
調査期間 ２０１８年８月２０日（月）～８月２６日（日）　

調査対象 こども館特別企画展入場者

調査方法 入場時にアンケート用紙を配布し、退場時に回収

回収数 ３４６通

平成３０年度（２０１８年）

夏休み特別企画事業アンケート集計結果

藤沢市湘南台文化センターこども館

２０１８年８月２７日

       （７日間）

平成３０年度 夏休み特別企画事業

開催期間 ２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日） ４８日間

企画展名称 わくわく！ドキドキ！！ジュラシック･ヒーローズ

～こども館恐竜展～

ワークショップ

恐竜ジオラマを作ろう



問１　今回の「こども館恐竜展」の感想をお聞かせください。

項目 回答数 構成比

とてもおもしろかった 172 49.7%

おもしろかった 151 43.6%

ふつう 12 3.5%

少しもの足りない 7 2.0%

もの足りない 2 0.6%

無記入 2 0.6%

合計 346 100.0%

項目 回答数 構成比

今回がはじめて 248 71.7%

昨年も来た（ロケット･宇宙展） 38 11.0%

以前に来たことがある 60 17.3%

無記入 0 0.0%

合計 346 100.0%

問２　これまでに「夏休み特別企画
展」に来たことがありますか。
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問３　ワークショップ（恐竜ジオラマ）に参加した方は、感想を聞かせてください。

項目 回答数 構成比

とてもたのしかった 199 57.5%

たのしかった 133 38.4%

ふつう 7 2.0%

少しつまらなかった 2 0.6%

つまらなかった 0 0.0%

その他 2 0.6%

無記入 3 0.9%

合計 346 100.0%

問４　全天周映画観覧の有無

項目 回答数 構成比

観覧した 61 17.6%

観覧する予定 88 25.4%

観覧しない 194 56.1%

その他 3 0.9%

無記入 0 0.0%

合計 346 100.0%

問５　特別企画展の情報は何を見て知りましたか。(複数回答可)

項目 回答数 構成比

広報ふじさわ 19 5.0%

こども館ニュース 35 9.3%

こども館ホームページ 126 33.3%

ポスターを見て 13 3.4%

チラシを見て 23 6.1%

来館して知った 104 27.5%

人から聞いて 45 11.9%

自治会の回覧を見て 0 0.0%

各種情報紙（ミニコミ紙） 4 1.1%

その他 7 1.9%

無記入 2 0.5%

合計 378 100.0%

回収数 346
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回答者（記入者）の属性

項目 回答数 構成比

男 62 17.9%

女 282 81.5%

無記入 2 0.6%

合計 346 100.0%

回答者の住所

回答数 構成比

藤沢市 126 36.4%

横浜市 111 32.1%

大和市 24 6.9%

綾瀬市 7 2.0%

茅ヶ崎市 18 5.2%

鎌倉市 2 0.6%

寒川町 0 0.0%

県内都市 42 12.2%

県外都市 15 4.3%

無記入 1 0.3%

合計 346 100.0%

回答者の年代

小学生 44 12.7%

中学生 1 0.3%

高校生 0 0.0%

大学生 0 0.0%

その他１０代 1 0.3%

２０代 13 3.8%

３０代 157 45.4%

４０代 107 30.9%

５０代 8 2.3%

６０代 13 3.8%

７０代以上 2 0.6%

無記入 0 0.0%

合計 346 100.0%
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2018年8月20日（月）

2018年8月21日（火）

2018年8月22日（水）

○すごくおもしろかった。恐竜が現実みたいだった。（小学生男子）

○展示、色々な物が展示してあり、動かせて楽しかったり、知ることができたりし、良かったです。（３０代
女性）

○展示コーナーは、漢字にふりがながなかったので、できればすべての展示物にふりがなをつけて、も
う少し字も大きくしてもらいたい。幼児や低学年にも見えやすい高さ、位置にするなど工夫あればと思い
ます。（４０代女性）

○多種の恐竜の化石があって、すごいと思いました。（小学生男子）

○写真が撮れたり、恐竜が動く姿が見れて良かったです。（３０代女性）

○”恐竜展”自体が初めてで、展示や体験など楽しめました。目で見て、触れてと工夫もされていて良
かったです。（４０代女性）

○恐竜大好きなので展示コーナーよろこんでました。（４０代男性）

○展示コーナーではもう少し規模が大きいといいと思った。卵の中に入っての写真は楽しかった。（小学
生女性）

○恐竜展はもう少し展示が多くあると良かった。卵の中に入れるのは、子どもが大変よろこんだので良
かった（３０代女性）

○サイズ感と内容が子供にぴったりでとても楽しめた。大人も勉強になる内容でした。トイレに行く通路
にある展示は少しわかりにくい場所なのでもう少し目立ってもよいと思います。（３０代女性）

○広くない場所でも、恐竜がおもしろく配置されており、とても楽しかったです。（４０代女性）

○動く恐竜があって子供達は喜んでいた。（３０代女性）

○木とかが本物だからリアルにかんじられました。（小学生男子）

○こどもがとても楽しそうでした。ただ化石の横にその恐竜の写真や絵を置いてもらえるともっと良かっ
たです。（３０代女性）

○楽しめるので、展示スペースをもう少し大きくして欲しい。（３０代女性）

○脳の重さの展示が、おもしろかった。（３０代女性）

○展示室が広いと（見られるものが、より多いと）うれしいです。（３０代女性）

ご意見およびご要望など自由記入欄（アンケートから抜粋）

○限られたスペースで動く恐竜や骨、化石など本格的な展示が見学できてよかった。入館料のみで見
れるというところもうれしいポイントだった。ワークショップも夏休みの子供の自由研究や工作に最適でし
た。（３０代女性）

○想像していた以上に良かったです。動くトリケラやアンキロは子供たちも大喜びでした。とても楽しめ
ました（３０代女性）

○もう少し小学生が楽しめそうな展示があってもよかった（２０代女性）

○楽しかった。恐竜に乗れたりするとよかった（２０代女性）

○脳ぐるみの展示がおもしろかったです。人間の脳とティラノサウルスの脳の違いを感じることができて
よかったです。（２０代女性）

■展　　示

○ワークショップがとても楽しくて何回も来ました。展示コーナーも小さい会場ながら見応えがありまし
た。（３０代女性）



2018年8月23日（木）

2018年8月24日（金）

2018年8月25日（土）

2018年8月26日（日）

2018年8月20日（月）

2018年8月21日（火）

○恐竜が見られて楽しかった。（３０代女性）

○大きな恐竜をもっと見てみたいです。（３０代女性）

○４才の孫について参加しました。（孫の子守をはじめてたのまれて）恐竜に興味を持ちはじめた時期
でしたのでよてもよかった。又参加したいと思いました。ジオラマ作りとても楽しかったそうです（７０代女
性）

○ようちえんの子供にもむずかしい（２０代女性）

○さわっていいものを増やしてほしい。（２０代女性）

○子供が恐竜が大好きなので間近でリアルな恐竜が見られてうれしそうにしていました♡ティラノサウル
スも展示してほしいです。（３０代女性）

○ジオラマ作りの体験などとても楽しかったようです。（３０代女性）

○小さな子も楽しめました。（４０代女性）

○手がこんでいる割にお手頃（￥３００）なのが良かったです。（３０代女性）

○けっこう難しかった。（ワークショップ）幼児は大人が手伝わないと全然できなかった。けど恐竜が好き
だから喜んでいた（１０代女性）

■ワークショップ

○とても子供が喜ぶように出来ていて長時間遊べました。（６０代女性）

○恐竜の骨をさわることができるとより嬉しいと思いました。会場ももう少し広いと他の人とぶつからず
にゆっくり見れると思います。（３０代女性）

○動く恐竜もあって、本格的でおもしろい。（４０代男性）

○初めて来てみました。夏休みのよい思い出になりました。恐竜が動くのがスリルがあってよかったで
す。（４０代女性）

○竹ぐしで穴をあけてもささりにくそう。ぞうかの草がささりづらい。（小学生女子）

○精度が低いものでもいいのでピンセットが欲しかった。（４０代男性）

○子供が興味をもってくれた。（３０代女性）

○動く恐竜に大興ふんでした。（３０代男性）

○もう少し広いとうれしいかも。スタンプラリーとかやりたいです。（４０代女性）

○とても楽しかったです。子供もうれしかったようです。（３０代女性）

○動く恐竜がもう少し大きいと良かったと思いました。（４０代女性）

○写真がとれるコーナーやさわれる物が展示してあって楽しめる（５０代女性）

○ティラノサウルスの人形もいてほしかった。（３０代女性）

○子ども達もとても喜んで見ていました！！（４０代女性）

○展示コーナーが思っていたよりすごかったのでよかった。ジュラシックワールドを見た後だったので、
より楽しめた。（４０代女性）

○すごく楽しかったです。子どもが恐竜好きなので喜びました。（３０代女性）

○”恐竜展”身近にみられてとても良かったです。又、期待しています。（中学生女子）

○恐竜と星空のコーナがあって星空の事が知れた。（小学生女子）

○もっとどんな恐竜がいるのか知りたかったです。（３０代女性）



2018年8月22日（水）

2018年8月23日（木）

○ジオラマづくりがとても楽しかったようです。また来たいと思いました。（４０代女性）

○ワークショップは４才には少し難しかったかな？でも本人は楽しそうでした！（３０代女性）

○小１の息子がジオラマ作りを楽しんでました。（３０代女性）

○幼児のこどもでも張る、刺す等の少し手を貸せば自分でできたので本人も自分で作ったと満足げでと
ても良かったです！（難易度がちょうど良かったです）説明パネルもわかりやすくてありがたかったで
す。（３０代女性）

○子どもが恐竜好きなので、このようなワークショップがあるとうれしいです。（４０代女性）

○おもしろかった。ジオラマをまたつくりたい。（小学生男子）

○好きな恐竜のジオラマは楽しかったようです。恐竜の企画を定期的に開催してほしいです。（３０代女
性）

○普段は特に恐竜に興味がある訳ではないのですが（女子なので）TVでジュラシックワールドを観たり
して「恐竜展に行ってみたい」と言い出しました。もともとワークショップ好きなので楽しかったみたいでし
た。（４０代女性）

○ジオラマ作りが楽しかったので今日は２回目の来館です。ちょっとした材料集めなどが難しいので、作
る機会があり良かったです。展示物は少なかったですが、それなりに楽しめました。（５０代女性）

○とても楽しかった。夏休みの工作になってよかった。（３０代女性）

○はっぱやきなどが本かくてきでたのしかったです。（小学生男子）

○ワークショップがたのしかったです。（小学生男子）

○格安で楽しめて、並ばずにワークショップに参加できたので良かったです。（３０代女性）

○とても楽しいワークショップでした。幼児も一緒に参加できて良かったです。（３０代女性）

○子どもの想像力など、自分で考えて作ることはよかった。（４０代男性）

○恐竜ジオラマは幼稚園生でも楽しく作れて、参加する為に２回も来ました。来年も開催して欲しいで
す。（冬休みや春休みも同じくらい（難しさ）の違う工作があれば参加したいです。）（４０代女性）

○とても楽しんでいましたが、幼児には少しむずかしかったようです。（３０代女性）

○とても楽しく工作出来ました。ありがとうございます。（３０代女性）

○幼稚園児でも楽しめるワークショップだったので、とてもよかったです。（３０代女性）

○ジオラマがとても良かったので、またやってほしい。動く恐竜がいて面白かった。（３０代女性）

○子供でも簡単に作れるもので、楽しんでできました。好きな素材を選べるところも良かったです。（３０
代女性）

○ワークショップで「ステゴサウルス」が無かったのが残念でした。簡単にかわいいのができたので良
かったです。（４０代女性）

○すごく楽しそうに作っていました。ここで作って家でも遊べる工作だと、とても良いと思います。（４０代
女性）

○小学生にはもう少しむずかしい内容でも良さそうです。（４０代女性）

○子どもが自分の発想で自由に作れるので楽しめました。きょうだいで別のジオラマが完成して、面白
かったです。透明なケースとかに最後入れられると、持ち運びや鑑賞するのにさらによいと思います。
（３０代女性）

○孫がとても楽しんで、夢中でやっていました。２才の孫もママと一緒に楽しんでいたので、夏の暑さも
忘れ、たのしいひとときでした。ありがとうございました。（６０代女性）

○楽しく作りました。恐竜の化石に興味を持ったようでした。（４０代女性）

○子供が喜んでいました。ワークショップの作品は夏の思い出としてかざれそうです。（５０代女性）

○係の方が皆さん、穏やかでゆったりと参加することができました。ありがとうございました。作り方の説
明も、わかりやすかったです。（４０代女性）



2018年8月24日（金）

2018年8月25日（土）

2018年8月26日（日）

2018年8月20日（月）

○恐竜を組み立てたりするワークショップなど（４０代女性）

○ワークショップがとても楽しかったです。（３０代女性）

○子供が工作することが好きなので外にあるショーケースのようなワークショップが開催される様でした
ら、また参加させてあげたいです。（３０代女性）

○芝シートに対してボンド接着は難しい・・・コストや安全面が厳しいだろうグルーガンだと良かった。家
で補強します。芝のリアルさを妥協して紙にプリントならボンドで十分いけたのかな。子どもたちは楽し
んでました！（３０代女性）

○子供が恐竜が好きで楽しく参加出来たようで良かったです。（４０代女性）

○ボンドはつけづらい。（３０代女性）

○恐竜ジオラマ作り親子で大変楽しかったです。（４０代女性）

○ワークショップは、小さな子供でも楽しく作ることができたので、よかったです。（３０代女性）

○芝シートにはりつけにくく幼児にはむずかしかった。（３０代女性）

○すごくたのしかったですが、木や草がさしづらく子供にはやりづらそうで親が手伝うことが多かったで
す。グルーガンなどがあればよかったです。（小学生男子）

○スタッフの方からアドバイスなどが少ないため、親がつきっきりになる必要があると思った。（４０代女
性）

○恐竜の数を追加料金でもいいので１体欲しかったようです。（３０代女性）

○ワークショップは大人も参加出来たら良かった。子供には少しむずかしかった。（３０代女性）

○もう少し説明があると小さい子供もできるかな・・・（３０代女性）

○子供が恐竜好きなのでとても楽しめました。（５０代女性）

○子供達がそれぞれ考えて作って楽しめました。（４０代女性）

○スタッフの方々の説明がとても丁寧でやさしくて良かったです。子ども向けで楽しかった。（３０代女
性）

○たのしかったです。（小学生男子）

○孫に代わって記入します。今年の３月に一度当館に来ましたところ、とても楽しかったようで、今回ま
たぜひ来たいというので再度連れてきました。宇宙劇場「私が動いているみいたで感激！」今恐竜ジオ
ラマに夢中で取りくみ中、よいおみやげができそうです。（７０代女性）

○幼児用の簡易バージョンもあったらありがたいなぁと思いました。（３０代女性）

○子供が恐竜好きなので、また恐竜イベント行ってほしいです。（４０代女性）

■その他（全体）

○とても楽しいのでまたやってほしいです。（３０代女性）

○スタッフの方がとても親切に対応していただき、たすかりました。ありがとうございました。（４０代男
性）

○とても楽しかったです。幼児の息子もたのしめたのでまたワークショップに参加したいと思いました。
（３０代女性）

○年長の子をつれてきましたが、映画の内容もワークショップ、展示コーナーの内容もよく見ていたの
で、ちょうど良い内容だったと思います。竹ぐしもはたがついていてなくしにくいようになっていて良かっ
たですが、机とくしの色とかぶっていたので黄緑とか水色とかがよかったかと思います。（３０代女性）

○ワークショップが手順で楽しめました。（４０代女性）



2018年8月21日（火）

2018年8月22日（水）

2018年8月23日（木）

2018年8月24日（金）

○普段は恐竜が好きというわけではなかったが、展示コーナーやワークショップがあることがわかると、
すぐに「入りたい！」「作ってみたい！」となった。男・女関係なくワクワクする企画だった。（４０代女性）

○ワークショップは少し難しかった（４才児）けど展示は楽しめた。（３０代女性）

○ワークショップはたのしかったが展示コーナーの化石は小さい子（５才）にはあまり興味がもてなかっ
たようです。（４０代女性）

○動く恐竜に子供が大興奮でした。すごく楽しめました。ワークショップは、年少の息子にはちょっと難し
かったです。（３０代女性）

○好きな恐竜や材料を自分で選べて良かった。恐竜と人の脳の重さの違いがおもしろかった。（小学生
女性）

○子供（６才）にとってちょうど良い内容のワークショップだった。楽しめました。展示コーナーはもう少し
展示数が多くても良いかもです。（４０代女性）

○とても楽しくて４回来ました。来年もお願いします。（３０代女性）

○恐竜のつながりで楽しかったです。今年は恐竜ものが多く（他のイベントなどでも）恐竜の夏になった
かなと思います。（３０代女性）

○とても楽しめました。（小学生女子）

○このような企画をどんどんして欲しい。孫がとても楽しんでいました。（じいじもです）（６０代）

○楽しかったです！（小学生女子）

○とっても楽しかったです。（３０代女性）

○子供が恐竜が大好きなので、とても楽しかったです。（４０代女性）

○孫がとっても喜んでいました！作品も楽しく作っていました。又冬休みも、、、、、（６０代女性）

○幼児でも一緒にたのしめて、よかった。（３０代女性）

○実際にさわれる展示（脳みそ比べやボタンを押すもの、卵など）は子どもが楽しそうだった。ワーク
ショップは、スタッフの方が教えてくれると子どもももっと安心して取りくめると思う。（４０代女性）

○子供が恐竜にとても興味があるので、このような展示はうれしいです。展示コーナーがもう少し広くた
くさんの種類があればなおうれしいです。（でもこの料金で楽しめるのは大変助かります！）またこのよう
な展示やワークショップ楽しみにしています。（３０代女性）

○見て、作れてと、恐竜好きな子どもに楽しめる企画でした。ワークショップは、難し過ぎず、自由に作
れる点が良かったです。（３０代女性）

○また来たいです。（小学生女性）

○すごく楽しかった。（３０代女性）

○子供か恐竜大好きなので、夏休みの思い出にとても良かったです。リピート３回しました！！（４０代
女性）

○全天周映画を観覧したいが11:30～１回のみなので時間が合わない。午後からも１回あれば良かった
（３０代女性）

○最高！（２０代女性）

○リアルな感じでよろこんでいた。ジオラマ作りも親子で楽しめたからよかったです。（４０代女性）

○恐竜博に行くほどではないが、恐竜好きな子供は喜んでいました。ただ、低学年には少し難しかった
ようです。（３０代女性）

○来年も楽しみにしています。恐竜は子ども達が大好きなのでとても嬉しかったです。（３０代女性）



2018年8月25日（土）

2018年8月26日（日）

○近くで恐竜のイベントが少ないので子供がとても喜んでいた。ありがとうございました。（３０代女性）

○良いです。（３０代男性）

○子供連れで都内などの遠方や混んでいる展示場へ行くのは暑い中とても大変なので、近くにこういう
展示があるととても助かります。ワークショップは少し子供には難しいですが、夏の思い出となり、楽し
めました。ありがとうございます。（３０代女性）

○ジュラシックワールド（映画）やジュラシックパークの影響もあり、プチ恐竜ブームの息子にとって、今
回の展示やワークショップは楽しかったようです。ありがとうございました。（４０代女性）

○子供は楽しそうでした。また、色々の企画を考えてもらえるとうれしいです。（３０代女性）

○大分から始めて見に来ました。又来たいです。（６０代女性）

○来年もやってほしい。（４０代女性）

○面白かったです。（小学生男子）

○もう少し迫力があるかと思っていました。小学生にはものたりないかな？ワークショップはたのしかっ
たです。（５０代女性）

○乳幼児でも楽しめる企画をもっと増やしてほしい。（３０代女性）

○恐竜好きのお友達と参加しました。正直恐竜にはあまり興味ない我が子ですが、夢中でジオラマを
作っていました。展示物も興味深くながめて楽しんでいたようです。（４０代女性）

○本格的な恐竜展をコンパクトサイズで身近に見ることができてとても楽しかったです。ワークショップも
簡単な手順で立派なものができてよかったです。（３０代女性）

○また来年も是非恐竜展を行って欲しいです（４０代女性）

○恐竜は大好きなのでまたやってほしいです。あと鉄道企画も。（３０代女性）

○恐竜好きなのでありがたい企画でした。（４０代女性）

○ワークショップはとても楽しいと思います。展示に関してはスペースの問題もありますが、化石の全体
像が展示されている方がいいですね。中心にひとつでもよいと思います。散満な感じがします。（５０代
男性）

○ワークショップの内容が４才児にはちょうどでよく楽しかった（大人も）。展示は子どもが入口で恐がっ
てほとんど観なかった。（３０代男性）


