
学年 授業名 担当教員 教科書／教材 著者名 請求番号

1 建築設計演習 小原 聡司 新版図学 幸田彰 501.8||ｺｳﾀ

1
建築デザイン
基礎

杉本 弘文 建築概論 大川邦彦 520||ｵｵｶ

1 建築構造Ⅰ 山本 剛 建築構造

2 建築設計演習 中村 裕文,中村 孝至 建築製図 基本の基本 櫻井良明 525.1||ｻｸﾗ

2 建築設計演習 中村 裕文,中村 孝至 建築・設計・製図 松本明、 横山天心

2 建築設計演習 中村 裕文,中村 孝至 日本、家の列島
ヴェロニック・ウルス
ほか

2 建築設計演習 中村 裕文,中村 孝至 コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会編 525.1||ﾆﾎﾝ

2 構造力学Ⅰ 加藤 巨邦 建築構造設計

2 建築構造Ⅱ 山本 剛 建築構造

2 情報基礎Ⅱ 中村 博文 最新情報の科学 新訂版 岡本敏雄ほか

2 情報基礎Ⅱ 中村 博文
パソコン演習用30時間でマスター
Office2016（Windows10対応）

007.6||ｼﾞｯ

2 情報基礎Ⅱ 中村 博文 K-SEC情報リテラシー教材

2 居住空間計画 中村 孝至 日本、家の列島
ヴェロニック・ウルス
ほか

2 居住空間計画 中村 孝至 建築・設計・製図 松本明

2 居住空間計画 中村 孝至 コンパクト建築設計資料集成第3版 日本建築学会

3 建築計画 中村 孝至 わかる建築学「建築計画」 浅野平八 525.1||ｹﾝﾁ

3 建築計画 中村 孝至 コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会編 525.1||ﾆﾎﾝ

3 建築設計演習 杉本 弘文,中村 孝至 初めて学ぶ建築製図 524.7||ﾊｼﾞ

3 建築設計演習 杉本 弘文,中村 孝至 コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会編 525.2||ﾆﾎﾝ

3 建築CAD演習 中村 裕文 木造の詳細　3住宅設計編 524.5||ﾓｸｿ||3

3 日本建築史 林田 義伸 建築史 藤岡通夫ほか 520.2||ﾌｼﾞ



3 日本建築史 林田 義伸 日本建築図集 日本建築学会編 521||ﾆﾎﾝ

3 構造力学 加藤 巨邦 建築構造設計

3 建築学実験
大岡　優,  浅野　浩
平

建築材料実験 日本建築学会 524.2||ﾆﾎ

3 建築学実験
大岡　優,  浅野　浩
平

シリーズ［建築工学］６　建築材料
小山智幸、原田志津
男ほか

524.2||ｺﾔﾏ

4 建築計画 杉本 弘文 わかる建築学１「建築計画」 浅野平八 525.1||ｹﾝﾁ

4 建築設計演習 中村 孝至,杉本 弘文 第3版コンパクト建築設計資料集成 日本建築学会編 525.2||ﾆﾎﾝ

4 建築設計演習 中村 孝至,杉本 弘文 建築設計テキスト集合住宅
建築設計テキスト編
集委員会編

527.8||ｼｭｳ

4 西洋建築史 林田 義伸 建築史 藤岡通夫ほか 520.2||ﾌｼﾞ

4 西洋建築史 林田 義伸 西洋建築図集 日本建築学会編 520.2||ﾌｼﾞ

4 構造力学 山本　剛
基礎から学ぶ建築構造力学 理論と演習か
らのアプローチ

中川肇 524.1||ﾔﾏｶ

4 鋼構造学 加藤　巨邦
建築学構造シリーズ　建築鉄骨構造　改定
３版

松井千秋 524.6||ﾏﾂｲ

4 RC構造学 浅野　浩平 初めて学ぶ鉄筋コンクリート構造 林静雄 524.7||ﾊｼﾞ

4 建築環境工学 小原 聡司 最新建築環境工学改訂４版
田中俊六、武田仁ほ
か

525.1||ｻｲｼ

5 都市計画学 中村 裕文 都市計画 川上光彦

5 地域計画学 中村 裕文 都市計画 川上光彦

5 建築生産学 石躍 健志 建築施工 原田志津男ほか 525||ｺｲﾀ

5 建築生産学 石躍 健志
建築工事標準仕様書・同解説　JASS 5　鉄
筋コンクリ－ト工事

日本建築学会 525.3||ﾆﾎﾝ

5 建築環境工学 小原 聡司 最新建築環境工学改訂４版
田中俊六・武田仁ほ
か

525.1||ｻｲｼ

5 建築設備 平川 晃 建築設備
小笠原祥五、川瀬太
郎ほか

528||ｵｶﾞ

5 建築設備 平川 晃 空気調和衛生工学便覧、第１2版 空気調和衛生工学会

5 建築法規 中島 喜一郎 基本建築関係法令集「法令編」

5 建築法規 中島 喜一郎 「図解」やさしい建築法規 今村仁美、田中美都 520.92/ｲﾏﾑ

5 建築経済 岩佐 貢 建築積算

5 建築経済 岩佐 貢 建築数量積算基準・同解説

5 建築経済 岩佐 貢 建築工事内訳書標準書式・同解説

5 建築経済 岩佐 貢 建築改修工事の積算 525.3||ﾆﾎﾝ

5 建築経済 岩佐 貢 鉄骨工事ガイドブック 525.3||ﾆﾎﾝ

5 建築デザイン 中村 孝至 建築を変えた100のアイデア Richard Weston 519.8||Wes

5 近代建築史 林田 義伸 建築史 藤岡通夫ほか 520.2||ﾌｼﾞ

5 近代建築史 林田 義伸 近代建築図集 日本建築学会編 520.2||ﾆﾎﾝ


