
Ｑ１ 年齢

 ① ９才以下 11

 ② １０代 16

 ③ ２０代 21

 ④ ３０代 24

 ⑤ ４０代 31

 ⑥ ５０代 33

 ⑦ ６０代 33

 ⑧ ７０代以上 48

計 217

Ｑ２ 性別

 ① 男性 98

 ② 女性 116

計 214

Ｑ３ 来館回数

①はじめて 53

②２～４回 51

③５～９回 36

④10回以上 70

計 210

Q４ お住まい

①浜田市内 143

②県内 52

③県外 19

計 214

Ｑ５ 来館目的

 ① 展覧会 190

 ② 創作活動 5

 ③ その他 13

計 208

Q６ きっかけ

 ① ポスター 28

 ② ちらし 23

 ③ 新聞 7

 ④ テレビ 12

 ⑤ ラジオ 0

 ⑥ 看板 4

 ⑦ 市報 5

 ⑧ 当館HP 19

 ⑨ 口コミ 85

 ⑩ SNS 15

 ⑪ その他 24

計 222
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９才以下
・ガンダムの原画がひとつひとつこまかくかかれていてすごかった。ようかいが浜田
にもたくさんいるのにおどろいた。

市内

・すごくりったいに出てたし、すごくきれいで、すごかったです。 市内

・いい絵がたくさんあったのでよかったです。 市内

・小学校のお友達の作品があってすごかった。 市内

・わたしのえがあって、うれしかったです。 市内

・細かい絵もちゃんと書けていました。写真みたいですごかったです。 市内

１０代 ・山根さんの作品がとてもよかった。 市内

・ミッフィーがいんしょうにのこった。 広島

・絵画。 益田

・楽しかった。 市内

・アニメの世界観を取り入れて長時間居られそうだった。 市内

・山根さんのコーナーすごかったです。 市内

・はくりょくがあった。 市内

・ガンダム。優しそうな絵などがたくさんあった。ようかい。 市内

・石見のチカラ展、とても楽しみに来させて頂きました。みはしさんのイラストがと
てもかわいく、ほっこりしました。ようかいもとてもリアルな感じがとても印象にの
こりました。

邑南

・どれもすごく上手でかんどうしました。 邑南

・たくさんの人の作品を観れて次の作品作りにさんこうになった。写真展ではきれい
な写真がたくさんあってよかったと思った。

市内

・みんな絵が上手だった。 市内

・いろんなえや、つくるのができて楽しかった。 市内

・小学生の作品には心が動きました。やっぱり若い頃の感じ方は差があるんだなと。 市内

・絵の美しさ、細かさ、表現など。地元の児童の作品をゆっくり見れてよかった。 市内

・おもしろかったです。絵が上手だった。 市内

２０代
・サンライズの原画やようかいの原画等、なかなか見られない展示だったので面白
かった。

川本

・お面の展示。 千葉

・子供の絵が展示品の半分を占めており、損した気分になった。空調の音がうるさす
ぎて集中できない。しゃがまないと見れない展示もあり、見ずらい。

市内

・よかったです。 広島

・山陰とりわけ島根県西部にこれほどまで芸術家がいるとは思いませんでした。 松江

・島根の方の作品をメインとして展示で楽しめた。 広島

・興味深く見させてもらいました。石見出身者にも素晴らしい作家がいて感動した。 市内

・特に佐々岡さんの妖怪の絵は伝説の解説と共に展示されていて印象に残った。

・面がよき。 市内

・絵がとっても上手ですごかったです。 市内

・参加型で１歳５ヶ月の娘は楽しんでいました。 市内

・アニメと創作。 広島

・たくさんの方の作品が見れてよかった。 市内

・妖怪。 益田

・子どもたちの作品がとても印象に残りました。 出雲

３０代 ・子ども達の絵が上手でした。 市内

・写真展が良かったです。 市内

・絵本をつくろうのコーナーが子供も喜んで取り組んで楽しんでいました。 奥出雲

・絵のストーリーがおもしろい。次の絵につなげる為の絵を前に描いてあり、ヒント
みたいな物を感じた。

市内

・山根さん。ガンダム。 江津

【石見のチカラ展】２０２１．６．５（土）～７．１１（日）



３０代 ・良かったと思う。特に妖怪の絵に惹かれました。 市内

・妖怪の仮面がとてもびっくりしました。 岡山

・みはしたかこさんの絵がかわいかったです。こどもは「絵本をつくろう」を楽しん
でいました。

市内

・みはしたかこさんの絵がかわいくて良かった。 市内

・普段、絵を見る機会はあまりないので今回娘の展示でチケットも頂いたので来てみ
ました。とても良い絵ばかりで楽しい時間でした。リアルな絵もあり自分の中で想像
するのも楽しかったです。

市内

・山根さんや佐々岡さんの作品が目の前で見ることが出来て良かったです。山根さん
はスピルバーグ作品にも出ていたので、浜田にこんなにスゴイ方がおられるのだと本
当にうれしい限りです。これからも応援しています。

市内

・主人がガンダムの展覧を見に行くというのでついて来ました。昔見ていた記憶がよ
みがえり大満足だった様です。

市内

・ようかいおもしろかったです。 江津

・とてもおもしろかったので、また見にきたいです。 市内

・色々な作品が見れてよかったです。 市内

・絵本を描いたりさわったり、体験ができてよかった。なつかしい先生の絵をまた見
ることができてよかった。

市内

・すごーく、よかった。中でせつめいして下さった方も。 市内

・石見にもすばらしいアーティストの方々がたくさんいらっしゃるのですね。 江津

・ガンダムの展示目当てでしたが、他の作品もしっかり楽しませて頂きました。 市内

・こんなに身近に有名なイラストレーターの方々や芸術家の方がいることを知らな
かったので今回たくさんの方の作品をみて、知ることができてよかったです。

江津

４０代 ・静かでよい。 雲南

・よーかい。 市内

・ガンダム。浜田在住とは。 山口

・浜田にゆかりのある方がこのように沢山活躍されていること知りませんでした。興
味深く見させていただきました。

市内

・子供の絵を展示してもらって良かったです。 市内

・地元出身の芸術家の方の作品を展示することで地元のよさをＰＲすることができて
いると思います。

岡山

・ガンダムが中まで細かく描いてあってすごかった。妖怪も見ごたえがありました。
もっとたくさん見たいです。

市内

・心あたたまる絵も男の子が好きなメカ、近くに住んでいた妖怪など展示がたくさん
あり楽しく見せて頂きました。

市内

・小中学生の絵が特に印象的で楽しかった。途中のお絵描きあそびも楽しかったで
す。創作活動もゆったりと楽しめました。

東京

・小学校低学年の作品。 広島

・みはしたかこさんの作品がほのぼのとやさしいかんじがよかった。 安来

・学生の入賞作品が良かったです。 市内

・ゆっくり見やすく地元の子供たちの絵がとても上手です。 出雲

・自分の子供たち以外の子供たちの絵を見て、感性にとてもびっくりしました。あ 松江

・あまり考えずに来てみましたがとても良かったです。ゆっくりできました。

・小さな子どもにはまだ難しかったようですが、何か残るとよいなと。 益田

・子供（小１）はあまり興味がなかったようです。 市内

・たたみがうらの写真がよかった。 市内

・久しぶりに美術館へ来れて少し気分転換できました。 益田

・石見でも創作活動されている方がけっこういて驚きました。色々見れて楽しかった
です。

市内

【石見のチカラ展】２０２１．６．５（土）～７．１１（日）



４０代 ・神楽の面。 市内

・佐々岡さんの絵は石見地方にちなんだもので見入ってしまいました。みはしさんの
絵本もかわいくて良かったです。

市内

・石見のチカラ展、すばらしい才能あふれる方がいらっしゃるのがすてきでした。60
分の映像（山根氏）を見るのに椅子がないと辛いですが場所的にはむずかしいでしょ
うね。とても楽しかったです。

山口

・子供の作品がとてもステキでした。 市内

・キャプションに市町村のマークがあり本当に石見ゆかりの方なんだ。と実感した。
あこがれの大御所から若い方（現役）の方々の作品をとりまぜてみることができとて
もうれしかった。子どもたちの作品も額にいれていただき、とてもうれしい。

市内

・石見の人の作品が知れて良かった。どれもすばらしい作品でした。 市内

・佐々岡さんの絵の細かさ。ももくり。子供の絵も表装されていてうれしかった。 市内

・たくさんの石見のチカラを感じる事ができました。 市内

５０代
・安野光雅さんの作品があればさらによかったと…石見に所縁のある作家を新たに知
る事が出来て嬉しかったです。

邑南

・山根公利さんの展示が良かったです。 福岡

・アニメの絵がすごかった。 江津

・観るだけの量と内容はありました。 山口

・佐田尚穂さんの作品は写真みたいでビックリしました。 大田

・ねらいは写真でしたが、２名の作品だけだったのが残念。次回は複数の方での展示
を熱望します。

山口

・山根公利さんの作品目当てだったのですが、いろんな方の作品が見れてよかったで
す。

市内

・石見の人が活躍していること。 市内

・私も作家をしているので、励みになりました。子供の作品でも良いものが多かった
です。

江津

・壁を修理してください。 市内

・山根公利さんのＳＮＳを見て、山根さんの作品をめあてに来ました。とてもよかっ
たです。

松江

・様々なジャンルの作品があり楽しめました。 津和野

・よいです。とくに山根さんのコーナー。 江津

・山根さんのビバップのワイルドオーセスの原画がありとてもうれしかった。近くに
おられるのですね。

市内

・昨年の浜田のチカラに続く素晴らしい企画でした。特に山根公利さんの展示は念願
のものでやっと、という感じです。もっと規模を大きくして、単体でもできると思
う。今回、作品の説明がなく、若い人はガンダムくらいしかわからなかったのではな
いか？→模型は地球堂が協力します。

市内

・地元にたくさんの作家さんがおられ誇りに感じた。 市内

・とても良かったです。一人の方の作品だけでなく、いろいろな型の作品を見る事が
出来たので、今後もこういった企画があるといいです。

邑南

・江川安夫作品。水没林の写真が秀逸でした。 広島

・静かで貸切状態でした。のんびりゆっくり見させて頂きました。木工のおしりのが
インパクトがありました。

市内

・みはしたかこさんの絵がよかったです。なんだかいやされました。 広島

・少しものたりなかった。 益田

・全ておもしろかったです。ところどころで学芸員の方々や関係者の方が詳細な説明
をしてくださったのもよかったです。ありがとうございました。

川本

・楽しかったです。ようかいの原画見ることができてよかった。 市内

・みはしさんの絵は見ていると人が動き出しそうにひきこまれました。 市内

【石見のチカラ展】２０２１．６．５（土）～７．１１（日）



５０代
・山根さんの仕事はなつかしいものでした。寺井先生、松田先生そして佐田さんの作
品はずっと見つづけているので改めて良さを感じました。もう少し数があるともっと
伝わるものが増えると思いました。

松江

・石見出身の方がこんなにも活躍されて、作品も大変すばらしく感動しました。中に
は中学校の校長先生の作品もあり、とても感慨ぶかかったです。ありがとうございま
した。

市内

６０代 ・私の無知で、こんな方もおられたのかと初めて知った方々もありました。 市内

・子供たちの絵の題名の発想も驚きでした。

・お子さん達の絵画がとても素晴らしいと思いました。 東京

・静かでよかったですね。 市内

・ガンダム原画。本物は良い。 市内

・石見の地から日本を代表する美術・芸術・アニメなどの文化活動に関わる人た
ちが生まれ、活躍している姿に元気をもらえます。

市内

・石見にも世界に通じる方が多くいらっしゃいますね。県民を含め多くの方々に知っ
てもらいたい。

出雲

・子供さんの絵は小さいのにあれだけじょうずに書けるのが感心した。原画を見れて
良かった。特に水木しげる～動きがあってすばらしく良かった。油絵～「ひとりご
と」作品のイメージが伝わって来た。写真を見ているよう。

市内

・石見には多くの才能のある方々がいらっしゃると思いました。現代ではアニメの構
成がこんなにも大変なものか初めて知りました。子供たちの絵も個性豊かですね。

市内

・心が落ち着きました、作品に。 市内

・ただただ素晴らしいの一言でした。来て良かったです。石見地方に在住して活躍し
ておられるので頑張って欲しいです。

市内

・佐田尚穂、独り言。 市内

・ステキな作品を楽しく拝見させていただきました。とても素晴らしいものばかりで
した。

市内

・石見出身ゆかりの深い方々の作品はどれもとてもよかったです。 市内

・思ったよりたくさんの展示がありたのしめました。妖怪の絵が気に入りました。 市内

・アニメの原画。ようかい。 市内

・幼いころからこうした芸術に接するのは、とても有意義だと思います。 益田

・浜田市の風景画なつかしく思い出されました。 市内

・力作ぞろいで大変良かった。 川本

・いやしになり良かった。石見にもすばらしい人がおられる事も知れた。 不明

・地域の子供達の絵がすばらしいと思った。 市内

・子供からの作品も展示されていてよかったです。地元出身の方が多いことを初めて
知りました。また、ぜひ展示されたら見に行きたいと思います。

市内

・「パラダイス」 市内

７０代 ・このような作品展を地域の美術館として時々開催してほしい。 益田

・ていねいなご説明ありがとうございました。 市内

・もっと沢山の展示があってもよいと思う。いろいろすてきでした。 益田

・石見地方の美術大家の作品に感動しました。橋本明治先生の原画、ガンダムの原画
も凄いものを見せていただきました。お二人の写真展も身近の作品でよかったです。
ありがとうございました。

市内

・大変よかった。 市内

・知人（知ってる人）が３名おられた。 市内

・すばらしい絵を観させて頂き大変良かった。 市内

・小学生の絵は学年に関係なく良く描けていました。 益田

・グレート。ワンダフル。 市内

・地元の作家さんの多さにおどろきました。すばらしい作品ばかりでした。 市内

【石見のチカラ展】２０２１．６．５（土）～７．１１（日）



７０代
・絵画すべて感動しました。ほんとに写真のような人物像があり、よく描けているの
に感心しました。

市内

・小中学生の絵は力作に感心。妖怪は面白いきれいだ。山崎先生や中川先生の絵があ
るかと思ったが無くて残念。

市内

・学芸員さんからいろいろ説明してもらい分かりやすく楽しいひとときでした。浜田
市の子供達がえがいた絵はみんなすばらしく思いました。

市内

・石見のチカラ展は２回目です。どれもすばらしい。耳が不自由だったろう学校の藤
田威先生の展覧会を希望します。スケッチブックなども素晴らしい作品ばかり。ＮＨ
Ｋの番組「歳月」は感動です。是非１度展覧会をお願いします。イラストレーター
ターみはしたかこさんの作品は素晴らしい。もっと大きな絵なら見やすいけど。妖怪
も民話など基にされ素晴らしい。

市内

・子供達の作品もすばらしかったし、写真展もよかったです。 市内

・佐々岡健次氏画。 市内

・みはしたかこさんの原画。佐々岡健次さんの妖怪画。 市内

・石見の力とても良かったです。素晴らしい作品を鑑賞したいです。 市内

・小学１年生の絵が素敵でした。 市内

・石見の作家さんの作品を見られて素晴らしかったです。 市内

・良かった。もう少し回数を増やして展示会をしてほしい。作品は素晴らしかったで
す。

市内

・小学生（特に１年生）の絵に感動。感情をぶつけたエネルギーを感じました。 市内

・妖怪の企画、楽しく鑑賞しました。地元の題材で興味深くみました。

・写真展はさまざまな題材が美しく写し出されていて楽しかったです。

・浜田市内の方々の作品が多くあり、親しみがわく。 市内

・どの作品もすばらしく、時にはこんな時間も必要と感じる。 市内

・すばらしかったです。 市内

・子ども達の作品が伸び伸びとしてしていてよかった。戦後生まれの昭和育ちとはず
いぶん異なっていると思いました。

江津

・コロナ禍で写真を見て、あらためて日本にうまれ石見で育ち生きたことしあわせに
思いました。

市内

・描いたとは思えぬような絵に感動しました。まるで写真みたいでした。 大田

・楽しいタイムをありがとうございました。ぜひ又来ます。 市内

・興味深く拝見しました。とても素晴らしかったと思います。 市内

・佐々岡健次、印象に残りました。 市内

・石見の方々の作品にふれよかったです。 益田

【石見のチカラ展】２０２１．６．５（土）～７．１１（日）
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