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著書 

著者 書名 出版社 出版社所在地 発行年月日 

平岡尚文，谷弘詞，小山田具栄，田

中智久 

摩擦との闘い－家電の中の厳し

き世界－ 
コロナ社 東京 2011.8 

白井裕泰、林英昭、栗子岳大、小野

泰、齋藤嘉一、朝光拓也、藤田香織 

阮朝・太廟・昭敬殿の復原計画

－ヴィエトナムの文化遺産に関

する国際協力－2010 年度活動

報告（平成 22 年度科学研究補助

金基盤研究 A） 

ものつくり大学白

井裕泰研究室  
2011.3  

三原 斉 , 大島 博明 , 大塚 秀

三 , 伊藤 大輔他  

ラクラク突破 2 級建築士スピー

ド学習帳 

(株)エクスナレッ

ジ 
東京 2012.3 

三原 斉 , 北條 哲男 , 大島 博

明 , 大塚 秀三 , 伊藤大輔 他  

ラクラク突破 1 級建築士スピー

ド学習帳 

(株)エクスナレッ

ジ 
東京 2012.3 

 

解説等 

著者 題目 
書名（雑誌名，報告

書名など） 
巻 号 発行年月日 ページ 

大塚秀三，齋藤俊克 
特集：まるごと「解体工事」

NOW，解体工事の実状 

(株)建築技術，建築

技術 
  738 2011.6 118-120 

小野 泰 
木造住宅に使用する接合

金物の強度に関する研究 

ものつくり研究情報

センター 

受託託研究報告書 

    2011.10 
95 ペー

ジ 

小野 泰 

金物工法および在来工法

による仕口強度の比較研

究 

ものつくり研究情報

センター 

受託研究報告書 

    2012.3 
148 ペー

ジ 

小野 泰 
木造枠組補強による 

面内剛性に関する研究 

ものつくり研究情報

センター 

寄付研究報告書 

    2012.3 
13 ペー

ジ 

加藤大樹，上原苑子，大塚秀三，倉

川尚志，宮本伸子 

ものつくり大学同窓会平成

22 年度地域貢献活動報告 
ものつくり大学紀要 2 2 2011.6 104-107 

香村誠 猛暑は日陰で克服しよう！ 埼経協ニュース 
11

月号 
    21 
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齋藤 俊克、澤本 武博、斉藤 丈士、

浦野 真次 

残コン・戻りコンの処理およ

び契約に関する意識調査 

コンクリート工学年

次論文集 
33 1 2011.7 

1925-19

30 

澤本 武博、中田 善久、十河 茂幸、

陣内 浩 

残コン・戻りコンの発生に

関する意識調査 

コンクリート工学年

次論文集 
33 1 2011.7 

1913-19

18 

土田 祥彬、澤本 武博、地頭薗 博、

飛坂 基夫 

行田市の橋梁点検に対す

る大学の取り組み 
ものつくり大学紀要 2 1 2011.6 76-81 

十河 茂幸、中田 善久、小山 明男、

宮里 心一、澤本 武博、谷口 秀明、

道正 泰弘、和美廣喜 

残コン・戻りコンの発生抑

制および有効利用～日本

コンクリート工学会技術検

討委員会の活動報告 

コンクリートテクノ 30 12 2011.11 34-40 

十河 茂幸、中田 善久、澤本 武博、

浦野 真次、北口 延郎、斉藤 丈士、

齋藤 俊克、陣内 浩、松永 篤 

残コン・戻りコンの実態調

査 

残コン・戻りコンの

発生抑制及び有効

利用に関する技術

検討委員会報告書 

    2012.1 9-154 

中田善久，大塚秀三 

特集：型枠工事の基本と

「温故知新」のノウハウ，総

論，型枠の運用・転用計画 

(株)建築技術，建築

技術 
  737 2011.5 

90-93 

96-101 

中田善久，澤本武博，大塚秀三，春

山信人 

高強度コンクリートの静弾

性係数に及ぼす各種要因 

セメント協会，セメン

ト・コンクリート 
  775 2011.9 24-29 

平岡尚文 
埼玉県企業－学生交流会 

実施報告 
ものつくり大学紀要   2 2011.6 97-103 

増渕 文男、澤本 武博、大窪 力

司、村上 幸一、片山 豊廣、石井 

隆、吉澤 清三、加藤 博 

次世代の浮体橋建設 ものつくり大学紀要 2 1 2011.6 88-91 

山中新太郎，大塚秀三 

特集：型枠工事の基本と

「温故知新」のノウハウ，建

築家の型枠への期待 

(株)建築技術，建築

技術 
  737 2011.5 170-171 

若林信太郎，大塚秀三，川本泉，松

田拓，枝広英俊 

コンクリートの施工性の変

遷に関する意識調査の結

果に見られる諸傾向 

（株）セメント新聞

社，コンクリートテク

ノ 

30 6 2011.6 18-24 

 


