12年度版　新土木工事積算大系の解説
－工事工種の体系化を核として－

平成12年 (財)経済調査会

Ｌ　その他工事積算 531 新しい建設副産物対策 平成14年
(社)全国土木施工管理技
士会連合会　　(社)全日本

Ｌ　その他工事積算 552 まんが　新訂　土木工事の積算 平成4年 (財)経済調査会

Ｌ　その他工事積算 560 輸送マニュアル　2003年版 平成16年
(社)日本橋梁建設協会
(社)鉄骨建設業協会

Ｌ　その他工事積算 564 土木工事　積算規準マニュアル＜平成15年度版＞ 平成15年 (財)建設物価調査会

Ｌ　その他工事積算 654 道路実務全書　道路トンネル工事施工実例集 昭和59年 (株)山海堂

Ｌ　その他工事積算 712 改訂3版　トンネルの施工と積算 平成11年 (財)建設物価調査会

Ｌ　その他工事積算 726 増補改訂版　公共工事積算百戒 平成4年 (株)大成出版社

Ｌ　その他工事積算 835 改訂四版　標準工事歩掛要覧 昭和62年 (財)経済調査会

Ｌ　その他工事積算 836 改訂8版　造園修景積算マニュアル 平成13年 (財)建設物価調査会

Ｌ　その他工事積算 837 改訂5版　造園修景積算マニュアル 平成11年 (財)建設物価調査会

Ｌ　その他工事積算 904 PMP-Ⅱ　設計積算資料　平成16年度 平成16年 沈設立坑協会

Ｌ　その他工事積算 984 技術管理関係集　平成１０年３月 平成10年 群馬県土木部

Ｌ　その他工事積算 1029 屋外体育施設舗装工事-積算の手引- 平成19年 （財）日本体育施設協会

Ｌ　その他工事積算 1041 改訂18版　造園修景積算マニュアル 平成23年 (財)建設物価調査会

Ｍ　施工管理 5 新版　土木工事写真の手引き　－デジタル写真にも対応－ 平成12年
(社)全日本建設技術協会
(社)全国土木施工管理技

Ｍ　施工管理 29 1998年版　日本建設機械要覧 平成10年 (社)日本建設機械化協会

Ｍ　施工管理 52 地方公共団体の契約実務 平成2年 (財)建設物価調査会

Ｍ　施工管理 73 土木施工計画データブック(上巻) 昭和55年 森北出版(株)

Ｍ　施工管理 74 土木施工計画データブック(下巻) 昭和55年 森北出版(株)

Ｍ　施工管理 86 土木工事施工管理の手引き 平成4年 (社)関東建設弘済会

Ｍ　施工管理 401
クイズ　欠陥構造物に学ぶ　土木技術者が陥りやすいミスの実例と対
策

平成17年 日経BP社

Ｍ　施工管理 403 現場の失敗　欠陥構造物を生む設計・施工の落とし穴 平成17年 日経BP社

Ｍ　施工管理 404 建設事故　重大災害70例に学ぶ再発防止策 平成17年 日経BP社

Ｍ　施工管理 412 機械・電気設備工事主要機器実績価格(平成5年度実績価格) 平成6年 不明

Ｍ　施工管理 466 現場のチェックポイント 平成11年 (財)高速道路技術センター

Ｍ　施工管理 491 土木工事施工管理の手引き 平成4年 (社)関東建設弘済会

Ｍ　施工管理 554 スラグの有効利用マニュアル 平成11年 (財)廃棄物研究財団

Ｍ　施工管理 555 土木施工の実際と解説 平成2年 (財)建設物価調査会
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Ｍ　施工管理 571 土木施工管理チェックポイント　基礎工事Ⅰ 平成11年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 572 土木施工管理チェックポイント　基礎工事Ⅱ 平成12年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 574 土木工事　「現場の失敗」 平成11年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 619 続　土木工事「現場の失敗」 平成14年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 639 実践　土木の現場読本 平成12年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 662 土木施工管理チェックポイント　河川・海岸工事 平成16年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 672 土木施工管理チェックポイント　仮設工事 平成11年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 673 土木施工管理チェックポイント　コンクリート工事 平成14年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 674 土木施工管理チェックポイント　斜面安定工事 平成13年 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 838 土木工事施工管理の手引き 平成4年 (社)関東建設弘済会

Ｍ　施工管理 839 土木工事施工管理の手引き 平成4年 (社)関東建設弘済会

Ｍ　施工管理 840 土木工事の仕組みと手順 平成6年 (財)建設物価調査会

Ｍ　施工管理 841 改訂3版　トンネルの施工と積算 平成10年 (財)建設物価調査会

Ｍ　施工管理 842 現場の失敗　欠陥構造物を生む設計・施工の落とし穴 平成13年 日経BP社

Ｍ　施工管理 843 建設事故　重大災害70例に学ぶ再発防止策 平成14年 日経BP社

Ｍ　施工管理 844 土木施工管理技術研修用テキスト（土木工学編） 平成5年 (財)全国建設研修センター

Ｍ　施工管理 845 土木施工管理技術研修用テキスト（土木工学編） 平成5年 (財)全国建設研修センター

Ｍ　施工管理 846 土木施工管理技術研修用テキスト（施工管理編） 平成5年 (財)全国建設研修センター

Ｍ　施工管理 913
実践！土木の現場シリーズ　使いたくなる現場実務の知恵
～土木工事管理のサバイバルテキスト～

平成16年8月 (株)山海堂

Ｍ　施工管理 927 斜面防災マニュアル 平成19年3月 (財)福井県建設技術公社

Ｍ　施工管理 957 建設事故Ⅱ　－身近に潜む現場の事故７２例－ 平成18年7月 日経BP社

Ｎ　安全 11
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく施策の適切な
実施に向けて

平成17年 (社)全日本建設技術協会

Ｎ　安全 201 鋼橋架設現場に必要な安全衛生法等 平成5年 (社)日本橋梁建設協会

Ｎ　安全 510 建設業安全衛生ハンドブック 平成13年
建設業労働災害防止協会
群馬県支部

Ｎ　安全 513 土木工事安全施工技術指針 平成5年
(社)全日本建設技術協会
(社)全国土木施工管理技

Ｎ　安全 847 イラストで見る　道路工事事故100事例とその対策 平成9年 (社)関東建設弘済会

Ｐ　入札契約・検査 46 公共事業等景観形成指針　～ふるさとぐんまの景観づくり～ 平成6年 群馬県

Ｐ　入札契約・検査 477 改訂5版　公共工事と会計検査 平成15年 (財)経済調査会

Ｐ　入札契約・検査 505
公共事業の品質確保のための　監督・検査・成績評定の手引き
－実務者のための参考書－

平成18年 (社)全日本建設技術協会

Ｐ　入札契約・検査 532 解説　公共土木工事検査の体系・技術・実際 平成10年
(社)全日本建設技術協会
(社)全国土木施工管理技

Ｐ　入札契約・検査 559 新しい入札・契約手続の運用と留意事項 平成6年 (社)全日本建設技術協会

Ｐ　入札契約・検査 682 平成13年版　会計検査院ガイドブック 平成13年 (財)経済調査会

Ｐ　入札契約・検査 805 単純ミスの防ぎ方　会計検査で指摘されないための秘けつを伝授 平成16年 日経BP社

Ｐ　入札契約・検査 996 改訂8版　公共工事と会計検査 平成21年 (財)経済調査会

Ｐ　入札契約・検査 997 改訂8版　公共工事と会計検査 平成21年 (財)経済調査会

Ｐ　入札契約・検査 1013 データに基づく会計検査指摘工事の検証 平成21年 （財）建設物価調査会
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Ｐ　入札契約・検査 1068 平成２４年度　品確技術者ハンドブック 平成24年10月 (一社）全日本建設技術協会

Ｑ　環境 75 水と土 平成10年 農業土木係長会

Ｑ　環境 358 環境と科学①　地球の環境問題 平成15年 (株)山海堂

Ｑ　環境 468 生命環境を守る　緑 平成15年 (社)土木学会

Ｑ　環境 478 「循環社会」創造の条件　日本が生き残るための十四章 平成10年 日刊工業新聞社

Ｑ　環境 480 Q&Aわかりやすい　景観法の解説 平成16年 新日本法規出版(株)

Ｑ　環境 526 産業廃棄物 平成10年 (株)岩波書店

Ｑ　環境 553 環境影響評価業務の実例と積算 平成9年 (財)建設物価調査会

Ｑ　環境 647 豊かな郷土を演出する　道路緑化計画の手順 平成10年 不明

Ｑ　環境 1081 環境保全ハンドブック 平成26年 （一社）群馬県測量協会

Ｒ　ＩＴ 617 建設業のためのIT基礎講座　インターネットの初歩から電子納品まで 平成14年 日経BP社

Ｒ　ＩＴ 986 いますぐ使える・・・建設系汎用CAD　V-ｎas 極速習マスター 平成２０年 川田テクノシステム㈱

Ｒ　ＩＴ 992 Excelでマスターする　ビジネスデータ分析　実践の極意 平成14年 (株)アスキー・メディアワークス

Ｒ　ＩＴ 993 できるWord＆Excel２００７ 平成20年 インプレスジャパン

Ｒ　ＩＴ 994 Officeで描ける！！クリップイラストテクニック 平成16年 技術評論社

Ｓ　下水道 32 平成17年度版　推進工事用機械器具等損料参考資料　CD-ROM付 平成17年 (財)経済調査会

Ｓ　下水道 33 平成17年度版　積算資料　推進工事用機械器具等基礎価格表 平成17年 (財)経済調査会

Ｓ　下水道 35 水道事業実務必携<平成13年度増補改訂版> 平成13年 全国簡易水道協議会

Ｓ　下水道 44 ライフライン　下水道の復旧を急げ！！ 平成17年 (財)日本下水道協会

Ｓ　下水道 70 下水道用レジンコンクリート管(呼び径150～600) 平成10年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 71 下水道用レジンコンクリート管(呼び径200～1500) 平成10年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 85 上水道工学 平成2年 森北出版(株)

Ｓ　下水道 339 下水道管路施設設計の手引　－1991年版－ 平成9年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 368 下水道施設の耐震対策指針と解説　－1997年版－ 平成17年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 369 下水道土木工事共通仕様書(案) 平成14年
(財)下水道新技術推進機
構

Ｓ　下水道 371 衛生工学 昭和52年4月 森北出版(株)

Ｓ　下水道 373 水道施設設計指針・解説（1977年版） 昭和55年7月 日本水道協会

Ｓ　下水道 384 下水道推進工法の指針と解説　－2003年版－ 平成15年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 385 下水道施設計画・設計指針と解説　前編　－2001年版－ 平成16年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 386 下水道施設計画・設計指針と解説　後編　－2001年版－ 平成16年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 387 下水道施工法 昭和38年 (株)山海堂

Ｓ　下水道 388 下水道事業の手引　平成10年版 平成10年 (財)全国建設研修センター

Ｓ　下水道 389 下水道事業の手引　平成6年版 平成7年 (財)全国建設研修センター

Ｓ　下水道 390 日本の下水道(平成17年) 平成17年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 391 絵でみる下水道の推進工法 平成9年 (株)山海堂

Ｓ　下水道 392 絵でみる下水道のしくみ 平成13年 (株)山海堂
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Ｓ　下水道 393 絵でみる下水道の計画・設計 平成11年 (株)山海堂

Ｓ　下水道 551 まんが　下水道工事の積算 平成2年 (財)経済調査会

Ｓ　下水道 582 日本水道鋼管協会技術資料　水管橋工場仮組立及び現場架設基準 平成10年 日本水道鋼管協会

Ｓ　下水道 583
日本水道鋼管協会技術資料
水道用鋼管現場溶接継手部の非破壊検査基準

平成9年 日本水道鋼管協会

Ｓ　下水道 584 日本水道鋼管協会規格　水管橋外面塗装基準 平成8年 日本水道鋼管協会

Ｓ　下水道 585 日本水道鋼管協会技術資料　水道橋設計基準　耐震設計編 平成9年 日本水道鋼管協会

Ｓ　下水道 586 日本水道鋼管協会技術資料　水道用鋼管路における伸縮可撓管 平成9年 日本水道鋼管協会

Ｓ　下水道 587 日本水道鋼管協会技術資料　水管橋設計基準 平成11年 日本水道鋼管協会

Ｓ　下水道 588 水道事業実務必携<平成10年度増補改訂版> 平成10年 全国簡易水道協議会

Ｓ　下水道 589 水道事業実務必携<平成11年度増補改訂版> 平成11年 全国簡易水道協議会

Ｓ　下水道 590 水道事業実務必携<平成14年度増補改訂版> 平成14年 全国簡易水道協議会

Ｓ　下水道 591 水道事業実務必携<平成15年度改訂版> 平成15年 全国簡易水道協議会

Ｓ　下水道 851 改訂6版　下水道工事の積算 昭和55年5月 (社)土木学会

Ｓ　下水道 852 改訂6版　下水道工事の積算 昭和57年1月 (社)土木学会

Ｓ　下水道 853 改訂10版　下水道工事積算の実際 昭和55年5月 (社)土木学会

Ｓ　下水道 857 下水道推進工法の指針と解説　－2000年版－ 平成13年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 858 揚排水ポンプ設備技術基準（案）解説 平成2年
(社)河川ポンプ施設技術協
会

Ｓ　下水道 859 下水道推進工法の指針と解説　－1988年版－ 平成2年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 860 下水道推進工法の指針と解説　－1988年版－ 平成9年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 861 下水道施設計画・設計指針と解説　前編　－1994年版－ 平成7年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 862 下水道施設設計・設計指針と解説　前編　－1994年版－ 平成6年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 863 下水道施設計画・設計指針と解説　後編　－1994年版－ 平成6年 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 889 水道事業実務必携〈平成16年度改訂版〉 平成16年7月 全国簡易水道協議会

Ｓ　下水道 949 機械設備工事施工指針 平成元年4月
(財)下水道業務管理セン
ター

Ｓ　下水道 950 機械設備標準仕様書 平成5年3月
(財)下水道業務管理セン
ター

Ｓ　下水道 951 下水道工事施工管理指針と解説　-1989年版- 平成9年12月 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 952 電気設備工事施工指針 平成5年4月
(財)下水道業務管理セン
ター

Ｓ　下水道 953 下水道施設設計指針と解説 昭和57年10月 (社)日本下水道協会

Ｓ　下水道 1031 下水道土木工事必携（案） 平成17年4月
(財)下水道新技術推進機
構

Ｔ　建築 23
屋外体育施設の建設指針
－各種スポーツ施設の設計・施工－　平成11年改訂版

平成11年
(財)日本体育施設協会屋
外体育施設部会

Ｔ　建築 422 マンション 平成12年 (株)岩波書店

Ｔ　建築 893 マンション 平成12年 (株)岩波書店

Ｔ　建築 915 平成15年基準　公共建築工事積算基準の解説＜設備工事編＞ 平成17年8月
(財)建築コスト管理システ
ム研究所

Ｔ　建築 916 公共建築工事積算基準　平成19年版 平成19年5月 (株)大成出版社

Ｔ　建築 969 昭和モダン建築巡礼（西日本編） 平成18年10月 日経BP社

Ｕ　測量 67 8桁クロソイド表 昭和50年 森北出版(株)
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Ｕ　測量 421 測量実務叢書8　地籍測量 昭和54年 森北出版(株)

Ｕ　測量 425 測量なぜなぜおもしろ読本 平成12年 (株)山海堂

Ｕ　測量 459 教程　基準点測量 昭和58年 (株)山海堂

Ｕ　測量 463 建設省公共測量作業規程および同運用基準 昭和53年 関東建設弘済会

Ｕ　測量 514 測定値計算法 昭和52年 森北出版(株)

Ｕ　測量 864 クロソイドポケットブック 平成4年 (社)日本道路協会

Ｕ　測量 865 バーローの数表 昭和49年 森北出版(株)

Ｕ　測量 866 測量実務叢書1　測量計算法 昭和51年 森北出版(株)

Ｕ　測量 867 測量実務叢書6　写真測量　3訂版 昭和54年 森北出版(株)

Ｕ　測量 868 応用測量学 昭和49年 森北出版(株)

Ｕ　測量 869 8桁クロソイド表 昭和50年 森北出版(株)

Ｕ　測量 901 測量のための五桁三角函数真数表 昭和49年3月 森北出版(株)

Ｕ　測量 1034 基礎シリーズ　最新測量入門 -新訂版- 平成22年12月 実教出版

Ｕ　測量 1035 新版　測量実習 成24年 実教出版

Ｖ　資格取得 337 監理技術者講習テキスト 平成11年 (財)全国建設研修センター

Ｖ　資格取得 362 (財)下水道業務管理センター監修　１種下水道技術検定問題と解説 平成15年 (株)山海堂

Ｖ　資格取得 363 新試験制度完全対応　技術士一次・二次試験突破ガイダンス 平成13年 日刊工業新聞社

Ｖ　資格取得 364 1級土木施工実地試験の完全対策(改訂2版) 平成15年 (株)オーム社

Ｖ　資格取得 372 木材物理 昭和54年9月 森北出版(株)

Ｖ　資格取得 375 わかり易い土木講座4　応用力学（Ⅰ） 平成4年1月 (株)彰国社

Ｖ　資格取得 399 完全突破！技術士一次試験　－建設部門編－ 平成15年 (株)オーム社

Ｖ　資格取得 415
「地質調査技士」（土壌・地下水汚染部門）認定講習会テキスト
（平成15年度版）

平成15年
(社)全国地質調査業協会
連合会

Ｖ　資格取得 448
技術士第一次試験　基礎科目・適性科目　全問題と解答
(平成13年度～平成15年度)

平成16年 (株)通商産業研究社

Ｖ　資格取得 449 新版2級土木施工管理技士　受験用　図解テキスト　②土木一般 昭和62年 (株)市ヶ谷出版社

Ｖ　資格取得 450 2種下水道　受験100講〔Ⅰ〕 平成14年 (株)山海堂

Ｖ　資格取得 451 2種下水道　受験100講〔Ⅱ〕 平成14年 (株)山海堂

Ｖ　資格取得 483 平成16年度　コンクリート技士研修テキスト 平成16年
(社)日本コンクリート工学協
会

Ｖ　資格取得 563
平成19年度改正　完全対応　技術士第二次試験　建設部門　合格指
南

平成19年 日経BP社

Ｖ　資格取得 870
技術士第一次試験　基礎科目・適性科目　全問題と解答
（平成13年度～平成15年度）

平成16年 (株)通商産業研究社

Ｖ　資格取得 871 測量1 平成9年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 873 測量2 平成8年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 875 土質力学 平成9年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 876 水理 平成9年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 878 土木設計1 平成9年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 879 土木設計2 平成9年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 881 土木施工 平成8年 実教出版(株)
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Ｖ　資格取得 882 建築施工 平成7年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 883 建築計画 平成7年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 884 建築構造 平成7年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 885 建築構造設計 平成7年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 886 設備計画 平成7年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 887 衛生・防災設備 平成7年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 888 工業材料2 平成7年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 890 土木製図 平成9年 実教出版(株)

Ｖ　資格取得 1045 監理技術者必携　監理技術者講習テキスト　平成２４年１０月版 平成24年
（一財)全国建設研修セン
ター

Ｖ　資格取得 1046 技術士第二次試験　建設部門論文集　必須・専門科目 平成18年 ブイツーソリューション

Ｖ　資格取得 1047 技術士第二次試験の解答例　建設部門　平成21年度版 平成21年 近代図書

Ｖ　資格取得 1048 技術士第二次試験の論理的攻略法　論文の書き方・文章のまとめ方 平成20年 オーム社

Ｖ　資格取得 1049 技術士第二次試験　建設部門　必須科目　論文対策キーワード 平成21年 日刊工業新聞社

Ｖ　資格取得 1050 ズバリ！技術士新制度　「建設部門」の攻略法 平成19年 テクノ

Ｖ　資格取得 1051 技術士試験　建設部門　傾向と対策 平成19年 鹿島出版会

Ｖ　資格取得 1052 技術士試験 建設部門 傾向と対策〈2009年度〉 平成21年 鹿島出版会

Ｖ　資格取得 1053 技術士第二次試験 建設部門合格指南〈2009年版〉 平成21年 日経BP社

Ｖ　資格取得 1054 技術士第二次試験 建設部門合格指南〈2008年版〉 平成20年 日経BP社

Ｖ　資格取得 1055 技術士第二次試験建設部門合格指南―平成19年度改正完全対応 平成19年 日経BP社

Ｖ　資格取得 1056 安全管理　-産業活動における安全管理とその事例- 平成16年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1057 ２１世紀の新技術を展望する 平成16年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1058 現代社会における情報管理と技術 平成16年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1059 技術士の倫理 平成15年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1060 技術は本当に人類を救えるのか 平成17年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1061 地球環境から環境ビジネスまで 平成16年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1062 減災と技術 平成17年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1063 技術士制度における総合技術監理部門の技術体系（第2版） 平成16年 （社）日本技術士会

Ｖ　資格取得 1064 詳解 １級土木施工管理技術検定試験 過去５年問題集<'１３年版>　 平成24年 成美堂出版

Ｖ　資格取得 1065 ２級土木施工管理技士実地試験経験記述改訂第２版<平成２４年版> 平成24年 総合資格学院

Ｖ　資格取得 1066 スーパーテキスト２級土木施工管理実地試験<２４年度> 平成24年 GET研究所

Ｖ　資格取得 1067 詳解 ２級土木施工管理技術検定試験 過去５年問題集<'１３年版>　 平成25年 成美堂出版

Ｗ　技術計算事例集 68
新示方書によるコンクリート構造物の設計例シリーズ
第1巻　コンクリート橋の設計

昭和63年 技報堂出版(株)

Ｗ　技術計算事例集 88 各種道路橋設計計算の手引 昭和50年 (株)オーム社書店

Ｗ　技術計算事例集 122 楽しく学ぶ構造力学 平成4年 (株)彰国社

Ｗ　技術計算事例集 376 実際に役立つ水理計算例 昭和55年7月 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 490 実際に役立つ土木構造物の設計計算例 昭和43年 (株)山海堂
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Ｗ　技術計算事例集 518 実際に役立つ道路橋の設計計算例 平成12年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 519 実際に役立つ土工構造物の設計計算例 平成13年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 565 （土木構造物設計計算例）新版　①鋼桁橋の設計計算例 平成7年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 566
（土木構造物設計計算例）新版
②プレストレストコンクリート上部構造の設計計算例

平成9年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 567
（土木構造物設計計算例）新版
③鉄筋コンクリート上部構造の設計計算例

平成9年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 568 （新・土木構造物設計計算例）道路土工構造物の設計計算例 平成12年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 569 （新・土木構造物設計計算例）仮設構造物の設計計算例 平成12年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 570
（新・土木構造物設計計算例）
杭・ケーソン・鋼管矢板および地中連続壁基礎の設計計算例

平成12年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 789
新示方書によるコンクリート構造物の設計例シリーズ
第2巻　土圧を受ける構造物の設計

昭和62年 技報堂出版(株)

Ｗ　技術計算事例集 790 格子げたの理論と計算 昭和43年 (株)技報堂

Ｗ　技術計算事例集 791 道路橋標準設計図集（2） 昭和38年 (社)日本道路協会

Ｗ　技術計算事例集 874
（土木構造物設計計算例シリーズ）②改訂
プレストレストコンクリート橋の設計計算例

昭和55年 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 909 七桁対数表 昭和48年6月 森北出版(株)

Ｗ　技術計算事例集 940
（土木構造物設計計算例）④
杭・ケーソンおよび鋼管矢板基礎の設計計算例

平成5年10月 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 941
（土木構造物設計計算例）⑤
直接基礎および橋台・橋脚躯体の設計計算例

平成4年8月 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 942 （土木構造物設計計算例）⑥　道路土構造物の設計計算例 平成7年5月 (株)山海堂

Ｗ　技術計算事例集 943 （土木構造物設計計算例）⑦　仮設構造物の設計計算例 平成6年3月 (株)山海堂

Ｘ　辞典 10 土木現場用語おもしろ事典 平成17年 (株)山海堂

Ｘ　辞典 43 05年度版　就職用　これだけは覚えておきたい時事用語 平成17年 高橋書店

Ｘ　辞典 48 土木工事用語英和和英辞典 平成元年 (株)山海堂

Ｘ　辞典 49 実用英和対訳土木用語辞典(付・和英索引) 平成7年 工学出版(株)

Ｘ　辞典 50 昭和59年版　砂防関係法令例規集 昭和59年 (社)全国治水砂防協会

Ｘ　辞典 51 道路六法〔63年版〕 昭和63年 全国加除法令出版(株)

Ｘ　辞典 53 農地六法〔平成4年版〕 平成3年 新日本法規出版(株)

Ｘ　辞典 60 土木用語辞典 平成10年 (株)コロナ社

Ｘ　辞典 77
第四版　土木工学ハンドブック
土木工学ハンドブックⅠ

平成2年 技報堂出版(株)

Ｘ　辞典 123 おもしろくてためになる　建築・土木の雑学事典 平成4年 (株)日本実業出版社

Ｘ　辞典 361 図解　土木重要用語集 平成8年 工学出版(株)

Ｘ　辞典 378 災害関係法令例規集　昭和54年版 昭和54年6月 (社)全国防砂協会

Ｘ　辞典 573 建設六法　昭和60年版 昭和59年 東京法令出版(株)

Ｘ　辞典 579 河川六法〔平成3年版〕 平成3年 (株)大成出版社

Ｘ　辞典 580 土木設計データブック 昭和36年 森北出版(株)

Ｘ　辞典 792 JISハンドブック 生コンクリート 平成8年 (財)日本規格協会

Ｘ　辞典 793 建設六法　昭和60年版 昭和59年 東京法令出版(株)

Ｘ　辞典 794 土木用語辞典 平成22年
(株)コロナ社　　　技報堂出
版(株)

Ｘ　辞典 795 JISハンドブック　土木 平成7年 (財)日本規格協会
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Ｘ　辞典 796 JISハンドブック⑩　生コンクリート 平成13年 (財)日本規格協会

Ｘ　辞典 797 JISハンドブック⑫　土木Ⅱ（土木資材/建設用機械・用具） 平成13年 (財)日本規格協会

Ｘ　辞典 1018 土木工法事典　第6版 平成22年 産業調査会　事典出版センター

Ｘ　辞典 1033 新版　図説土木用語辞典 平成23年3月 実教出版

Ｙ　建設一般 4 群馬の自然災害 平成11年 みやま文庫

Ｙ　建設一般 39 京都迎賓館　ものづくり　ものがたり 平成17年 (株)日刊建設通信新聞社

Ｙ　建設一般 40 シグマ 平成14年 上毛新聞社出版局

Ｙ　建設一般 45 世界の名橋 昭和22年 彰國社

Ｙ　建設一般 58 山の歌 平成元年 (社)関東建設弘済会

Ｙ　建設一般 61 水鏡之人　福田甲子男追悼集 昭和63年 群馬県

Ｙ　建設一般 65 平成5年版　全国公益法人名鑑 平成5年 (財)公益法人協会

Ｙ　建設一般 82 ホタルの郷 平成7年 共和コンクリート工業(株)

Ｙ　建設一般 93 長良川河口堰を考える　－人と自然の共生を求めて－ 平成5年 現代書林

Ｙ　建設一般 98 東海道新幹線 昭和46年 中央公論社

Ｙ　建設一般 99 東名高速道路 昭和47年 中央公論社

Ｙ　建設一般 100 利根川と淀川 昭和50年 中央公論社

Ｙ　建設一般 101 水と緑と土 昭和49年 中央公論社

Ｙ　建設一般 102 超高速新幹線 昭和48年 中央公論社

Ｙ　建設一般 103 ニュートン 昭和54年 (株)岩波書店

Ｙ　建設一般 104 東北・上越新幹線 昭和60年 中央公論社

Ｙ　建設一般 107 色彩入門　－現代人のカラー・ガイド 昭和44年 講談社

Ｙ　建設一般 109 利根川・隅田川　他一編 昭和52年 (株)旺文社

Ｙ　建設一般 110 上野の伝説 昭和49年 第一法規出版(株)

Ｙ　建設一般 112 群馬の句碑 昭和54年 みやま文庫

Ｙ　建設一般 113 利根川図志 昭和63年 (株)岩波書店

Ｙ　建設一般 115 能の話 昭和63年 (株)岩波書店

Ｙ　建設一般 116 横浜ことはじめ 昭和63年 神奈川合同出版

Ｙ　建設一般 117 新・まえばし風土記 昭和62年 前橋市観光協会

Ｙ　建設一般 118 群馬の植物 昭和52年 みやま文庫

Ｙ　建設一般 119 エッフェル塔ものがたり 昭和58年 (株)岩波書店

Ｙ　建設一般 120 道のはなしⅠ 平成4年 技報堂出版(株)

Ｙ　建設一般 121 道のはなしⅡ 平成4年 技報堂出版(株)

Ｙ　建設一般 124 反橋・しぐれ・たまゆら 平成4年 (株)講談社

Ｙ　建設一般 127 虹の橋づめ 平成6年 朝日新聞社

Ｙ　建設一般 128 カラーイメージスケール 平成4年 (株)講談社

Ｙ　建設一般 130 一里塚 昭和39年 (株)国政社
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Ｙ　建設一般 132 天空の川　－ガンに出会った河川技術者の日々 平成6年 (株)草思社

Ｙ　建設一般 133 大地の川　－甦れ、日本のふるさとの川 平成7年 (株)草思社

Ｙ　建設一般 134 目でみる民俗神シリーズ　③境と辻の神 昭和63年 東京美術

Ｙ　建設一般 135 世界の都市の物語12　東京 平成4年 (株)文藝春秋

Ｙ　建設一般 136 都市のジャーナリズム　すみだ川気ままな絵図 昭和60年 (株)三省堂

Ｙ　建設一般 137 都市のジャーナリズム　すみだ川横丁絵巻 昭和61年 (株)三省堂

Ｙ　建設一般 138 利根川 昭和37年 社会思想研究会出版部

Ｙ　建設一般 140 絹の再発見 昭和44年 (株)煥乎堂

Ｙ　建設一般 147 海に架ける橋　本州四国連絡橋をめぐって 昭和49年 日本経済新聞社

Ｙ　建設一般 148 まぼろしの橋 昭和53年 (株)文藝春秋

Ｙ　建設一般 149 なにわ橋づくし 昭和63年 朝日新聞社

Ｙ　建設一般 150 東京の橋－水辺の都市景観 平成元年 鹿島出版会

Ｙ　建設一般 151 橋のなんでも小事典　丸木橋から明石大橋まで 平成3年 (株)講談社

Ｙ　建設一般 152 勢多唐橋　橋にみる古代史 平成2年 (株)六興出版

Ｙ　建設一般 153 橋のはなしⅠ 平成3年 技報堂出版(株)

Ｙ　建設一般 154 橋のはなしⅡ 平成3年 技報堂出版(株)

Ｙ　建設一般 155 歴史のなかの橋とロマン 平成元年 技報堂出版(株)

Ｙ　建設一般 156 パリの橋 昭和59年 (株)グラフ社

Ｙ　建設一般 157 世界最大橋に挑む　明石海峡大橋を支えるテクノロジー 平成7年 NTT出版(株)

Ｙ　建設一般 160 橋梁景観の演出[うるおいのある橋づくり] 平成元年 鹿島出版会

Ｙ　建設一般 162 石橋は生きている 平成4年 葦書房有限会社

Ｙ　建設一般 163 橋の文化史　－桁からアーチへ 平成3年 鹿島出版会

Ｙ　建設一般 164 日本の石橋 昭和53年 (株)平凡社

Ｙ　建設一般 165 橋と日本人 昭和59年 (株)岩波書店

Ｙ　建設一般 166 橋ものがたり 昭和61年 (株)新潮社

Ｙ　建設一般 167 歴史と伝説にみる橋 昭和61年 (株)建設図書

Ｙ　建設一般 168 日本の橋 平成2年 (株)講談社

Ｙ　建設一般 169 切手に見る世界の橋 平成元年 理工図書(株)

Ｙ　建設一般 171 建築巡礼30　橋の造形 平成7年 丸善(株)

Ｙ　建設一般 174 ドリナの橋 平成3年 (株)旺文社

Ｙ　建設一般 175 ものと人間の文化史　66・橋 平成3年 (財)法政大学出版局

Ｙ　建設一般 176 橋と遊びの文化史 平成6年 (株)白水社

Ｙ　建設一般 179 スペイン回想　－その地に残した“私の橋” 平成4年 (株)山海堂

Ｙ　建設一般 183 木曽谷の桃介橋 平成6年 NTT出版(株)

Ｙ　建設一般 184 ニューヨーク・ブルックリンの橋 平成6年 科学書刊(株)

Ｙ　建設一般 199 橋の旅 昭和51年 (株)白川書院
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Ｙ　建設一般 340 航跡 平成13年 上毛新聞社

Ｙ　建設一般 357 この人にきく　第Ⅲ集 平成4年 (社)日本土木工業協会

Ｙ　建設一般 377 建設活動きょうあした 昭和57年6月 (財)建設物価調査会

Ｙ　建設一般 407 桔梗ケ原の水先人　草津カントリークラブ　生い立ちとその背景 平成8年 上毛新聞社

Ｙ　建設一般 410 聞こえますか　森の声 平成10年 (株)日本経済評論社

Ｙ　建設一般 411 川の音　－現代(いま)を活躍する女性100人の川への想い－ 平成4年 (株)山海堂

Ｙ　建設一般 436 大利根百話 昭和62年 (社)関東建設弘済会

Ｙ　建設一般 558 かながわ　土木のはなし　～こんなにも新しい技術への挑戦が～ 平成19年3月
(財)神奈川県都市整備技
術センター

Ｙ　建設一般 675
実践！土木の現場シリーズ　使える土木工学
～現場経験を工学でパワーアップ～

平成18年 (株)山海堂

Ｙ　建設一般 891 橋と日本人 昭和59年 (株)岩波書店

Ｙ　建設一般 892 聞こえますか　森の声 平成10年 (株)日本経済評論社

Ｙ　建設一般 910 土木計測便覧 昭和50年2月 丸善(株)

Ｙ　建設一般 976 建設白書（平成11年版） 平成11年7月 大蔵省印刷局

Ｙ　建設一般 981 日本再生の分かれ道　環境力 平成15年12月 （株）ごま書房

Ｙ　建設一般 982 日本力。　アジアを引っぱる経済・欧米が憧れる文化！ 平成17年6月 （株）講談社

Ｙ　建設一般 983 日経大予測2004[年版]日本経済新聞社[編] 平成15年10月 日本経済新聞社

Ｙ　建設一般 1006 コンクリートのはなしⅠ 平成11年6月 技報堂出版（株）

Ｙ　建設一般 1007 コンクリートのはなしⅡ 平成8年5月 技報堂出版（株）

Ｙ　建設一般 1023 技術公務員の役割と責務 平成22年11月 (社)土木学会

Ｚ　記念誌 144 開館記念展「群馬のはにわ」 昭和54年 群馬県立歴史博物館

Ｚ　記念誌 420 （財）群馬県建設技術センター設立10周年記念誌　10年のあゆみ 平成8年
(財)群馬県建設技術セン
ター

Ｚ　記念誌 452
関東の電気事業と東京電力
電気事業の創始から東京電力50年への軌跡

平成13年 東京電力

Ｚ　記念誌 492 「人々の暮らしを支えて」　利根川ダム統合管理事務所40周年記念誌 平成17年
利根川ダム統合管理事務
所

Ｚ　記念誌 497 (社)群馬県建設業協会沼田支部　五十年のあゆみ 平成13年
群馬県建設業協会沼田支
部「五十年のあゆみ」編纂

Ｚ　記念誌 517 2003　創立20周年記念　21世紀のぐんま－わがまち・わがむら－ 平成15年 (財)群馬経済研究所

Ｚ　記念誌 854 女神大橋工事誌 昭和57年1月 (社)土木学会

Ｚ　記念誌 855 女神大橋工事誌 昭和55年5月 (社)土木学会

Ｚ　記念誌 970 創立60周年記念　建設物価の60年 平成20年1月 (財)建設物価調査会
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