
 

 

 

 

新刊 ２０２０年 2月刊行 

●本書の特徴 
本書は、大断面集成材ラーメン構造（３階建て事務所ビルの中層

の木造建築）をモデルにして、解説を読み、演習問題に取り組んで
いただくことで、中層大規模木造建築物の構造計算に必要な基礎
知識を確認しながら身につけていくことができます。 
本書のシリーズは、構造計算の手順を手計算しながら習得でき

る「自学･自習」の教科書という意味から『ひとりで学べる演習帳』
と名付けました。 

 
●本書を使っていただきたい方 
・Ｓ造やＲＣ造の構造設計を行っており、今後、中大規模の木造建
築物も勉強したいと考えている方。 

・木造住宅の許容応力度計算をしたことがあり、今後、中大規模の
木造建築も勉強したいと考えている方。 

・木造建築物の構造計算に関心がある方。 
・高校や大学で建築分野の学科を専攻している方や、木造建築物の
耐震性能について勉強したい方。 

全国の書店で取扱い・販売 
日本建築センター (https://www.bcj.or.jp）でも販売 
お問い合わせ： 一般財団法人日本建築センター 情報事業部 

東京都千代田区神田錦町 1-9   TEL 03-5283-0478 
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