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広島アートプロジェクト実行委員会
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開 催 概 要
広島アートプロジェクトは、広島市立大学芸術学部の教員と学生が中心となり、2007 年の「旧中工場
アートプロジェクト」以来、
「地域におけるアートの役割」
「アートによる都市の遊休施設の活用」
「アー
トによる国際交流」をテーマに掲げて、広島市中区吉島地区を中心に、展覧会、ワークショップ、講演
会、イベントなどを開催してきました。４年目の広島アートプロジェクト 2010 は、テーマに「検証」を
掲げ、これまでの活動を振り返り、今後の広島アートプロジェクトが進むべき方向を考えていく二つの
企画を実施しました。
企画１「検証 07-09」では、過去３年間におこなってきた展覧会を資料や映像によって振り返るととも
に、大学が関わる他地域のアートプロジェクトを調査し、比較することで、私たちのプロジェクトの特
徴を明らかにしました。企画２「野外芸術センター」では、広島アートプロジェクトが活動をしてきた
広島市中区吉島地区の野外に、仮設のアートセンター（展示スペース、創作スタジオ、劇場、図書館、
文化情報センターなどを併せもち、様々な形でアート、演劇、音楽などの文化を体感できる複合文化施
設）をつくりました。このアートセンターで、広島におけるアートのあり方を探るために、広島の地域
性を考える展覧会やパフォーマンス、ライブイベントなど、様々な企画を実施しました。

事業名

広島アートプロジェクト2010 ここまでと、これからを探る
企画１：検証07-09

企画２：野外芸術センター

会期

2009年9月4日（土）- 9月20日（月・祝）火曜日休み

会場

企画１：広島市立大学芸術資料館

入場料

HiroshimArt展（野外芸術センター内）のみチケットを発行（会期中有効）
一般：200円

11:00〜17:00

企画２：広島市吉島公民館敷地内

学生（大学生・専門学校生等）：100円

高校生以下：無料

参加作家

27組の作家が参加（作家リストp. 10参照）

ディレクター

柳幸典（アーティスト・広島市立大学芸術学部准教授）

企画

CA+T

企画担当

今井みはる（アートコーディネーター・広島市立大学芸術学部非常勤助教）

主催

広島アートプロジェクト実行委員会

共催

公立大学法人 広島市立大学

助成

財団法人 文化・芸術による福武地域振興財団、公益財団法人ひろしま文化振興財団、
社団法人中国建設弘済会

特別協賛

広島バス株式会社、株式会社フレスタ

協力

アサヒビール株式会社、財団法人広島市ひと・まちネットワーク吉島公民館、
広島市中区吉島学区社会福祉協議会、広島市中区吉島東学区社会福祉協議会

専用WEBサイト

www.hiroshima-ap2010.jpn.org
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組 織 構 成
広島アートプロジェクト実行委員会

理事長：竹澤雄三
副理事長：大井健次
理事・執行委員長：柳幸典
執行委員：加治屋健司、他数名
（平成 22 年 9 月当時、現在編成中）

広島アートプロジェクト 2010 プロジェクトチーム

代表：大井健次
ディレクター：柳幸典
コンセプトマネージャー：加治屋健司
企画担当・運営管理：今井みはる

運営管理補佐：梶木淳子、田邉美奈子
企画運営・会場構成担当：増田純、本間美穂子
広報・情報管理・ドキュメント担当：岡田寿枝
デザイン担当：寺原慧、鹿児島藍
ウェブ・イベント担当：土井翔太
会計・実施管理担当：新澤望

企画運営補佐：広島市立大学芸術学部現代表現領域（入江早耶、齋藤彩佳、鹿田義彦、諫山元貴、石黒健一、水口
鉄人、上村晴香、岸かおる、坂本史、都築透、大下晶子、下井田麻美、野末森恵、広田明代、山中友美）

ボランティア：内田孝太、内山知美、永田美樹、西岡明朗、岡崎哲也、向井茂子、竹田美沙、矢藤絢子、乾晃司朗、
大西里佳、下神里美、中山紗樹、内丸有樹、吉岡辰訓、新谷裕太

まるよし担当：大平絵美、浮田茉侑、原菜月
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実 施 内 容

これまでの活動を検証する展覧会を開催しました。過去３年間におこなってきた展覧会を振り返りながら、私たちは何を目指し
てきたのか、何をどこまで達成できたのかを探っていくものでした。また、広島アートプロジェクトは、広島市立大学芸術学部
の教員と学生が中心となって運営しています。大学が関わる他地域のアートプロジェクトを取材調査し、比較することで、私た
ちのプロジェクトの特徴を明らかにして、今後の進むべき方向を探っていきました。

▶ 広島アートプロジェクト３年間の軌跡
広島アートプロジェクトは 2007 年に始まり、毎年、展覧会を開催してきました。展覧会の概要を、作品や写真、映像などを交
えて展示し、広島アートプロジェクトの活動を振り返り、プロジェクトの目標とその達成度を検討していきました。今回新たに、
かつてプロジェクトに携わったスタッフにインタビューをした映像を公開しました。

広島アートプロジェクトは、公共施設、商業施設、遊休施設、生活空間など、通常は展示空間とならない場所に作品を展示する
ことによって、アートが、それぞれの場所との関係で重要な意味をもつことを訴えてきました。美術館にある白い壁の展示スペ
ースではなく、人々が生活する社会のただ中に置かれたアートは、社会と切り結ぶメッセージを投げかけます。
そして、広島アートプロジェクトは、地域に根ざすと同時に、国際的な視点をもって活動を行ってきました。広島市の吉島地区、
被爆建造物、ゴミ焼却施設などで行うローカルな展示は、地域の振興、戦争と平和、環境と経済というグローバルな問題を照射
しています。「CAMP ベルリン−ヒロシマ」展では、地域から世界に向けて発したメッセージが、世界各地の人たちとのコミュ
ニケーションを生み出しました。地域と世界をダイレクトに繋げる可能性を示すことができたと言えます。
広島アートプロジェクトがもう一つ取り組んできたのは、地域に埋もれている文化資源を見つけて活用する提案です。2007 年
には遊休施設の旧中工場で展覧会を行い、08 年にはその魅力的な室内空間を展示スペースにする模型を展示しました。09 年の
「吉宝丸」は、旧中工場を含む吉島地区を船に見立てた展覧会でした。地域にアートセンターを設けることは、施設を有効活用
するだけでなく、地域の賑わいを創出することになります。
地域展開型の広島アートプロジェクトは、社会の中で先端的な作品を展示し、地域からグローバルに思考することを実践してき
ました。それは、アートを社会の中で考え、地域の文化資源とともにアートの可能性を広げる取り組みだったと言えるでしょう。
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▶ 他地域のアートプロジェクトとの比較
全国各地のアートプロジェクトのうち、大学が関わっているものを中
心に調査・研究して、広島アートプロジェクトのあり方を検討しまし
た。大学が関わるアートプロジェクトは、教員や学生の専攻、大学の
関わり方、行政との関係などによって、大きく異なります。他地域の
事例と比較することによって、広島アートプロジェクトの特徴を明ら
かにし、今後の進むべき方向を探っていきました。
【調査大学／プロジェクト】
東京藝術大学「取手アートプロジェクト」
（1999 年−）
、東京藝術大学「藝大・
台東・墨田観光アートプロジェクト」（2010 年−）、金沢美術工芸大学「金沢
アートプロジェクト」
（04 年−）
、千葉大学「千葉アートネットワーク・プロ
ジェクト」
（03 年−）
、首都大学東京「サバービア東京プロジェクト」
（08 年−）

一口に「大学系アートプロジェクト」と言っても、大学によって、そ
の取り組みは大きく異なっています。アートプロジェクトは、展示だ
けでなく、イベント、ワークショップ、ライブを行うこともあります。
学生が中心となって考える企画や、アーティストが作る企画もあれば、
教員が主導する企画や、アーティストが前面に出てこない企画もあり
ます。大学系アートプロジェクトは、制作の主体や方法、作品の形態
などの点で「実験的」と言えるアートに積極的に取り組んでいること
がお分かりいただけたと思います。
大学系アートプロジェクトは、教育研究や行政との関わり方にも一石
を投じています。これまで、美術系大学は技術の習得を重視してきま
したが、社会情勢の変化とともに、作家として自活するためのマネジメント能力の育成も必要になってきました。アートプロジ
ェクトは、作品を作るだけでなく、自らをプロデュースする能力を身につける場になりつつあります。そして、大学系アートプ
ロジェクトの多くは、行政との関わりを強めています。主要都市で行われる大学系アートプロジェクトは、行政からの補助金等
を得て、各地域の文化芸術振興政策の一翼を担い、産学公民の連携を推進しつつあります。大学系アートプロジェクトは、もは
や美術作品を展示するだけの場ではありません。教育研究や地域貢献活動とも連動しながら、アートを用いて、総合的かつ計画
的に文化芸術の未来を切り開いていく試みなのです。

▶ まとめ
これまで見てきたように、広島アートプロジェクトは、アートとそれが置かれる場所との関係を重視し、社会と切り結ぶアート
の可能性を追求してきました。地域から世界について考えることの大切さを訴え、地域の文化資源を活かす方法を提案してきま
した。また、各地で行われている大学系アートプロジェクトは、大学の教育研究や地域貢献活動と連動しながら、文化芸術の未
来をつくっていく試みであり、広島アートプロジェクトもまた、その実験に積極的に取り組んできました。
アートプロジェクトは、ゼロ年代（2000-10 年）に盛んになりました。それは、01 年の文化芸術振興基本法の施行を受けて、
地方公共団体が文化芸術振興に関する条例や計画を定め始めた時期と軌を一にしています。国際平和文化都市を都市像とする広
島市は、19 政令指定都市のうち、基本法施行以後に文化芸術振興に関する条例や計画を定めていない 3 都市の一つです。文化
芸術振興に貢献するアートプロジェクトには、大きな期待が寄せられています。広島アートプロジェクトは、地域住民と協働し
て活動できるアーティストの育成、アートを通じてのまちづくり、広島における文化芸術の振興を目指してきました。しかし、
文化芸術の振興は、大学の一研究室だけの力で実現できることではありません。行政、大学、文化団体、企業等が力を合わせて
推進する必要があります。広島アートプロジェクトの試みがそのきっかけとなることを願っています。
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実 施 内 容

広島アートプロジェクトが活動をしてきた広島市中区吉島地区の野外に、仮設のアートセンター（展示スペース、
創作スタジオ、劇場、図書館、文化情報センターなどを併せもち、様々な形でアート、演劇、音楽などの文化を体
感できる複合文化施設）をつくりました。地域とアートが出会うこのアートセンターで、広島におけるアートのあ
り方を検証していきました。吉島地区は、広島市の都市軸の末端に位置すると同時に、瀬戸内海に向かって開かれ
た場所です。吉島地区から広島を読み解く展覧会やパフォーマンス、ライブイベント、作品鑑賞ツアーなど、様々
な企画を実施し、今後の方向性を探っていきました。
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【主な企画】

▶ 被爆キョウチクトウの森（仮称）プロジェクト
戦後の広島に希望と光を与えた花の森に向けて

キョウチクトウは、被爆焼土にいち早く咲いた花です。被爆した樹木を、地球温暖化の防止に使用することによって、核と二酸
化炭素という、二つの「毒」を除去しようとする竹田直樹＋上田博文のプロジェクトです。2007 年の「旧中工場アートプロジ
ェクト」で、被爆キョウチクトウは吉島地区に植樹されて、大量の苗ができました。その苗によって広島市や他地域を緑化する
ために、吉島地区にキョウチクトウの森（仮称）をつくるプロジェクトを始めました。今年は、苗の配布、販売、植樹をしまし
た。それと同時に、地域住民を交えたフォーラムによってこのプロジェクトの名称を広く募集しました。
アー ティ ス ト： 竹田直樹＋上田博文

▶
広島という地域性を読み解く展覧会
広島の出身、在住、または関わりのある現代美術の作家に焦点を当てた展覧会を開催しました。吉島地区は、広島平和記念公園、
広島市環境局中工場（ゴミ焼却施設）、遊休施設の旧中工場を併せもっています。吉島地区から広島の文化を発信しつつ、広島
という地域が現代美術にもたらす可能性を考察する展覧会となりました。

参加アーティスト：別項参照（p. 9）

ハン・シュク・ジョ《白い雲》
《白い庭》

大下晶子《TAMURO》

山口修平《パンツ戦ぐ風景》

岸かおる《きのこ雲》

坂口直也《SURECHI-Guy》
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【会場マップ】
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参 加 作 家 一 覧

作家名 / ローマ字

出品年

ゲルトシャイサーズ / Geldscheissers

2007 年

（柳幸典＋棚次理＋大橋実咲 / YANAGI Yukinori, TANATSUGU Osamu and OHASHI Misaki）

柳幸典企画室 / PEACE SCOPE project team

2008 年

マルチバース / Multiverse （岩崎貴宏＋友枝望 / IWASAKI Takahiro and TOMOEDA Nozomi）

2009 年

被爆キョウチクトウの森（仮称）プロジェクト
作家名 / ローマ字
竹田直樹＋上田博文 / UEDA Naoki and TAKEDA Hirofumi

作家名 / ローマ字

出身 / 在住

作家名 / ローマ字

出身 / 在住

ハン・シュク・ジョ / Fan Shuru

中国 / 広島

大下晶子 / OSHITA Shoko

広島 / 広島

藤原勇輝 / FUJIWARA Yuki

鳥取 / 鳥取

岡孝博 / OKA Takahiro

広島 / 東京

池田和子 / IKEDA Kazuko

広島 / 広島

オマル・ロサレス / ROSALES Omar

メキシコ / 広島

いさじ章子 / ISAJI Shoko

岐阜 / 広島

坂口直也 / SAKAGUCHI Naoya

ドイツ / 東京

入江早耶 / IRIE Saya

岡山 / 広島

鹿田義彦 / SHIKADA Yoshihiko

広島 / 広島

上村晴香 / UEMURA Haruka

愛知 / 広島

下井田麻美 / SHIMOIDA Asami

広島 / 広島

木村華苗 / KIMURA Kanae

広島 / ドイツ

谷尾勇滋 / TANIO Yuji

広島 / 福岡

岸かおる / KISHI Kaoru

広島 / 広島

都築透 / TSUZUKI Toru

埼玉 / 広島

松尾真由美 / MATSUO Mayumi

香川 / 広島

山口修平 / YAMAGUCHI Shuhei

広島 / 広島

中原智美 / NAKAHARA Tomomi

広島 / 東京

山中友美 / YAMANAKA Tomomi

大分 / 広島

中出武彦 / NAKAIDE Takehiko

広島 / 東京

祐源紘史 / YUGEN Hirofumi

岡山 / 広島

野末森恵 / NOZUE Morie

茨城 / 広島

計 27 組
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開 催 記 録
Ⅰ. 入 場者数
1) 入場者数（※計 15 日間）
入場者の集計を行った２会場の入場者数は以下のとおりである。

1,020 人（２会場の合計入場者数、平均 68 人/日）

会場名（企画名）

入場者数

広島市立大学芸術資料館（検証 07-09）

254 人

広島市吉島公民館敷地内（野外芸術センター）

766 人

合計

1,020 人

有料入場者数：430 人（野外芸術センター内で開催した HiroshimArt 展のチケット購入者）
無料入場者数：590 人（検証 07-09 の鑑賞者、無料鑑賞券利用者（吉島地区の方限定）、高校生以下を含む）

2) 入場料金
HiroshimArt 展(野外芸術センター内) のみ有料鑑賞としてチケットを販売した。

区分

料金

一般

200 円

学生（大学生・専門学校生等）

100 円

高校生以下

無料

チケット販売総数：430 枚
※チケットは会期中有効。
※障害者手帳を持参の方とその介護者１名の方は無料。
※野外芸術センターでは、HiroshimArt 展以外は無料。
（カフェを除く）

Ⅱ. ド ネート
会期中、野外芸術センターのインフォメーションにてプロジェクトへのドネート（寄付金）を募るドネートボックスを設置した。

合計金額

17,726 円

使用用途：図録制作費の一部に補填します。
※ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。
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Ⅲ. イ ベント・関連 プログラム
1) 会期前のプログラム
（a）説明会
ⅰ）8 月 8 日（日）14：00〜15：00

広島市立大学オープンキャンパス内

広島市立大学の教員・学生、オープンキャンパスの参加者へ向けた説明会を開催。来場者数は、約 50 名。

ⅱ）8 月 22 日（日）18：00〜20：00

広島市吉島福祉センター

吉島地区の各役員の方々に向けた説明会と懇親会を開催。参加者は、約 20 名。

2) オープニング関連行事
（a）プレビュー
9月3日（金） 14：00〜17：00

広島市立大学芸術資料館、広島市吉島公民館敷地内

スポンサー、一般の方々を対象にした内覧会を開催。参加者は、13名。

（b）オープニング・パーティー
9月3日（金） 18：00〜20：00

広島市吉島公民館敷地内

出席者は、約100名（美術関係者、吉島地区の方々、広島市立大学関係者、広島市関係者等）。

3) 会期中のイベント（※時系列順）
（a）坂口直也によるパフォーマンス
9 月 4 日（土）〜20 日（月・祝）※会期中毎日

広島市内各所

SURECHI-Guy（擦れ違い、スレチ街、SURECHI-Guy、すれち害、すれち我意） in Hiroshima
SURECHI-Guyという男(作家本人)が広島の街をすれ違う。街に落ちている廃材を拾い、それを増幅してゆく作品。

（b）藤原勇輝によるパフォーマンス
9 月 5 日（日）、11 日（土）、20 日（月・祝）

広島市吉島公民館敷地内

ペーパークラフト型ミサイル
破壊兵器へのリアリティーを示唆し、広島における平和になれどもぬぐい去る事ができない「破壊」を考察する作品。

（c）ライブイベント
9 月 11 日（土）17：30〜19：30

広島市吉島公民館敷地内

野外で音楽（DJ：Chockee、LIVE：Stabilo、ゴトウイズミ＋アコーディオン）
広島を拠点に、それぞれ独自の音を追求している 3 組のミュージシャンを迎えてのライブイベント。
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（d）ガイドツアー
9 月 15 日（水）〜9 月 20 日（月・祝）11：30〜12：00、14：30〜15：00
二つの会場で、ガイド付きのツアーを開催。

（e）いさじ章子によるパフォーマンス
9 月 18 日（土）16：00〜19：00

広島市吉島公民館敷地内

インプロヴィゼーション・ライブ（16：00〜17：00）
「なにげに残暑の昼下がり、まったりのんびり自由気ままなセッションライブ」
いさじ章子[ハルコ]（チャンゴ、声、創作楽器）、庄子勝治（サックス）、望月彰（口琴、鼻笛、その他）
賛助参加アーテイスト：なかのやすお（篠笛、たて笛、フルート）、井原伸英（身体表現、声）、寺岡むつこ（獅子舞）

サウンド・アート・パフォーマンス（18：30〜19：00）
「女と顔・ゲンバク乙女によせて＝ハルコの禁じられた遊び」
いさじ章子[ハルコ]（身体表現、パーカッション）、庄子勝治（サックス）、望月彰（映像）

（f）岡孝博によるパフォーマンス（朗読会）
9 月 18 日（土）、19 日（日）

広島市吉島公民館敷地内

吉島 岡印刷所ー和の波動
岡の母親の協力の元、展示されていた印刷機によって刷られた印刷物を手にした朗読会を行う。

（g）フォーラム
9 月 19 日（日）14：00〜15：00

広島市吉島公民館敷地内

被爆キョウチクトウの森（仮称）プロジェクトフォーラム
プロジェクト名や植樹場所のことなど、地域の方々と意見交換をしていくフォーラムを開催。
参加者は、吉島地区の住民の方々、一般市民、アーティスト、学生等。

（h）クロージングパーティー
9 月 20 日（月・祝）18：00〜20：00

広島市吉島公民館敷地内

出席者は、約50名（美術関係者、吉島地区の方々、広島市立大学関係者、広島市関係者等）。
吉島女性会による食事と、株式会社オタフクの特別協賛により広島風お好み焼きが振る舞われた。

1) 会期後のプログラム
（a）宣伝活動
10 月 16 日（日）13：30〜14：00

広島市吉島福祉センター

吉島地区の住民に向けた説明会を開催。これまでの活動と今年の活動を紹介。参加者は、約 70 名。
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Ⅳ. ボ ランティア
2010 年 8 月より会期終了まで、広島市の広報誌や地域新聞、ホームページ等を通じて募集を行った。
会期前には内覧会も実施し、参加者のプロジェクトへの理解を深められるよう努めた。
参加者は高校生から年配までと幅広く、昨年に引き続いて応募してくれる吉島地区の方もいた。

▶ ボ ラン テ ィア 参加 者 名
内田孝太、内山知美、永田美樹、西岡明朗、岡崎哲也、向井茂子、竹田美沙、矢藤絢子、乾晃司朗、大西里佳、下神里美、中山
紗樹、内丸有樹、吉岡辰訓、新谷裕太

▶ 活 動内 容
展覧会の受付及び監視、関連イベントのサポートなど、現場での作業を通し、プロジェクト運営をサポートした。
（1）インフォメーションでの受付、グッズ販売
（2）会場での作品監視及び来場者への対応
（3）カフェのスタッフ
（4）関連イベントのサポート
（5）各作品制作の補助

▶ 待遇
オリジナル T シャツの進呈、会期中の飲料物の支給。プロジェクト終了後のカタログも進呈予定。

Ⅴ. 広 報
会期終了までのプレス発表やリリースの流れは以下の通り。
期日／場所

実施事項

内容

6 月 24 日（木）

第 1 回プレスリリース（ウェブ配信）

企画名、開催期日発表

8 月 3 日（火）

広報物（ポスター、チラシ、プレスリリ

メディア関係者、美術関係者、プロジェクト

ース）郵送

の協力者への広報物送付を行った

学内説明会

広島市立大学のオープンキャンパス内にて、

8 月 8 日（日）
広島市立大学

プロジェクトの説明会を開催

8 月 22 日（日）

地域説明会

吉島地区の方に向けて、プロジェクトの説明

吉島福祉センター

会を開催

8 月 27 日（金）
広島市役所 11 階
8 月 31 日（火）

記者発表

展覧会の企画コンセプト、参加アーティスト、

市政記者室

主要プログラムを公開
第 2 回プレスリリース（ウェブ配信）

展覧会の企画コンセプト、参加アーティスト、
主要プログラムを公開
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▶ パブリシティ
各メディアの主な掲載情報は以下の通り。
（2010 年 11 月 5 日現在）

【展覧会紹介】
＜雑誌＞
「アートスポット Guide」『美術手帖』、940 号、2010 年 8 月、96 頁.（株式会社美術出版社）
「広島生まれのアートを体感できる展覧会へ」
『WINK 広島』、203 号、2010 年 9 月、112 頁.（株式会社アスコン）
「広島のアートシーンを牽引！４年目となるアートプロジェクト」
『TJ Hiroshima』
、401 号、2010 年 9 月、97 頁.（産興株式会
社）

＜新聞＞
『産経新聞』、2010 年 8 月 27 日、朝刊 22 面.

＜テレビ＞
「お好みワイドひろしま」『NHK 総合』、2010 年 9 月２日.
「RCC ニュース６」『RCC 中国放送』
、2010 年 9 月６日.

＜フリーペーパー＞
「広島アートプロジェクト 2010」
『市民と市政』
、1418 号、2010 年 8 月 15 日、8 面.（広島市広報課）
「広島アートプロジェクト 2010 ここまでと、これからを探る」
『Workin』
、470 号、2010 年8 月、32 面.（株式会社廣済堂）
『Cue』
、2010 年 9 月.（中国新聞社・メディア中国）
「広島アートプロジェクト 2010」
『地域創造レター』
、185 号、2010 年 9 月、10 頁.（財団法人地域創造）
『to you』
、2010 年 9 月.（広島市文化財団）
「広島アートプロジェクト 2010」
『ウェンディ広島』、106 号、2010 年 9 月、22 面.（ウェンディ企画株式会社）
「広島アートプロジェクト 2010 ここまでと、これからを探る」『ラーラぱど』
、2010 年 9 月、81 頁.（株式会社ぱど）
「広島アートプロジェクト 2010 ここまでと、これからを探る」
『まるごと安佐南＆安佐北。』
、2010 年 9 月、12 頁（株式会社ザ
メディアジョン）
「広島アートプロジェクト 2010 ここまでと、これからを探る」『月刊 ino』
、2010 年 9 月、70 頁（株式会社 KG 情報）

＜ラジオ＞
「和佐由紀子のうららか日曜日」
『RCC ラジオ』
、2010 年９月 12 日.

＜ウェブサイト＞
『KALONSNET』2010 年 7 月 30 日
http://www.kalons.net/index.php?option=com̲content&view=article&id=3439&lang=ja
『i ひろしま広島県観光連盟』、2010 年 9 月 3 日
http://www.kanko-hiroshima.or.jp/2010/09/03/hiroshima-art-project-2010/
ミニ展示「広島と日本各地のアートプロジェクト」
『広島県立図書館』
、2010 年 8 月 31 日
http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/hp/page000001300/hpg000001244.htm
「広島アートプロジェクト 2010」
『SHIFT』
、2010 年 7 月 21 日.
http://www.shift.jp.org/ja/blog/2010/07/hap2010/
『ひろしまナビゲーター』、2010 年 8 月
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http://www.hiroshima-navi.or.jp/
『広島 検島誌.cc』
、2010 年 8 月 6 日
http://www.kentoushi.cc/pg/event/event.php?id=20100004#20100004
『Webland 広島』
、2010 年 8 月 21 日
http://www.webland-hiroshima.com/

【批評／レビュー】
＜新聞＞
道面雅量「地域に根差した表現」
『中国新聞』
、2010 年 9 月 11 日、朝刊 17 面.
山下奈緒子「吉島の街に芸術風景 広島アートプロジェクト始まる」『朝日新聞』、2010 年 9 月 5 日、朝刊.
寺岡俊 「広島アートプロジェクト：現代アート通じ、ヒロシマ「検証」 広島で企画展」
『毎日新聞』、2010 年 9 月 7 日、朝刊.
「ヒロシマの花で平和の森 広島市立大学学生ら活動」
『読売新聞』
、2010 年 9 月 10 日、朝刊 28 面.
小野さやか「キャンパスリポート

アートの可能性を探る展覧会」
『中国新聞』
、2010 年 9 月 17 日、朝刊.

＜ウェブサイト＞
「吉島地区で野外アート展示」『産経ニュース』、2010 年 9 月 11 日
http://sankei.jp.msn.com/region/chugoku/hiroshima/100911/hrs1009110213003-n1.htm
「
『広島アートプロジェクト』目的のために、今できること」『KAKEHASHI』、2010 年 11 月 5 日
http://kakehashi.tv/pickup.php?i=226

▶ メディア露出広告換算
広島アートプロジェクト 2010 の広報効果を数値で認識するために、メディアにとりあげられたプロジェクトの主な掲載情報を、
各メディアの広告掲載料金に基づき※広告換算しました。
※新聞や雑誌、ＷＥＢなどの各メディアに記事掲載（広告掲載）された場合の媒体露出効果を、各メディア広告料金をベースに料金換算したも
のである。

合計 ：8,906,460 円
新聞

雑誌

フリ ーペ ー パー

テレ ビ

ラジ オ

ウェ ブ

1,461,350 円

204,999 円

397,211 円

5,433,600 円

100,000 円

1,309,300 円
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▶ 広報用制作物
●ポ スタ ー
判型：B2
部数：1,000 枚
用紙：コート 110kg
印刷：4C＋特色 1C＋PP 加工
デザイン：寺原慧
監修：柳幸典、鰕澤達夫、今井みはる

●チ ラシ
判型：幅 420×縦 294mm（A3 二つ折り）
部数：15,000 枚
用紙：コート 110kg
印刷：〔表面〕4C＋PP 加工、
〔中面〕4C
デザイン：寺原慧、鹿児島藍
監修：加治屋健司、今井みはる
●バ ス車 内 広告
判型：B3

部数：40 枚

デザイン：寺原慧

●会 場サ イ ン
デザイン：寺原慧、鹿児島藍

▶ 交通広告
各社の協力のもと広報物の掲示と配布を行った。特に、展覧会開催地への主要な交通手段となる広島バスを中心に広告出稿した。
社名
広島バス株式会社

広告の内容・枚数等
広島駅から企画２「野外芸術センター」のインフォメーションを行き来する、吉島線のバス 40 台
での車内広告の掲示と吊りチラシの設置

広島電鉄株式会社

企画 1「検証 07-09」の会場である広島市立大学を経由する路線バス 30 台での吊りチラシの設置

JR 西日本

広島駅でのポスターの掲示とチラシの設置

財団法人広島観光コン

広島駅、地下街紙屋町シャレオ、観光地（広島平和記念公園）の案内所での広報物の配布と掲示

ベンションビューロー
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▶ ホ ー ムペ ー ジ
広島アートプロジェクトのメインサイトからリンクする「広島アートプロジェクト 2010」の専用サイトを開設。
Twitter や USTREAM との連動を可能にし、リアルタイムの情報を提供した。
専用サイト：http://hiroshima-ap2010.jpn.org/

Twitter：http://twitter.com/#!/@HiroshimaAP

▶ 地 域 広報
展覧会開催地である吉島地区の方に向けて、以下の広報活動を行った。
（1）地域説明会：吉島地区の方に向けてプロジェクトの説明会と懇親会を行った。
日時：2009 年 8 月 22 日(金) 18:00〜、会場：広島市吉島福祉センター
（2）地域新聞「まるよし」
：地域新聞「まるよし」をスタッフとインターン生により編集・制作し、週刊で全 3 号を発行。(有)
土岸新聞舗、(株)中国新聞販売センターの協力のもと、毎週火曜日に吉島地区の約 5000 世帯に配布した。
（3）ポスターの掲示：ボランティアスタッフの協力のもと、吉島地区の店舗などに協力してもらいポスターの掲示を行った。
（4）掲示板：各町内会の掲示板を活用し、チラシ・ポスターの掲示を行った。

▶ 市 内 広報
（1）ポスター・チラシの掲示と配布
・市内の各店舗などでのポスター・チラシの掲示と配布を行った。
（2）資料展示
・市内の図書館と連携し、プロジェクトの会期に合わせ広報をかねた資料展示を行った。
広島市立中央図書館
広島県立図書館
ミニ展示「広島と日本各地のアートプロジェクト」
展示期間： 8 月 31 日（火）〜10 月 3 日（日）

広島市立大学付属図書館
関連資料展示
展示期間：9 月 4 日（土）〜9 月 20 日（月）

▶ プ ロ ジェ ク ト関 連グ ッ ズ
T シャツ
過去３年間と今年のプロジェクトを特徴づけるアイコンが並ぶデザイン
デザイン：鹿児島藍
オリジナルカラー：ライムグリーン、黒
価格：各 1,000 円
限定カラー：ピンク、パープル、ホワイト、グレー、ライトイエロー
価格：各 1,500 円
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ア ン ケ ̶ ト 調 査 結 果
実施概要
実施日: 2009 年 9 月 4（土）〜20 日（月・祝）
実施場所: 広島市立大学芸術資料館（企画１：検証 07-09）、広島市吉島公民館敷地内（企画２：野外芸術センター）
実施方法: 過去３年間のアンケートをふまえ調査書を作成。各会場にて調査書を配布・回収した。
有効回答数: 324 人（広島市立大学芸術資料館：119 人、広島市吉島公民館敷地内：205 人）

【性 別】
男性：140 人
女性：177 人
未回答：7 人

【年 代】
10 代：16 人
20 代：120 人
30 代：60 人
40 代：54 人
50 代：44 人
60 代：18 人
70 代：4 人
80 代以上：1 人
未回答：7 人
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【職 業】
小学生：2 人
中学生：1 人
高校生：2 人
大学生：79 人
会社員：97 人
主婦：25 人
その他：78 人
未回答：40 人

A. ど ちら から お 越し にな り まし たか ？
吉島：28 人
広島市内：208 人
広島市外：2 人
大学生：79 人
会社員：97 人
主婦：25 人
その他：78 人
未回答：40 人

B. こ のプ ロジ ェ クト を 何で お知 り にな りま し たか ？（ 複数 回答 可 ）
チラシ・ポスター：115 人
知人：127 人
インターネット：28 人
ホームページ：15 人
美術専門誌：6 人
テレビ：17 人
新聞：31 人
ラジオ：2 人
情報誌：7 人
フリーペーパー：6 人
その他：30 人
未回答：1 人
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C. 地域 にお い て展 開さ れ るア ート プ ロジ ェク ト につ い て、 どう 思 われ ます か ？
【企 画１ 】
［肯 定的 な 意見 ］
・面白い（20 代・広島市内・大学生・女性）他
・すてき（10 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・地域だからできることはあると思うし、地域交流がアートにつながることがすごくいいと思う（20 代・広島県外・大学生・
男性）
・おもしろいけどちょっととっつきにくくわかりにくいと思う（30 代・広島市内・その他・男性）
・身近にアートにふれあえていいとおもう（20 代・広島市内・大学生・女性）
・地域全体でアートに関心がいくのが良いと思う（20 代・広島市内・大学生・男性）
・全国的に増えると良いと思う（20 代・関東・男性）
・その地域に根付いたプロジェクトであると見に来た人も関心を持ちやすくなると思う（20 代・広島市内・大学生・女性）
・様々な地域で、アートを軸としたまちづくりにつながるプロジェクトをどんどん展開してもらいたい（50 代・広島市内・男
性）
・社会と美術の関わり方を学べる。普段アートに関心がない人も参加できるので良い企画だと思います（10 代・広島市内・大
学生・女性）
・子どもがいるので子どもと参加してみたい（20 代・広島市内・会社員・男性）
・ある地域のことを考えて未来に繋げていくために意味が大きいと思う（20 代・広島市内・大学生・男性）
・地域の持っている魅力が出せる、又、観光など様々な面に影響が出ると思う。
（30 代・広島市内・会社員・男性）
・続けてほしい（20 代・広島市以外の県内・大学生・男性）
・地域とアートの一体化で良いと思う（50 代・広島市内・男性）
・美術館等の箱的空間でのプロジェクトとは違い、作品や取り組みにその場でなければならない理由がある。それはその地域を
理解し足を運ぶ活性化のチャンスになると思う（20 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・これからもっと増えると良いと思う（20 代・広島市以外の県内・女性）
・地域の活性化につながる可能性があるので良いと思います（30 代・広島市以外の県内・男性）
・新しい視点からものを観る面白さを教えられる（60 代・広島市内・男性）
・大賛成（50 代・広島市内・男性）
・芸術というと少し取っ付きにくいイメージがありましたが、生活の中に、どんどんとけ込んでいくといいですね（20 代・広
島市内・会社員・女性）
・
「吉宝丸」ぜひ訪れてみたかった。
（20 代・関西・会社員・男性）
・非常に有意義（30 代・吉島・男性）
・良いと思う。吉島が良い例のひとつ（20 代・広島市内・大学生・女性）
・
「広島らしさ」を考えさせられる（20 代・男性）
・とても面白いと思います。美術＝美術館のホワイトキューブというような閉ざされた思考よりも、地域・社会に向けてより開
けた方向へと展開していくことを期待しております（20 代・男性）
・もっと盛んになってほしい（50 代・男性）
・いいと思う。交流（国際・社会）も生むのではないか（10 代・男性）
・地域の中にアートが溶け込んでいけばよいと思います。野外芸術センターにもいってみたい（60 代・男性）
・日常がたのしくなるので大いに賛成です（10 代・女性）
・地域の人が協力して行うことは意味がある（30 代・男性）
・親しみがもてるような気がする。別の視点で出てきてたのしい！（20 代・男性）
・目的と達成軸をどこにおくか、が難しいと思いますが、アートが人のものの見方になにかを投げかける実験としては有効では
ないかと思います。また、アートに関わる人材育成の点でも有効だと思います。
（40 代・女性）
・良い。地域の特性をいかして継続して欲しい。（50 代・県内・その他・男性）
・継続して続くことが何より肝心だと思います。期待しています。
（30 代・関西・会社員・男性）
・いろいろな作品を見るのが楽しいです。
（30 代・関西・主婦・女性）
・いろんな作品がみれるのは楽しい。
（20 代・県内・その他・女性）
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・もっと広島の中でも他大学と交流があった方が良い（20 代・市内・その他・女性）
・興味深い（30 代・県内・その他・男性）
・アートを身近に感じられるように積極的に進めてほしい。（20 代・県内・会社員・男性）
・興味深い（10 代・市内・大学生・女性）
・広島は文化的に遅れているので。。
。これからも期待しています。
（60 代・市内・その他・女性）
・もっと盛んにあると良いと思います。（30 代・市内・会社員・女性）
・市外でも取り組まれていた市大芸術の地域点を中区でやってもらえてよかった。（40 代・市内・会社員・男性）
・地域を活性化させる、地域に大学がある意味を考えるととても良いと思います。（20 代・市内・大学生・女性）
・地元を誇りに思える行事になりうると思う。
（20 代・市内・大学生・女性）
・アートによって地域が活性化するならやった方が良いと思う。（20 代・市内・大学生・女性）
・多くの問題があると思いますが、面白いことだと思います。
（20 代・市内・大学生・女性）
・地域の活性化につながればよいことですね（50 代・県内・主婦・女性）
・無料で身近でアートをみられるのはよいですね。
（50 代・中部・会社員・女性）
・ok（60 代・県内・会社員・男性）
・町の中にアートがちりばめられていると楽しいですね。（30 代・市内・会社員・男性）
・続けていく事が大事だと思います（20 代・市内・会社員・男性）
・良いと思う。もっとこのような催しが増えてほしい。
（20 代・市内・会社員・男性）
・すごく良い試みだと思います。
（30 代・市内・会社員・女性）
・作家の活動の場が広がっていいと思います。
（20 代・市内・女性）
・地域を元気にしていく上で有効な取り組みだと思います。（20 代・県内・会社員・女性）
・非常に興味深く、理念も深くすばらしいものと思う。
（20 代・市内・大学生・男性）
・アートを身近に感じる事ができていい（20 代・市内・会社員・男性）
・アートが身近に感じられ、大変良いプロジェクトだと思う。
（20 代・山口市・大学生・男性）
・続けてほしい（20 代・市内・大学生・女性）
・地域が活性化されるので良いと思います（20 代・市内・大学生・女性）
・世間に問題を投げかけられているのでとてもよい（30 代・市内・会社員・男性）
・中工場を舞台にという発想自体が興味深かった。住民も自分の住んでいる町をあらためてみつめなおしたのでは（40 代・市
内・会社員・女性）
・良いと思う（10 代・市内・女性）
・良い企画だと思う（30 代・県外・女性）

［批 判的 な 意見 ・提 案 ］
・地域のための活動として昇華してほしい（40 代・広島市内・会社員・男性）
・宣伝が少ない。内輪で終わってしまう可能性がある。
（20 代・広島市内・女性）
・放っておいてあげたい地域にもなにがしかのʼアートʼが来るのは考えもの（40 代・県外・男性）
・存在自体が知られていないと思う（広島市内・会社員・男性）
・何とも（20 代・広島市内・大学生・男性）
・構成もっとやるべき（50 代・広島市内・主婦・女性）
・あまり展開されていないので、どうもわからない。ものたりない（20 代・広島市内・女性）
・まだまだ地域の人たちへの浸透が希薄と感じられる（全国的に。
）アートの素晴らしさ、アートがもたらす有用性を認識して
もらうためにも続けることが一番重要（20 代・広島市内・大学生・男性）
・全国的に地域におけるアートプロジェクトが広まる一方で、課題は多い。地域におけるアートの可能性とはなんなのか、その
対話が不十分な印象をぬぐえない。（20 代・女性）
・商業的アートと区別された、問題提議型アート。その意義をもっと「市民にわかりやすく」アプローチしてほしい。
（20 代・
県内・会社員・女性）
・普段なら行くことのないところに行くという楽しみがある一方、その地域で生活している人々の場にどの程度ふみこんで良い
のかと戸惑いもあります。（40 代・関東・男性）
・おもしろいとは思うけど、少し難しくてとっつきにくいような所もある気がする（20 代・市内・女性）
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・おもしろいと思う。でもアートプロジェクトに興味がない人はたくさんいると思います。（20 代・市内・女性）
・もっと広げてほしい。これも、知らないひとが多かった。（20 代・市内・その他・女性）
・あまり地域に密着しすぎると、アートがアートでなくてもいいように思えてくる。おもねるのではなく独立した姿勢でいてほ
しい。
（20 代・市内・大学生・女性）
・閉鎖的な部分も出てくると思う（20 代・関西・大学生・男性）
・最近アートの名の下に行われるイベントが多く見られますが、その中にどれくらい本物があるのか、見る側の力も問われるよ
うになったなと思います。（20 代・市内・その他・女性）
・大きな社会動向になりつつあると感じる、一方でその価値や意義についての議論がまだまだ少ないと感じています（30 代・
関西・その他、大学教員・男性）
・なにをもってプロジェクトの成功とするのですか？（30 代・市内・会社員・男性）

【企 画２ 】
［肯 定的 な 意見 ］
・とてもすごい（10 代・吉島・小学生・女性）
・とてもよいことだと思います。楽しいし、おもしろいし（10 代・吉島・高校生・女性）
・とても興味があり、ますます多くの人に知ってもらい、参加してほしいと思った。
（10 代・広島市内・大学生・女性）
・毎年展開する事で地域にアートが根付いて行くのは良い事だと思います。
（20 代・大学生・広島市内・女性）
・その場所ならではの作品等が見れるので楽しいです。
（20 代・大学生・広島市内・女性）
・広島ではもっとこういうことをたくさんやったら良いと思います。（20 代・大学生・広島市内・女性）
・おもしろいと思います（20 代・大学生・広島市内・女性）
・継続していってほしい（20 代・大学生・広島市内・女性）
・活性化に役立てば良いと思う（20 代・大学生・広島市内・女性）
・地域一体となり、美術館とは違う雰囲気、楽しみ方があって良い（20 代・会社員・広島市内・女性）
・良いと思います（20 代・会社員・広島市内・女性）
・どんどんやって行ってほしいと思います。ただ長く続けるためには、資金も必要だと思うので、お金を作る仕組みを作ったら
良いのでは。そういうシステムがあれば少しですが、協力したいと思います。（20 代・会社員・広島市内・女性）
・可能性がたくさんあるようで、これからも広げて行かれるといいと思います。
（20 代・その他・広島市内・女性）
・吉島というか、その地域に住んでいる人に関心を持ってもらって、親しんでもらう事が大事だと思う。
（20 代・未記入・広島
市内・女性）
・地域で活動する作家の活動の場があるのはいいことだと思う。（30 代・大学生・広島市内・女性）
・広島や吉島に根ざした作品が多く、興味深いと思いました。
（30 代・会社員・広島市内・女性）
・とても楽しくてよいと思う。いろんな街でももっとあればいいのに。
（30 代・その他・吉島・女性）
・こういったイベントに参加したのは始めてなのですが、皆さんのやる気と言うか、活気を感じました。
（30 代・その他・広島
市内・女性）
・現代美術を通して作家さんたちの思考や技術の高さを観れてよいと思う（30 代・未記入・広島市内・女性）
・その地域の特性が生かされていて、いいとおもいます。（40 代・会社員・広島市内以外の県内・女性）
・地域活性化してよいと思う（40 代・主婦・吉島・女性）
・もっと広くたくさんプロジェクトしていってほしい（40 代・その他・広島市内・女性）
・大賛成です。
（50 代・会社員・広島市内・女性）
・とても重要で意味のある事と考える（20 代・大学生・広島市内・男性）
・良いと思うが、地域住民も参加できる仕組みがあれば尚良い。（30 代・会社員・広島市内・男性）
・身近に芸術に触れる機会が持てていい試みだと思います。（30 代・会社員・吉島・男性）
・大いに意義がある。（30 代・その他・広島市内・男性）
・地域の個性が失われる中で、自分たちが住む地域の文化や成り立ちを顧みる機会にもなり、良いと思う。
（30 代・その他・県
外関東・男性）
・よい試みだと思います。（40 代・会社員・広島市以外の県内・男性）
・アート、芸術に対する認識が高まれば良いと思います。（40 代・会社員・広島市内・男性）
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・たいへん良いと思います。
（50 代・会社員・広島市内・男性）
・大変楽しい（40 代・吉島・会社員・男性）
・続けてください（広島市内）
・素敵だと思います（30 代・広島市内）
・庭や軒先が常設展になればいいと思う（30 代・吉島・会社員・男性）
・身近に感じる（40 代・広島市以外の県内・男性）
・地域の活性＋アートのすそ野を広げる意味で大切だと思います。
（20 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・面白いと思います。特に地域を理解し、作品にうまく昇華させている作品は力強いです。
（20 代・広島市以外の県内・大学生・
女性）
・かかわりが興味深く思います。
（50 代・広島市内・主婦・女性）
・もっと頻繁に開催されて、アーティストと街の人、お互いに影響しあい、両方とも活性化していけばいいと思います。
（20 代・
広島市内・大学生・女性）
・素敵です。（60 代・広島市内・主婦・女性）
・街が動いている感じでよい（60 代・広島市以外の県内・その他・女性）
・街の人たちに知ってもらえる。
（10 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・美術館では味わえない独特の楽しさがあると思います。（30 代・広島市以外の県内・会社員・女性）
・珍しい屋外も広くて気持ちいい（70 代・広島市内・主婦・女性）
・いこいがあってほのぼのしている（30 代・吉島・会社員・女性）
・もっと大きくやってほしいです。すごくいい企画だと思います（20 代・吉島・その他・女性）
・身近に手軽なアートにふれることができそうでうれしいです。（50 代・中部・会社員・女性）
・自分たちの地域のことを考えなるきっかけにつながると思う。（20 代・広島市内・大学生・女性）
・広島県外から来たので広島のことについて教えていただきよかったです。
（40 代・九州・主婦・女性）
・いいと思う（30 代・広島市内・会社員・女性）
・地域住民とのコミュニケ―ションが大切だと思います。（20 代・広島市内・その他・女性）
・続けてほしい（40 代・吉島・無記・女性）
・ますます展開してほしい（50 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・気軽に楽しめていいと思います。（20 代・広島市内・会社員・男性）
・毎年のアートの積み重ねでバージョンアップしている。（50 代・広島市以外の県内・会社員・男性）
・現代社会においてもっとも効果的なプロジェクトだと思う。
（20 代・四国・会社員・男性）
・面白い（20 代・市内・その他・女性）
・良いと思う（20 代・広島市内以外の県内・女性）×２
・質が良ければ、良いと思う（20 代・市内・主婦・女性）
・どんどんやっていけば良い（20 代・市内・会社員・女性）
・広島にはアートというネが無いので頑張って欲しい（20 代・市内・その他・男性）
・面白い、求められている、どこでもやっている（20 代・県外・大学生・男性）
・地域民の出店スペースなどがあっても良いかと（20 代・関西・大学生・男性）
・Art を通じて地域活性化を図ることは良い試みだと思う（20 代・吉島・大学・男性）
・地域の人がアーティストになれたらもっと良いと思う（20 代・市内・大学生・女性）
・自分の地域でもあれば良いと思う（20 代・市内以外の県内・会社員・女性）
・美術館やギャラリー以外での展示は、場所と作品が出会い、人と繋がりが有るので良いなと思います（20 代・県内・大学生・
女性）
・その土地ならではのイベントは、通常のイベント以上に考えさせられとても好きです（20 代・関東・会社員・女性）
・安佐南区でもやって欲しい。楽しいです（30 代・市内・主婦・女性）
・町おこし、地域の活性化に繋がれば良いと思います（30 代・市内・その他・女性）
・地域を再発見するという点においてとても良いと思う（30 代・吉島・会社員・女性）
・普段感じない、不思議なブラックホール的で面白いと思います（30 代・市内）
・どんどんやってください。アートを身近に!!（30 代・県内）
・面白いと思う（40 代・市内・女性）
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・地域との触れ合いが良い（40 代・市内・会社・男性）
・これからも続けていって下さい（40 代・市内・会社員・男性）
・大変良いです。継続して欲しい（40 代・市内・会社員・男性）
・とっても良いと思います。地域密着アート（40 代・市内・主婦・女性）
・地域の方に喜ばれ、地域の活性に繋げて欲しい（40 代・市内・会社・男性）
・Good!（50 代・県外・会社員・男性）
・とても良いです（50 代・市内・主婦・女性）
・もっと広げた方が良い（50 代・県内・その他・男性）
・色々なイベントが会った方が良い（50 代・県内・大学教員・男性）
・地域性が盛り込まれている取り組みは、面白いと思った（50 代・市内・主婦・女性）
・珍しくて、良いと思います（60 代・市内・男性）
・普段生活している中で、現代美術が身近に観れていいと思う（60 代・市内・会社員・男性）
・地域の活性化につながれば良いと思いますが（30 代・広島市内・女性）
・増加していくと思うし、そうであってほしい。地方が成熟していく一つのあり方。
（20 代・会社員・男性）
・大変良いと思います（10 代・大学生・男性）
・良いと思います（50 代・男性）
・美術館に行かない人にも見てもらえるからいいと思う（20 代・大学生・男性）
・地域活性化につながってほしい（30 代・会社員・男性）
・必要なこと、がんばってほしい（50 代・男性）
・とても興味深いです。普段見慣れている街をちがった視点から見ることができたりしておもしろいです（20 代・女性）
・どんどん取り入れて。もっと宣伝が必要と思います。
（50 代・女性）
・地域の活性化にもつながるし、日常の中にアートを感じるおもしろい企画だと思う。（50 代・女性）
・美術館では作品を「鑑賞」するのに対し、地域での展開は「体験」するにあたる。身近でおもしろいと思います。
（30 代・男
性）
・深く、深く、more（50 代・男性）
・地域を刺激する意味で、意味がある（50 代・男性）
・アートが生活に、より身近に感じることができる。（20 代・女性）
・認知度の向上に期待（40 代・女性）
・継続するのが大変だと思います（20 代・女性）
・一般市民にとって、アートが身近な存在になればすてきだと思います（20 代・女性）
・おもしろい。その地域以外の人にどのように関心がもたれるかとも思う。
（50 代・女性）
・美術、芸術といえば美術館の中というイメージがありましたが、街を舞台に展開する取り組みは新鮮でした。
（40 代・会社員・
男性）

［批 判的 な 意見 ・提 案 ］
・吉島？集客が難しそう。（20 代・会社員・広島市内・女性）
・企画自体は面白いと思う。予算の問題はあると思うが、もっと自立するべきだとおもう。（20 代・大学生・広島市内・男性）
・継続こそ力なり。続けて行くと、意義が出るのでは？（50 代・その他・県外関西・男性）
・非常に良いと思うのですが、もう少し練り上げた方がよいのでは？（60 代・吉島・その他・男性）
・おもしろいとは思うが「当然協力が得られる」というのは違うと思う。（20 代・広島市以外の県内・会社員・女性）
・今もあるからいらないんじゃないかなと思います。（20 代・広島市内・大学生・女性）
・オープンな会場ですがちょっと入りにくい感じもしました。
（40 代・吉島・主婦・女性）
・必要だと思いますが・・・周りの理解が難しそうですね。（40 代・吉島・主婦・女性）
・ある地域にアーティストがこのようにポッと現れて展覧会、というより、地域住民と一体となって催すプロジェクトなら意味
が有ると思う。そこに住んでいないと分からない事も有ると思います。市内・市外・県外から来る人は、その地ならではのもの
を求めて来ると思います（20 代・市内・大学生・女性）
・まだ良く分からない（40 代・市内・主婦・女性）
・地域と一体となってやっているのかどうかが不明に思う（50 代・市内・女性）
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・まだまだ発展してください（50 代・会社員・男性）
・アートなのかどうか、あやしいと思うものは多いと思う（20 代・女性）
・湯来のような創造的活動が適したスピリチュアルな空間、環境で実施してほしい（60 代・男性）
・一過性のもので終わってしまいがちで、持続させるのが難しそう。公共施設とのネットワークも薄そう。
（40 代・男性）

D. 美 術だ けで な く音 楽や 演 劇な どが 楽 しめ る アー トセ ンタ ーが 広 島に もあ っ てほ しい と 思い ま すか ？
【企 画 1】
はい
いいえ

79 人
2人

わからない、他
無記入

2人

36 人

［主 な意 見 ］
・欲しいです。できれば気軽で身近なのが（20 代・広島市内・大学生・女性）
・広島とい中国地方一の大都市にそういう施設がないことの方が不思議（20 代・広島市内・大学生・女性）
・それぞれが独立しながら、活動として連携する形態の総称としてのセンターであれば（50 代・広島市内・男性）
・汎用的な施設がベストか否か？（40 代・広島市内・会社員・男性）
・美術は多い街だが、確かに他のジャンルのアートが少ないので少し欲しい気もします（10 代・広島市内・大学生・女性）
・排他的でない施設であれば良いと思う（40 代・県外・男性）
・街の中心部にあればいい（広島市内・会社員・男性）
・街の活性化につながる（30 代・広島市内・会社員・男性）
・体験型のセンターがあれば良いと思います。
（30 代・広島市以外の県内・男性）
・あれば良いと思う。小中学生の発表の場などにも使えると思う。
（20 代・関西・会社員・男性）
・あってほしい。もっと身近に、散歩ついでに行けるようなとことか（20 代・広島市内・女性）
・箱物は不要（30 代・吉島・男性）
・地域の活性化が人々に伝われば。あまり伝わりきっていないのならあってもなくても。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・思います。ＹＣＡＭはよく行きますが、広島にあればまた違ったアートセンターができると思います。従来のような一般的に
言われる美術作品以外にも音楽、演劇、ダンス、ファッション、などを総合的に広い視点であつかってもらえるアートセンター
はほしいと思います。（20 代・男性）
・あったら行くかもしれないが、必要ではない（10 代・男性）
・多くなくていい（30 代・女性）
・総合的でなく、ポイントを絞って企画すればよいと思います。（60 代・男性）
・探せば、小さいけどいいところがたくさんありそうなので、いまはなんとも（10 代・女性）
・あってもよい（30 代・男性）
・毎週末に市民が足を運ぶそして市民に高い表現レベルを伝える構造が必要だと思います。（30 代・関西・会社員・男性）
・いいえ（30 代・関西・主婦・女性）
・思います。。
。広島とアートはすごく遠い気がします。
（20 代・市内・女性）
・アートセンターを作るだけでは、行政でもできると思います。（20 代・市内・その他・女性）
・既存の美術館など利用できないのでしょうか？（20 代・県内・会社員・男性）
・機能でも場所でもなし、誰がやるかが重要、穴吹や芸専でなく、市大だから意識がある。（40 代・市内・会社員・男性）
・思う。むしろ広島はアートに関して関心が薄い気がする。（20 代・市内・大学生・女性）
・ほしいです。常にそういった場所があることは、意味のあることだと思います。（20 代・市内・大学生・女性）
・広島はほかの都市に比べてこの文化がとても遅れていると思います。がんばってほしい。（20 代・県内・会社員・女性）
・思います。東京、大阪に比べ非常に少ない。
（30 代・県内・会社員・男性）
・演劇がこういう場で見れたらすてき（20 代・市内・その他・女性）
・はい。経費と相談の上（40 代・市内・その他・男性）
・音楽、演劇、はもちろん書道などの美術的なものがあれば良いと思う（20 代・市内・大学生・男性）
・総合的にアートの楽しめる場所があると良いと思います。（20 代・市内・その他・女性）
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・今後、地域において芸術系大学が果たす役割のひとつになっていくのではないかと思います。
（30 代・関西・その他、大学教
員・男性）
・もちろんそう思う。わたしは、いま山口市に住んでいるか、山口市には山口情報芸術センターというアートセンターがある。・
民の憩いの場となっていると同時に、市民が気軽にアートに触れられる場となっている。
（20 代・山口市・大学生・男性）

【企 画２ 】
はい
いいえ

130 人
6人

わからない、他
無記入

11 人

58 人

［主 な意 見 ］
・活動の拠点としてはもちろんのこと、気軽に一般の人にも親しめるアートの場としてもあってほしいと思います。
（10 代・広
島市内・大学生・女性）
・あってほしいと思う。まだまだアートについて（市大芸術学部がどんなことやっているのかとかも含めて）知らない人が多い
ので、いろんな人に知ってもらいたいし、刺激も受けたい。（20 代・広島市内・大学生・女性）
・ありすぎてこまるくらい欲しい（20 代・広島市内・大学生・女性）
・特に音楽！（20 代・広島市内・会社員・女性）
・すでにあるので、既存施設を活用すれば良いと思う（20 代・広島市内・会社員・女性）
・うーん、どこでもできるといえば、どこでもできるような・・・

（20 代・広島市内・会社員・女性）

・あると良いと思う。いろいろ考えるきっかけになると思うので。
（30 代・広島市内・大学生・女性）
・多彩な芸術が楽しめる施設がもっとあったら良いと思います。（30 代・広島市内・会社員・女性）
・はい、あったほうが広島人の活動の拠点となってよいです。
（20 代・広島市内・大学生・男性）
・ないのですか？（20 代・広島市内・大学生・男性）
・思う。五感で感じるもの全てがアートになると思うから。（30 代・広島市内・会社員・男性）
・演劇文化が広島には乏しいと思うので、取り入れても良いのでは？（30 代・県外関東・その他・男性）
・すでにありませんか？要は、使い方、使われ方？（40 代・広島市内・会社員・男性）
・特に美術（50 代・県外関西・その他・男性）
・主にアート（美術）音楽もあったらいいな（40 代・吉島・会社員・女性）
・あると良い（でも案内が中々難しいでしょう）（60 代・広島市内・主婦・女性）
・あってもいいしなくてもいい（20 代・広島市内・大学生・女性）
・はい。市営でなく、ゲリラ的な感じがとてもいいですね！こんなアートの発表の場、双方向の交流の場があるのは本当にすば
らしいことだと実感しました（40 代・広島市以外の県内・その他・女性）
・思いますが、アステールや厚生年金という施設との役割分けみたいなのは必要かなと思う。劇団四季のような大きなものでな
くていいから、もっといろいろと考えさせられるようなものがあっていいのでは？（30 代・広島市内・会社員・女性）
・広島にも多くの演劇の場があるのにあまり活用されていない（50 代・広島市内・会社員・男性）
・あってもいいと思いますが、ランニングコスト（維持費）については十分考えておいた方が良いと思います（40 代・吉島・
女性）
・常設のものが必要かどうか…今回のように仮設のもののほうが面白いかも知れません（30 代・広島市内・会社員・男性）
・ハコモノはいらない（30 代・吉島・会社員・男性）
・見るだけでなく参加できる場があれば良いとおもいます。（30 代・広島市以外の県内・男性）
・神戸、横浜に負けない物ものにしてください。（70 代・吉島・その他・男性）
・いつ行っても“新鮮な”美術を見れるスペースがほしいです。（20 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・必要ですね。神戸とか福岡とか参考になるのでは。（60 代・吉島・その他・男性）
・文化面でもっと広島に元気がほしくそのような場があればよいかと（50 代・広島市内・主婦・女性）
・あってほしい。広島にあって、地域、他県、他国にも使えるような場で採算の取れるようなものがよい。
（20 代・広島市以外
の県内・会社員・女性）
・敷居の高くない物があればよいです。（20 代・広島市内・大学生・女性）

27

www.hiroshima-ap2010.jpn.org

・特にほしいとは思わない。不定期にいろんな場所でというほうが参加も楽しい。（30 代・広島市以外の県内・会社員・女性）
・県内に広がって欲しい（20 代・県内・大学生・女性）
・クオリティーの高めのものが欲しい（20 代・市内・その他・男性）
・広島のことまだ詳しく知りません（20 代・県外・大学生・男性）
・是非！！他県と比べると広島はそのような場所が少ないのでは？（30 代・吉島・会社員・女性）
・気軽に借りれる音楽センターが欲しい（30 代・市内・主婦・女性）
・中国地方に一つは必要（40 代・市内・会社・男性）
・欲しいけど難しそう。今有るものの連携、周遊で盛り上げると良いかも（40 代・市内・主婦・女性）
・総合芸術センターのようなものが有るべきだとおもう。寂れつつあるところがふさわしいのでは（50 代・県内・男性）
・アートセンターはその地域の特性を持って、さまざまな地域に存在したほうがいいと思う（20 代・女性）
・文学もいれてほしい（30 代・女性）
・広島を文化僻地にしてほしくない！！（50 代・女性）
・センターもでしょうが、自然に街中がアートであればいいですが（50 代・男性）
・いまある施設でいいと思う、内容で工夫できる（50 代・女性）

E. 今 年の 企画 は 、い かが で した か？
満足：76 人
やや満足：101 人
普通：84 人
やや不満：32 人
不満：3 人
未記入：28 人

F. 今年 の 企画 につ い てご 感想 や ご意 見な ど があ りま し たら 、お 書 きく ださ い 。
【企 画１ 】
［展 示・ 会 場に つい て ］
・作品の写真が小さかったのでわかりづらかった（10 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・見た目スッキリしていてみやすかった（20 代・広島市内・大学生・男性）
・作品を見せる画面が小さい（50 代・広島市内・男性）
・デジタルフォトフレームが使ってあっておどろいた（10 代・男性）
・展示の見せ方がおもしろい（20 代・市内・女性）
・以前に鑑賞した作品に巡り会えて感動しました。
（60 代・市内・その他・女性）
・市大の方も、色々かざってあるのかと思っていました。先に吉島いってよかった（20 代・市内・その他・女性）
・広島市の模型（ジオラマ？）が素敵だった。作品や展覧会の写真がもっとたくさんあれば良かったと思います。小型のモニタ
ーだと伝わってこない（20 代・広島市内・大学生・男性）
［検 証に つ いて ］
・過去の企画をコンセプトから見ることができ、とても面白かった（20 代・広島県外・大学生・男性）
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・エッジが少し足りないと思う。けど、検証 07̶09 はよく調べられていてよかったと思う（20 代・関東・男性）
・今までの企画を良く知らなかったので、今は過去の企画にまつわる情報で頭がいっぱいです（20 代・広島市内・大学生・女
性）
・やりっぱなしではなく考察する企画を今回はやっているわけですよね。今までのことを見直していくには良い企画かもしれな
いなーと思いました。（10 代・広島市内・大学生・女性）
・まだ吉島に行っていないが、検証はもう一度 HAP を理解するために役立った。このことをふまえて吉島の今年の企画をたの
しみたい（20 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・分析的な企画で興味深かった。アートフェアのノウハウ等知ることができ、よかった（30 代・県外・女性）
・本でまとめられたのはすごいです（50 代・広島市内・男性）
・文字が多く、大きく感じてやや頭がつかれたけれど、いろいろ考えさせられました。でももっと視覚的要素で誘導してほしか
った。つかれたー（20 代・男性）
・第一回から振り返る展示がみれてよかった（20 代・男性）
・2007 年から 2009 年、2010 年の企画を実際に見れなかったので何とも言えませんが、カタログを見る限りとてもたのしそう
でした。次回こそは自分で体験したいです（10 代・女性）
・企画が少し理解できた（20 代・県内・その他・女性）
・検証は有意義だと思う（30 代・県内・その他・男性）
・検証はとても大切だと思います。これまでの三回を振り返ったときの見えてくる性格や、ながれについていろんな発見、気付
きを得ることができました（30 代・関西・その他、大学教員・男性）
・検証があって、前進があると思います。今後も頑張っていただきたいです（20 代・関西・会社員・男性）
・企画、理論はもう十分かと・・・シンプルに楽しませて（30 代・広島市以外の県内・会社員・男性）
・軌跡とその検証を、もっと深い部分まで紹介してほしかった。学生たちが今回この展示を行うにあたり、どのような議論を重
ねてきたのかが気になります（20 代・女性）
・検証の結果がわからない（30 代・男性）
・振り返り考察した内容が見れるのかと思ってました。パネルの字が読みづらかったです。（20 代・市内・その他・女性）
・吉島の展示はまだ見てませんが、展示だけでなく検証という部分にも視点を置いていたので、これまでのプロジェクトの流れ
や意図してきたものが非常に明快にわかったので、今後このプロジェクトはより興味がもてるものになると思います（20 代・
男性）
［全 体に つ いて ］
・ひとつの大学がすることなので小さな規模かと思ったら、大規模で様々なとりくみをしていて楽しかった（20 代・関西・大
学生・男性）
・これまでの取り組みをみて、地域と関わっていく際のアイディアヒントをおいただく事ができました（20 代・県内・会社員・
女性）
・いろいろ説明して頂いて、３年間の活動がよく解りました（50 代・中部・会社員・女性）
・様々な大学のアートプロジェクトにふれてありおもしろかった。
（10 代・市内・大学生・女性）
・初めてだったので、全体が見れてよかったです（20 代広島市以外の県内・女性）
・今回ボランティアに参加させてもらって、地域と共同で行うアートプロジェクトというものを初めて知りました。とても新鮮
でおもしろかった。
（30 代・市内・会社員・女性）
・初めて来場させていただきました。これまでの軌跡を知って、とても面白そうだなと感じました。旧中工場や吉宝丸のプロジ
ェクトにも参加したかったです。
（20 代・広島市内・会社員・女性）
・まだみていないので、なんともいえないですが、初めの年に比べ、いんしょうが薄くなっているところが個人的にあります。
（20 代・市内・大学生・女性）
・何を狙いとして企画されているのか、いまひとつわかりません（60 代・男性）
・吉島、安佐南と観ました。作品に力がないし、テキストがだらだら、結局なんなの？心も頭も動きません（30 代・市内・会
社員・男性）
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［希 望・ 提 案］
・日常の中で企画があるという情報が入りにくいので、広報等工夫すればさらに広がっていく可能性はあると思う（30 代・広
島市内・会社員・男性）
・実際に行われた展示の質感めいたものをより伝えてほしかった（20 代・広島市内・大学生・男性）
・せめてポスターセッション（40 代・広島市内・会社員・男性）
・宣伝が足りないのでは？時期的に暑いのでもっと涼しい時がいい（50 代・広島市内・主婦・女性）
・もう少しビジュアルであれば良いと思う（60 代・広島市内・男性）
・内容には不満ですが、何かすることは大切。こういった場があるのだから、もっと活用してもっとアートを身近にさせてほし
い。（20 代・広島市内・女性）
・他のアートプロジェクトとの具体的な比較もあればおもしろかったかなー。長いインタビュー見るテレビが１個なのはつらい
（30 代・男性）
・字を読む気がしない。人の話を聞く気もしない。はじめに視覚的になにかすごく目を引くものが置いてあったら字を読んだり、
人の話を聞く気になると思う。（20 代・女性）
・インタビュー映像は公民館でもやってほしかった、youtube でも流してほしい。中工場のホールを活用してシンポがもっとあ
っても良いと思う。
（40 代・市内・会社員・男性）
・アートプロジェクトをした地域がプロジェクト後どのように変化したのかもっと具体的に知りたかったです。（地域の人の声
とか）
（20 代・市内・大学生・女性）
・4 年目の開催で自身「アート・芸術」難しく考えていたけど、説明を聞いて大変な活動をしているなと思いました。地域（社
会）に密着できれば、貢献してもらいたいです。（50 代・県内・主婦・女性）
・いつまでもこのような理念を心に抱きかつ独善に陥らないようにしながらも大胆な活動に取り組んでいってほしい（20 代・
市内・大学生・男性）
・３年間の企画を振り返るという内容だったが、もう少し提示物を多くしてもらえるとよかった（20 代・山口市・大学生・男
性）
・もっと作品を展示してほしいです（20 代・市内・大学生・女性）
・もっとワークショップ的なものを増やしてほしい（30 代・市内・会社員・男性）
・有料・無料域がはっきりしなく、メリハリをつけたほうがいい（50 代・広島市内・男性）
・今後の展望についても説明してほしかった。
（20 代・県内・会社員・男性）

【企 画２ 】
［展 覧会 ̶ 作品 につ い て］
・私は広島の出身ではないのですが、これを機会に広島という地域について考えるきっかけとなりました。
（20 代・広島市内・
大学生・女性）
・船の 14 番（中出武彦）がすごく楽しかった。（10 代・吉島・小学生・女性）
・分かりやすい解説をしていただき、作品をより深く楽しむ事ができました。（10 代・広島市内・大学生・女性）
・吉宝丸公園（中出武彦）
、児童による夏休み延長を求めるデモ（中原智美）
、きのこ雲（岸かおる）が良かった。
（20 代・広島
市内・会社員・女性）
・ひとつひとつの作品に詳しく解説があり、分かりやすかったです。（30 代・広島市内・会社員・女性）
・各作家さんがとても工夫されているのが伝わってきました。おもしろかったです（30 代・広島市内・会社員・女性）
・21 番（谷尾勇滋）のがおもしろい。買っても良い（50 代・広島市内・主婦・女性）
・吉宝丸（中出武彦）が好きです。楽しい気持ちになれました。（20 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・⑧（岸かおる）と⑩（大下晶子）はコンセプトが分かりやすくておもしろかったです。又、去年の作品探しとスタンプラリー
とは違った地域との連携もよいと思います。（20 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・初めて伺いました。作品解説を読むことにより、よりよく読解することができました。
（50 代・広島市内・主婦・女性）
・都築透さんの作品が印象深かったです。大変優れていました！！（20 代・広島市内・大学生・女性）
・リアルタイムで展開される作品がただ並べるだけでなく、場所と時間と作家とのコミュニケーションが面白かったです。スタ
ッフの方が積極的に鑑賞者に話しかけ、とても展示会を大切にしていると思いました。（20 代・広島市内・大学生・女性）
・なんとなく来たのですが、それぞれの説明を聞きながら見るととても面白く深い（60 代・広島市以外の県内・その他・女性）
・それぞれの発想が面白い（70 代・広島市内・主婦・女性）
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・ケーキアート（岸かおる）のフェイントは面白かった。海外うけしそうだ。（30 代・吉島・会社員・女性）
・説明してもらってよかったです（40 代・吉島・主婦・女性）
・広島という土地なので、平和がテーマの作品が多く新鮮でした（20 代・関東・会社員・女性）
・作品を作っている所を見れて、お話も出来て楽しかったです（20 代・広島市内・会社員・女性）
・作品解説が詳しく書かれていて良かったです。コンテナでの展示、手作りの会場が地域ならではで良いと思いました。中原さ
んの作品が木版画みたいだけど、つるつるして不思議でした。子どものデモ必要性があるように思います（20 代・県内・大学
生・女性）
・何点かが印象に残った。ライブペインティング（中原智美、坂本史）や「砂の広島」
（ハン・シュク・ジョ）など（40 代・市
内・会社員・男性）
・作品が作品解説に負けていると感じるものが多かった。ヒロシマを無理に取り込んでいるものは不快（20 代・市内・主婦・
女性）
・国旗とパンツ（山口修平）は私には芸術には見えない。折角のコンテナなら十分に使いきってください（作家さんに）
（70 代・
吉島・その他・男性）
・昨年が作品が多かったのか今年は少なく感じました（50 代・広島市内・主婦・女性）
［展 覧会 ̶ 会場 、内 容 につ いて ］
・コンテナがギャラリーになっていて、楽しかったです。（20 代・広島市内・大学生・女性）
・コンテナをギャラリーとして利用していて、良い空間になっている気がしました。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・昨年に比べたら、展示場所がまとまっていて見やすかった。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・コンテナ一つ一つを巡るのが楽しかった。作品が一覧出来ないのが逆にワクワクしました（20 代・市内・大学・女性）
・コンテナの中に一つ一つの世界があり、とてもおもしろかった。
（20 代・広島市内・会社員・女性）
・価格、内容は見る側としては妥当（20 代・広島市以外の県内・会社員・女性）
・コンテナの中に有るので作品に集中出来る（30 代・市内・主婦・女性）
・あっつ〜い。でも夏らしい思い出ができました（30 代・市内・その他）
・コンテナの中が以外に広く、荷物が入りますね。来年も大変でしょうが、楽しみにしています（20 代・市内・その他・女性）
・前回よりも作品が見やすかったです。でも、また吉島を巡って作品を見て行く形も…（20 代・広島市内・その他・女性）
・１人１人の作品は面白いと思いますが、全体としてちょっとバラバラな感じがしました（スタッフさんは親切で楽しそうでし
た）（40 代・広島市内・会社員・男性）
・コンテナが暑い（40 代・吉島・会社員・男性）
・これまでの展示と比べて小規模になった（20 代・広島市内・会社員・女性）

［全 体̶ 会 場に つい て ］
・中央にある大きなテントいいですね（10 代・吉島・高校生・女性）
・電飾のカンバンがすてきだと思います。会場の構成（ルート？）がも少し分かりやすいといいかもって思いました（順路とか
なくてもいい？）（30 代・広島市内・その他・男性）
・一昨年より場所がまとまっていて見やすかった。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・今までに比べ、小規模で動きやすかった。（30 代・広島市内・未記入・女性）
・規模が縮小されたのは、なぜでしょうか。（50 代・広島市内・会社員・女性）
・一カ所で見やすかった（30 代・吉島・その他・男性）
・CAFÉ \CASHIER のテントの形が気になる（20 代・広島市内・大学生・女性）
・あつかった（30 代・吉島・会社員・男性）
・あつい！！（20 代・広島市内・大学生・女性）
・今年は場所が一点集中かな？（50 代・島市以外の県内・会社員・男性）
・たいへんコンパクトで鑑賞しやすかった。（20 代・四国・会社員・男性）
・よい展示だと思います（50 代・男性）

・なぜコンテナの入り口が外向き？マップを見なければ入り口に気付きにくいと思うのですが…（20 代・広島市内・大学生・
女性）
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・順路が分かりにくかった。
（20 代・広島市内・会社員・女性）
・場所が分かりにく（20 代・市内・大学・女性）
・公民館や集会所を利用していて急に空き地にアートができていて、入ってはいけない場所だったので・・・戸惑ってきました・・・
行政は協力的ではないですね。（40 代・吉島・主婦・女性）
・こじんまりしてしまった。予算の問題？（50 代・県外関西・その他・男性）

［全 体̶ 企 画に つい て ］
・いろいろな地域制の考え方があり、楽しませてもらった。この場所だけでなく実際にセンターの外に出て活動としているのが
面白いと思う。もっと外に出て活動してもいいかもとおもった。（20 代・広島市内・大学生・女性）
・おもしろいと思うものがいくつかあったのですが、コンセプト外にところ、展示の物量的に目玉の作品が欲しかったです。こ
の会場に印象と広告媒体のイメージが少し合わなかったです。単体として見れば、広告やポスターは好きなのですが、少し残念
です。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・今年は思わぬ暑さでしたが、大体において、「アートは美術館などの施設で見る」というかんじなので、印象的なアート鑑賞
になりました。
（30 代・吉島・その他・女性）
・会場が一カ所だと、STAFF の動きとか一望に見えて、活気がある感じがした。アートセンターのパイロット版としてのプレゼ
ンテーション？（30 代・広島市内・その他・男性）
・作品以前に、この夏に企画を支えたスタッフのみなさまに敬意を表します。（30 代・県外関東・その他・男性）
・大規模でなくても、これぐらいのアートイベント空間が、いろいろなところで生まれるといいなという希望を感じました（40
代・広島市内・男性）
・キョウチクトウの紙芝居がよかったです（40 代・広島市内・その他・男性）
・初めて見させて頂いたのでよくわかりません。説明を聞いてなっとくしました（60 代・広島市内・主婦・女性）
・自由さがあるのがとてもよい（40 代・広島市以外の県内・その他・女性）
・良かったです（40 代・広島市内・男性）
・昨年より縮小されて残念でしたが広島の永遠のテーマである平和へのメッセージを強く感じられる企画でした（30 代・広島
市内・会社員・女性）
・天気に恵まれて、最終日には雨がふったが、比較的良い天気だったので、良かったと思う。企画については分からない（50
代・広島市内・会社員・男性）
・interesting（50 代・広島市内・その他・男性）
・去年のよりアートににぶい私にも分かり易くて楽しかったです（20 代・広島市以外の県内・会社員・男性）
・たのしかったです（20 代・吉島・会社員・女性）
・学生のパワーをかんじる（広島市内）
・予想以上に見ごたえがありました。
（20 代・広島市内・会社員・男性）
・規模は小さいですが、学生の力でやっている感じがいいと思いました（20 代・県内・その他・女性）
・担当の人が細かく説明してくれた（30 代・市内・その他・男性）
・今年しか観てませんが、若い感性に触れられて良かったです（30 代・県内・その他）
・展示場所がコンパクトだったのでこの季節の歩きまわらなくて済んだのはほっとしました（30 代・市内・会社員・女性）
・メッセージが含まれており良いです（40 代・市内・会社・男性）
・知人の説明があってとても良かってです（50 代・市内・主婦・女性）
・ちらしがやや分かりにくいと思う。
（30 代・広島市内・大学生・女性）
・地域として吉島はおもしろいが、
「地域とアートが出会う」の部分が表現として表れていないように思う。
（30 代・広島市内・
会社員・男性）
・ふらっと立ち寄った感じですが、芸術は難しいと感じました。（30 代・吉島・会社員・男性）
・必然性について（40 代・広島市内・会社員・男性）
・自分のいいたい事、やりたいことがあまり見えなかった（テーマとか）（40 代・吉島・会社員・女性）
・初めてなのでよくわかりません（40 代・広島市内・主婦・女性）
・方向性とか全体的に何を目指しているのかが見えてこない（60 代・吉島・その他・男性）
・全体的に分かりにくい・・・です。
（30 代・広島市内・会社員・女性）
・昨年に比べ、パワーダウンしてしまったような印象（40 代・男性）
・昨年の「吉宝丸」が大掛かりだっただけにちょっと期待はずれ。でも大学の方も観に行ってみたいかも（30 代・吉島・会社・
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女性）
・来場前、通常展示の時間帯が分かりづらかった。場所は地図があったからよかったけれど（40 代・市内・主婦・女性）
・旧中工場の印象が強くて、少しスケールダウンしたような（40 代・市内・会社・男性）
・楽しそう。ただ内輪でなく、一般を広く巻き込むのは大変難しく感じた（40 代・県外・その他・男性）
・昨年と比べちゃうと…。これはこれで満足はしましたが（40 代・市内・主婦・女性）
・それ以前を見ていないからわからないですが、展示のみでは把握はむずかしい（20 代・女性）
・広報活動をもっと（50 代・女性）
・知らない人にはよくポイントがつかめない（50 代・女性）

［全 体̶ 希 望・ 提案 ］
・テーマによっては吉島にこだわらなくてもいいかなと思う。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・もっと時間もお金大変もかけられたらいいですね。「広島アートプロジェクト」という限りは、広島市も提供してもっと協力
してくれたらいいのにと思います。吉島全体を使って去年までの様に歩きまわって作品を探しながら見たいです。毎年となると、
時間的に準備に大変とは思います。一年目の中工場とか日銀とかすごい面白かったです。お風呂場のも。他の大学に…というよ
り、他県のプロジェクトに負けない位のものができたら尚良いのですが。（40 代・吉島・会社員・女性）
・広範囲で、多くのアートにもっともっと触れたかったです。
（40 代・広島市内・その他・女性）
・もう少し、涼しくなってからやられるのはどうでしょうか（50 代・広島市内・会社員・男性）
・まだむずかしいでしょうが、もっと多くの作家が参加できればいいと思います（50 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・体験？体感型って難しいのでしょうかねぇ（40 代・吉島・女性）
・もっと感動するものがほしい（30 代・広島市内）
・もっと活気のあるものであればよいと思います。
（30 代・広島市以外の県内・男性）
・公民館以外にも他の場所で行ってほしいです。（20 代・吉島・女性）
・今年は９月に入っても暑かったので、学生さんの授業の関係もあると思いますが、もう少し涼しく“芸術の秋”とみんなが思う
ような天気の方がお客様が集まると思います。特に野外の展示なので。
（50 代・中部・会社員・女性）
・作品のそばにキャプションがほしいです。（20 代・広島市内・その他・女性）
・遠方からの勧学にはもう少し作品数を増やしてほしいです。
（50 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・入り口が分かりやすいと良いです（20 代・市内・会社員・女性）
・会場に色彩的、もしくは形態的な統一感がもう少し有れば（20 代・県外・大学・男性）
・小さいのに、素人なのに、もう少し大きく頑張って欲しい（20 代・市内・その他・男性）
・もう少し力の入った作品が観たかった（30 代・県外・その他・男性）
・地域にて展開するなら、もっと地域の人を巻き込んでやって欲しい。チラシが分かりにくかったので一般にも分かりやすい何
だろうな？いってみたいと思わせるようにして欲しい（40 代・市内・女性）
・規模、作品数がもう少しあった方が良かった（50 代・県内・大学教員・男性）
・作品について簡単な解説文、説明文があれば理解しやすいとおもう（60 代・市内・会社員・男性）
・展示数がもう少し多くても良いと思います（60 代・市内・男性）
・吉島と言う町との調和が好きだった。係の方々も親切に解説して下さった。作品数がもう少し有る方が良い。あまりにもチー
プな（コンセプトも技術も）作品の存在（20 代・吉島・大学生・男性）
・コンセプチュアルすぎる。作品説明文が無ければ何も分からない。作品が説明文に負けている気がする。もっとコンセプトに
頼らず作品に力を入れて欲しい（20 代・市内・その他・女性）
・展示について説明してもらえるといいかもしれない（50 代・女性）
・一昨年より、このプロジェクトを知っていたものの、会期が短く見逃していました。広島ならではのイベント、地方独自の特
色あるプロジェクトを期待します（30 代・男性）
・もっと多くの出会いがほしいと思いました（80 歳以上・女性）
・展示をふやしてほしい（30 代・男性）
・前と比べるとさみしくなった。地域の人ともっと関われるとよかった。（20 代・男性）
今 後ど の よう な企 画 を希 望さ れ ます か ？
【企 画１ 】
［継 続に 対 して ］
・引き続きプロジェクトをやっていくと良いと思うが、今までより、消費的な傾向があったように思う。それでもやった方が良
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いと思います。
（20 代・広島市内・大学生・男性）
・このプロジェクトを続けていく事で、いままでの活動が確実なものになっていくと思います。このプロジェクトを目的に入学
してくる生徒さんがあればよいですね。（50 代・中部・会社員・女性）
・毎年このようなアートプロジェクトを続けることを希望する。（20 代・広島市内・大学生・男性）
・継続できるななんでも ok（30 代・吉島・男性）
・2011 年には 2010 年の検証展を、2012 年には 2011 年の検証展を続けていってほしい。どのように反省されていいているか
見たい。（20 代・市内・大学生・女性）
・これまでの活動をふまえつつ、新しい視点を加えたもの（30 代・県内・その他・男性）
・検証の次に何が生まれるのかたのしみです（50 代・男性）

［参 加者 に 対し て］
・一緒に楽しめるもの？など（20 代・広島市内・大学生・女性）
・吉島で実施するなら吉島をテーマにした作品がもう少しあっても良いかもしれません。来場した人がアートを体験できる企画
・楽しく学べて、ひらめきそうな参加型（10 代・女性）
・自分も参加できる作品（30 代・関西・主婦・女性）
・パソコン等をつつけて参加できるものを増やしてほしい（30 代・市内・会社員・男性）
・イベント的なことを取り入れると来場者がふえるとおもう（70 代・吉島・男性）
・誰もが観て楽しめるものにしてほしいです（30 代・広島市以外の県内・会社員・女性）
があったら楽しめるかなと思います。
（20 代・広島市内・会社員・女性）
・より、一般の方も含めた企画等。（20 代・広島市内・その他・女性）
・子ども、大人が遊べるアート（20 代・広島市内・大学生・男性）
・地域の人が参加できるアート企画（30 代・広島市内・会社員・男性）
・一緒に何かを作ったり出来たら楽しいかなと思ったり…（20 代・広島市内・会社員・女性）
・地域の人一般の人などが参加できるものがあったら楽しいかも。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・小さい子にも理解できるようなものを・・・（40 代・吉島・主婦・女性）
・参加型のもの（30 代・広島市以外の県内・男性）
・ワークショップ（20 代・吉島・大学・男性）
（20 代・広島市内・会社員・女性）
・お客さんも一緒になって作っていける作品もおいてもらえたら嬉しい。ちょっとでも来たよ。なんか一緒だっていう喜びを
・共有していきたい（20 代・市内・その他・女性）
・もっと多くの人が気安い場所で出来たら良いね（40 代・市内・会社員・男性）
・やはり地域密着型の展示の方が良いかな。大掛かりなのはなかな大変でしょうが、参加型のイベントも良いかも（30 代・吉
島・会社員・女性）
・園児、小学生もアートに興味がもてるようなもの（30 代・男性）
・児童、生徒が参加できるワークショップ形式の企画（40 代・男性）
・続けて下さい！参加型とかあったら観に行きたくなるよきっと（40 代・市内・主婦・女性）
・こんな風な自由参加の企画。ぜひ！！（40 代・広島市以外の県内・その他・女性）

［地 域、 広 島に 対し て ］
・原爆もゴミもない企画（20 代・広島市内・大学生・男性）
・見応えのあるアート＋独自の地域性（20 代・市内・大学生・女性）
・まだ地域、場所的なものが多く感じる。何か人に視点を向けたアプローチがあれば・・・あとは展示だけでなく今年のような
イベントも増えると良い。参加しやすい（20 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・マンネリ化してきた平和に対する活動についてアートをもって考え直すきっかけができたらいい。
（10 代・市内・大学生・女
性）
・ぜひ広島にアートセンターを建設するための具体的な企画をすれば、良いのではないかと思う（20 代・山口市・大学生・男
性）
・地域はこういったプロジェクトが少ないと思います。だから地域ではすぐ活動が広がると思います。地域近くの市民がミーハ
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ーでもあしを運びたくなる展示をもっとやってほしいです。（20 代・市内・大学生・女性）
・学生や地域の人々の思いや、変化を検証していただけると参考になってうれしいです。これからもプロジェクトの展開が楽し
みです。（30 代・関西・その他、大学教員・男性）
・街の中心部（本通とか）等の人の多いところで何かしらアートのイベントがあれば良いと思います（20 代・広島市内・大学
生・男性）
・街めぐりを兼ねたもの（50 代・広島市内・男性）
・吉島や平和といったテーマについてはとても興味があったので、ぜひまたやってほしいと思いました。
（10 代・広島市内・大
学生・女性）
・地域をもう少し巻き込む企画（30 代・吉島・その他・男性）
・企業などを巻き込んでもっと一般の人をたくさん呼べるような企画（20 代・広島市内・会社員・女性）
・広島という地域性＋もっと広がりのある内容をテーマに企画をしてほしい。（30 代・広島市内・大学生・女性）
・町を活用したアートプロジェクト（50 代・広島市内・会社員・女性）
・もっと、生活に近づいた企画がほしい（40 代・吉島・会社員・女性）
・街の中を散策できるような企画（40 代・広島市内・女性）
・また町中での展示をして欲しい（40 代・広島市内・会社員・男性）
・広島の若者（学生を含む）の作品をもっと、広島で、公開してほしい（広島県再生プロジェクト）
（50 代・広島市内・会社員・
男性）
・近所を散歩していて偶然見つけたりすると楽しいでしょう（30 代・広島市内・会社員・男性）
・広島のアートシーンにしっかりと残る様な企画（50 代・県内・その他・男性）
・吉島での企画を続けて欲しい（50 代・県内・大学教員・男性）
・広島の川、橋を利用したアート(50 代・男性)
・吉島を歩いて回れるアート展も好きです。現地交渉大変でしょうけれど。
（20 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・街中などで、普段よく通ったりするに作品展示などしてくださると、いつもとはちがった景色が見れるし、多くの作品にふれ
られるので、実現したらいいなと思います。（20 代・女性）
・街で展開するアートプロジェクト（30 代・関西・その他・男性）
・街とのタイアップで恒久作品を拡げていく事（40 代・市内・会社員・男性）

［規 模に 対 して ］
・スケールの大きいやつが見てみたいです（0 代・広島市内・大学生・女性）
・去年のような街の中にアートがポツリとあるとステキです。
（20 代・広島市内・会社員・女性）
・2009 年のように各所に（40 代・吉島・会社員・男性）
・中工場を大きく使って大々的に実施されることを期待します。（70 代・吉島・その他・男性）
・大きめの企画（20 代・市内・その他・男性）
・どのような企画でも、もっとたくさんの作品が観たいです（20 代・関東・会社員・女性）
・少しづつでも規模を大きくしていくと良いと思います（20 代・県内・その他・女性）
・もう少し大きなもの（１0 代・市内・小学生・女性）
・もっと色んなアートを観たいです。作品を増やして欲しいです（30 代・県内・会社員・女性）
・小規模のアートツアー。鑑賞者を引き込むようなもの（20 代・広島市内・大学生・女性）
・このプロジェクトがもっと広がって、大きなものになるといいなぁと思います。来年も期待しています（30 代・広島市内・
その他・男性）
・室内での大きな展示（20 代・男性）

［連 携に 対 して ］
・小・中・高・大様々な学校と連携し、市内全体で取り組んで「アートめぐりマップ」などを広島駅におく（20 代・関西・大
学生・男性）
・情報学部の力を利用するインスタレーション作品を作る（20 代・市内・女性）
・建築学的考察を含めた都市論もふくんで考察した内容が見たいと思いました。
（20 代・市内・その他・女性）
・市民とのコラボ（20 代・関東・男性）
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・より音楽、演劇といった多方面の芸術と美術をつないでいってくれるような企画（20 代・男性）
・動的な表現を中心とした企画、映画堂が、演劇（30 代・関西・会社員・男性）
・音楽とアートのコラボ企画等（40 代・広島市以外の県内・会社員・男性）
・市内×アートプロジェクト×音楽

この図式はとても良いです！（20 代・広島市内・大学生・女性）

・音楽と美術をいっしょに楽しめるものはどうでしょう（40 代・広島市内・その他・男性）
・音楽♬を活用すると雰囲気が良いかも知れませんね（40 代・広島市内・主婦・女性）
・コラボを考えてみたら（60 代・吉島・その他・男性）
・ライブ的なものを（40 代・市内・会社員・男性）
・建築系の企画などできれば（30 代・男性）
・ミラノサローネとまではいかなくとも、市内の各種デザインショップとコラボして色々なところで作品を見られる様にしても
良いかも。
「今日は全部見に行くぞ」ではなく、期間中にちょっとずつあちこちで見られても良いですね。
（30 代・県外関東・
その他・男性）
・瀬戸内との力

［作 品に 対 して ］
・現代的な視点での作品作りはみていてとても面白いのですが、新しい表現にかたまりすぎて、逆にそれがつまらなく見えると
ころがあります。もう一度この場所でプロジェクトを行う意味を問う作品が見たいかなと思います。
（20 代・市内・大学生・女
性）
・作品、特に野外でのものをもっとたくさんみたい（20 代広島市以外の県内・女性）
・若い人の作品が観たい（30 代・県外・女性）
・絵画や彫刻なども一緒にできるアートプロジェクトだともっと面白いと思います（30 代・市内・会社員・女性）
・現代アートだけではなく、絵画など平面作品も見たいです。
（20 代・市内・大学生・女性）
・日本画や洋画等の絵の展示をもう少し増やしてほしいです。
（10 代・吉島・高校生・女性）
・はじけてる作品。何を意味してるか、分からないような（20 代・広島市内・大学生・女性）
・現代アート（20 代・吉島・女性）
・作品を売買するようなイベントがあったらいいと思います。
（20 代・広島市内・その他・女性）
・若年層のアーティスト作品をもっと出したらいいのでは（50 代・島市以外の県内・会社員・男性）

［そ の他 ］
・わからないが、期待はしている（20 代・広島県外・大学生・男性）
・岩崎さんや今井さんのようにディレクション見習いの企画担当がもっと育つと良い、中村圭さんのように小さなネタをいろい
ろこなしてもらいたい。
（40 代・市内・会社員・男性）
・こんな感じで良いと思う（20 代・広島市内・大学生・女性）
・外国人アーティストをもっと多く参加を求め、奇抜発想を取り入れてほしい（50 代・広島市内・男性）
・旧市民球場で何かやればよかったね（50 代・広島市内・主婦・女性）
・大学をメイン会場でやってほしい（40 代・広島市内・女性）
・楽しければよい（20 代・男性）
・いろいろな企画お願いします。
（20 代・県内・その他・女性）
・学生さん何人かと話ましたが、彼らは本当にアートに興味があるの？と思ってしまいます。第一回からみてきましたが、もう
いいです。
（30 代・市内・会社員・男性）
・ちょっとしたしかけがあるのをおすすめ（10 代・吉島・小学生・女性）
・あまり難しくないかんじで。（20 代・広島市内・会社員・女性）
・何でも良いです。思いつかないものをお願いします。
（30 代・吉島・その他・女性）
・もっとカフェ、バーで盛り上げてほしい。（40 代・広島市内・その他・女性）
・どんな形でもよいので、続けて頂きたい。（20 代・広島市内・大学生・男性）
・来場して楽しいと思えるような企画があれば良いと思います。（30 代・吉島・会社員・男性）
・ワクワク、ドキドキする企画（30 代・広島市内・その他・男性）
・継続は力なりでしょうか。
（40 代・広島市内・会社員・男性）
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・前回、前々回のような感じで（50 代・県外関西・その他・男性）
・室内で、がいいな（20 代・広島市内・大学生・女性）
・思うようにやってみて下さい（40 代・広島市内・男性）
・妖怪が好きなんで妖怪のアートを見てみたい（20 代・広島市以外の県内・会社員・男性）
・もっと感動するものがほしい（30 代・広島市内）
・涼しい企画。水とか夜とか霧とか（30 代・吉島・会社員・男性）
・もっと多くの作品が見たい（10 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・夕暮れの時の音楽など雨天でも楽しめればいいもの（30 代・吉島・会社員・女性）
・アートにしか出来ない空間を作って欲しい（20 代・市内・大学・女性）
・継続する事に意味もある（30 代・市内・その他）
・色々トライして欲しい（40 代・市内・主婦・女性）
・個人の強力なアーティストのプロジェクト（40 代・県外・その他・男性）
・続けてやって欲しい（40 代・市内・女性）
・夢（50 代・市内・主婦・女性）
・空き店舗や空き事務所を利用して(50 代・男性)
・場をつくるのはおもしろそうです（20 代・女性）
・今回まとめて、次の企画をしたときに、またそれに照らし合わせることができる展示（20 代・女性）
・有名人来てえ！！（20 代・女性）

F. その 他 お気 づき の こと や疑 問 など あり ま した らお 聞 かせ くだ さ い。
【企 画１ 】
・芸術センターの感じがしなかった。私は書道をしていますので次回出品したいです（50 代・広島市内・男性）
・08 年から観に行っていますが、毎年勉強になるしおもしろい。今年も期待（20 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・暑い中ご苦労様です。
（20 代・広島市内・大学生・男性）
・応援してます。吉島地区の街ぐるみの展示がよかったです。
（50 代・広島市内・男性）
・このプロジェクトは、広島市と連携してやっておられるのでしょうか？（20 代・関西・会社員・男性）
・もっとアーティストのアートが観たかった（20 代・広島市内・女性）
・字、言葉多すぎて、アートな気持ち、楽しい気持ちなくなる（30 代・広島市以外の県内・会社員・男性）
・全国のアートプロジェクトの紹介があるのならばもう少しわかりやすい形でそれぞれの作品があればなお理解が深まったはず
（20 代・広島市内・大学生・男性）
・多少わかり辛い（20 代・広島市内・大学生・女性）
・お疲れ様でした（30 代・アーティスト・男性）
・自分も大学でアートマネージメントを学んでおり、参考にさせていただきたいと思います（40 代・女性）
・展示の方法が見やすくて良かった。くぎが適当につけてるのがもったいない。
（20 代・市内・大学生・女性）
・芸大との結びつきがつよいのでしょうか、もと地域えを拡大して、西日本として見たいと思いました。取手と比べるのはなぜ？
（20 代・市内・その他・女性）
・これからもプロジェクトの進化を楽しみにしています（10 代・市内・大学生・女性）
・全国で同様の取り組みが増えつつある中、特色をだしていかないと、単なるイベントで終わってしまう。地域の歴史施設など
について深く調べて活用する必要があると思う。（40 代・市内・その他・男性）
・吉島市営住宅建築により、高度利用ニより余剰地が捻出されます。社会福祉使用だと二分の一で売却、市内部の利用だと無償
の可能性もあります。アートセンターは吉島でも、旧中工場ではないと考えられませんか。障害者アートセンターなど。
（40 代・
市内・会社員・男性）
・学生主体でやっていくには限度があるような気がします。もう少ししっかりとした母体があるといいように思います。若手の
アーティストを育てたいのか、地域の中にアートを根付かせたいのかわかりにくいところではあります。
（20 代・市内・大学生・
女性）
・市立の方にも作品があってほしかった（20 代・市内・その他・女性）
・他の大学のプロジェクトもあってより楽しかった（20 代・関西・大学生・男性）
・気軽にアートを楽しめる企画が良いです。（20 代・市内・会社員・男性）
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・本日は、本当にありがとうございました、とても勉強になりました（30 代・関西・その他、大学教員・男性）
・アート学生のパネルディスカッション（60 代）

【企 画２ 】
・コンテナを使ったデザインが良かったと思います。（10 代・広島市内・大学生・女性）
・お疲れさまです。ありがとうございました。
（20 代・広島市内・大学生・女性）
・いくつか大きな成果がでるといいなと思います（20 代・広島市内・大学生・女性）
・コンテナを使っているのが特徴的だと思いました。（20 代・広島市内・大学生・女性）
・平和公園ですればどうですか（20 代・広島市内・会社員・女性）
・カフェがあってよかったです。今後の活動を期待しています。（20 代・広島市内・会社員・女性）
・14 番の公園がわくわくしました。つくりこみがすごい！（20 代・広島市内・会社員・女性）
・今年は特に暑くて、対策は必要かもと思った。（20 代・広島市内・未記入・女性）
・宝探し的な今までの方が、個人的には好きです。
（30 代・広島市内・未記入・女性）
・見に来た人、参加型のアートがあればいいかなー（40 代・広島市内・その他・女性）
・これから続けて行ってください（20 代・広島市内・大学生・男性）
・頑張って続けて行ってください！（20 代・広島市内・大学生・男性）
・ジュースとお菓子おいしかったです。（30 代・広島市内・会社員・男性）
・どんどん変化していって良いと思います。（30 代・広島市内・その他・男性）
・コンテナの作品は、いまいちわからない。というか、ひとりよがりのものと思った。やりたい意味がわからない。デザイン学
校卒業した者より（40 代・吉島・会社員・女性）
・う〜ん、上村晴香の作品、ヨカッタナァ…。你好！謝謝！海宝！（20 代・広島市内・大学生・女性）
・スタッフの説明を受けるとわかりやすかった（40 代・広島市内・女性）
・おつかれさまです。熱中症には気をつけてください（20 代・広島市内・大学生・女性）
・暑い中ご苦労様です。片付けも大変でしょうががんばって下さい（40 代・広島市内・会社員・男性）
・今年は昨年よりも熱かった（30 代・広島市内・会社員・女性）
・暑なか、大変ですががんばってください。ありがとうございました（30 代・広島市内・その他・男性）
・暑いので大変ですね（50 代・広島市内・主婦・女性）
・スタッフの方々が、息子娘の様で、楽しくおしゃべりしました（50 代・吉島・主婦・女性）
・私は芸術にはしろうとであるけれど知人が、作品を出展しているので出かけて来たが、会場で、説明を聞きながら作品を見ら
れたので、何も分からない私でも作者の意図が良く分かる様に説明をうけられた（50 代・広島市内・会社員・男性）
・暑いです（20 代・広島市内・大学生・女性）
・来年も続けて下さい（50 代・広島市内・その他・男性）
・地域の人を少しずつでも巻き込めるようにすればいいと思います。（去年までは少しでも地域の人の顔が見えたように思いま
す）今年はこれでおもしろいものにはなっていると思いますが（50 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・分かりやすく皆さんが説明して下さって助かりました（20 代・広島市以外の県内・会社員・男性）
・暑い。時季的な制約もあるかもしれませんが、もう少し暑くない時期が良いのではないかと思います。
（ゆっくり観賞できる）
（40 代・吉島・女性）
・お金は無くてももっと良いものは出来ると思う（30 代・広島市内）
・作家のプロフィール

作成意義など作品毎に提示していただくとありがたい。
（70 代・吉島・その他・男性）

・ゆっくりしたかったのでカフェはうれしく思いました。（20 代・広島市以外の県内・その他・男性）
・ポスターにも地図を載せてほしいです。
（20 代・広島市以外の県内・大学生・女性）
・公民館に来るまで少し迷ってしまいました。目印になるものがあればよいな・・・と思います。
（20 代・広島市内・大学生・
女性）
・もう少し人が集まるようにすると。何かもったいない作品群ですね（60 代・広島市以外の県内・その他・女性）
・もっと宣伝したら？人が少ないのがもったいない（70 代・広島市内・主婦・女性）
・楽しかったです（20 代・吉島・女性）
・会場に来るのにちょっと迷いました。案内板などがあると助かります。あと、スタッフの人が丁寧に説明してくれてよかった
です。
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・アートとは非日常を理解したものです。
（40 代・吉島・主婦・女性）
・作品のそばに解説があったらよいなと思いました。（20 代・吉島・会社員・女性）
・暑さ対策も考えてもらいたい（20 代・四国・会社員・男性）
・あついですね（20 代・県内・会社員・女性）
・金魚がいた!!（20 代・市内・大学・女性）
・全体的に分かりにくい（20 代・市内・その他・男性）
・もっと看板なども出して大通りを通る人などへのアピールも（20 代・県内・その他・女性）
・ここは土足ですっていうのをお知らせしてもらえると嬉しかったです（20 代・市内・その他・女性）
・アクセスをもっと詳しく。ポスターを街にもっと貼って欲しい。バルーンなどを使ってもっと大々的に宣伝しても良いと思う
（20 代・市内・大学・女性）
・来年もあればまた来たいと思います（30 代・市内・会社員・女性）
・10 月くらいもいいかも（30 代・市内・主婦・女性）
・会場までの地図がシンプルすぎて分かりにくかったです。せっかくここまでくるので、もっと作品があればいいかな（30 代・
県内）
・楽しかったです（40 代・市内・会社員・男性）
・ゆくゆくは平和公園でやってほしい（40 代・市内・会社員・男性）
・学祭のりがかいまみられます（40 代・市内・会社員・男性）
・涼しい時期だったら良いな（40 代・市内・主婦・女性）
・お茶が安くて良かった。作家とはなせるのが良かった（40 代・市内・主婦・女性）
・広島は美術館もたくさんある。美大もある。しかしアートがあまり浸透していない気がする。残念です。頑張って欲しい（40
代・市内・女性）
・地域と連携したアートプロジェクト自体は良い事だと思うが、今回の企画に「吉島で無ければ出来ない作品」があったかどう
か。地域の歴史や伝統を取り込んだ「渋さ」を感じさせるものがほしい。今後は継続に期待します（40 代・市内・男性）
・楽しく観させて頂きました（50 代・市内・主婦・女性）
・今後の継続の仕方、学生の巻き込み方は？（50 代・男性）
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