長野県信濃美術館の整備検討に係る中学生アンケート結果（暫定版）
アンケート総数
学年
3

213

人数
213

性別
男
女

人数
105
108

問１ これまでに信濃美術館に行ったことがありますか。
区分
あり
なし

人数
39
174

構成比
18%
82%

,
あり,
18%

なし,
82%

問２ 問１で「あり」と答えた人は次の（１）～（４）まで記入してください。
（１）何回くらい行きましたか。
回数
１回
２回
３回以上

人数
22
6
11

構成比
56%
15%
28%

３回
以上,
28%
２回,
15%

１回,
56%

（２）だれと美術館に行きましたか。（複数回答）
誰と
小学校活動
家族
中学校部活動
中学職場体験
友達
その他

人数
1
31
9
0
3
0

（３）信濃美術館・東山魁夷館で何をみましたか。
展示作品
・トリックアート展 ・五感でアート ・つぼ ･絵画 ・手塚治虫展 ・エジプト展 ・（弟の絵が飾られたので）弟の絵
・デザインアート展 ・自分の展示された作品 ・様々な人が描いた作品 ・ピカソの絵画 ・ジブリ展
・（あまり覚えていないが）全国を回っている有名な画家 ・油絵 ・自分と同学年の人の絵 ・彫刻 ・花火
・親の知り合いの描いた絵 ・自分の入選作品 ・トトロ展 ・ジャガールの絵 ・シャボン玉
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（４）信濃美術館・東山魁夷館へ行って良かったことを記入して下さい。
よかったこと
・夕食時に会話がはずんだ ・けっこう楽しかった気がする ・伝統的な物をたくさん知れたので勉強になった
・中は広くてすごく見やすかった ・エジプトのことを知れた ・色々な表現に触れることができたので良かった
・様々な芸術家の絵を見れて楽しかった ・色々な絵を見れて工夫が分かって美術の勉強になってよかった
・色々な作品があってもっと絵の事が好きになれた ・色々な芸術家の作品があり見ていて飽きなかった
・有名な絵を見ることができた ・世界のことが色々分かった ・静かなので落ち着いてじっくり絵が見れた
・スロープがあって優しいと思った ・様々な技術や工夫が目で感じられた ・とても素晴らしい作品が沢山見れた
・自分と同学年の人の絵がすごかったので私もそのくらい描けるようになりたいと思った ・館内がきれい
・デザインが学べ良かった ・芸術の良さや広大さを知りました ・色の塗り方や影のつけ方を学べた
・駐車場が使いやすい ・広く作品が見やすい ・きれいな建物 ・色々な人の絵があったから良かった
・山や身近にある建物の風景をみれたから参考になった ・きれいな建物で色々な人の絵があって良かった
・普段行かなく自分では描けない物を見ることができた ・おもしろかった ・感動した ・歴史を感じられた
問３ 問１で「なし」と答えた人は次の（１）～（２）まで記入してください。
（１）行かなかった理由は何ですか。
理由
・興味がない ・つまらない ・時間がない ・場所を知らなかった ・存在を知らなかった ・行く用事がなかった
・遊べる場所がなさそうだから ・行く機会がない ・スポーツで忙しく時間がなかった ・遠い
・近くの城山公園には行ったことがあるが気軽に入れる空気ではなかったから ・自転車ではつらい距離
・美術に興味が無い ・部活が忙しい ・美術が嫌い ・めんどうくさいから
（2）どのような美術館であれば行ってみたいですか。
どのような美術館
・美術館がメインではなく他の施設の一部 ・体験できる美術館 ・有名な作品がある
・つい目に入ってしまうような芸術性があり興味を抱ける ・触ったりできる美術館 ・無料の美術館
・楽しくとにかく飽きない美術館 ・絵を説明してくれるガイドさんがいる ・３Dの絵やトリックがある美術館
・ここに来てよかった ・また来たいと思える美術館 ・現代的な美術館 ・食べ物が売っている
・面白い美術館 ・360°美術館 ・見ていて楽しい美術館 ・レストランの窓から作品を見ることができる美術館
・どの年代でもみんなが楽しめる美術館 ・体験できる（絵になりきるとか描いてみる）
・どんな人でも気軽に入ろうと思えて明るい雰囲気の美術館 ・現代的なアートがある ・彫刻がある
・自然の中にあり美しい景観と一緒に素晴らしい作品が見れる美術館 ・座りながらでも見れる美術館
・楽しいところ ・遊ぶところがある ・図書館がある ・著名な芸術家の作品がある ・貴重な体験ができる
・アニメの絵がある ・大きな画がある ・自分でも作品が作れる ・新しい分野の作品がある
・自分が知っている作品が多くある ・ゲームの歴史がわかる ・壁などに画がある ・ゴッホの絵がある
・レストラン、ミュージアムショップがある（充実している） ・建物の外も中も美しくて楽しめる美術館
・風景の絵がある ・飲み物が売っている ・かわいい絵がある ・アトラクションがある ・見ていて楽しくなる絵
・日本でも世界でも有名な作品がある ・設備が充実している ・美術にあまり関心のない人でも分かるもの
・気軽に行ける美術館 ・トリックアートのように驚くような美術館 ・県内の小中高生が描いた絵を飾る
・活躍している芸術家の作品がある ・知らなかったことが分かる美術館 ・明るい雰囲気 ・ダ・ヴィンチの絵
・好きなアーティストの絵があったら絶対に行く ・興味がわく美術館 ・漫画や音楽家など幅広い展示
・体を休めながらも見れる美術館 ・五感を使って楽しめる ・すごい楽しい美術館、
・漫画の名シーンがある ・神話や悪魔に関わる外国の絵がある美術館 ・魅力的な作品が多くある
・休憩所がある ・立体的な絵があって美術館の枠を超えた友達と行ける美術館 ・音楽がある
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問４ 信濃美術館以外で行ったことのある美術館について記入して下さい。
県内の美術館
県外の美術館
行ったことがない

45
27
110

県内の美術館
・松本のジブリ ・水野美術館 ・黒姫童話館 ・諏訪市 ・歴史博物館 ・トリックアート ・松本市美術館
・白樺リゾート近く ・いわさきちひろ美術館 ・安曇野美術館 ・松本市 ・佐久市立近代美術館 ・軽井沢
県外の美術館
東大寺ミュージアム、北陸、東京、21世紀美術館、足立美術館、愛知県、糸魚川ミュージアム、仙台
問５ 県立信濃美術館・東山魁夷館での作品を収蔵、展示している次の芸術家の名前を知っていますか。
芸術家名
東山魁夷
菱田春草
菊池契月
林 倭衛
小山敬三
丸山晩霞

人数
6
2
4
0
1
0

芸術家名
池田満寿夫
草間弥生
萩原碌山
松井康成
ハリー・K・シゲタ
比田井天来

人数
3
64
2
2
2
2

問６ 好きな芸術家がいれば記入してください。
好きな芸術家
・ゴッホ ・ピカソ ・ムンク ・スザンヌ ・草間弥生 ・レオナルド・ダ・ヴィンチ ・ミケランジェロ ・忌野清志朗
・きれいな写真をとる写真家に興味がある
問７ 今後、県立美術館を建て替える場合に、展示や収蔵してほしいものはどんな分野ですか。
(複数回答)
分野
絵画
彫刻
版画
陶芸
染織

人数
92
50
17
22
17

分野
映像
イラスト
デザイン
アニメ
その他

人数
95
104
87
118
13

その他
・芸術家に関係なく一般人の作品も見てみたい ・近未来的なやつ ・油絵 ・かっこいいオブジェ ・かわいい絵
・ライトノベル・きりえ、はりえ ・立体的なイラスト ・スポーツの歴史とか ・体験できるもの ・ハリーポッター展
問８ これから立て替える新たな県立美術館に期待することについて、自由に記入してください。
新たな県立美術館に期待すること
・体験ができるのは大きいと思う。子ども達が行きたいと思えばたくさんくると思います。
・外から見ておもしろい美術館にしてほしい ・１日中いてもあきない設備がついててほしい
・誰でも来やすい美術館 ・作品をもっと身近に感じられる美術館 ・美しい美術館にしてほしい
・様々な分野の作品を見れたり触れたりできるようにしてほしい ・館内全体が明るい雰囲気
・皆が居心地良く楽しめる美術館にしてほしい ・様々な作品を見たいので、作品をもっと集めてほしい
・建物がきれいで開放感があるデザインにしてほしいです ・天井を高くしてほしい
・中や外見が美しく子どもも楽しめる美術館にしてほしい ・誰でも楽しめる美術館にしてほしい
・幼児から老人まで楽しめて来てよかったといえる美術館にしてほしい
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新たな県立美術館に期待すること
・小さい子どもが何回も行きたいと思う美術館になってほしい
・駐車場とかたくさんあって入りやすい美術館にしてほしい
・トイレがきれいで使いやすいようにしてほしい ・目だけではなく、肌で感じられる美術館がいいと思います
・美術館の他にも設備が充実していてほしい（快適に！）
・面白いデザイン（見た目とか中とか）の美術館にすれば注目も集まりたくさんの人が来ると思います
・見た目がおもしろい美術館にしてほしい ・木や花などの植物がある美術館にしてほしい
・小さな子も楽しめる美術館にしてほしい ・無料休憩所をつくってください
・絵の位置をもう少し低くしてほしい、位置が高くて見にくい所があったから
・入り口から展示場所が遠く、お年寄りや子供など大変だと思うので近くした方がいい
・絵が動いていて自分たちが動かないとおもしろい ・皆が安心できる楽しい美術館にしてほしい
・いろいろな体験ができ楽しい所 ・誰でも興味のもてるような美術館にしてほしい
・建物自体があそび心のあるもので県外からでも人が来るようなものにしてほしい
・活気のない長野に新しいイベント施設を作るつもりでやってほしい
・長野にしかない！と誇れるものを作ってほしい ・内装も美術感を出してほしい
・みるだけじゃなく遊べて触れる物がいい ・みるだけじゃなく遊べて触れる物がいい ・落ち着く美術館
・お金がかからなくて入りやすい雰囲気の美術感 ・楽しめる美術館にしてほしい
・見ていて飽きない美術館 ・行ったことがない人や若い人も楽しめるようにしてほしい
・人の目をひくおもしろい建物にしてほしい ・建物自体を作品にしてほしい（参考にしてください）
・有名な物や誰でも楽しめる物を展示してほしい ・場所を知らなかったのでCMなどがあってほしい
・建物が美しく整美や清掃がすみずみまで行き渡っている美術館
・もっと宣伝してたくさんの人にし知ってもらい、たくさんの人が来るようにしてほしい
・誰もがまた来たいと思える美術館にしてほしい ・みんなが楽しめるようにしてほしい
・誰でも足を運べるような美術館にしてほしい ・落ち着く場所だけでなく楽しめる美術館にしてほしい
・きれいで美しいところ ・自然がたくさんあり、子どもも学びながら遊べる美術館
・近代的な感じ ・誰もが楽しめる美術館にしてほしい ・子ども（興味がない人）でも楽しめるようにしてほしい
・誰でも入りやすい美術館にして、きれいでゆっくり見ることのできる美術館にしてほしい
・建物が今風なきれいな美術館にしてほしい ・遊ぶスペースがあって走り回れるくらい広くて楽しい美術館
・建物と内装が美しくかっこいい美術館 ・中を広くしてほしい
・木や花がたくさんあって気持ちよく行ける美術館にしてほしい ・誰でも気軽に入れる美術館にしてほしい
・作品だけでなく建物を美しくしてほしい ・見てて楽しい美術館を作ってほしい
・外観でおっ！となるような迫力ある美術館 ・設備が充実していてきれいなところ
・清潔感のある建物にしてほしい、有名な絵をおいてほしい
・きれいで静かな美術館 ・居心地がいい美術館 ・いろいろな展示会や体験などを開催してほしい
・美術館に来た人全員にやさしい美術館にしてほしい
・正直、私はあまり興味がないので楽しくておもしろいものがあると行ってみたいなと思う
・お金が安い ・冷房がきいている ・館内が静かでかすかに音楽が聞こえる美術館にしてほしい
・見やすくて広い美術館がいい ・今までにない美術館（外見など）
・とてもいろいろな展示をしていて飽きない、どんな年代の人も楽しめる美術館
・通りかかったり見たりするだけで興味がもてる個性や技術のある美術館にしてほしい
・広くてたくさんの物が飾ってある美術館にしてほしい ・興味がない人でも興味を持てるような工夫
・館内がきれいでどの世代の方が行っても楽しめるなど充実してほしい
・小さい子どもが行く遊ぶところや休憩室などもほしい ・障がい者でも安心して行ける美術館にしてほしい
・夏は冷房、冬は暖房がしっかりしている ・食事をしながら見れる美術館
・体験や触ることのできる物がある美術館 ・お金がかからない
・何時間いてもあきない美術館（触れたり写真をとれるコーナーがあったりする美術館
・見ている人にワクワクした気持ちにできるような美術館を目指してください！頑張ってください
・ガラスに模様がついているオシャレな感じ ・子どもから大人まで楽しめる優しい美術館にしてほしい
・子どもやお年寄りが来やすい美術館 ・たくさんの人に来てもらうために駐車場を大きくしてほしい
・トイレがきれいであってほしい ・入っただけでも楽しめる美術館にしてほしい
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新たな県立美術館に期待すること
・華やかな美術館にしてほしい ・誰でも簡単に行ける美術館
・バリアフリーが行き届き、子どもからお年寄りまで全ての人に優しい美術館にしてほしい
・老若男女が楽しめてもう一度行きたくなるようなおもしろい美術館
・美しく庭のある美術館にしてほしい ・見て、ここに行きたい！っていう建物
・静かなところの他にも楽しいところ、遊べるところがあったらもっとよくなると思う
・見た目がかっこいいところ！芸術的な！ ・何処に何の絵があるか分かりやすくしてほしい
・見た目から綺麗な美術館がいい ・美術に関連した楽しいアトラクションがほしい
・子どもなどでも見に行こうと思うような美術館 ・誰でも簡単に行ける美術館
・みんながくつろげる ・美術館なので芸術的な建物にしてほしい ・建物の設備が整っているところ
・誰でも楽しめる美術館にしてください ・色々なジャンルのアートが見れる美術館にしてほしい
・子どもからお年寄りまですべての人に優しく外観を美しくいい雰囲気のある美術館にしてほしい
・行って良かったと思える美術館にしてほしい（建物をキレイにしてほしい）
・カフェなど美術館を見たあとにお茶ができるところにしてほしい
・現代風に館内をすっきりさせて、２階を作るのなら車椅子でもいいようにスロープにして
そのスロープにもデザインする
・外見も内見もキレイに ・見て楽しかったり面白かったりすればよい
・イベントなどがあればいいと思う ・見て楽しい美術館にしてほしい
・外観がきれいで少し迷ってしまうような（迷路のような）つくりなら楽しく美術館を見れると思う
・美術館だと分かる建物にしてほしい ・入りやすくて施設が充実していて中学生だけで行けるところ
・中を広くして食事などが取れるところ ・建物自体が面白い美術館にして県外からも人がくるような美術館
・色々な分野の美術系のものをおいてほしい、絵について説明があるといい
・多くの人が興味を持つように様々なジャンルのものを県内唯一の県立美術館として展示してほしい
・バリアフリーが行き届きケガをしない安全な美術館にしてほしい
・いろんな絵がたくさんあり楽しめる美術館にしてほしい ・ジブリみたいな作りにしてほしい
・新しくしなくていい。金のムダ
・建物がきれいでたくさんの作品がある美術館にしてほしい
・カフェなどがある美術館、芸術家が絵を描いているところを見れる美術館
・建物だけでもかっこよく芸術だなと思えるものを作ってほしい
・洋風な感じ（城）の美術館にしてほしい ・建物がきれいで子どもも楽しめる美術館にしてほしい
・歩きやすく、広い建物がいい ・レストランがあってきれいな美術館にしてほしい
・清掃が行き届いていてトイレもきれいにしてほしい ・誰でも気軽に入れる美術館がいい
・長野の山々や自然が描かれた美術館にしてほしい
・子どもからお年寄りまでの人が気軽に見れて楽しめる美術館にしてほしい
・知名度を上げてほしい ・近未来的なデザインの美術館が良い ・五感を全て使って楽しめる空間がほしい
・きれいで誰でも落ち着いてみる雰囲気の美術館にしてほしい ・多目標で様々な人が来れるようにしてほしい
・ユニバーサルデザインを取り入れてほしい ・沢山展示するのではなく、一つ一つを目立たせる
・中学生、高校生でも気軽に入りやすい美術館 ・面白い作りの美術館にしてほしい
・建物のデザインを面白くしてほしい ・外にアート作品があり明るい感じ
・明るい感じで一日中いれるような所 ・色々な年代の人が楽しめるようにしてほしい
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