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１．『きょうの見学会でよかったものは？（いくつでもよい）』 
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  『その理由はなんでしょうか？また、こころにいちばんのこっているのは？』 
  [神戸空港島の船上見学] 

  ・けしきがよかった 

  ・海上や空港の様子がよくわかった 

  ・ゆっくり何回も説明してもらえたので、よくわかった 

  ・神戸空港島を海からみれたこと 

  ・船の中のソフトクリームがよかった 

  ・船に乗れて楽しかった 

  ・橋の下をくぐれた事 

  ・橋の下をくぐることが出来た 

  ・船に乗るのは久しぶりだった 

  ・船での見学は初めて 

  ・船上見学はゆったり見れて次はいろいろ見れたから 

  ・船上見学×２ 

  ・船に乗るのがはじめてだから 

  ・船で空港島のまわりを一周し、広いと思った 

  ・（神戸空港島を）海側からみる機会はなかなかないから 

  ・船の上から見れるきかいなんてめったにないから。 

  ・船に乗って空港島の近くまで行けたところ 

  ・船にのれたから 

  ・ふねがはじめて 

  ・島の周りを船で周る体験が出来て、大変感激しました。38 年神戸で生きてきて、初めて見た景色でした。空港にも踏み

込め感動！ 

  ・空港島の大きさ 

  ・船に乗れた事 

  ・海がきれいだったから 

  ・船に乗れたから×２ 

  ・普段見る事の出来ない景色が見れた 

  ・日帰り旅行のような気分で大変楽しかったです。 

  ・ゆうりちくんとのった（？） 

  ・潜水艦が見学できてよかったです 

  ・船にのってひこうじょうをつくっているところを見たところ 

  ・空港島以外の港見学もできたから 

  ・船が楽しかった 

  ・船とか、めったにのった事がないので船にのれてよかったです 

  ・船に乗れた事がうれしかった 

 

  [神戸空港島の見学] 

  ・暑かったです。暑い中現場で工事をされている方は本当にたいへんだなぁと思いました 

  ・空港の広さ 

  ・空港島の説明は丁寧でした。このような機会でないと見る事ができない 

  ・タイルをかいたの 

  ・空港島は今は何もないのに、本当にヒコーキが発着するのかなと思いました 

  ・空港の広さがじっかんできた 

  ・うめたてちの上にはじめて立ったこと 

  ・竣工してからでは見れない、又見る機会が少ない貴重な見学であった 



  ・タイルの絵が楽しかった 

  ・砂ばくのような所で、涼しい顔をされて働いている人の姿 

  ・記念のタイルに絵を書いて、ずっと残ると教えてもらったから 

  ・空港島に行って、記念のタイルを書いた所です。どこかに飾ってあったらぜひ見に行きたいです 

  ・海に島をつくる難しさがわかりました 

  ・空港島埋立の説明 

  ・空港島へ渡れたこと。橋を通ったこと。タイルにメッセージを残せたこと。開港したら見に行きたいです。空港へつなが

ってるんだと実感できました 

  ・こころに一番のこっているのは、タイルに絵をかいた事 

  ・警備上の問題でふだん入れないところも見学できた。よかった 

  ・建設中の工事現場にふつう見ることが出きない所を見ることが出きよかった 

  ・タイルに絵をかいたところ 

  ・出来上がってからは見られない所や、タイルに記念を残すことができたから 

  ・通常見学できない工事が見学できて良かった 

  ・タイルにらくがき 

  ・タイルにらくがきしたりできたから 

  ・空港島建設の現場が見学できた。空港島の広大さ 

  ・神戸空港島は小さいと思っていたけど、意外と大きかった 

  ・普通では見られない所なのでよかった 

  ・普段見学できない所が見学できて良かったと思う。記念のタイルが空港のどこに貼ってもらえるのか楽しみ 

  ・めったに見れない所を見れたから。神戸空港の見学 

  ・サインをかいたことです 

  ・島の全体が見れた事。タイルにサイン出来た事 

  ・めったに来れない場所なので 

  ・再び見学することができないから 

  ・個人では見学できない所の見学ができ、充実した１日でした 

  ・普段では見学出来ない所まで見せて頂いたので楽しかったです 

  ・普段見れない所がみられた。また所々に水たまりのある場所が次はきれいになっているのを見るのが楽しみです 

  ・タイルに絵を書いた事 

  ・空港島の見学はとくにふつう入れないところへ入れた未知の世界へ入れたことがおもしろかったです 

  ・めったに行けないから 

  ・土などのくわしいことがわかったから。 

  ・次どうなったかわからない（？） 

  ・本当の工事現場だから 

  ・完成したら見ることができない場所なので 

  ・完成したら見れないところが見れたから 

  ・実さいに入れるから 

  ・空港島の大きさが実感できました 

  ・空港の作り方の紙しばいがとてもおもしろかった。ふだん入れない所に入れたので 

  ・見学してよかった 

  ・ブロックみたいな石みたいなところに絵をかくところが楽しかった 

  ・タイルにサインをしたこと。それが後で見られること？ 

  ・そんな機会はあまりないので 

  ・着々と新空港の工事が進められていた事を知り、巨大さに驚きました 

  ・二度とない社会見学でした 

  ・この工事に一体どれだけの人の力が加えられているのかをよく理解できた 

  ・タイルに記入したこと 

 

  [ポートライナー延伸工事現場の見学] 

  ・てつどう好きだから 

  ・働いている人たちの労力 

  ・新しい駅ができていくのを見れたこと 

  ・工事現場に直接はいれたこと 

  ・工事現場の見学がはじめてたったから 

  ・工事場に行くのがはじめてだから 

  ・まだできていない駅がみれた事 

  ・現場がおもしろかったから 

  ・ホームのできるところを見れたから 

  ・実際に見られるのが、具体的でいいですよね 

  ・めったに見れないから 

  ・ポートライナー延伸工事げん場では、エスカレータなど見たことのない作りかけの所が見れ、しくみが少しわかり一番心

に残りました 

  ・いきさつ。作り方 

  ・エレベータの中が見れた 

  ・ポートライナーの工事 

  ・普段入れない場所の骨組などを間近で見られてよかった 

  ・はじめてヘルメットをかぶったこと 



  ・つくりかけのエスカレータを見たこと 

 

  [キメックセンタービルの見学] 

  ・ゆっくり見れた 

  ・キメックセンタービルの見学 

  ・パソコンが楽しかった 

  ・けしきがよかった×２ 

  ・パソコン 

  ・けしきがいいから 

  ・ながめが最高 

  ・けしきがよかったから 

 

  [その他] 

  ・みなさんとても親切でていねいに説明していただいたこと 

   

２．『きょうの見学会はたのしかったですか？（きたいどおりでしたか？）』 
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３.『きょうの見学会の内容、また説明はよくわかりましたか？』 
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  『どこがよくわかった？』 
  ・いろんなこと 

  ・埋め立てのしくみがわかりやすい説明でした 

  ・島の作り方 

  ・海の中の島なのでくずれないよういろいろくふうしていること 

  ・神戸空港のでき方など 

  ・新しい駅のせつめい 

  ・紙しばい、わかりやすかった 

  ・絵をかいたの 

  ・埋め立て方 

  ・空港島の説明×２ 

  ・埋立方法 

  ・うめたてちの作り方 

  ・地盤改良手順 

  ・ポートライナー駅舎の工事内容 

  ・神戸空港島 

  ・空港での紙しばい 

  ・声がはっきりしていた 



  ・空港のできるまでの紙芝居を見せて頂いて、なんとなく「そうなんだ～」と思いました 

  ・島を作る為にはいろんな工程で作るのがわかった 

  ・埋め立てに使う粘土と砂の違いについて 

  ・全ての説明が良くわかりました 

  ・空港島埋立工事 

  ・駅の説明 

  ・広さ 

  ・かみしばい 

  ・専門的なことも詳しく説明してくれた 

  ・空港との建設のたいへんさ 

  ・ふねのせつめい 

  ・駅のしくみ 

  ・電車の駅 

  ・空港島の埋立ての仕方等子供にもわかりやすい説明だと思いました 

  ・うめ立て地を作る方法 

  ・書面では理解しにくい点、現場に来て良く理解できる 

  ・ほとんどの広さ 

  ・空港の広さなど 

  ・埋めたての方法 

  ・神戸空港島のできかた 

  ・海に人工島が一体どうしてできのか船の中で細かく説明して下さいなぞがとけました 

  ・ポートライナー×２ 

  ・空港島の埋立法 

  ・埋立て方法 

  ・ポートライナーの工事現場、空港島の埋めたての方法 

  ・ポートライナー延伸工事現場の見学、４箇所ともよくわかった 

  ・神戸空港島の見学 

  ・空港全体の様子、駅の事など 

  ・空港島の大きさ 

  ・質問の時間が充分あって良かった 

  ・ホームのせつめい 

  ・ポートライナーの駅、空港島 

  ・うめ立ての工法等 

  ・各場所で専門の人が説明をしてくれたのでわかりやすかった 

  ・うめたてのねん土と砂 

  ・どこから土をどのようにして運んでくるか 

  ・紙シバイ 

  ・かんたんに直したところがあって、だいたいの内容は分かった 

  ・全体 

  ・土をかえてゆくところ 

  ・土のしゅるいなど 

  ・神戸空港のうめたての仕方 

  ・大きさ 

  ・大きさ、できかた 

  ・空港島の地盤強化法 

  ・神戸空港 

  ・質問にもていねいに答えて頂きました 

  ・こうじげんばのエレベータ 

  ・絵や図を使って説明していただいたのでわかりやすかった 

  ・空港に電車がとおっていること 

  ・ねんどとすなのちがい 

  ・ねん土の水をぬいて強度を高めるということ 

  ・空港のつくり方 

  ・空港島のつくり方 

  ・紙しばいで教えてくれた事 

  ・埋めたてについて理解できた 

  ・空港、ポートライナーの説明 

  ・基礎を充分に作るための知恵と技術を教えられたし、素晴らしいと感じた 

  ・埋め立てについての説明 

  ・土についての説明 

  ・空港島の地ばんや土のこと 

 

  『どこがむずかしかった？』 
  ・ポートライナー 

  ・いうのがむずかしい 

  ・空港のせつめい 



  ・ぜんぶ 

  ・ポートライナーのしくみ 

  ・ポートライナー延伸工事 

  ・ことばがむずかしかった 

  ・駅のホームでのせつめい 

  ・空港の紙しばい 

  ・神戸空港島の説明 

  ・時々特別用語が出てきたところ 

  ・ポートライナー×４ 

  ・子どもに解るような説明であればもっと良かったですヨ 

  ・用語のむずかしいのが多かった 

  ・神戸空港島の見学 

  ・ことばの内よう 

  ・ねん土の説明 

  ・ポートライナーの工事 

  ・ポートライナーのこと 

  ・空港島のうめたて方 

  ・くうこうじまのせつめい 

  ・神戸空港島 

  ・ポートライナーのせんろ 

  ・言葉 

  ・神戸空港 

  ・ポートライナーえんしんこうじげんば 

  ・空港島の作り方 

  ・空こうのせつめい 

  ・量など現実的にはわかりにくい（ダンプ容量 40ｔ？） 

  ・どこもよくわからなかった。ほとんどの話がむずかしかった 

  ・いろんな言葉が出てきたから 

  ・たまに専門的な言葉が分からなかった 

  ・土のはこびかた 

  ・子供にとって説明がわかりにくかった。せっかくの小中学生向きなのに小中学生にわかるようにして欲しかった 

  ・埋立て方法 

  ・むずかしい言葉がいくつかあった 

  ・土の説明 

  ・くうこうのせつめい 

  ・むずかしい言葉が多かったから 

  ・せつめいするのもむずかしい 

  ・かみしばい 

   

  [その他] 

  ・『どこがよくわかった？』、『どこがむずかしかった？』は、小中高のアンケートとして、答えにくい質問だと思います 

 

４．『あなたは「土木」についてどう思っていましたか？また、きょうの見学でかわりましたか？』 
  ・すごいんだなとおもいました 

  ・わからないけれど、とても大切だと思った 

  ・生活に近くて、とてもたいへんそう 

  ・ものを作っていくには、大変な事だと思いました 

  ・どうでもよかった。ちょっとかわったかも！？ 

  ・大変な疲れそうな仕事だと思った。護岸工事がよくわかった 

  ・土木は地図に残る仕事。ホントそう思いました 

  ・お父さんの仕事の一部がわかりました 

  ・建物の下地作りだけが土木と思っていたが、全てを含むことがわかった 

  ・「土木」はいろんなところにあると思っていた。今日だれにでもできると分かった 

  ・今まであまり気にしてなかった。今日見てすごいと思った 

  ・今日の見学会「土木」というより空港見学と思って参加したので、「土木」ついて深く考えていませんでした 

  ・土木の意味がよくわからないようですが、今日の説明で工事の内容は少し理解したと思います 

  ・土木は本当にいろんなものをつくるんですね 

  ・お父さんが土木やさんです。お父さんの仕事が少しわかったような気がします 

  ・自分も土木工事したのですばらしく思った 

  ・大変な仕事と多くの人のどりょく 

  ・はい 

  ・日進月歩。すごいことですネ 

  ・全然しらなかったけれど少しはわかったと子供が言ってました 

  ・あまりよくわかっていなかった 

  ・なんだか「すごいんだなぁ～」「ステキだなぁ～」と思いました 

  ・今まであまり関心がなかったですが、とても楽しかったです 



  ・建築現場のイメージで近寄り難い印象があった→親しみがわいた 

  ・海を埋めるのはすごい 

  ・インフラ整備に必要と思った 

  ・危険な仕事だと思っていた。大変だけど大切な仕事 

  ・いろいろと生活に密着しているんだなぁと思いました 

  ・いいと思った。まぁまぁわかった 

  ・地図に残る仕事は良い 

  ・色々なべんりな物を作ってすごいな 

  ・自然はかいがないようよろしくお願いします 

  ・土木ってはじめてきいた 

  ・空港をつくるのにたくさんの年月と人とが加わっていることがわかりました。何もないところに空港や橋をつくる「土木」

ってすごいなと思いました。「土木」と聞くとドロまみれの仕事というイメージでした 

  ・大変な仕事 

  ・日常の生活の中では、ほとんど接点が無い事ですが、とても重要で基本となっているという事が子供と共にあらためて実

感しました 

  ・あまり日常では考えないけれど、これがないと今のような生活はできないんだと実感した 

  ・日々進歩していて参考になった 

  ・いくつかをたんじかんでやるとおもった。ひとつひとつのじかんが長かった 

  ・かわらなかった 

  ・先端技術が導入されていてすごい 

  ・生活していくうえでとても大切な大きな工事だと思いました 

  ・大変高度ですばらしい実験・研究の元行われている事を初めてしりました。 

  ・まあまあわかりました 

  ・いろいろな物を作っていくこと 

  ・土建屋さん→高度な技術が必要 

  ・実は普段の生活の中にも関係していて何かができあがるまでの「エンの下の力もち」みたいな感じがした 

  ・ふつうの生活に関係していることがわかった 

  ・土木はつよい 

  ・神戸に空港は必要ないのでは…と思っていましたが、みなさんの力で作っている空港島を実際に見て、神戸らしいすてき

な空港が早く出来上がってほしいと思いました 

  ・我々とは違い世界の大がかりな世界が少し近づきました 

  ・小学校の子供には少しむずかしかった様です 

  ・道路工事。三ノ宮から空港までが便利に行けるのが良いと思う 

  ・道路工事。私たちの生活に便利。生活に必要な道路、トンネルが再確認できた 

  ・道路をつくる仕事 

  ・初めて参加して良かったです！ 

  ・もっと地味なイメージがあったのですが、なんて夢があって壮大なんだろうとわくわくしました 

  ・土木ということばさえしらなかった 

  ・いろいろな工夫がしてあったり H鋼でもようせつしたものや、かたにはめてそのままのものもあっていろいろな作りがよ

く分かった 

  ・ただ単じゅんに土をつむだけではなくいろいろな工夫が必要な事が分かりました 

  ・土と木だけでは何もできない。もっと深いものが言葉の裏にあったのですね 

  ・夢を現実にする素敵な仕事だと思った 

  ・よくわかりません 

  ・しらなかった 

  ・土と鉄なのです 

  ・もっとのんびり仕事をしているものかと思っていたが、意外と能率良く仕事をしていることがわかった 

  ・人がつくっているんだと思う 

  ・土木＝地味なイメージ。スケールの大きさはやはりスゴイです。地味なイメージから変わりました 

  ・今まであまり興味がなかったが、なんだか楽しそう 

  ・長い時間と研究が必要な仕事だなあと思った 

  ・今まであまり知らなかった。今回で海のうめたてがよくわかった 

  ・社会資本、インフラ整備で重要な役割。最新の技術工法で行われていることがわかった 

  ・日本の土木技術は素晴らしい 

  ・植物とは、とても大事にした方が良いと分かりました 

  ・身近でないことなので関心がなかったが改めて興味をもてた 

  ・海の埋め立ての大変さが良くわかりました 

  ・社会資本の充実に貢献しておられると感心しました 

  ・“自然をこわして何かを作っている”というイメージがありましたが、現場を見たら自然の業や力をそのまま利用してよ

り良い物と造り出しているのだと考え直しました 

  ・子どもなので「土木」ということばがよくわかりません 

  ・暮らしを支えるものであると感じた 

  ・たいせつなものだとおもった 

  ・肉体ろうどう。たくましい 

  ・しりませんでした 

 



５.『その他にきょうの見学会の感想や聞きたい事があれば書いてください』 
  [感想] 

  ・ふだん行けないところへ行かせていただいてありがとうございました 

  ・案内や説明がわかりやすかった 

  ・ものを造るのって時間とお金がかかってたいへん 

  ・前回（7/31）の台風で流れた新幹線の車両見学は必ず参加したいので絶対企画して下さい。子供が一番楽しみにしていた

のでお願いします。新幹線の車両見学を夏休みの宿題に予定していたので、必ず来年でもいいからお願いします。 

  ・スタッフの方々に感謝します。車両工場の見学がなくなり残念です 

  ・新幹線が見られなくて残念。次は見たい。神戸空港島での記念タイル作りが楽しかった 

  ・天気がよくてよかった 

  ・たのしかった×３ 

  ・川崎重工での見学が出来なかったのが残念でした。いろいろな現場を見ることができ楽しい一日をすごすことができまし

た。ありがとうございました 

  ・小さな子供には説明が少しむずかしかったのではと思います。２時間かかってきたかいはありました 

  ・タイルに絵をかくのがたのしかった 

  ・子供（娘）と二人で楽しかった 

  ・めったにできないことができてよかった 

  ・とても暑い中、最後までにこやかに接して下さった方ありがとうございました 

  ・遊園地の見学会があれば、参加したいそうです 

  ・普段見れないところを見学させていただき楽しかったです 

  ・空港島ではジャリひろいさせてもらいました。楽しかったようです。ダンプの大きさもビックリしてました 

  ・出来たらすぐ見学に来たい 

  ・初めて参加しました。見学にあって関係者の方々のきめ細かいご配慮に感謝いたします。有難うございました 

  ・対応が softで案内不慣れな皆さんと思っていましたがびっくりです。本当にありがとうございました 

  ・短時間でわかりやすい説明が用意されていてよかった 

  ・おもしろかった×２ 

  ・また同じ様な企画に参加したいです 

  ・大変お世話になりました。ありがとうございました 

  ・ドボッ君おもしろかった 

  ・お世話して頂いた皆様ありがとうございました 

  ・船がゆれてしんどかった。完成前の空港・駅がみれてよかった 

  ・空港は広くてあまりどのへんになにができのかよくわかりませんでした。もう少しいろいろなものができてくると実感し

てくると思います。出来てからあの辺り歩いたんだなぁといい思い出になると思います 

  ・タイルを書いたのはすごく楽しかった 

  ・こんな色々なところもあるんだな 

  ・空港が出きべんりになればいいと思います 

  ・ふねにのってけしきがよかった 

  ・工事中の駅を見るのははじめてでした。こうなっているのかと感じました。また参加したいです 

  ・とてもたのしかった 

  ・うめたて地の作っていると中なんて見ることはないから、とてもいい体験だったと思う 

  ・アシスタントの方おつかれさまでした。ありがとうございます 

  ・またこのような見学会があれば応募したい 

  ・空港の広さを知らなかったけど実際に来てみて広さがわかった 

  ・船中、子供や私の質問にも何人もの方が一生懸命答えて下さり、全ての疑問がとけました。早く空港に来たいです！休日

に説明して下さり感謝してます 

  ・大変感動しました。今日学んだ事を友人にも伝えます（笑） 

  ・とてもよかったとおもいます 

  ・スタッフの方の心配りがとても良かった 

  ・貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました 

  ・子供達には少しむずかしい言葉があり分かりにくいかと思ったが、雰囲気は伝わったと思った 

  ・とにかく楽しめた 

  ・サインを２まいかいてよかった 

  ・ともて勉強になりました。又、帰って勉強会をして母におしえたい 

  ・いろいろな事がわかった 

  ・空港開港前に上陸できてとても貴重な体験をしました。当初予定していた車両工場見学は非常に残念！ 

  ・楽しかったです 

  ・スタッフの方、現場の方にたいへんお世話になり、ありがとうございました 

  ・お世話下さった方々ありがとうございました 

  ・スタッフの人もすごく親切でいろいろお世話して下さったので、またいろんな見学会に参加したいとおもった 

  ・子供を連れているということもあり、子供にわかる説明であればもっと良かったです 

  ・いろいろなものが見れておもしろかった 

  ・ふつうでは見れない物がたくさん見れておもしろかった 

  ・ふつうではゆけないところにゆけたのでおもしろかったです 

  ・手話通訳派遣できるようにおねがいしたい。（今回は、家族に手話できる人がいたので） 

  ・神姫バスがこわれていた 

  ・ボランティアの先生方、御疲れ様でした 



  ・普通の生活では見れない場所を見学できてよかったです。楽しかったです。ありがとうございました 

  ・めったに入れない所と見学させていただき貴重な体験ができました。ありがとうございました 

  ・とても親切によくしていただき感謝しています。来て良かったです 

  ・とってもたのしかった。でもせつめいはよくわからないところもあった。 

  ・小学生（1年生）が五感を使って体験できる事を加えてほしい。一方的な（受身的）事がほとんどでちょっとたいくつだ

ったかも… 

  ・また、このような見学会があれば参加したい 

  ・ヘルメットをかぶって楽しかった 

  ・子供も大変喜んでおり良かった。事務局の皆様、ご苦労さまでした 

  ・時間がゆったりしてて、よかった。それぞれじっくりと見学できました 

 

  [聞きたい事]  

  ・おきゅうりょうはいくら？あと土木っ君の中身は男？女？ 

  ・空港島は１年間にどれくらい沈下するのですか？ 

  ・何種類ひこうきが来るんですか？ 

  ・この秋は３回まだ見学会があると言われていましたが、これから先もどうやってその情報を知る事ができるのでしょう

か？ 

  ・神戸空港は予測では、何ｍ沈む計算ですか？ 

  ・山の土を持って来てその場所は住宅地ですか、工場帯になるのでしょうか？ 

  ・かんそうはひこうじょうをつくっているところが一ばん楽しかったです 

 

６．『今後見てみたい土木の工事現場・施設はありますか？それはどこですか』 
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  『具体的な工事現場・施設の名前』 
  ・高速道路、てつどう 

  ・神戸に近いところでトンネル工事の見学会があれば是非行きたいです 

  ・電車関係が見てみたい 

  ・大阪市内にあれば（下水処理場） 

  ・完成間近の空港内部。イベントを兼ねて下さい 

  ・ポートライナー延伸の試乗 

  ・ディズニーランドみたいなゆーえんち 

  ・できあがった空港に行きたい 

  ・すいぞくかん 

  ・川崎重工に行ってみたかった。又、いろいろな現場に行ってみたいです 

  ・もしも今後、神戸市内で掘られるトンネルがあれば 

  ・明石海峡大橋の主塔、福井美浜原子力発電所 

  ・電車の整備工場 

  ・地下鉄トンネルやきっ水線拡張工事 

  ・電車の車両工場、神戸空港その後 

  ・完成間近の神戸空港 

  ・電車の工場は見たいです 

  ・当り前の様に生活を毎日していますが、この便利とは…作って、保守点検をしている人々がたくさんいる事を考えさせら

れました。今一度生活に一番近い所を見てみたいと思いました 

  ・やはり今回中止になった川崎重工の工場見学 

  ・原子力発電所×２ 

  ・第二名神の現場 

  ・モノレールの工事現場、川崎重工 

  ・生田川のトンネル、京阪中之島のトンネル 



  ・今回行けなかった川崎重工車両工場に行きたい 

  ・とても長い橋 

  ・新幹線の工場の見学がなかったのは非常に残念でした 

  ・列車工場をはじめ、関西の企業の中で世界的に有名（実力がる）所を紹介してほしい 

  ・kepco関連 

  ・工場とか、生活に密接しててふだん目にすることができないようなところ。地味だけど、じつはものすごいみたいな。期

待してます。 

  ・神戸空港ができあがったところを見たい 

 


