
【こえび隊】瀬戸内国際芸術祭　全参加者アンケート集計結果

1.回答者について

（1）年齢
10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 合計

2人 13人 52人 67人 37人 39人 15人 2人 2人 0人 229人
0.8% 5.7% 22.7% 29.2% 16.2% 17% 6.6% 0.8% 0.8% 0.0% 100%

（2）性別
男性 女性 合計

68 161 229

（3）居住地
香川県 岡山県 大阪府 東京都 兵庫県 京都府 広島県 千葉県 愛知県 徳島県 滋賀県

91 27 19 15 9 6 4 4 3 3 3

39.7% 11.8% 8.3% 6.6% 3.9% 2.6% 1.7% 1.7% 1.3% 1.3% 1.3%

愛媛県 神奈川県 長野県 大分県 高知県 北海道 富山県 石川県 和歌山県 山口県 福岡県
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

長崎県 ニューヨーク オーストラリア 台湾 中国 デンマーク シンガポール アメリカ 広島（海外） 香川（海外）
1 1 1 9 10 1 2 1 1 3

0.4% 0.4% 0.4% 3.9% 4.4% 0.4% 0.8% 0.4% 0.4% 1.3%

（4）こえび隊を何で知ったか
ホームページ 81 35.4%

友人からの紹介 58 25.3%

こえびからの勧誘 6 2.6%

書籍、雑誌、新聞など 31 13.5%

2010年の芸術祭 4 1.7%

2013年芸術祭 4 1.7%

イベント 15 6.6%

瀬戸内国際芸術祭 3 1.3%

ﾁﾗｼ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｽﾀｰ 2 0.8%

Face bookやTwitterなど 8 3.5%

メルマガかがわ 1 0.4%

大地の芸術祭関係 1 0.4%

いちはらアートミックス 1 0.4%

仕事関係 1 0.4%

講義・授業 6 2.6%

その他 7 3%

229 100%

その他
作家、家族、関係者、テレビ、既知等

こえび隊に登録して、実際に活動に参加されましたか。
参加 不参加 合計

227人 2人 229人
99.1% 0.9% 100.0%

2.実際に活動に参加した人からの回答

（1）あなたが初めてこえび活動を始めた時期

2010年の芸術祭から 29 12.7%

2013年の芸術祭から 37 16.2%

2016年の芸術祭から 141 61.6%

(空白) 1 0.4%

合計 229 100%

2010年の芸術祭終了後から今回の
芸術祭の準備が始まる前

8 3.5%

2013年の芸術祭終了後から今回の
芸術祭の準備が始まる前

13 5.7%
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（2）活動した時期

（複数回答）
芸術祭開幕前の準備期間 73

春会期（3月20日～4月17日） 85

春会期と夏会期の間 56

夏会期（7月18日～9月4日） 122

夏会期と秋会期の間 54

秋会期（10月8日～11月6日） 122

会期後の撤収作業 24

（空白） 2

538

（3）参加した活動

（複数回答）

こえびミーティング 71

作品制作 108

作品運営（受付） 175

イベント運営 54

島の行事 44

レストラン関係 73

ヒカリエ 1

バースデーカード作り 1

提携イベント 1

ガイド 3

撤収 4

その他 1

536

（4）活動への参加回数

1～4回 103 45%

5～9回 30 13.1%

10～14回 10 4.4%

15～19回 31 13.5%

20回以上 53 23.1%

（空白） 2 0.8%

229 100%

（5）活動場所
男木島 女木島 豊島 小豆島 直島

127 121 135 104 49

大島 犬島 沙弥島 本島 高見島
43 15 25 43 32

粟島 伊吹島 与島 櫃石島
27 23 2 1

高松港 宇野港
40 38

渋谷ヒカリエ こえびMTG 掃除 栗林公園 （空白）
2 1 2 2

（6）こえび寮の利用

利用した 利用しなかった （空白） 合計

95 133 1 229

（7）次回芸術祭での活動について

参加したい 参加したくない （空白） 合計

219 8 2 229
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※参加したくないと回答した人のコメント

チヌの制作 移動が大変

交通費ぐらいは支給してもよいのではないか
作品の解説ができなかったこと

希望する作品などは聞かなくてもよかったのでは

良いことも悪い事も1ヶ月全体からたくさんの違う印象があり
ます。たくさんのアートと人々に会えて、新しい友達ができ
たこと。とてもひどかったことは、ボランティアは十分に評
価されていない、階層組織の一番上からボランティアを満た
している。1日に8〜10時間、ある日は12時間、無料でTシャ
ツをもらえない、コーヒーや食事、芸術祭のパスポートや水
も無料ではない。寮では、5時間の睡眠を得る事ができ、時
々1杯のご飯がある。あなたたちは、わたしたちが休みを取
ったときにどこに行っているのか全く知らない。それは、
みんなのモチベーションを保つのに、とても悪い方法だと思
う。それはたぶん日本の資本主義的な働き方なのかもしれ
ませんが資本主義的手法でボランティア活動の作り方を決
めるべきだとは思いません。その他に、とっても不満だった
ことは、ホームページでは、日本語が話せなくてOKといって
いたけど、実際はとても大きな問題だったし、特定の作品の
情報が制限されすぎている（特に、スマートフォンにインタ
ーネットが接続できないとき）

The art wok

作品

一週間以上サービスをするなら、一人での受付は
寂しいと感じた

印象に残っていること こえび隊の活動で困ったこと 今後の芸術祭やこえび隊の活動について

交通費の免除制度が可能であるなら制
作して欲しいです。

作品の解説を求められたが答えられなかった。遠方から期
待して来られたかたに申し訳なかった。

芸術祭と呼ぶならスタッフには相応の知識を求め
たい。お客さまはお金を払って来られている。ボラ
ンティアだから何も分からなくて良いと、いづれ通
用しなくなる懸念がある。

こえび隊の方はたくさんいますが、もっと増やして
いかなければならないと思います。ボランティア
の方がたくさんいらっしゃたので、こえび隊も増や
していかなければならないと思います。

レストランのボランティアで大変な仕事という印象だった。ス
タッフさんからあまり積極的な声かけや交流がなく、周りの方
への紹介なども無かったので、大変な仕事をしたという印象
だけが残った。

私はたった100個の日本語の言葉しか知らない。だから、言
語不足は、私にとって毎日課題だった。
睡眠不足は私の大きな問題だった。寮では、たった5時間か
たぶん6時間しか眠れなかった。それは大きな大きな問題に
なっていったし、最後には、それが原因でsickになった。そこ
から見えた結果、朝早く起きずに、そして寮に帰るのもを遅く
ならないようにするために、各島に寮を作ることだと思う。計
画的だったり不計画だったりすることはとてもストレスだっ
た。スタッフは、私たちが次の日どこに行くのかそして、いつ
休みなのかも教えてくれない。

It was felt lonely of one person on reception if to service

over a week.

Need more information of the art works back

ground and

作品ができた経緯をもっと知らせください。
そして、それが中国の冊子ならもっと役立つだろ
うと思う

Communication before joining: It would have

been useful to me to know that it was possible

to volunteer between the seasons. maybe

more precise description about what the

different activities could be.

参加する前のコミュニケーション。
その時期に、
ボランティアすることが可能だったかを知る事は
私にとって役に立っただろう。
異なる活動が何かについてより明確な説明があ
るべきだった。
Communication in english: If you are

interested in foreigners helping, 

translate everything to english (and Chinese )

and welcome us or at least ask if we

understand Nihongo... body language,

whatever! It feels very arrogant

 when people ignore that there is someone

that don't understand anything. 

英語でのコミュニケーション。
もし、あなたたちが海外の人たちを助けることに
興味があるのであれば、少なくとも私たちがボ
ディーランゲージで日本語を理解するかどうか尋
ねるか、もしくは、私たちを歓迎しているのであれ
ば、全て英語に翻訳するべきです。そして、何も
理解をしていない人を無視したときは、とても傲慢
だと感じる。
A palour in the reception: the most used

sentences or the comments we need on

the specific place,  in japanese, written in

romanji, so you can say something else than

konichiwa and arigato gozarimasu to the

visitors.

受付。
特定の場所で必要とする、もっとも良く使われる
文章やコメントは日本語のローマ字で書いている
こと。そうすれば、「こんにちは」や「ありがとうござ
います」以外の他の言葉を訪問者に言うことがで
きる。
Information about art works:I think it could be

good if there was more written material, but

also maybe talks or workshop, for especially

the people there stay long time,so we can

know something about the art pieces and

actually tell something 

to the visitors.

作品についての情報。
よりたくさんの資料があったらよかったと思う。
会話やワークショップもそうだと思うが、長くそこで
過ごしている人たちのために、
作品について知ることができるし、実際に訪問者
に何かを言うことができる。
Phone: if you wants us to be possible to call

anybody, while we are in the reception, then

we need a phone. (in the other festivals I have

worked in we had walkie-talkies)

電話。
私たちが受付をしている間、あなたたちスタッフ
は、私たちが誰かに電話をかけることができるよ
うにしたいのであれば、電話が必要です。（私が
働いていた他のイベントでは、私たちはトランシー
バーを持っていました）
Gifts: I have been volunteer for different artists

and different festivals elsewhere. All the

places we got one meal pr. day, 

free water, coffee, tea. On festivals you often

get a T-shirt and the 

catalogue and off corse the festival pas.

Everybody should get a meal pr day!

贈り物。
私は、他の場所で違うアーティストや違うイベント
のボランティアをしたことがある。全ての場所で、
私たちは1日につき1食と無料の水、コーヒー、
紅茶が貰えました。あるイベントは、Tシャツとイ
ベントのカタログを貰えるし、もちろんイベントの
パスも貰える。誰もが1日につき食事を得るべき
だ！
Dormetry: Bath: It should be possible to get a

bath. and if there is no bath at the dormitory,

the festival should buy tickets for the public

bath.

寮。風呂　寮に風呂がないのであれば、風呂を確
保するべきです。イベントは、公共の風呂のチ
ケットを買うべきです。
Sleep: It should be possible for everybody to

get eight hours of sleep every 

night!!Place to hang out in day time: There

should be a Volunteer Lounge where you can

relax, hang out with your new friends, buy

cheap coffee,when you have Day off (it could

be in one of the islands) 

睡眠　みんなが毎晩8時間の睡眠を得ることを
可能にすべきだ。昼間に休む為の場所　休みを
得られたときに、リラックスすることができ、新しい
友達と一緒に遊べて、コーヒーを安く買えることが
できるボランティアラウンジがあるべきだ。島にも
一つあると良い。"

"There is a lot of different impressions from a whole

month, good and bad.

I have seen a lot of art and meet a lot of people and

got new friends. One very bad thing is that it fills like,

from a higher place in the hierarchy that the

volunteers are not appreciated enough.

You work 8-10 hours a day (one day 12) for free and you

don't get a t-shirt, free coffee, a meal, or a festival

passport or a bottle of water.

In the dormitory you can get five hours of sleep and

sometimes a bowl of rice.

You never know where your going our when you get a

day off. I think it is a very bad way to motivate people.

Maybe it is the japaneese capitalistic working manner,

but I don't think that the capitalistic way of working

should decide how you create a volunteer program!

 Another very frustrating things is that on the home

pages it says it is OK if you don't speak japaneese,

but it is actually a big problem and the access to

information of the specific art works are too limited

(especially if you don't have internet on your smart

phone).    "

I maybe only know 100 words in Japanese, so the lack

of language was a problem for me every day.

My biggest problem was lack of sleep. In the dormitory

was it only possible to sleep five, maybe six hours a 

night. So that became a bigger and bigger problem,

 in the end I became sick from it.

 The only solution I can see on that, 

is to make dorms on each island, so you don't have to

get early up and late home. The planning or not

planning was also stressful. that you never know where

to go the next day or when you got a day off.

お客様がたくさんいらっしゃたこと、僕達こえび隊共々楽しく
参加させて貰いました。

男木島の作品受付でお客様を誘導している時に音楽が止
まったままで、音楽を鳴らそうと思いドアを外してドアを閉め
ようとしたらドアが閉まらなかったことです。



（8）こえび隊ホームページのわかりやすさ
とてもわかりやすい 45 19.7%

116 50.7%

普通 54 23.6%

13 5.7%

その他 1 0.4%

229 100%

（9）活動申し込み方法のわかりやすさ
とてもわかりやすい 48 21%

115 50.2%

普通 42 18.3%

23 10%

とてもわかりにくい 1 0.4%

205 90%
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