
資料館だより第6号　２０１３年７月１日発行

資料館だより 第６号

※２１年度の開館後２ヵ月間（４、５月）は無料開館を実施。

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

合計 3952人 3318人 3391人 3531人

（大人） 89% 87% 93% 90%

（小人） 11% 13% 7% 10%

（男性） 65% 61% 65% 66%

（女性） 35% 39% 35% 34%

（個人） 71% 74% 70% 79%

（団体） 29% 26% 30% 21%
22団体 24団体 42団体 31団体

平成２１年度（開館）～平成２４年度　入館者数は？

入館者を男女で、また大人と子供で,個人と団体とで比較してみました。

発行・編集　若狭国吉城歴史資料館

〒919-1132　福井県三方郡美浜町佐柿25－2

TEL　　　　　０７７０－３２－００５０
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H21オープン～H24　 〔資料館アンケート　まとめ〕
*有効回答数　２１7

Ｑ　１　）　年代
（％）

10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上
4 10 7 12 16 23 23 12

Ｑ　２　）　性別
（％）

男性 女性
57 43

Ｑ　３　）　住所
（％）

町内 嶺南 嶺北 県外 国外
13 18 20 49 0

Ｑ　４　）　交通手段
（％）

　＊自宅から 徒歩 自転車 自家用車 タクシー 路線バス 観光バス
7 2 65 2 1 2

（％）
　　＊電車を利用 徒歩 レンタサイクル レンタカー タクシー 路線バス 観光バス

8 1 7 4 1 0

Ｑ　５　）　同行者の有無
（％）

お一人 家族 友人 その他
20 47 25 8

その他： 職場の同僚、俳句の仲間、団体旅行、高年大学、
先生、歴史グループ、ボランティアガイド、研修

Ｑ　６　）　来館のきっかけ
（％）

新聞 テレビ 知人から聞いた 雑誌・情報誌 ポスター・チラシ インタネット・ブログ 道の看板 その他
11 1 29 8 16 11 14 10

その他　：　以前、団体で来館したことがあった。是非家族をつれて…と。　
宿泊先できいて。レイクセンターできいて。一度来て良かったから。
駅の観光協会

Ｑ　７　）　来館の回数 （％）
初めて ２回目 ３回目以上

82 7 11

Ｑ　８　）　見学時間の予定は？
（％）

１時間以内 １～３時間 ３～６時間 6時間以上 宿泊する
34 55 8 0 3

２０１３．３．３１現在
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Ｑ　９　）　展示で一番よかったもの　（％）　　　　　　　　　（複数回答)
・　すべて・・・７
・　展示室・・・４９  （模型、出土遺物、写真と地図、文書、甲冑）
・　庭園・・・２ ・　映像コーナー・・・１５
・　企画展・・・１ ・　エントランス・・・１６（佐柿大絵図を含む）
・　旧田辺邸・・・２
・　学習室でのＶＴＲ・・・２
・　トピックス展・・・２
・　トピックスコーナー・・・２
・　パンフレットで探訪『日本の城コーナー』・・・４

Ｑ　１０　）　今後やってほしい企画・展示

　　【平成２１年度】
・読み聞かせ ・　お芝居 ・ゆるキャラの募集
・発掘体験　→　出前講座、歴史講座等で実施 ・武具展　→　平成２２年に実施。
・福井県の山城、平山城、平城などの展示 ・有識者の方による説明　
・大人、子供を問わず、本丸のスケッチのコンテスト募集 ・CGなどによる画像展示
・滋賀県でやっているような「いくさウォーク」 ・二の丸、本丸の調査結果
・映像コーナーの種類をふやしてほしい
・佐柿の町並みについて、県内の他の町並みとの比較
・展示してある、牡丹皿のレプリカを作って、それに実際に水を入れてみてみたい

　　【平成２２年度】
・戦国時代絵巻 ・歴史講座を継続していただきたい
・当時の近隣諸国の勢力図や戦の陣取り ・佐柿の古文書の展示　
・その時代に食していた、ものや着物の展示　　 ・歴代の城主展
・姫の着物が着たいです（１０歳女子）
・国吉城篭城戦の付城についての説明がほしい（登れるかなど）

　　【平成２３年度】
・朝倉合戦をもっと詳しく。 ・守護　武田氏との関係。
・幕末の戊辰戦争の頃の資料展示。 ・まつりをしてほしい
・グッズ販売があると良い。 ・更にPRに努めてほしい
・記念品（絵はがきなど）の販売 ・『江』のお土産がほしかった。
・この城に関わった人たちを中心にした企画展　→　平成２３年から不定期で実施

　　【平成２４年度】
・若狭武田氏関連について

Ｑ　１１　）　ここに来る前は？これからの予定は？
《来る前は》 《これからは》

小浜（小浜城、常高寺、後瀬山址） 敦賀へ（金ヶ崎城址、花換え祭り、
竹田城、福知山城、 　　日本海さかな街でカニを食べます。）
原電 美浜町　関電PR館へ
自宅から直接 国吉城山に登る。　　徳賞寺へ
若狭町（石観世音寺、神子の桜、 三方五湖へ
レインボーライン たけふ菊人形へ
三方五湖観光、熊川宿、知人宅） 一乗谷、北庄城跡、七尾城跡、金沢城跡へ
大野城 城山～御岳山～天王山へ
一乗谷 兵庫方面、城之崎温泉へ
敦賀（気比神宮、玄藩尾） 小浜へ（後瀬山城、国宝めぐり）
美浜町久々子に宿泊 近松人形浄瑠璃館へ
若狭町に宿泊 福井市へ すぐ帰宅
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Ｑ　１２　）　その他、感想

　　【平成２１年度】
・　片田舎に、こんな立派なものがあるとはびっくりしました。 ・ 入館料が安い。
・　展示解説シートが置かれているのがよい。 ・ すばらしい展示である。
・　ゆっくりと見学が出来てよい。 ・ 畳の部屋が落ち着く。
・　トピックスコーナーが良い。 ・ 学芸員の印象が良い。
・　ガイドが良かった。話が非常におもしろかった。 ・　受付の人がきれい。
・　初めて来たが、二度三度と来たい。
・　庭が良く見えるスペース（レストスペース）が良い。
・　R２７号沿いに、もっと大きな看板をつけると場所が判り易い。（多数の意見！）
・　パソコンの説明が判りやすくておもしろかった。（映像コーナー）
・　美浜のすばらしい歴史を知れた。有意義な施設です。
・　期待以上に充実した内容。ブックレットも刊行されありがたかった。
・　もっとPRを積極的に。　旅行会社などに直接交渉も。　知らないのはもったいない。
・　展示物の本、手紙の内容を現代語でわかりやすく説明したものがあればなお良い。
　　→改善：解説シートを設置
・　五百体愛染明王図の拡大写真があるとよい。　→改善：拡大写真パネル設置

　　【平成２２年度】
・　全て、判り易くよかった。 ・　模型が良く出来ていた。
・　もう一度ゆっくり見たいです。 ・　ぬりえがかわいい。
・　無料でパンフレットや資料がもらえてよかった。（パンフレットで探訪『日本の城コーナー』
・　開館当時よりも、いろいろな展示、パンフが増えて面白かった。（日本の城、お江）
・　小さいところだが、展示が工夫され内容がぎっしり詰まっている感じでよかった。
・　R２７号沿いに、もっと大きな看板をつけると場所が判り易い。（多数の意見！）
・　学芸員さんに、詳しい説明をしてほしい。　→改善：頼まれたら対応中
・　入り口の除雪をしっかりしてください。
・　良かったので、もっとPRをしてください。（もったいない）
・　NHK大河ドラマのロケ地に使ってほしい。
・　展示物を増やしてほしい。→改善：トピックス展、企画展開催で展示
・　映像コーナーのビデオ３本の上映時間を記されているとよいのでは。→改善：表示した
・　映像コーナーのイスが高　すぎて座り心地が良くない。→改善：低いイスに替えた

　　【平成２３年度】
・　建物が綺麗だった。 ・　館内寒い。（３/１６）
・　解り易い展示でした。 ・　道に、もう少し判り易い看板があるといい。
・　小浜方面からはわからなかった。
・　今後もずっと資料館を続けてほしい。
・　意外に地元の城について知らない人は多いと思うので、とても良いと思います。
・　天守閣のない城跡で、このような資料館があるところが少ないので良かった。
・　古いナビには登録されていないので、案内板等サインをもっと充実させてください。

　　【平成２４年度】
・　館内すこし寒い。（３/２） ・　全て、判り易くよかった。
・　とても良かったです。　友人にも勧めます。 ・　木造部分の、特にハリがいい。
・　こんな立派な施設をもっとＰＲすべし。 ・　とても居心地がいいです。
・　受付の女性の方が大変親切でよかった。
・　大野先生にはたいへんお世話になりました。
・　受付の方がいろいろ教えてくれたのがよかった。
・　館内、広々として新しく気持ちいい。　上を見上げれば、歴史が感じられとても興味深い。
・　建物はきれいだし、資料がきちんと整理されていていてよい。　　
・　ぬりえコーナーがあり、小さい子供も楽しめる点が良い。
・　年始（お正月）も開館して下さると嬉しいです。（ＧＷに神奈川からの来館者）
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『美浜中生　１年３組』
＊社会科学習発表会に向けて 主な団体のお客様

２月　 美浜中生　１年３組

３月　 石川県柏野倶楽部
　　　　美浜中生　１年３組
　　　　砺波市教育委員会

４月   信長公記をたどる旅　ご一行様
        小牧城址散策の会
        ニチイケアセンター（若狭町）利用者の方々
        美浜中生　元１年３組

『砺波市教育委員会』
５月   国吉城まつり

        『国吉城まつり』

        ※例年秋に開催されてきたが、今年はシャ
　         ガの花見にあわせて開催されました。

６月   あわら市赤十字奉仕団
        鎌倉市立第１中学校３年生（はあとふる体験）

『小牧城址散策の会』

『鎌倉市立第１中学校３年生（はあとふる体験）』

たくさんの皆さんが見学に見えています。

 

２０１３年6月３０日現在 
来館者数合計は・・・ 

 

         １５，５６５名 
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《学芸員の作業室》

《つぶやき》

第５回　　１１月　３日（日）　　　　　１０：００～１６：００　　　資料館秋季企画展見学＆歴史ガイド体験！

第６回　　１１月２４日（日）　　　　　　９：００～１６：００　　　後瀬山城跡ほんもの体験！＆今年の反省会

　今年は４月に入った頃から、シャガの花はいつ頃が見頃で
すか？もう咲いていますか？などの問い合わせが多くありま
した。シャガはアヤメ科アヤメ属。冬でも葉の枯れない常緑
性の多年草。葉は光沢のある細長で花は淡い紫色で表にオレ
ンジ色の突起と青紫色の斑点がある。注意して見ていると、
年々群生の範囲は広がってきているようだが、今年は緑美し
いはずの葉が鹿に食べられて少し残念な感じもありました。
しかし、４月２６日には新聞記事でも『可憐な花が咲き誇
り・・・』と紹介され、見る人々を楽しませた。初夏の頃、
そろそろ資料館周辺ではハンゲショウも見られるようになり
ます。当館５回目の夏を皆さんお楽しみに。（恵）

※受講の成果は、国吉城歴史ガイドとして見学者の案内役として披露　しましょう！

第１回　　　７月２８日（日）　　　　　１０：００～１２：００　　　涼しい資料館で問答体験！

第２回　　　８月２５日（日）　　　　　１０：００～１２：００　　　涼しい資料館でほんもの体験！

第３回　　　９月２９日（日）　　　　　１０：００～１２：００　　　国吉城址第１４次調査現場体験！

第４回　　１０月１３日または２０日（日）　　※日程、詳細は後日お伝えします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   １０：００～１２：００　　　のろしでつなごう・フットパスin国吉城

　平成２５年度もスタートして早くも３ヶ月が過ぎ、ついこの間までストーブやコタツのお世話になっていたと
思ったのに、気がつけば半袖に衣替えし、扇風機やエアコンもそろそろ出番が参ります。暑がりで寒がり
の僕は、上着を一枚着たり脱いだりの忙しい日々・・・（笑）
　本誌１ページ目に、開館４年が過ぎ、５年目を迎える当資料館の入館者数比較表を掲載しました。場所
柄はわかりづらいと不評、知名度も決して高いとはいえない国吉城ですが、昨今の歴史ブーム、お城ブー
ムもあって、どこで調べてくるのかと思うくらい、北は北海道から南は九州福岡県まで、全国各地から足を
運んでいただき、確実に入館者数が伸びております。
　これまでにも、全国山城サミットをはじめ様々な場所でPRさせていただいたり、美浜町HPで周知したり、
全国に刊行物を発送したり『来るたびに何かが新しい資料館』を目指してトピックス展や企画展を開催した
りと知名度上昇に努めてきましたが、やはり好きな方はご自分で調べてお越しになられ、しかもリピート率
も結構高いというのが、２ページ目のこれまでの来館者アンケート結果からも見えて参ります。少しづつ、
でも確実に『戦国の山城、難攻不落の国吉城』の名前が全国に広まっていると実感できます。
　この秋には、現在週刊で刊行されている某お城誌にも掲載されることとなり、より多くの方々に足を運ん
でもらえるきっかけになるのではと、喜んで原稿執筆してます。
　本年度も、この７月から国吉城歴史講座を始めます。美浜町生涯学習センターなびあすの生涯学習教
室の一つでもありますから、美浜町民、いや、町民以外でも国吉城が、お城が大好き！という方々にたく
さん参加いただきたいと願っております。また、夏からのトピックス展、秋からの企画展を、皆様に喜んで
いただけるような内容で準備中です。講座や新展示から、新たな国吉城、佐柿、美浜町を知るきっかけに
なれば幸いです。
　これまで以上に多くの方々のご来館＆ご来城をお待ちしております！

～平成２５年度国吉城歴史講座開催のおしらせ～
　今年も歴史講座の季節がきました！みんなで楽しくお城を学ぼう！
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