
91

38

12

24

14

4

5

5

193

68

125

193

78

39

30

40

187

55

66

63

184

157

10

18

185

40

22

0

14

0

1

2

53

28

13

20

193

47%

20%

6%

12%

7%

2%

3% 3%

35%

65%

42%

21%

16%

21%

30%

36%

34%

85%

5%

10%

21%

11%

7%

1%
1%

27%

15%

7%

10%



９才以下
ゲーム、ジャンプしておにをやっつけるやつが楽しかった。シールアートが親は楽し
かったです。

市内

体験ゲームがたのしかった。 市内

ゲーム、ビー玉がおもしろかった。ジャンプ。 市内

楽しかったです。エビスのゲームが楽しかった。又、来たいです。Cのいんせきの
ゲームは大変でした。

市内

おもしろかった。 市内

楽しかった。ゲームがたのしかった。 市内

たのしかった。 益田

ゲームが楽しかった。 益田

おやつのゲームと最後の部屋の踏むのがたのしかったです。 松江

すごくたのしかった。 市内

おかしをあつめるゲームがたのしかった。てんいんさんがくわしくせつめいしてくれ
たからやりやすかった。

広島

びーだま。たのしかった。 広島

水やりで花火ができるあそび。 広島

花火がきれいでした。 広島

シールをはって遊ぶのが楽しかった。 山口

ゲームが楽しかった。 山口

ボールをいれるやつ。 松江

お出かけはめっちゃきらいだけど、ここはめっちゃ楽しかった。 不明

Cのてんらんかいがいんしょうにのこりました。たのしかったです。 広島

クソ楽しかった。 市内

まぁまぁ。 山口

ゲームが楽しかったです。 松江

ゲームとパズルとごろごろするやつ。 市内

たのしいゾーンパート１のじせだいがたゲームが楽しかったです。 飯南

たのしいゾーン。 香川

たのしかった。 広島

手をかざすとうごくのがおもしろかった。 山口

さいごのコーナーのせいざ。 広島

ゲームをしたことが楽しかった。 市内

ちかづいたら本のページがめくれるのがたのしかったです。 市内

たいけんゲームがたのしかったです。 市内

ひかりのじょうろをながしたら、夏っぽいはなびが出てきておもしろかったです。 鳥取

おかしをあつめるゲームがとてもたのしかったです。 江津

しーる。 大阪

だるまが楽しかった。 山口

ビー玉入れ。 山口

全部楽しかった。 東京

100てん。ゲーム一位になったりしてたのしかったよ。 松江

たのしいゾーンのゲームが楽しかったです。 江津

シールがたのしい。 不明

たのＣゾーンがぜんぶたのしかった。とうめいのシールをはるのがたのしかったので
またやりたいです。

広島

いろいろな作品が見れてよかった。 市内

いろんなものがあったしおもしろかったです。 市内

楽しかった。手をパクパクするのが楽しかった。 益田

楽しかった。 益田
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９才以下
ビー玉を転がして色がかわるゲームにびっくりしました。ころがして色がかわるとは
しんじられませんでした。いろいろなゲームやアートがあって楽しかったです。点は
全部100点です。

山口

うれしい。 邑智

おもしろかった。ゲームの所でじょうろの所とパズルがおもしろかった。 広島

おやつをあつめるゲームがたのしかったです。 松江

おかし集めゲームが楽しかったです。ほかにもいろいろな遊びがあって来てよかった
なと思いました。

出雲

おかしをいっぱいとるゲームが楽しかった。 市内

シールの自分でつくるとき、むずかしかったです。 松江

おかしをとるゲームがおもしろかったからほしいです。 市内

楽しかった。みんなでするゲームがおもしろかった。 広島

たのしかった。さいごのへや。 市内

手を使って遊ぶゲームやコントローラーを使って遊ぶゲームが印象に残りました。う
れＣゾーンのＣをうら返したり、Ｃを作ったりするのも印象に残りました。

広島

たのしかった。またきたい。ビー玉のくろいかごのところにいったらいい。 広島

シールで作るもののやつがうまくできなかった。なぜなら時間がなかった。 広島

おかしを取るゲームでキャラクターをうごかしておかしを取るのはすごいなぁと思い
ました。たのCゾーンやうつくCゾーンなどで、すごい作品があったのでびっくりし
ました。

市内

ゲーム、たのしかった。 市内

だるま、とぶのがたのしかったです。 松江

たのCゾーンのじょうろで光を入れたら花火になるのが、きれいだった。 広島

ゲームがたのしかったです。 市内

リモコンをつかうのと、花火。 市内

楽しかったです。ゲームが楽しかったです。 出雲

びーだまのアート。 江津

たのしかった。花火のやつがのこりました。 市内

水をかけたら花火がでてきたのです。 松江

楽しいゾーンが一番楽しかった。 市内

とても楽しかったです。 出雲

Cだらけでした。 鳥取

ゲームがたのしかった。 益田

いろいろおもしろいものがありましたが、中でもおもしろかったのがたのCゾーン２
がおもしろかったと思います。

出雲

ぺたぼーたのしかったよ。ぼーるころがしきれいでしたよ。 出雲

こんとろーらーのげーむがたのしかったです。 松江

２回のゲーム。１回パズル。４回の花火。 市内

シールでものをつくった。 広島

うつくCゾーンのシールあそび。ゲームがおもしろかったです。 益田

ゲームとても楽しかったです。 広島

とても楽しかった。 山口

ふしぎがたくさんでおもしろかった。 山口

とても楽しいとこだと思います。 市内

たのしかったよ。 市内

またこんかいのようなゲームで遊んでみたいです。 飯南

まぁまぁ楽しかった。 山口

はこにちかづくとパラパラなったのがおもしろかった。 広島

すべてたのしいしおもしろかったです。 市内
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９才以下 もっといっぱいきたい。 不明

またこんどもきたい。すごく楽しい。 市内

もっとやりたかった。 広島

ゲームやアートがすごくおもしろかったです。こどもびじゅつかんとかはじめてだったか山口

ら、またいきたいです。

花火もキレイでした。えいぞうのゲームがたのしいのでまたやってください。 市内

シールはりを一人づつできたので、たのしかったです。 松江

いつも楽しめます。 江津

すごく楽しかったです。また行きたい。 松江

いつも楽しい企画をしていただいてありがとうございます。帰省時の楽しみの１つで
す。

出雲

とてもたのしかったです。またいきたいです。 広島

10代
自分で作ったものは、もってかえれるところやすごく楽しいところもあり楽しくてよ
かった。

広島

コントローラーをうごかすゲームがいんしょうにのこりました。 市内

シールがおもしろかった。 山口

楽しかった。 広島

たのしい１・２がおもしろかった。ゲーム、水をいれてはなびがうちあがるやつ。 広島

たのしいゾーン１．たのしいゾーン２。 市内

ビー玉のやつがとても楽しかった。 広島

ゲーム。 市内

子供が喜びそうで良かった。 江津

(^^) 市内

自分のがのっててうれしいと思った点。 市内

ゲーム、シールをはるところ。たのしかった。 出雲

ゲーム。たのしいゾーン。 香川

ゲームがたのしかった。 広島

シールをはるのがたのしかった。 市内

おもしろい。 益田

シールで作る創作活動がとっても楽しかった。 出雲

ゲームがたのしかったです。パンパンして相手をたおしたり、Ｃを見つけるのもおも
しろかったです。

益田

ブルーミングで、じょうろで光を注ぐと、花火が出てきてとてもきれいだった。 江津

ゲームする所。島根出身の人がゲームを作っていてすごいと思いました。おかしを集
めるゲームで、ぐるぐるまわっているのを作れるんだと思いました。

江津

いろいろなアーティストさんの絵がみれてよかったです。シールを何枚もかさねて１
つの魚ができているのが一番印象に残った。

江津

おかしを集めるゲームが印象。すごいなと思いました。 江津

入口のところで作るのがおもしろかったです。それぞれのコースでいろんなことが楽
しめたのでよかったです。

山口

光のぐあいがすごかったです。 市内

赤黄青色など子どもが好きそうな色を取り入れていて良かったです。ゲームがよかっ
た。

広島

「Ｃ」がたくさんあり、まちがいさがしのようにさがすのがたのしい。どくとくな
アートや手をふってそのはんのうでうごくものなど、びっくりするものがたくさんあ
りました。

市内

おかしをいっぱい取ったら勝ちのゲームでいっぱいおかしを取れて楽しかったです。 市内

オニをたおすのが楽しかった。 不明

ゲームが楽しかった。 出雲

【うれC たのC うつくＣ　Ｃの秘密展】 ２０２１．７.１７（土）～ ９.２６（日）



10代
ゲームの展覧で、動きながらゲームで遊ぶことが楽しかったです。またどの展示も手
や体を動かして楽しめたことがよかったです。

出雲

とてもよかったです。 市内

ゲームをあそぶこと。くぎといとで作ったアート作品。 山口

光を使った作品が綺麗で、体験型が多くて面白かったです。 市内

久しぶりに子供に戻ったような気持ちになりました。とてもすてきな作品ばかりで楽
しかったです。

市内

子どもができたらつれて来たいと思った。 江津

ここはたまに来るいい所だったからこのままのこっていてほしい。 市内

はじめてあそんで、たのしかったです。 香川

シールだけでつくられている作品がリアルですごかった。魚の作品がすごかった。楽
しかった。

江津

ゲーム、シール、光とかげ等たくさんあってすごいと思いました。 江津

また来たいと思いました。楽しかったです。 江津

いろんな作品があってゲームしたりとか、人の絵とか、全部人がつくっているってす
ごいなと思いました。

江津

今日やったなかで花火が面白かったです。なのでまた次来たときもあったらうれし
い。

市内

とても楽しく、笑いながら遊べました。また違った展示でも遊びたいです。 出雲

文化や歴史をおもしろいものにかえるところなど、発想がおもしろかったです。アク
ションはやっぱ楽しかったです。

山口

20代
大人でも楽しめる展覧会だった。自分の体を動かして体験的に鑑賞できる作品が多く
遊び心をくすぐられた。コロナ禍で感染対策をふまえた展覧会として、よく考えられ
ていたように感じた。

不明

シールで「Ｃ」作り。楽しかったです。 大田

全部です。楽しい嬉しい美しい。 県内

楽しかったです。和紙のシールを貼る展示がかわいらしくて素敵でした。 安来

機械的でした。シールがすこしはりずらかった。 市内

たのCゾーンが大人でも楽しめました。何か作る所も楽しかったです。 出雲

実際に体を動かして遊ぶゲームなどが楽しかったです。シールで作った作品も色がと
てもキレイで素敵でした。ちゃんと時間制限があって少人数で参加できたので安心し
て楽しめました。またこういったイベントがあれば参加したいです。

出雲

大人でも楽しめました。デジタルゲームの展覧会またぜひして下さい。足運びます。
一つ一つの展示を間近でじっくりみれてよかった。

出雲

どのブースでも丁寧に対応して下さってありがとうございました。 鳥取

案内や説明がよかった。 鳥取

実際に自分達が体験できるのがおもしろかった。ポップでかわいらしい作品が多かっ
たのが印象的です。

鳥取

独創的かつ面白い作品で楽しめた。 鳥取

30代 ペタボーは頭を使うのでよかった。 広島

全体的に参加型なのが楽しかった。特にキューブ型のゲームには驚いた。 鳥取

指でのかたちを作ってボールを出すゲーム。 江津

動くもの（ゲーム・音）が特に子供がよろこんであそんでいました。大人も楽しく
あっという間に終わりました。

市内

No.２，４． 広島

楽しかった。ゲームなど各２０分では足りないくらい。今後も参加型というか楽しめ
るものを期待しています。

益田

子供がシールの作品作りに一生懸命とりくんでいて楽しそうでした。企画展、工夫さ
れていました。

山口
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30代 とてもおもしろかった。 市内

子どもの絵とは思えない。せんさいな絵でした。うつくしい絵でした。感動しました。 吉賀

少しものたりなかったように感じました。 広島

４つのゾーンで色々なゲームが体験できたのが印象的でした。 山口

ゲームがたのしかった。 市内

とても楽しめました。小さい子どもに興味が出るものばかりでした。 兵庫

とても楽しかったです。 江津

ゲームがおもしろかった。様々な体験型のものが多かったので子どもも楽しめた。 鳥取

ふだんできないことが子どもといっしょにできてよかった。 江津

参加型の展示がたくさんあり、たのしかったです。息子３才はビー玉で色が変わるも
のに夢中でした。20分でブース移動、いいのですが低年齢はすぐあきるので、もう少
し短い方がうれしいと思いました。平日だけでも…８月でも人は少なめなので…。

市内

子どもを連れてはじめての来館でしたが、２才の子供ととても楽しく体験することが
できました。作品をみるところと体験できるとこ、とてもバランスが良く楽しめまし
た。

江津

シールのところがきれいで創作もたのしかったです。 市内

アイデアがどの作品も面白かった。こちらの働きかけで動く作品もよかった。 大田

すべて楽しかった。体験できるのが良かった。 益田

子供が楽しめるものが多くて良かった。 広島

ゲームとだるまのゲームがとても面白かったです。子どもよりも楽しんでしまいました。 県外

３才の娘がとても楽しめました。ありがとうございました。 東京

普段遊ばない遊び方を知れて大人でも楽しめたので良かったです。 山口

子どもが実際に触れて遊べるものが多くいつも楽しんで帰ります。遠いのですがまた
来ます。

松江

とてもよい時間を子どもとすごせました。 江津

感染対策がしっかりされていて、安心して子供を遊ばせることができました。 市内

40代 花火。 市内

子ども達がとても喜んでいました。１ヶ所20分では全然足りないくらいでした。 松江

はじめてなことができた。 広島

ユニークなものが多く、手作りとデジタルがあり楽しめた。 広島

夢中でやっていた遊びは、コントローラーを使ったゲームとシールでアートを作る
コーナーでした。

出雲

とてもたのしかった。おへやが暗いコーナーが多くて少し疲れました。 広島

子供がすごく楽しんでいました。そして親も楽しめました。80分があっという間でし
た。

広島

山下工美さんの作品を詳しく説明して頂き、興味深く見ることができてよかった。子
ども達としっかりゆとりをもって楽しめたゲームなども良かったです。

市内

光センサーの花火。１組づつゆっくり遊べて良かったです。 広島

楽しかった。体験型の催しが多くて良かった。 広島

身体を使ったゲームが楽しかった。シールアートもおもしろかった。 広島

色々な体験ができて楽しかったです。 広島

楽しかったです。前回の企画も楽しかったので来てみました。また次回も。子どもは
これにもう一回来たいと言っています。

益田

いつもステキなイベントを開催してくださり、ありがとうございます。 市内

急にこのあたりに来ることになり、たまたま立ち寄りましたが内容が濃く、また来た
いと思いました。

広島

また別の作家さんで同じような企画をお願いします。 広島

いつもいろいろな体験が出来て楽しく利用させてもらってます。観るだけではなく、
子供も楽しませてもらっています。ありがとうございます。

広島
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50代
シールのアートのコーナーが良かったです。自分で作ってみると楽しい。おりがみの
横顔も良かったです。

出雲

身近なもので作品が作れるので、家でやってみようと思いました。（シール）手でC
をつくるゲームはつかれました。

鳥取

どのコーナーも楽しめました。実際に触れる作品や体験できる作品ばかりで大人も子
どもも一緒に楽しめました。

不明

60代 子供にはゲームが人気でした。大人も子どもと一緒にはしゃいでいました。 市内

孫が喜んで良かった。ジョロの花火。 広島

シールのアートが美しく手がるい。マジックテープのブロックが楽しかった。子ども
がゲームを楽しんでいた。

市内

あっという間に時間がすぎて楽しいひとときでした。 市内

花火がとても美しかったです。 市内

体験出来て楽しかったです。 安来

70代 スタッフさんが説明してくれてわかりやすかった。 広島
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