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1 和図書 D01.02*土 63317 図説　近代日本土木史 土木学会土木史研究委員会／編 鹿島出版会 2018

2 和図書 D01.02*土 63514
戦後土木施設の歴史・文化的価値に関する調査小委員会平

成29年度調査報告書

土木学会土木史研究委員会戦後

土木施設の歴史・文化的価値に関

する調査小委員会／編

土木学会 2018

3 和図書 D01.03*土 63315
土木学会論説・オピニオン　第121回論説（2017年6月版）

～第132回論説（2018年5月版）
土木学会論説委員会／編 土木学会 2018

4 和図書 D01.06*土 63273
学会内の各種示方書類の基本事項の共通化と基本設計コー

ドの策定　報告書（平成29年度重点研究課題）
土木学会構造工学委員会／編 土木学会 2018

5 和図書 D01.07*土 63255
土木系技術者のキャリア形成、その第一歩－技術士第一次試

験に挑戦する土木系技術者のために　第11回
土木学会関東支部／編 土木学会関東支部 2017

6 和図書 D01.07*土 63257
土木技術者に求められる資質と素養－技術士第二次試験受

験のための直前講習会（建設部門模擬試験付）　第9回
土木学会関東支部／編 土木学会関東支部 2017

7 和図書 D01.07*土 63259
土木技術者に求められる資質と素養－技術士（建設部門）

第二次試験受験のための実践講習会（演習付）　第29回
土木学会関東支部／編 土木学会関東支部 2018

8 和図書 D01.07*土 63261
土木技術者に求められる資質と素養－技術士（建設部門）

第二次試験受験のための実践講習会（演習付）　第28回
土木学会関東支部／編 土木学会関東支部 2017

9 和図書 D01.07*土 63289
2018インフラ健康診断書（試行版）を公表しました　[リーフ

レット資料]

『社会インフラ健康診断』特別委員会

／編著
土木学会 2018

10 和図書 D01.07*土 63291
インフラ健康診断書－道路部門試行版　2018.6　[リーフレッ

ト資料]

土木学会構造工学委員会／編著、

土木学会地下空間研究委員会／

編著

土木学会 2018

11 和図書 D01.07*土 63293
インフラ健康診断書－港湾部門試行版　2018.6　[リーフレッ

ト資料]

土木学会海洋開発委員会／編著、

土木学会社会インフラ健康診断書

（港湾版）作成対応小委員会／

土木学会 2018

12 和図書 D01.07*土 63495 土木設計競技ガイドライン・同解説＋資料集

土木学会建設マネジメント委員会公

共デザインへの競争性導入に関する

実施ガイドライン研究小委員会／編

土木学会 2018

13 和図書 D01.08*土 63018
自転車利用環境計画の進展と課題（土木計画学ワンデイセミ

ナー　No.71）

土木学会土木計画学研究委員会

自転車政策研究小委員会／編
土木学会 2015

14 和図書 D01.08*土 63019

東日本大震災後の交通と輸送の実態－東日本大震災ロジス

ティクス調査団報告書（土木計画学ワンデイセミナー　No.70

東日本大震災後の交通と輸送の実態：仙台からの報告）

東日本大震災ロジスティクス調査団

（東北大学・東北工業大学）／編

東日本大震災ロジス

ティクス調査団（東北

大学・東北工業大

2014

15 和図書 D01.08*土 63020

東日本大震災後の交通と輸送の実態－東日本大震災ロジス

ティクス調査団報告書（その2）（土木計画学ワンデイセミ

ナー　No.70　東日本大震災後の交通と輸送の実態：仙台

東日本大震災ロジスティクス調査団

（東北大学・東北工業大学）／編

東日本大震災ロジス

ティクス調査団（東北

大学・東北工業大

2014

16 和図書 D01.08*土 63023
土木計画学における空間・経済・統計分析セミナー（土木計

画学ワンデイセミナー　No.82）

土木学会土木計画学研究委員会

／編
土木学会 2016

17 和図書 D01.08*土 63025
これからの交通事故リスクマネジメント（土木計画学ワンデイセ

ミナー　No.83）

交通工学研究会自主研究グループ

／主催、土木学会土木計画学研究

委員会高齢化時代のモビリティ確保

を考慮した交通安全研究小委員会

／主催

土木学会 2017

18 和図書 D01.08*土 63027

スマート・プランニングの活用と今後の展望－今後のまちづくりの

切り札となる新たな手法（土木計画学ワンデイセミナー　第86

回）

土木学会土木計画学研究委員会

土木計画学スマートプランニング小委

員会／主催

土木学会 2017

19 和図書 D01.08*土 63029
3次元モデルが変えるまちづくりの計画（土木計画学ワンデイセ

ミナー　第87回）

土木学会土木計画学研究委員会

土木計画分野における3次元モデル

の活用に関する研究小委員会／主

土木学会 2018

20 和図書 D01.08*土 63031
地域アセットマネジメント確立に向けて（土木計画学ワンデイセ

ミナー　No.88／第1回JAAM研究発表会内で開催）

日本アセットマネジメント協会／主

催、土木学会土木計画学研究委員

会地域アセットマネジメント実装小委

員会／共催

日本アセットマネジメン

ト協会
2017

21 和図書 D01.08*土 63033

国土・県土整備の技術と実践－人口減少・交流時代に真に

必要なインフラ整備を考える（中部会場）（土木計画学ワン

デイセミナー　No.89）

土木学会土木計画学研究委員会

／主催
土木学会 2018

22 和図書 D01.08*土 63035

国土・県土整備の技術と実践－人口減少・交流時代に真に

必要なインフラ整備を考える（東北会場）（土木計画学ワン

デイセミナー　No.90）

土木学会土木計画学研究委員会

／主催
土木学会 2018
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23 和図書 D01.08*土 63037

国土・県土整備の技術と実践－人口減少・交流時代に真に

必要なインフラ整備を考える（九州会場）（土木計画学ワン

デイセミナー　No.91）

土木学会土木計画学研究委員会

／主催
土木学会 2018

24 和図書 D01.08*土 63086 2018年　都市間旅客交通ワンデイセミナー
土木学会土木計画学研究委員会

／主催
土木学会 2018

25 和図書 D02.02*土 63497
構造工学シリーズ28　信頼性設計法に基づく土木構造物の性

能照査ガイドライン

土木学会構造工学委員会設計規

準体系における安全性照査ガイドライ

ン策定小委員会／編

土木学会 2018

26 和図書 D02.07*土 63324
社会インフラのためのセンサ標準化ガイドラインおよび運用の手

引き（案）

土木学会土木情報学委員会センサ

利用技術小委員会／編
土木学会 2016

27 和図書 D02.09*土 63065
技術推進ライブラリーNo.22　「タンク構造物に対する非線形

FEM解析手法」に関する技術評価（数値解析認証）報告書

土木学会技術推進機構「タンク構造

物に対する非線形FEM解析手法」に

関する技術評価委員会（コンクリート

標準示方書い基づく数値解析認証

小委員会）／監修

土木学会 2017

28

和図書

(CD-

ROM)

D03.01*土 63587 歴史的地盤遺跡の保全と活用に関する研究委員会報告書

土木学会関西支部歴史的地盤遺

跡の保全と活用に関する研究委員会

／編

土木学会関西支部 2018

29 和図書 D06.06*土 63039 木材利用シンポジウムin長崎 土木学会木材工学委員会／編 土木学会 2018

30 和図書 D06.06*土 63041
2017年度　土木における木材の利用拡大に関する横断的研

究報告書

土木における木材の利用拡大に関す

る横断的研究会（日本森林学会、

日本木材学会、土木学会）／編、

土木学会木材工学委員会／編

土木学会 2018

31 和図書 D06.06*土 63371 木材利用研究発表会講演概要集　17
土木学会木材工学委員会論文編

集小委員会／編
土木学会 2018

32 和図書 D06.06*土 63375
（参考資料）木橋定期点検要領（案）（Version 1,

Release 2）

土木学会木材工学委員会　木橋研

究小委員会／監修

木橋技術協会，日本

林道協会
2018

33 和図書 D07.01*土 63073 2017年制定　コンクリート標準示方書[設計編]
土木学会コンクリート委員会コンクリー

ト標準示方書改訂小委員会／編
土木学会 2018

34 和図書 D07.01*土 63075 2017年制定　コンクリート標準示方書[施工編]
土木学会コンクリート委員会コンクリー

ト標準示方書改訂小委員会／編
土木学会 2018

35 和図書 D07.01*土 63077
コンクリートライブラリー149　2017年制定コンクリート標準示方

書改訂資料　設計編・施工編

土木学会コンクリート委員会コンクリー

ト標準示方書改訂小委員会／編
土木学会 2018

36 和図書 D07.01*土 63322

コンクリート技術シリーズ115　セメント系構築物と周辺地盤の

化学的相互作用研究小委員会（345委員会）第2期成果

報告書

土木学会コンクリート委員会セメント

系構築物と周辺地盤の化学的相互

作用小委員会（345委員会）／編

土木学会 2018

37 和図書 D07.01*土 63332
コンクリートライブラリー150　セメント系材料を用いたコンクリート

構造物の補修・補強指針

土木学会コンクリート委員会セメント

系材料を用いたコンクリート構造物の

補修補強研究小委員会／編

土木学会 2018

38 和図書 D07.01*土 63334
コンクリート技術シリーズ116　既設コンクリート構造物の構造性

能評価研究小委員会報告書およびシンポジウム講演概要集

土木学会コンクリート委員会既設コン

クリート構造物の構造性能評価研究

小員会（355委員会）／編

土木学会 2018

39 和図書 D07.01*土 63363

コンクリート技術シリーズ118　混和材料を使用したコンクリート

の物性評価技術と性能規定型材料設計に関する研究小委員

会（353委員会）成果報告書

土木学会コンクリート委員会混和材

料を使用したコンクリートの物性評価

技術と性能規定型材料設計に関す

る研究小委員会（353委員会）／

編

土木学会 2018

40 和図書 D07.01*土 63396
コンクリートライブラリー152　混和材を大量に使用したコンクリー

ト構造物の設計・施工指針（案）

土木学会コンクリート委員会セメント

系材料を用いたコンクリート構造物の

補修補強研究小委員会／編

土木学会 2018

41 和図書 D07.01*土 63398
コンクリートライブラリー151　高炉スラグ微粉末を用いたコンク

リートの設計・施工指針

土木学会コンクリート委員会高炉スラ

グ微粉末を用いたコンクリートの施工

指針改訂小委員会／編

土木学会 2018

42 和図書 D07.01*土 63401
コンクリート技術シリーズ117　高炉スラグ細骨材を用いたコンク

リートに関する研究小委員会（354委員会）成果報告書

土木学会コンクリート委員会高炉スラ

グ細骨材を用いたコンクリートに関する

研究小委員会（354委員会）／編

土木学会 2018
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43 和図書 D07.01*土 63406

コンクリート技術シリーズ119　繊維補強コンクリートの構造利用

研究小委員会（第2期）委員会報告書　繊維補強コンクリー

トの構造設計とその課題

土木学会コンクリート委員会繊維補

強コンクリートの構造利用研究小委

員会（第2期）／編

土木学会 2018

44 和図書 D07.01*土 63438
コンクリート技術シリーズ120　コンクリートの性能に及ぼす高温

作用の影響評価研究小委員会（352委員会）成果報告書

土木学会コンクリート委員会コンクリー

トの性能に及ぼす高温作用の影響評

価研究小委員会（352委員会）／

土木学会 2018

45 和図書 D07.01*土 63499
コンクリートライブラリー153　2018年制定コンクリート標準示方

書改訂資料－維持管理編・規準編

土木学会コンクリート委員会コンクリー

ト標準示方書改訂小委員会／編
土木学会 2018

46 和図書 D07.01*土 63501
2018年制定　コンクリート標準示方書[規準編]　土木学会規

準および関連規準

土木学会コンクリート委員会規準関

連小委員会／編
土木学会 2018

47 和図書 D07.01*土 63503 2018年制定　コンクリート標準示方書[規準編]　JIS規格集 土木学会／編 日本規格協会 2018

48 和図書 D07.01*土 63505 2018年制定　コンクリート標準示方書[維持管理編]
土木学会コンクリート委員会コンクリー

ト標準示方書改訂小委員会／編
土木学会 2018

49 和図書 D07.06*土 63063

技術推進ライブラリーNo.19　「新しい内部充てん型エポキシ樹

脂被覆PC鋼より線「ECFストランド」」に関する技術評価報告

書

土木学会技術推進機構「新しい内

部充てん型エポキシ樹脂被覆PC鋼よ

り線「ECFストランド」」に関する技術

評価委員会／監修

土木学会 2017

50 和図書 D08.03*土 63373 第21回鋼構造と橋に関するシンポジウム論文報告集 土木学会鋼構造委員会／編 土木学会 2018

51 和図書 D08.03*土 63513 第10回道路橋床版シンポジウム論文報告集

土木学会鋼構造委員会道路橋床

版の点検診断の高度化と長寿命化

技術に関する小委員会／編

土木学会 2018

52

和図書

（CD-

ROM）

D08.03*土 63521
第7回　FRP複合構造・橋梁に関するシンポジウム講演概要集

（CD-ROM）

土木学会複合構造委員会／主催・

編集
土木学会 2018

53 和図書 D08.09*土 63043
第9回東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム－インフラ・メ

ンテナンスの最新動向

土木学会東北支部／主催、東北大

学大学院工学研究科インフラ・マネジ

メント研究センター　ほか／共催

土木学会東北支部 2018

54 和図書 D08.09*土 63442
第35回鋼構造基礎講座　鋼橋の維持管理－新技術を活用

したインフラマネジメント

土木学会鋼構造委員会鋼構造継

続教育推進小委員会／編
土木学会 2018

55 和図書 D08.09*土 63528

第36回鋼構造基礎講座　新しい道路橋示方書での鋼橋の設

計－鋼橋の設計がどのように変わっていくかを詳説－（道示改

定で戸惑う設計実務者の一助に）

土木学会鋼構造委員会鋼構造継

続教育推進小委員会／編
土木学会 2018

56 和図書 D08.09*土 63535 鋼構造シリーズ29　鋼構造物の長寿命化技術

土木学会鋼構造委員会構造物の長

寿命化技術に関する検討小委員会

／編

土木学会 2018

57 和図書 D08.09*土 63585
モニタリング技術と融合した橋梁マネジメントに関する調査研究

委員会　講習会（平成30年度講習会テキスト）

土木学会関西支部モニタリング技術

と融合した橋梁マネジメントに関する

調査研究委員会／編

土木学会関西支部 2018

58 和図書 D09.01*土 63416 2018年制定　鋼・合成構造標準示方書　耐震設計編

土木学会鋼構造委員会鋼・合成構

造標準示方書耐震設計編小委員

会／編

土木学会 2018

59 和図書 D09.06*土 63349
複合構造シリーズ08　基礎からわかる複合構造－理論と設計

（2017年版）

土木学会複合構造委員会複合構

造の基礎に関する書籍作成小委員

会／編

土木学会 2017

60 和図書 D09.06*土 63366
複合構造シリーズ09　FRP接着による構造物の補修・補強指

針（案）

土木学会複合構造委員会　FRPに

よる構造物の補修・補強指針作成小

委員会／編

土木学会 2018

61 和図書 D10.01*土 63578
第27回交通・物流部門大会　第25回鉄道技術連合シンポジ

ウムプログラム

日本機械学会（交通・物流部門）

／主催、電気学会／共催、土木学

会／共催

日本機械学会 2018

62 和図書 D10.04*土 63351
鉄道工学シンポジウム論文集　第22号（構造工学技術シリー

ズ　No.74）

土木学会構造工学委員会鉄道工

学連絡小委員会／編
土木学会 2018

63 和図書 D12.011*土 63045
土木学会デザイン賞作品選集2017　Cvil Engineering

Design Prize 2017, JSCE
土木学会景観・デザイン委員会／編 土木学会 2018

64 和図書 D12.011*土 63583

まちづくりにおける水辺空間のあり方調査研究委員会－新たな

都市施設・空間の複合化を目指して　調査研究成果報告書

（平成30年度講習会テキスト）

土木学会関西支部まちづくりにおける

水辺空間のあり方調査研究委員会

／編

土木学会関西支部 2018
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65 和図書 D17.01*土 63088 第22回水シンポジウム2017inおきなわ報告書

第22回水シンポジウム2017inおきな

わ実行委員会（土木学会水工学委

員会・沖縄総合事務局・沖縄県・那

覇市）／主催

第22回水シンポジウム

2017inおきなわ実行

委員会（土木学会水

工学委員会・沖縄総

合事務局・沖縄県・那

覇市）

2017

66 和図書 D17.03*土 63090 平成29年度　河川災害に関するシンポジウム
自然災害研究協議会／共催、土木

学会水工学委員会／共催

自然災害研究協議会

土木学会水工学委員

会

2018

67 和図書 D17.04*土 63532 第6回河川堤防技術シンポジウム論文集
土木学会地盤工学委員会堤防研

究小委員会／編
土木学会 2018

68 和図書 D18.01*土 63047 再生可能エネルギー開発－最新事情と海外展開
土木学会エネルギー委員会環境技

術小委員会／編
土木学会 2018

69 和図書 D18.06*土 63361
地盤安定解析高度化小委員会研究報告書（原子力土木シ

リーズ　2）

土木学会原子力土木委員会地盤

安定解析高度化小委員会／編
土木学会 2018

70 和図書 D18.06*土 63507
原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・

マニュアル・照査例（2018年版）

土木学会原子力委員会（地中構

造物の耐震性能照査高度化小委員

会）／編

土木学会 2018

71 和図書 D18.06*土 63509
原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針＜

技術資料＞（2018年版）

土木学会原子力委員会（地中構

造物の耐震性能照査高度化小委員

会）／編

土木学会 2018

72 和図書 D20.01*土 63336 トンネル工学セミナー2018（配布資料）
土木学会トンネル工学委員会／主

催・編集
土木学会 2018

73 和図書 D20.01*土 63337 トンネル工学セミナー2017（配布資料）
土木学会トンネル工学委員会／主

催・編集
土木学会 2017

74 和図書 D20.01*土 63444
土木学会トンネル工学委員会熊本地震調査特別小委員会

報告書

土木学会トンネル工学委員会熊本

地震調査特別小委員会／編
土木学会 2018

75 和図書 D20.01*土 63446
トンネル技術講演会－北海道のトンネルにおける技術とその変

遷（配布資料）　2018年8月30日

土木学会トンネル工学委員会（担

当：技術交流部会）／主催・編集
土木学会 2018

76 和図書 D21.01*土 63490
土木学会継続教育プログラム（平成30年度）『施工計画講

習会「施工計画のポイントとICTの動向」』

土木学会構造工学委員会継続教

育小委員会／編
土木学会 2018

77 和図書 D21.03*土 63069

技術推進ライブラリーNo.21　既設斜面を補強する斜面安定

工法（NSスロープキーパー）の設計施工法に関する技術評価

報告書

土木学会技術推進機構既設斜面を

補強する斜面安定工法（NSスロー

プキーパー）の設計施工法技術評価

委員会／監修

土木学会 2018

78 和図書 D21.04*土 63538 土木施工なんでも相談室　[土工・掘削編]　2018年改訂版
土木学会建設技術研究委員会建

設技術Q&A小委員会／編
土木学会 2018

79 和図書 D23.01*土 63049
平成29年自然災害フォーラム&21世紀の南海地震と防災

（第12巻）
土木学会四国支部／編 土木学会四国支部 2018

80 和図書 D23.01*土 63589
平成30年自然災害フォーラム&21世紀の南海地震と防災

（第13巻）
土木学会四国支部／編 土木学会四国支部 2018

81 和図書 D23.02*土 63051
第１7回地震災害マネジメントセミナー　復興活動から考える減

災・防災

土木学会地震工学委員会地震防

災技術普及小委員会／編
土木学会 2018

82 和図書 D23.02*土 63092
東日本大震災合同調査報告　土木編4　交通施設の被害と

復旧（冊子＋CD-ROM）

東日本大震災合同調査報告書編

集委員会（幹事学会：土木学

会）／編

土木学会 2018

83 和図書 D23.02*土 63307
シンポジウム　南海トラフ巨大地震の広域被災に備える減災活

動の現状と将来

日本地震工学会／主催、日本建築

学会／共催、土木学会／共催、日

本地震学会／共催、地盤工学会／

共催、日本機械学会／共催、防災

学術連携体／後援

日本地震工学会 2018

84 和図書 D23.02*土 63356
津波減災のための事前対策の定量分析とその社会実装可能

性の検討（平成28年度重点研究課題）

土木学会減災アセスメント小委員会

／編
土木学会 2017

85 和図書 D23.02*土 63386 地盤の地震応答解析－夏の講習会2018
土木学会地震工学委員会地震防

災技術普及小委員会／編

土木学会地震工学委

員会地震防災技術普

及小委員会

2018
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86 和図書 D23.02*土 63573 2016年熊本地震被害調査報告書（冊子＋CD-ROM）

土木学会地震工学委員会／編、土

木学会地震工学委員会2016年熊

本地震による被害調査・分析小委員

土木学会 2017
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