
本の名前（書名） 書いた人 出版社 出版年 請求記号

目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ 編 東京書籍 2017 J450/ﾒﾃ/

夢の技術を次々生み出す自然界の超

能力! 3
鷲見 辰美 監修 学研 2009 J500/ﾕﾒ/3

21世紀版できるまで科学館 4 山田 卓三 監修 河出書房新社 2001 J508/ﾆｼ/4

ものづくり探検 4 身近なものができ

るまで
ものづくり探検編集室 編著 理論社 2003 J508/ﾓﾉ/4

見学しよう工事現場 4 溝渕 利明 監修 ほるぷ出版 2012 J510/ｹﾝ/4

地下の活用がよくわかる事典  こんな

空間があったんだ!
青山 やすし 監修 PHP研究所 2008 J510/ﾁｶ/

29ページ 世界最長の自動車専用トンネルとして東京湾アクアラインを紹介。

70ページ 地下活用の深さくらべにもアクアラインの深さがのっている。

66ページ 「海の地下」のトンネルの例として東京湾アクアラインの写真がある。

10ページ 「東京湾の地下にトンネルをほる工事のようす」の写真は東京湾アクアラインのもの。

38-39ページにトンネル工事の例として東京湾アクアラインが書かれている。

2-５ページに東京湾アクアラインはどんなものか、アクアラインができるまでがのっている。

43ページ 東京湾アクアラインのアクアブリッジ（橋）の写真。

アクアラインができて20年がたちました！

平成９年１２月１８日に木更津と川崎をつなぐ「東京湾アクアライン」

ができて、２０年がたちました。

橋とトンネルでできた東京湾アクアライン。どんなふうにできあがった

のでしょうか？

児童資料室では、東京湾アクアラインが出てくる本や、橋・トンネルが

でてくる絵本を展示します。

展示期間：平成２９年１２月１６日（土）～平成３０年２月４日（日）

東京湾アクアラインをつくったときのことなど、アクアラインのことがわかる本です。ほかの橋やトン

ネルのことも書かれています。



本の名前（書名） 書いた人 出版社 出版年 請求記号

はじめてのおもしろデータブック 5  ポプラ社 2007 J031/ﾊｼ/5

NHKプロジェクトX 4 ジュニア版 NHKプロジェクトX制作班 編 汐文社 2001 J210/ｴﾇ/4

びっくり!日本ふしぎ探検百科 2 まる

ごとわかる
 日本図書センター 2009 J291/ﾋﾂ/2

世界が注目!凄ワザ大国ニッポン 2 中村 智彦 監修 日本図書センター 2011 J302/ｾｶ/2

橋   つくりながら学ぶやさしい工学

2

アン・マグレガー 作

スコット・マグレガー 作
草思社 1981 J510/MA29/

大きな写真と絵でみる地下のひみつ

3

土木学会地下空間研究委員会 監修

こどもくらぶ 編
あすなろ書房 2015 J510/ｵｵ/3

見学しよう工事現場 2 溝渕 利明 監修 ほるぷ出版 2011 J510/ｹﾝ/2

重力の達人  橋、トンネル、くらしと

土木技術
田中 輝彦 著 岩波書店 1998 J510/ﾀﾃ/

街で見かけるナゾの機械・装置のヒ

ミツ
造事務所 編 PHP研究所 2007 J510/ﾏﾁ/

図解絵本工事現場
モリナガ ヨウ 作・絵

溝渕 利明 監修
ポプラ社 2016 J510/ﾓﾖ/

ドーバー海峡を鉄道が走る  大陸を結

ぶ海底トンネル 科学・技術の最前線

8

宇賀 克夫 著 あすなろ書房 1993 J514/ｳﾖ/

はしをわたらずはしわたれ  ( たくさ

んのふしぎ傑作集)
小野 かおる さく 福音館書店 1998 J515/ｵｶ/

橋をかける  川と水とくらし(日本の

科学・技術史ものがたり)
大竹 三郎 著 大日本図書 1985 J515/ｵｻ/

世界の橋大研究  ヒミツがいっぱい!
三浦 基弘 監修

造事務所 編集・構成
PHP研究所 2009 J515/ｾｶ/

驚異の建造物  人間の創造力と偉大な

技術を模型断面でみる (しくみ発見博

物館 3 )

 丸善 1997 J524/ｷﾖ 

図説-木のすべて 3 小沢 普照 監修 大日本図書 1999 J650/ｽｾ/3

木と日本人 1
ゆのき ようこ 監修・文

長谷川 哲雄 樹木画
理論社 2015 J653/ﾕﾖ/1

物流の大研究  (どうやって運んでい

るの? )
齊藤 実 監修 PHP研究所 2013 J675/ﾌﾂ/



本の名前（書名） 書いた人 出版社 出版年
本のばしょ

請求記号

よわいかみ つよいかたち   (かこ・さ

としかがくの本 8 )
かこ さとし 著 絵 童心社 1988 JE/ｶｻ/

ふしぎなたいこ  にほんむかしばなし

(岩波の子どもの本)

石井 桃子 ぶん

清水 崑 え
岩波書店 1975 JE/ｼｺ/

ロンドン橋がおちまする!
ピーター・スピア 画

渡辺 茂男 訳
ブッキング 2008 JE/ｽﾋ/

みんななかよしけんかばし
ジョーン・オッペンハイム 作

アリキ 絵
童話館出版 2016 JE/ﾌｱ/

川をはさんでおおさわぎ
ジョーン・オッペンハイム さく

アリキ・ブランデンバーグ え
アリス館 1981 JE/ﾌｱ/

こぎつねコンとこだぬきポン
松野 正子 文

二俣 英五郎 画
童心社 1979 JE/ﾌｴ/

三びきのやぎのがらがらどん  ノル

ウェーの昔話

マーシャ・ブラウン え

せた ていじ やく
福音館書店 1965 JE/ﾌﾏ/

トンネルをほる
ライアン・アン・ハンター 文

エドワード・ミラー 絵
ほるぷ出版 2012 JE/ﾐｴ/

はしをつくる
ライアン・アン・ハンター 文

エドワード・ミラー 絵
ほるぷ出版 2013 JE/ﾐｴ 

スヴェンさんの橋
アニタ・ローベル 文と絵

松井 るり子 訳
セーラー出版 1993 JE/ﾛｱ/

本の名前（書名） 書いた人 出版社 出版年
本のばしょ

請求記号

肥後の石工   (岩波少年文庫 078) 今西 祐行 作 岩波書店 2001 J913/ｲｽ/

鬼の橋   (福音館文庫 S-63 )
伊藤 遊 作

太田 大八 画
福音館書店 2012 J913/ｲﾕ/

ウィロビー・チェースのオオカミ
ジョーン・エイキン 作

こだまともこ 訳
富山房 2008 J933/ｴｼ/

テラビシアにかける橋
キャサリン・パターソン 作

岡本浜江 訳
偕成社 2007 J933/ﾊｷ/

クマのプーさん プー横丁にたった家
A.A.ミルン 作

石井桃子 訳
岩波書店 1962 J933/ﾐｱ

鉄橋をわたってはいけない
ベティ・ローランド 作

石井桃子 訳
岩波書店 1980 J933/ﾛﾍ/

きょうだいトロルのぼうけん
セーリン作

小野寺百合子 訳
学習研究社 1976 J940/Se83/



本の名前（書名） 書いた人 出版社 出版年
本のばしょ

請求記号

海を渡る道　東京湾アクアライン 千葉日報社 1997 C514/ 6/ 

東京湾をつないだ男たち　巨大事業

を支えた技術者の記録
日経コンストラクション 編 日経BP社 1997 C514/7/

巨大芸術東京湾アクアライン　21世

紀への贈り物
内田 恵之助 著 日刊建設通信新聞社 1998

C514/10/

書庫

東京湾をつなぐ　次世代技術を育ん

だ「アクアライン」プロジェクトの

軌跡

山中 俊治 構成・AD・絵 太平社 1998 C514/11/

東京湾横断道路のすべて    東京湾ア

クアライン  日経コンストラクション

ブックス

日経コンストラクション 編 日経BP社 1997 C5141/ 1/ 

東京湾アクアライン10景
写真サークル『かね

だ』

C685/21/

書庫

交流の祭典ふれあいロードフェス

ティバルインちば東京湾アクアライ

ン完成記念イベント公式記録

千葉県東京湾アクアライン完成記

念イベント実行委員会 編集

千葉県東京湾アクア

ライン完成記念イベ

ント実行委員会

1998
C685/8/

書庫

千葉県立中央図書館　児童資料室作成

東京湾アクアラインのことをもっと知りたいひとは、千葉県の本をあつめている「千葉県資料室」にく

わしい本がおいてあります。千葉県資料室で調べてみましょう。

※千葉県資料室の本は、貸出できません。図書館で読んでください。

ここに書いてある本は千葉県資料室にある本の一部です。もっとたくさん調べたいひとは図書館のカウ

ンターでおたずねください。


