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建設分野の魅力・橋の模型作り教室

朝刊

１０段

40歳代 男性 西宮市 未来の技術者となる若者に期待したいです。

40歳代 男性 姫路市 物作りの楽しさや、真剣に、取り組む子どものすがたが、よく表現出来ている、

20歳代 女性 姫路市
高校生や高専の学生さんが小学生とコラボは心温まる。小学生にとって年代が近い兄姉との実学共同作業の模型作りは
心に刻まれて印象に強く残ります。PCであれRCであれまた鋼橋は美しい。その美しさや歴史的遺産であるレガシー橋梁
の先人が残してくれた叡智を後世にぜひ伝えてもらいたいものです。

50歳代 男性 姫路市 建築関係の仕事をしているので、大変興味深く読みました。いい広告でした。

60歳代 男性 丹波市 広告ではなく新聞記事かと思った。

60歳代 男性 神戸市　西区 世界に誇る架橋技術も兵庫に見られ事は、これからの若い技術者によい刺激になると思います。

70歳以上 女性 神戸市　西区 印象に残った。興味ある記事があった（大橋ウオークを申し込んだ）

70歳以上 男性 加古郡 もの作り教育を通して若者の興味をそそり未来の技術者を育てる素晴らしい方向付けだと思います。

60歳代 男性 神戸市　灘区　
自然災害が多発している昨今、この記事を見て少しでも３Kといわれる建設業に興味を持つ、中、高校生が増えるきっかけ
になればと思います。

70歳以上 男性 神戸市　北区　 工夫することに　夢中になっていることが伺える

70歳以上 男性 神戸市　西区 自分の孫にも参加させたい。

70歳以上 男性 高砂市
当該広告を見て、阪神淡路大震災後、JVの下請けの現地所長として、橋桁や橋脚の補強工事に従事した現役時代を想
い出しました。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 作ったことがあるが難しい

60歳代 男性 神戸市　東灘区
大橋を造るのには大変な労力が必要ですが、その橋を守るのも重要な仕事です。これからの若い世代の活躍に希望が見
えました。
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謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上

げます。

神戸新聞読者による、今回の作品についてのアンケート結果をお届けいたします。貴社の広告活動のご

参考になれば、幸いに存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。
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50歳代 男性 加東市 　橋の種類・構造についてわかりやすく未来につなぐ形でその強さと美しさをアピールしている点が評価できます。

60歳代 女性 神戸市　西区 足が不自由でなければ行きたいです

70歳以上 女性 西宮市戸田町
明石海峡大橋をこれまで車やバスで何気なく渡っていたが、広告を読み、橋ができた過程・歴史を知り、こうしたつり橋を
作った多くの人々の努力と工夫に感動した。夜、六甲山山頂から眺めると心洗われ、厳かな気分になるイリューミネーショ
ン、世界に誇れるつり橋建設に関わった人々を讃えたい。

60歳代 男性 加古川市 端の事が興味深く知る事が出来た、広告だと思った。

19歳以下 男性 加古川市 更なる建築技術を研いていてほしいです。

50歳代 男性 福崎町
形に残る、人に見てもらえるモノ作りは楽しい仕事と思います。橋は特に優美でいいですね。世代の交流と仕事のすす寝
方を体験できていい経験となると思います。楽しそう。

60歳代 女性 神戸市　長田区 若いころから工学物流を学べる教育

70歳以上 男性 神戸市　長田区 明石海峡大橋、橋のありがたさをみんな知っている。子供のころからの建築分野の教育は有効

60歳代 男性 丹波市市島町
橋は美しい、きれい物がたくさんありますが、その橋をどうすれば作れるか、模型を基礎から作るのは、すばらしいことだと
思います物作りの楽しさを味わってほしいです

50歳代 男性 明石市 建設業は、大変進歩していますね。

50歳代 男性 赤穂市 建設の仕事の魅力が伝わります。

60歳代 男性 神戸市　西区 ちょっと写真を盛り込み過ぎているように思います。

30歳代 男性 稲美町  小さい頃から学ぶって、大事なことですねー。

50歳代 男性 神戸市　北区　 益々、重要になるインフラのイベントは、将来の技術者養成に大切と思う。

50歳代 男性 姫路市
若い人が、建設、橋等に興味を持ってくれたら嬉しい。どこかのゼネコンがCMしてましたが、地図に残る仕事って、かっこ
いいですよねえ。

40歳代 女性 加東市
わたしも参加したかったというのが、一番の感想です。災害に強く、風景とのバランスも考慮し、未来に残していく仕事。こ
の教室に参加した、子どもたちが未来の技術者となって、強く美しい町をつくってくれることを楽しみにしたいと思います。

60歳代 女性 南あわじ市
日本の将来が有望です。そして世界一の橋づくりに青年たちがまい進しているのは素晴らしい。橋の科学館を訪れてみた
いと思いました。

70歳以上 男性 西宮市

淡路島にかかる明石海峡大橋は、世界一長くて美しいといわれている。その地元で、高専生・高校生と小学生が一緒に
なって技術の後継者つくりに向けた取り組みをしているという。これはとてもすばらしい。強くて美しい橋造りは日本の高度
な技術の集大成であるから、その力を引き継ぐ人造りはとても重要である。模型造りに夢中になっている姿がほほえまし
い。がんばれ！

50歳代 男性 姫路市 物作りは楽しいと思います。学生がどんどん物作りに興味をもって日本の将来を支えていただきたいですね。

70歳以上 女性 姫路市 　日本の建築技術は世界一。その強さと構造を若い人が、模型作りをとおして、学び興味を持って受け継いでほしい。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 建設分野について、子どのたちに色々知ってもらって興味を持ってもらうことの大切さを痛感しました。

60歳代 男性 加古川市 未来の建設技術者の育成に工夫努力されていることを知った

70歳以上 男性 加古川市 日本の技術の誇りを感じます

60歳代 女性 加古川市 ワクワクして取り組んでいる子どもの姿を思い浮かべます

50歳代 女性 神戸市　垂水区
子供たちにこういう体験をさせるのは、とてもいいことだと思います。例えば橋の原理について考える子、上手に組み立て
られる子、できた橋に綺麗に仕上げができる子。役割がわかり、なおかつ自分が何が好きか、どういうことに向いている
か、そういうことが当たり前にある大橋から、興味がわいてくる。とても良い取り組みだと思いました。



70歳以上 女性 神戸市　東灘区
こう云う催しは、素晴らしいですね。特に高校生が小学生に教えると云う事が良いと思います。大人でなしに、自分と歳の
近い人から色々な知識を教えて頂くのは彼らの将来の夢を考える上で役に立つと思います。いつかその道に進む人が出
て来る事でしょうね！

70歳以上 男性 神戸市　北区　
子供達が橋作りとは良いことではないですか。将来、この子達がこの分野で活躍する夢がありますね。下の広告も知らな
いことがあり参考になります。

60歳代 男性 明石市 橋（8月4日）の日があるとは判りませんでした｡高校も仕事も建設に関係してましたので興味を持って拝読しました｡

40歳代 男性 加古川市 未来の技術者がんばってほしいですね。高校生が小学生に教えるというものいいことだと思います。

70歳以上 男性 神戸市　西区
ものつくりの楽しさは、日本の誇りです。若い未来の技術者が取り組むことは、日本の将来が明るくなります。本物を作る
前の段階で模型を作り議論を重ね、将来の夢が本物の素晴らしい、美しいは橋梁とカ大きなビルなどを作りだす・・・なん
て素晴らしい夢が果てしなく広がる未来の若者がうれし気持ちにさせてくれます。

60歳代 女性 神戸市　須磨区
明石大橋は何度も通行してすごいなと思ってはいましたが橋の科学館は行った事ないですがぜひ行ってみたいです。また
若い人たちにこのような教室で学べることは素晴らしい　何事も興味もつことからはじまるのでいろんな施設で教室が開か
れることねがいます孫にも体験学習させたいです

40歳代 男性 姫路市 橋の強い構造に関心が持てました

60歳代 男性 神戸市　西区
橋の成り立ちから工夫により発展してきた座学。バルサ材や水糸を使い模型作りを通じて、小学生に教えたり小学生の夢
を現実の橋にしたりと、高専生や工業高校生が苦労した様子がよく分かる記事だった。下部に橋の博物館の広告も良かっ
た。

60歳代 男性 明石市
橋の模型造りを通して、高専生・高校生が小学生に橋などの建設物の構造や強度を教え、自らも勉強するという試みはと
ても有意義な取り組みだと思います。

70歳以上 男性 加古郡 身近な建築物をモデルの作成で体感する機会は、子供にとって貴重な経験だったと思います。

50歳代 女性 神戸市　西区
橋はなくてはならない陸と陸を結ぶ道路です。見た目も綺麗で丈夫な橋を、模型で再現できるのは楽しそうだなぁと思いま
した。

60歳代 男性 神戸市　西区 明石海峡大橋が家から見えますが、技術が次の世代に引き継がればと思います。

40歳代 女性 明石市
甥が東播工業生なので興味深い広告でした。今のこどもたちが未来をつくるのですね。沢山技術を身につけて未来を明る
くつなぐ大人になって欲しいです。

50歳代 女性 太子町
全面を使っていて、記事と写真のバランスも良く、とても分かり易い内容のPR広告だと思います。このような教室が行われ
ていることを今回初めて知りましたが、他におこなわれているであろう同様の事柄を、同じようなPR広告で、もっと知りたい
と思いました。

40歳代 男性 明石市

　高専生・高校生と小学生が夏休みを利用して、橋の模型作りに挑戦という、今までにない楽しい企画ですが、それだけに
はとどまらないのが、この特集広告らしさだと思います。橋の基本構造の講義があり、高校生も、小学生にアドバイスしな
がら共同制作することで、お互いに刺激を受けているさまが伝わってきます。写真もふんだんに使われて、レイアウトにも
工夫が凝らされていて、読みやすくなっていると思います。

50歳代 女性 高砂市 おもしろそうだった

70歳以上 男性 神戸市　西区 「明石海峡大橋海上ウォーク」に参加したくなった。

60歳代 男性 明石市 高校生が小学生に指南が特に目についた。同時に興味が広がる構成が非常に心をひきつける。

60歳代 男性 吹田市 小学生達が物づくりに興味を持ち将来シビルエンジニアを目指すきっかけになればと思える記事でした。

70歳以上 男性 芦屋市 判りやすく、面白かった。

40歳代 男性 三田市
橋を架けることの高い技術を次世代につなぐことを、子供たちに模型作りを通じて広めていくことはとても良い経験になる
し、きっかけにもなると感じました。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　明石海峡大橋の袂の「橋の科学館」には近い事もあってこれまで度々行きましたし、大阪や鳥取の友達が来た時には必
ず「橋の科学館」に案内していますし物凄く感激してくれます。　でお広告の模型作りの橋は木造のようですから余計興味
がわきます。　山口県の?錦帯橋?は最高の橋の一つだと思っています。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
　家のベラダからも明石大橋の優雅な姿が毎日観られます。　でも橋の模型作りは木造のように見受けられますが木造で
強度を保つのは最高の技術だと思います。　「錦帯橋も」も５０年くらいに建て替えられていると思いますがその技術を後々
まで残して欲しいと思います。



40歳代 男性 神戸市　垂水区
未来の技術者を育成する為に必要な良いことだと思った。世界一の橋には技術が詰まってるが、今後の日本には維持管
理の重要性も教える必要がある

50歳代 女性 明石市 遠い存在が身近になる。。。

60歳代 女性 宝塚市 子供達の笑顔がとてもいいですね。橋全体の写真があった方がもっとわかりやすかったと思います。

40歳代 女性 宍粟市 こうやって教えてもらえると、興味が持てますね。大事に使おうと思います。

50歳代 女性 神戸市　西区
この教室に参加した高校生は準備や考えることなどに、とても大変だったでしょうが、良い経験になったのではないかと思
います。この教室に参加した小学生、高校生の中から立派な橋を作る人がでればいいなと祈っています。

40歳代 男性 神戸市　兵庫区

明石海峡大橋を見ると、いつもすごいなとは思いますが、なかなかそれ以上のことは思わないのがほとんどです。今回は
その橋のしくみについて学ぶために、実際に模型作りが行われたということで、橋だけでなく、「物事にはこのように、こうい
うふうに考えて出来ていく」ということを実践にて学ぶ有意義な機会だったと思います。最優秀賞を受賞された高校生や小
学生の方が、将来の職業に選んだりするなど、自分の意外な一面をも発見できる素晴らしい取り組みだったと思います。

40歳代 女性 宍粟市
とても興味深い広告でした。若い世代が橋の建設に興味を持ち、一生懸命取り組んでいる様は未来への光を感じます。広
告がカラーの方がより興味を持てると思いました。

60歳代 女性 高砂市
素晴らしい企画だと思います。物作りに興味を持つ若者を育てて欲しいと思います。私も海上ウォークは体験したので、次
回は98階へ登ってみようと思います。

40歳代 女性 神戸市　垂水区
「世界一を知る」という言葉が素敵だと思いました。ただ全体的に固い印象を受けたので、カラーやイラストで少し親しみや
すさが出ると、一層読んでみたくなる気がしました。

70歳以上 女性 神戸市　西区

高専生、高校生が、小学生にものづくりの指導をする、とても感動して読ませていただきました。若者のとほうもない才能に
いいようのない希望を持ち、老人の気持ちを自分の事のようにふつふつと体に希望が満ちあふれてくるような気持ちにさ
せられた。なにより写真にある子供達の真剣な目に惹きつけられずにいられなかった。「あっステキねぇ」「若者はいい
ねぇ」「いっぱい希望を持ってほしいねぇ」と願わずにはいられない。心から応援したい。こんな企画がもっとあればいい
と・・・。応援する大人たちが沢山いればどんなに楽しいことかとうきうきさせてくれる記事（ニュース）でした。

70歳以上 男性 尼崎市
高専生、高校生と小学生が「橋の模型づくり教室」で橋の構造等を学ぶ姿に感動し、こういう企画を更に進めて、夢を持っ
て取り組む若い人達が増える事を願いました。

40歳代 女性 神戸市　須磨区
以前、明石大橋の海上ウォークに参加した事があります。橋造りの魅力はその時に感じました。未来にもっと安全ですてき
な橋が沢山出来れば良いのになぁと思いました。

40歳代 男性 たつの市 橋の模型づくり教室から未来の技術者が誕生するのが楽しみです。

50歳代 女性 赤穂郡 高専生、高校生が小学生を指導する設定が素晴らしいですね。前者には自信になり、小学生は興味津々でしょう。

50歳代 男性 赤穂郡
身近な橋は短いので普通の作り。有名な橋はいろんな仕掛けがあって面白い。模型で理論がわかれば尚更楽しいでしょ
う。


