
平成 29年度夏季特別展覧会「探してみよう！やつしろの宝もの」アンケート結果（回収数 358枚） 

（１）集計 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



（２）印象に残った文化財 

10歳未満・10代 

・刀 40  刀雲生 6  伝青江 2  鐔 12 

 ・宮本武蔵の絵 15  宮本武蔵の木刀 4  宮本武蔵 1 

・妙見宮の神宝 四寅剣 12  

 ・仏像 11  仏像の目が光っているところ 3  阿弥陀三尊像 2  阿弥陀如来像 2 

 ・染革 8 

 ・小早川文書 7 小西行長書状 2  

 ・絹に書かれた加藤正方 2 

・八代城間取図 2 

・まがたま、陶製円面硯、大塚古墳出土埴輪、僧形神坐像 各 1 

・いろいろ・全部 5 

 

20代以上 

 ・刀 19  刀雲生 9  刀正恒 5  鐔 2 

 ・宮本武蔵筆達磨浮鴨図 11 宮本武蔵書状 7 宮本武蔵木刀 4 宮本武蔵由来のもの 7 

・仏像 6  木造阿弥陀三尊立像 7  勢至菩薩像 3  木造阿弥陀如来坐像 2 

・小早川文書 8   

 ・深山の茶壺 8  

 ・男女神坐像 2  木造奬善大師坐像 1 

 ・八代城間取図 6  

 ・千利休書状 6   茶道具関係の焼き物 2 

 ・加藤正方画像 3  加藤正方辞世の句 1  

 ・染革 4      妙見宮神宝の四寅剣 2  古墳からの出土品 2 

 ・田川内貝塚出土貝輪、円面硯、瓦、妙見宮書、春日局書状、伝懐良親王遺品 埴輪、はそう各 1  

 

その他 常設展示より 

・亀蛇 7   

・八代城城郭模型 5 

 ・昔の道具 2 

 ・古墳時代の足跡 1 

 ・日奈久御客屋の瓦 1 

 ・桜九曜象嵌鐔 1 

 ・肥後打刀拵 1   

・肥後鐔 1 

・市川酒店の瓶 1 

・八代妙見祭 1 

・花押 1 

・農機具 1 

 



（３）感想（自由記入） 

・クイズがよかった。（5歳・女子） 

・昔のいろいろなものがあって八代市の宝はすごいと思いました。（6歳・男子） 

・しっていたものもあるしたのしかった（6歳・男子） 

・たくさんのものやしらないものがあってはじめてしった（6歳・男子） 

・むずかしいなと思いました。（7歳・女子） 

・いろんなことが知っておもしろかったです。（7歳・女子） 

・ありがとございました。またきます。（7歳・女子） 

・たいけんしてたのしかったです。（7歳・男子） 

・また何かイベントがあれば来たいです。（7歳・男子） 

・ここにきてよかったと思いました。（7歳・男子） 

・ほとけさまの目がひかっていてこわかった。たのしかったとこわかったです。（7歳・女子） 

・刀がきれいでびっくりした。（8歳・女子） 

・ちょっとむずかしかったけどたのしかったです。（8歳・女子） 

・ひさしぶりにきて問題をとくのがたのしかった。がめのれきしじだいの絵やしゃしんがたくさん

あったのでとてもたのしかったし心にのこったのでまたきてみたいです。（8歳・女子） 

・達磨浮鴨図のかもがかわいいし上手だった。（8歳・女子） 

・むかしのことを知れてたのしかった。またきたいです。（8歳・女子） 

・クイズが楽しかったです。（7歳・女子）（8歳・男子） 

・はくぶつ館が八代市にあっていいと思った。（8歳・男子） 

・いろんな文かざいが見れてよかった。いろいろなことがわかった。（8歳・男子） 

・むずかしかった。（8歳・男子） 

・みやもとむさしのけんがかっこよかったです。（8歳・男子） 

・仏像の目がほんものみたいになっていた。（8歳・男子） 

・八代だけでなく日本中の宝物を見たい。八代にもこんな宝物がいっぱいあるなんてすごいと思っ

た。（8歳・男子） 

・クイズやホンモノの刀がありとても楽しく見ることができました。次は家族全員で来たいと思い

ます。（9歳・女子） 

・みたことのないものをみれてうれしかったです。（9歳・女子） 

・わたしたちがしらないものがたくさんあってとてもびっくりしました。（9歳・女子） 

・見たことない刀やぶつぞうがいっぱいあってすごかったし、「また行きたいな」と思いました。

（9歳・女子） 

・いまのじだいにないものがみられてうれしかったです。（9歳・女子） 

・とてもいろんなものや絵があり、おもしろく勉強になりました。（9歳・女子） 

・いろいろのむかしの物や絵がみれてよかったです。またみにいきます。（9歳・女子） 

・はくぶつ館に八代宝あって、八代宝があるのははじめて知りました。（9歳・男子） 

・すごかったです。刀がきれいでした。（9歳・男子） 

・きてよかったです。またいきたいです。（9歳・男子） 

・かこの物や道具を見学できてうれしかったです。またきてみたいです。（9歳・男子） 

・もんだいをとけてたのしかった。 



・とても昔の刀やつぼ、絵などがてんじされていて、ものしりになった気分でかえれました。また

来たい。（10歳・女子） 

・前にあったことがよくしれた。（10歳・女子） 

・紙でなく絹で書かれている加藤正方さんが書いたのが印象に残った。（10歳・女子） 

・べんきょうになった。またきててんじされているものを見にくる。（10歳。女子） 

・歴史のことがよく分かりました！歴史のものコワイ（10歳・女子） 

・八代の宝が知れてとてもよかったです。また来たいと思いました。（10歳・女子） 

・ぼくはつば林またしち三がいまつすかしがいんしょうにのこりました。どうしてかというとぼく

のすきな丸の中に森がかいてあっていんしょうにのこったからです。ぼくは、みやもとむさしさく

くらがみやもとむさしがすわっているようにみえました。（10歳。男子） 

・意外にびっくりした物が多くて良い勉強になったと思う。（10歳・男子） 

・こういう昔のものが好きで心がわくわくしました。また行きたいです。（11歳・女子） 

・すばらしかった。（11歳・女子） 

・やつしろの宝がよくわかってよかったと思います。次もまた来たいと思いました。（11歳・女子） 

・お客さんが少ないと思いました。台湾の故宮博物館は写真ＯＫで撮影した人がどんどんＳＮＳで

宣伝してくれている。写真ＯＫにしてもっと多くの人に八代の宝ものを見て欲しいと思った。（11

歳・女子） 

・昔のものがたくさんあってきょうみがわいたしみたことのないものもあったからたのしかった。

（11歳・男子） 

・とてもよくてたのしく学ぶことができました。クイズもあってたのしかったし、化石などもあっ

てとてもたのしかった。また来たいと思いました。（11歳・男子） 

・宮地の歴史を知れてよかった。（11歳・男子） 

・みたことのないかたなや宮本むさしがすきなのでよかった。（11歳・男子） 

・１番大きいぶつ像の目が下からみたら本物の目のようなところがすごかったです。（11歳・男子） 

・加藤正方画像、シルクで書いてあるのにビックリした。この博物館に来て「八代にこんなに歴史

があるんだな」ということを感じました。（12歳・女子） 

・すわるいすを空いているスペースにもっとおくとすわりながら見やすくなると思います。（12歳・

女子） 

・今までみたことないものがみられて勉強にもなった。（12歳・女子） 

・染革がとてもていねいに作られているのがよく分かり印象に残りました。（12歳・女子） 

・刀がかっこよかった。（12歳・男子） 

・八代にこんなに宝があるとは思わなかった。たのしかった。（13歳・女子） 

・いろいろな指定有形文化がよくしれたのでよかったです。（13歳・男子） 

・とても興味深い資料がたくさんあり、とても面白かったです。（13歳・男子） 

・ぼくはこの博物かんに初めて来ました。歴史のことや名前を改めてしることができました。さい

しょきたときはどんなところかなと思いました。これからの学習に生かしていきたいです。（13歳。

男子） 

・自分が住んでいるところの地名が出てきてうれしくなった。（14歳・男子） 

・初めて歴史あるものをたくさん見た!昔の人々の知恵とかがたくさんつまっていた!（15歳・女子） 

・学校の勉強に役立つものがたくさんあってよかったです。（15歳・女子） 



・説明も丁寧に書かれていてとても勉強になりました。（15歳・女子） 

・いつも住んでいる八代だけど、八代じゃないような気がして歴史をたくさん知れておもしろかっ

た。時間があるときにまたゆっくり来たいと思った。（15歳・女子） 

・ミッションなどがあり、楽しく見学する事ができました。普段は見れないものが見れてとても楽

しかったです。（15歳・女子） 

・ミッションを探しながら、展示物を楽しく見学できた。このような機会はあまりないので楽しか

ったです。（15歳・女子） 

・八代に文化財が多く驚きました。（15歳・女子） 

・同じ刀でもつくりが違ったので興味深かった。（15歳・女子） 

・自分の知らない地元の歴史を体験できてよかったです。（15歳・男子） 

・はじめて見るようなものばかりで、とても楽しかったです。また来たいです。（16歳・女子） 

・貴重な資料をゆっくり見学でき、大変勉強になりました。楽しかったです。（17歳・女子） 

・展示品の変更に伴い、この展示を見に来たのは２回目ですが、1回目とともに展示、クイズ両方楽

しませていただきました。欲をいいますと、こちらの博物館の展示解説シートを楽しみに見ており

ますので、企画展示でも採用していただければ嬉しく思います。大変楽しませていただきました。

次の展示をお待ちしております。ありがとうございました。（18歳・女性） 

・八代の文化や良さはまだまだ知らないことが多いと感じました。子どもにも伝えていきたいです。

（22歳・女性） 

・八代の歴史を勉強できてよかったです。（22歳・男性） 

・クイズ形式もあり子どもでも興味を持ちながら見ることができると思う。解説の文がむずかしい

ところ、興味をもちにくいところがあったので、もう少しくだくと初めて見る、興味が薄い人でも

「へぇ」という声が出るのではないかと思う。個人的には、八代の自然（地質とか、川によって作

られる土地など）の展覧会があったらぜひ来たいと思います。（23歳・男性） 

・分かりやすい解説もあり、理解しやすかったです。次の展示も見に行きたいと思います。（23 歳・

男性） 

・八代にもこんなに数多くの文化財があることに驚きました。日本刀がとてもかっこよかったです。

（23歳・男性） 

・八代にも数多くの宝があるということを知って八代がもっと好きになりました。子どもたちにも

八代の魅力を伝えていきたいと思った。（24歳。女性） 

・八代にも日本の著名な歴史人と関わりが深い文化財があることがわかりました。（24歳・男性） 

・刀が目的で来館しましたがその他の出品物も見ごたえがありました。茶の湯展に出品されたもの

が八代にあるのですね。後期の千利休絶筆もぜひ見たいです。八千把の文字を見つけようと本気で

探しました。懐良新王の文字は分かりやすく、一部読めたので嬉しくなりました。あと、最近テレ

ビで見た宮本武蔵の木刀があってテンションあがりました。（28歳・女性） 

・八代出身ですが知らなかった事がたくさんありました。これからも宝ものとして大切に守ってい

ってほしいです。（28歳・女性） 

・八代城の間取図、大きさ、鮮明さにびっくりしました。八代の宝は物だけでなく、風習、現在あ

るものも宝として残っていることにびっくりしました。（30歳・女性） 

・刀や書状など実物を見て、実際に昔使われていたんだと考えるととても興味が沸きました。（32

歳・男性） 



・八代にこのような重要文化財があるとは知らなかった。ぜひ周りにすすめたい。（32歳・男性） 

・何百年も前のものがこんなにきれいな状態で保存されていることに関心しました。紙が当たり前

のように身近にあってどんどん捨ててられていく現代、紙が高価で貴重なものだった時代があった

ことに思いを馳せることができて良かったと思います。（34歳・男性） 

・有形文化財の多さとその貴重さに驚いた。昔から大切に守られてきた文化財の存在を知るきっか

けとなり良い時間を過ごすことができました。クイズにも参加させてもらいました。（37歳・女性） 

・おもしろかったです。（37歳・男性） 

・説明があって、更にその価値が分かりますので、探してみようの取り組みはおもしろかったです。

八代にもすばらしい文化財があることがわかり、子どもたちにも知らせたいと思いました。地域を

好きになる、誇りに思うきっかけになると思います。（38歳・女性） 

・文化財ってたくさんあるのですね。（39歳・女性） 

・クイズが意外と難しくて真剣に取り組みました。楽しかったです。（39歳・女性） 

・小学生の子どもと一緒に宝ものさがしを楽しめました。（40歳・女性） 

・博物館 HPに出品リストを早くからアップされていたので、何が展示されるかが早くから分かって

とても助かりました。展示品の見所が多く、解説も分かりやすくて来てよかったと満足です。（40

歳・女性） 

・色々な文化財を見ることが出来よかったです。（40歳・男性） 

・子どももクイズをすることで興味をもって見ることができて、とてもよかったです。（41 歳。女

性） 

・宝もの探しのようにしてもらうと真剣にみようとするので、こういう企画を今後も続けてほしい

です。（42歳・男性） 

・夏休みの展示は子供向けで考えてあるのでしたら、漢字にふりがなをもう少し多くつけてもらえ

ると見学する側は助かります。（43歳・女性） 

・本当にお宝がたくさんあって驚きました。（43歳・女性） 

・見どころが多くてとてもよかったです。刀の展示が多かったのでそれを目当てに来たのですが、

他の工芸品もとてもよかったです。松井文庫の「宗近」の展示をまってます。（44歳・女性） 

・心地よい空間でした。また来たいと思います。八代の妙見祭のことなど係の方に詳しく教えてい

ただき楽しかったです。（46歳・女性） 

・子どもたちにもっと見せてあげたいです。歴史的にも貴重な史料が八代にはたくさんあるので。

（46歳・女性） 

・クイズが難しかった。（48歳・男性） 

・八代市文化財カード 知らないところがたくさんあると感じました。もっと皆が知れば気持ちが

豊かになると思いました。（50歳・女性） 

・八代の文化歴史は充分ストーリーとして発信できるものであると思いました。文化歴史は点でと

らえるよりストーリーで示されると興味がわくと思いました。文化はそれを伝え守ってきた先人の

思い、努力があってこそのものだと思います。これからも大切にしていきたいと思います。（52歳・

男性） 

・展示品の保管、建物の維持管理等大変だとは思いますが今後も良い展示を期待します。八代の文

化に触れる事ができ、大変参考になりました。（53歳・男性） 

・博物館宝もの探しのミッションは子供さんたちも頑張っていたのですごくよかったと思います。



（54歳・女性） 

・とても貴重な文化財を見ることができました。大切にして欲しいです。（54歳・男性） 

・日頃目にできないさまざまな宝を見ることができて楽しく過ごすことができました。（55 歳・女

性） 

・いつも楽しませていただいています。（57歳・女性） 

・説明文が子供にも理解しやすく表現してありました。天草に行く途中にどこか寄る所はないかと

ネットで調べて参りました。”宝もの”いいタイミングで見ることができ感謝です。（58歳・女性） 

・ぜひ見たかったものが見れてとてもうれしいです。（59歳・男性） 

・貴重な品（展示品）を見れてよかったです。（59歳・男性） 

・とても良い。次も行ってほしい。（59歳・男性） 

・見ごたえがあります。じっくり見るには２，３時間必要か。（59歳・男性） 

・ここはいろいろすばらしい特別展をされているので、もっと大々的にコマーシャルしていただけ

るとうれしいです。「え～知らなかった」ということが何度かあったので。（61歳・女性） 

・他県生まれで八代にきました。歴史のことは全くわかりませんでしたが、先頃、出版された市の

本で少し勉強しました。その上で展示を見て、少し勉強になりました。（69歳・女性） 

・八代城間取図がすごい。（67歳・男性） 

・八代にこれだけの文化財がある事にビックリしました。宮地・龍峰地区は学校の役員をしていた

頃、生徒を夏休みの自由研究で廻った事があり、なつかしさも感じました。今回又多くの文化財を

鑑賞する事ができて良かった。又この様な機会があったらぜひ観てみたい。（68歳・男性） 

・貴重な展示品の数々に感動しました。（69歳・男性） 

・八代にこんなに沢山の文化財が有ることを改めて知ることができました。もっともっと広く知っ

てほしい。（70歳・女性） 

・このクイズのアイデアは GOODでした。より綿密にものを見ることになりました。八代市立博物館

は企画がいつもすばらしい。（70歳・女性） 

・八代にこんなにたくさんの宝があるとはおもいませんでした。感激です。（74歳・男性） 

・50 点ほどの作品はどれも歴史の中の様子を伝える重要なものであると感じた。子どもたちに伝え

ていきたい。（女性） 

・クイズがあることで子どもが一生懸命見ていた。（女性） 

・クイズが思ったより難しかったです。でも子供と一緒に楽しめました。（女性） 

・地元にこれ程の宝物があることは誇らしいことだと思う。反面いかに認知度も低く（自身の）無

知であるかも再認識させられた。どの文化財も素晴らしくよい社会勉強になった。（女性） 

【夏季展覧会の感想以外】 

・階段が長いので雨の日とかお年寄りは危ないと思います。エレベーターはちょっと使いにくいで

す。（女性） 

・花押について知りたいです。貴重な資料をみれてとてもよかったです。（女性） 

・八代水軍についても資料展示してもらえれば・・・。（61歳・男性） 

・もっと市民へアピールを（55歳・男性） 

・肥後金工のコーナーが充実していた。（35歳・男性） 

・子供向けの展示を 7月 8月、12月 1 月、3月 4月にやっていただけると助かります。（31歳・男

性） 


