
南方熊楠生誕150周年記念プロジェクト

□調査期間 平成28年10月12日～平成28年10月19日

□調査の趣旨

□対象者数 481 人（平成28年10月12日現在）

□回答者数 348 人

□回答率 72.3 ％

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【ご職業】

内訳 人数 ％

会社員 113 32.5
自営業 28 8.0

農林水産業 6 1.7
パート・アルバイト 50 14.4

専業主婦（夫） 85 24.4
学生 4 1.1
無職 58 16.7

その他 4 1.1
合計 348 99.9

【年齢】

内訳 人数 ％

20歳代 20 5.7

30歳代 80 23

40歳代 87 25

50歳代 68 19.5

60歳代 53 15.2

70歳代 36 10.3

80歳以上 4 1.1

合計 348 99.8

和歌山市では、「南方熊楠」が１８６７年に和歌山市に生まれ、平成２９年度で１５０周年となるのを記念して、「生誕の地　和歌山市」
を内外にPRする事業を実施するため、プロジェクトチームを結成して検討しています。
つきましては、みなさまの「南方熊楠」に対するご関心をお聞きしたいので、アンケート調査にぜひご協力くださるようお願いいたしま
す。
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【性別】

内訳 人数 ％

男性 170 48.9

女性 178 51.1

合計 348 100.0

【問１】　「南方熊楠」を知っていますか。

内訳 人数 ％

人物、功績までよく知っている 120 34.5

名前ぐらいは知っている 187 53.7

知らない 41 11.8

合計 348 100.0

内訳 人数 ％

知っている 134 43.6

田辺市、熊野地方の出身だと思ってい
た

132 43.0

出身地については知らない 41 13.4

合計 307 100.0

内訳 人数 ％

粘菌、きのこなどの生物学者として 235 76.5

民族、風俗などの博物学者として 121 39.4

神社合祀反対運動による神社林の保
護などで活動したエコロジーの先駆者と
して

82 26.7

その他 39 12.7

【問１-1】　問１で「人物、功績までよく知っている」「名前ぐらいは知っている」と回答された方にお聞きします。「南方熊楠」が和歌山市出身であることを知っていますか。 該当者307名

【問１-2】　問１で「人物、功績までよく知っている」「名前ぐらいは知っている」と回答された方にお聞きします。「南方熊楠」についてご存知のものはどれですか。  該当者307名
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【問1-3】　「その他」と回答された方は詳しくご記入ください。該当者39名

私の上司の家の近所が実家と聞きました。 どこかの博物館で熊楠さんの特集をしていたのを観ましたが、細かいことは覚えていません。かなり変わった人だった、ということは覚えていま
す。

功績は知らない。

そこまで知りません。

聞いたことはあるけどどのような人物かは知らない。

名前と和歌山の方だけしか知らない。

１、英米に長期遊学したこと　２、英国遊学中に孫文と親しくなり、帰国後孫文来日時にブラクリ丁、和歌浦等でもてなしたこと 　３、天皇にご進講したこと、キャラメルの箱の事等 ４、天皇
の信頼が、非常に篤かったこと

名前しかしらない。

功績は知りません。

天皇を迎えた時のエピソード

超人的な記憶力 たくさんの外国語のマスター、ネコ語が分かるという伝説^^ 昭和天皇へのご進講

名前と顔だけ知っている。

名前だけしか知らない。

数学者

名前だけが聞き覚えあるだけで　何をした人とかはまったく知らなかった。

名前以外は知らない。

白浜方面に行った時に看板を見かけたから

名前を知っているだけなので、功績まではわからない。

名前のみ

名前しか知らない。

哲学者

わからない。

細かいことはあまり知らない。

名前だけ

名前だけ

お酒の名前？

よく知らない。

ほんとに名前くらいしか知らないです、すみません。

何か国語も話せる超天才であり、自在に吐瀉物を吐き出せることのできた超奇人

名前だけ知ってる。

名前は知っているが、功績については聞いたり見たりしてもしばらくすると忘れてしまう。

名前しかしらない。

名前だけ 

名前

名前しか知りません。
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【問2】　「南方熊楠」は来年、生誕１５０周年を迎えます。和歌山市では「南方熊楠の生誕地＝和歌山市」を市内外にアピールするための事業を実施する予定ですが、実施（実現）すればよ
いと思えるものがあれば、ご記入ください。

ゆるキャラ

キノコの紹介とか、キノコ料理のふるまい。

展覧会 歴史館での展示など

生誕地付近や　秋葉山の円珠院ゆかりをも含め　の　ウオーキングの実施。 また語り部で作成している紙芝居を活用するのもいかでしょうか。

その人を知らないので特になし。

市役所１Ｆ玄関ホールにでも生涯の功績等を紹介したら興味の有る方は注目されると思います。

南方熊楠賞のイベントをもっとひろめる。

ポスターを貼る。

南方熊楠を記念したお祭り

・熊楠さんの人となりと研究内容を巡回展で紹介し、和歌山市のプロモーションも併せて行う。 ・熊楠さんが研究した「粘菌」を前面に押し出した和歌山市のプロモーションを行う。 ・熊楠さ
んの生家付近と世界一統で「熊楠まつり」的なおまつりを行う。 ・熊楠さんゆかりの地を巡るツアーを企画する。

熊楠の記念館等は紀南ですし、和歌山市で行うは無理があるのではと思います。  全国TV局で、取り上げてくれればいいと思いますが （ニュースではなく、番組として）

イベントを和歌山城敷地内(砂の丸広場など)で行う。

観光と融合すること

熊楠の功績をアピールするCMを放送する。

ポピュラーな人というわけではなさそうなので、誰にでもわかりやすいものを

粘菌を探すイベント

学生・生徒を対象とした自由研究コンクール

お祭り

南方熊楠展として市民会館等で実施を望みます。

とりあえず知名度を上げるのが先かと

生物学者で天皇陛下とも会われた話は知っていますが、興味はないですネ！

tv局へアピール

問１－３の回答内容を集約して、取りまとめ、それについて多くの人に知って貰うような場を設けること

市のホーム・ペ－ジの一角に、南方熊楠コ－ナ－を設定し、公開する。

和歌山駅や和歌山市駅などに南方熊楠の功績などを紹介するパネルを設置する。熊楠クンみたいなキャラクターができたら面白いですね。

今からハコ物を作ることは予算的に厳しいし、顕彰館を上回るものになるとは思えない。 熊楠の名前を冠した科学助成金を出す。 150周年を記念した特設Webサイトの作成。 「えころ
じー」発祥の地として市のキャッチコピーを変えてはどうでしょうか。歴史、緑、水人情みたいなべたべたで誰の記憶にも残らないものは意味がない。

ホームページに特集を作る。

生誕地が和歌山市駅に近いからいいが粘菌、学者だから神社か観光地に近い仏閣だろう。

記念月間の設定、市民会館、和歌山城に仮設記念館等を大々的に南方熊楠の功績をＰＲする。

どのような人か知っている人は少ないと思うので、キャラクターなど分かりやすいPRをしたらいいと思う。

マリーナシティか和歌山駅でイベントを開く。

学者としての側面を追体験するイベント。例えば、研究の体験プログラムなどを、和歌山大学などと連携して実施すれば良い。 

漫画で分かりやすくしたものを学校で配布して子供たちに教える。

南方熊楠の生涯

白浜にあるような記念館（行跡展示）を期間限定でも良いので実施してもっとその名を知らしめてほしい。

特に必要が無いと思う。

1.熊楠の生誕地や活動地等の歩行案内 2.天皇陛下の招待を含めた熊楠の業績説明と業績にふさわしい現在人の表彰式 3.多分酒造会社「世界一統」のご先祖が熊楠の親戚であったと
思いますが、「世界一統」にもなにか催して欲しい。世界一統にしてみれば売り上げ増進の絶好のチャンス。

人物紹介
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よく知らないので、分からない。

のぼり ポスター、ゆるキャラ等の作成を行い、県内主要駅にてアピールまた近隣県庁所在地等へもアピールする  観光協会、旅行業者への協力要請もお願いする他

熊楠Pで考え発信してください。 

ホームページ等でのアピール

熊楠グランプリ :熊楠を紹介し活動する人たちを一堂に集める。

歴史秘話ヒストリアなどテレビで取り上げてもらい、知ってもらう  子どもの社会科で特別授業をしてもらう。

名前と粘菌の研究者ということしか知らないし、研究内容や具体的業績などは知られていないと思うので、業績など分かりやすく知ってもらえるような啓発活動　 紀南の印象が強いので、
紀南と協同するようなもの

まずは生誕地の買収が必要では？

記念切手、記念ボールペン、映画制作依頼

生家、中学、愛読書

粘菌についての展示など

世界一統で出しているお酒のふるまい会 熊楠を知るためのパンフレット作成

南方熊楠生誕と生涯展

難しい面が多いけれど、頑張ってください。

市立博物館などで熊楠翁の特別展を開催しては？

何時だったか思い出せないが、以前和歌山市で南方熊楠展が開催され、数多くの粘菌標本が展示されていたのを興味深く観賞させてもらいました。 彼の業績を知る上で、膨大な資料の
展示再現を望みたしです。  神戸孫文記念館では、孫文と熊楠が和歌浦で面会し語り合ったとの資料を見ました。そのエピソード等詳しく知りたい・・・・・和歌山市のアピールすることとは
かけ離れているかな？ご容赦ください！  熊楠に関係する場所・伝説地の語り部付き、スタンプラリーウォーク

知の巨人「熊楠」を是非この機会に和歌山に留まらず世界にＰＲして下さい。彼が出会い彼を尊敬したと謂われる孫文や漱石や英国の偉人達の足跡を辿るような、、、生誕の地での祝賀
の催しなどを日本を挙げて国際レベルで、是非

生まれたというだけでアピールするのは、どうなんですかね。熊楠はやはり、田辺、熊野のイメージが強いです。

ＪＲ・南海の駅、その他公共の場所等に南方熊楠氏のイラストを掲示して和歌山を訪れる人にアピールする。

生い立ちや、研究についての展示登はどうでしょうか。

映画製作

講演会

インターネットや和歌山テレビ等で放送

熊楠伝を歌っている、嶋谷正さんのショー

生誕のスポットを皆にわかるようにする。家などがあるのであれば家。ないのであれば銅像。モニュメント。世界一統さんにあったような気もするのですが。資料館も欲しいです。

JR和歌山駅と南海和歌山市駅の誰もが目に付く場所に、和歌山の生んだ偉大な熊楠の銅像・記念碑などがあればと思う。  

テレビやニュース和歌山、市報などで大きく取り上げわかりやすく説明するとか？ マンガとかでも面白そう。

南方熊楠の紹介

銅像建立や石碑の建立

まだまだ知名度が全国的にマイナーだとおもいます。もっともっとアピールが必要だと思います。

真田丸のようなドラマを制作して放送

私も今回（このアンケートを見て）少し調べ、知ったことが沢山あるのですが。すごい人！和歌山在住の人にもっと熊楠を知ってほしい！と思いました。そのためには横断幕、とかだけでは
なくて、例えば市民図書館に南方熊楠コーナーを作る、とか、1901年に孫文が和歌山の熊楠を訪ねた際の写真を展示、とか、興味がわく→熊楠をもっと知る→好きになる、という方向にぜ
ひ持っていっていただきたい。

生誕地.実家・和歌山中学校（現在桐蔭高校）孫文が実家に来たまた和歌浦にも来た。

他県が訪れてみたいと思う和歌山市にしてほしい。

ドラマ化、またはアニメ化

若者がとっつきやすい4コマ漫画を市役所HPに定期更新（週1回とか1一回更新とか）でUPすればいいと思う。 （もちろんただの漫画では話題性に乏しく、何の発信にもならないので有名漫
画家に描いてもらう等、話題になるネタは必要） ネットを使えば手軽に市内外、県外にも発信できるしね。

和歌山市出身をアピールしなくても、和歌山出身でいいんじゃないかな、と思う。 5 ページ



生誕地＝和歌山市だろうけど、田辺市がやるならともかく、それだけで意味がないのでは？

CM　 パンフレット 新聞広告

ゆるキャラなどでおちゃらけたり、観光産業の活性化などの視点で軽薄な運動は望まない。

ゆるキャラの作成

和歌山市に南方熊楠記念館を移動させたいが資金がかかるので展示物を借りて、アニメ上映会などを開き生誕地を知ってもらう。

熊楠記念館とタイアップしてもっと詳しく知ってもらう。生誕地やゆかりの地めぐりや功績に関わるグッズや食べ物（記念館のあんぱん的な）を作って売る。ゆるキャラ的なマスコットはいら
ない。

・「未来の熊楠育成」のような、子どもたちを対象にした事業(校内での学習や、校外での行事など) ・桐蔭中学校・高校での学校開放時(校外の人も入れるような文化祭など)に、熊楠に関
する行事を盛り込む。

熊楠の功績をバラエティー番組で紹介する。和歌山市でロケーション

大河ドラマ

今まで和歌山市がアピールしなかったことが残念です。｢生誕地だ」とアピールしてください。

人物についても、出身地についてもそれほど有名ではないので、PRの為の番組か、CMを全国ネットで放送する。

大手のスーパーマーケットや百貨店で展示コーナーを設ける。

粘菌の種類、実態を解りやすく、他府県または外国人にアピールするかたちで和歌山の観光ルートの一つになったらよいと思います。

記念館の設置

和歌山市との関係は生まれた以外にピンとこない。大英博物館だったか、記念交流（展）みたいなものができれば面白いか。

和歌山県でのイベント特に紀南地方との共同開催 和歌山単独では玉津島神社　塩竃神社　不老橋周辺 でのイベント和歌浦の景観を打ち出し

歴史上の知識を啓蒙するだけに限らず、地域に実益の恩恵が発生するプロジェクトを計画してほしい。報道媒体、関連民間事業体の参画を募り、多角的に推進してほしい。　　朝ドラ、大
河ドラマ、映画、定期国際会議開催、　記念公園設立、など

小中高校生への再教育と美術館・博物館での記念展示会

白浜に行って初めて知った位で、広報活動が全く出来ていない。まず生誕及び　功績の紹介等の広報活動を しっかりやるべき。 その上で功績展やその種の業績が顕著な人等を毎年表
彰すれば良いと思うが。

来てもらう為にイベントをする。和歌山城などで。そのアピールを大阪駅などでする。 TVでも紹介してもらう。 facebookを立ち上げる。

知名度が低いので、子供にも認知できるようなキャラ設定がいいかと思います。 

和歌山市だけをおすのではなく和歌山県として生誕から功績までを市町村の壁なくアピールするほうがいいと思います スタンプラリーなど

専門的な分野なので一般市民がどれほど興味を持ってもらえるかが難しいと思います。国際的な学会があるなら誘致すれば多少注目されるかと思います。市民に対しては功績をわかり
やすく副読本を作るとか、今はやりの　映画なども費用はかかるけど良いのでは！

功績の展示物や講演会もいいと思います。 ノーベル賞の事もあり、功績に即したイベントで、若い子供にも科学や物理、生物への興味を持ってもらえればいいですね。 すいません、具体
的なアイデアがないのですが。

知らない人が多いと思うので、可能であれば大手テレビ番組で取り上げてもらう。

過去に週刊少年ジャンプで連載してたので、電子書籍を期間限定で無料で見れるようにしてはどうでしょう。

熊楠のキャラクター化。ぬいぐるみ　 あと、市報や無料情報誌での紹介　ラインのスタンプ無料配布　

市報などでアピールする。

市立博物館での特別展など

歩く百科事典と呼ばれる熊楠の言動や性格が奇抜で人並み外れたもので、沢山の逸話 など紹介すれば如何ですか。

南方熊楠のシンポジウム 和歌山市と連携してイベントをする 内外ともによく知ってもらえるように県外・県内ともにＰＲ

ゆるキャラ製作

南方先生が和歌山市出身ということを知る人は少ないと思う（田辺市と思っている人が多い）ので、そこを全面に押し出した事業がいいと思います。

和歌山市出身だということは和歌山市民として大変嬉しいことです。しかし田辺熊野地方出身と思っている人もいるように思うので、ぜひともＰＲしてほしいので、南方熊楠の講座等何回か
して市民にも広げ、市報和歌山等の冊子に特集号を組んでほしいです。

博物館等での特別展覧会

生誕場所の紹介　どの辺か、具体的に
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名前だけ知ってるだけなので　何をしたらいいのか よくわからない。 ただ　みんなが楽しめるイベントなら面白いかも

和歌山出身の異人館を元に観光客が集まる。和歌山名産を取り扱ったり、全面的に和歌山主張をできるようにして欲しい また交通期機関も車じゃないようにして欲しい‼ 発展するように
単発企画で終わらないで欲しい。

彼を知ることのできるミュージアムを作ってほしい。

資料館を作り、市内外の方が恒常的に熊楠の偉業に触れられるようになるとうれしい。

交通の多い場所に幟を設置。ひと目で興味を惹くような幟のデザインを

南方熊楠の功績を理解するのは、一般人には難しい。和歌山TVと共同して、その人物を分かりやすく紹介して欲しい。

生家のPR　残した実績のPR　人となりのPR

ゆるキャラ作成

産まれた家のあった場所とかのウオーキングを開催する。

summer sonicのような音楽フェス　 D1グランプリのような体感型の車のイベント（意外と都会より田舎の方が車好きが多い）

南方熊楠の生涯を描いた映画やドラマなどを和歌山を舞台にして作成できればいいと思います。その時はぜひエキストラなどで参加したいです。

なにかしら田辺市とコラボして、県全体を注目させられるような工夫がほしい。

体験コーナー

藤白神社へのアクセス方法

大河ドラマ

お祭り

TVでドラマ制作がインパクトある。

テレビドラマ化　映画化

東京、大阪、名古屋など大都市の駅前で大きなのぼりを立て、大々的にしっかりとアピールする。 ＮＨＫなどで記念番組をつくってもらう。 

なにかしらの事業をするにしても、東京もしくは大阪でのイベント　ネットでのアピール

南方熊楠が何かがわからないので、回答できません。申し訳ありません。

私のようなよくわからない人のために、分かりやすい内容のイベントをお願いしたいです。

NHK大河ドラマの題材

朝ドラにする  コラボ商品を作る。

キノコの栽培をみんなで行う。

若者向けのイベント開催

まず何の人なのかがわからないので、和歌山市民にパンフレットを配るなどして、南方熊楠を知ってもらうところから始めてほしいと思いました。

民俗学などの催しを市内で行う。

大河ドラマにしてもらう。

アカデミックな人であると同時に風変わりなところを持っていた人なので、どういう伝え方をするか難しいが、何かブームになるような切り口を考えて欲しい。特に死蔵というか負の遺産に近
くなっている博物館をどうにか活かす手立てはないものかと考える。県とタイアップするのがよいのではないだろうか。以前県立美術館で熊楠関係の展示を観たことがあったのでそう感じ
た。

ドラマとか・・・

世界一統さんの酒蔵見学（南方が美味しいです）や和歌山城、たま電車でたまちゃんに会う、鯛電車で美味しい鯛を食べる、手毬作り、ポルトヨーロッパで盛大な花火などのツアー。組み
合わせて。 視覚、味覚、体験型を併せたもの。和歌山は海、山、美味しいものが沢山あるのに少しアピール不足の様に感じます。

世界エコロジー会議

彼の生立ち功績を　市博物館で150年特別記念として 開催すればいい。

漫画化 イベントなどしても知らない人が多く、いまいち知名度にかける。

私は、1967年熊楠先生に遅れること、100年後に生まれていることを考えると、 運命を感じます。

展覧会で粘菌の実物を見てみたいです。 熊楠と交流のあった人物一覧（顔写真など）。 パネルだけでなく、模型や標本など、三次元の展示物が多いと展示物に興味が湧くと思います。
熊楠の時代の和歌山の食事見本。 食事見本を定食などにして実際に食べられると嬉しいです。 粘菌ストラップなどがあると土産に買うかもしれません。

私は和歌山出身ではないので、南方熊楠さんをしりませんでした。 国体のきいちゃんみたいに定着させるにはゆるキャラやマスコットを作ってみたらどうでしょうか？

世界中のキノコ類の収集の展示 クイズ大会
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【問3】　　「南方熊楠生誕１５０周年記念プロジェクト」について、ご意見等ございましたらご記入ください。

映画を作る。

移動展示キャンペーンとか、ＨＰでクイズ、上位入賞者に賞金or記念品

和歌山のガイドブックに「南方熊楠」特集を組んでもらう。 南方熊楠を含めた、有吉佐和子・松下幸之助・陸奥宗光・徳川吉宗などの功績を生誕地を含めて講演会や勉強会を開く。 南方
熊楠の功績を深く掘り下げて話してくれるような語り部養成講座を企画し、その人たちにツアーガイドをしてもらえば、市内外の方にアピール出来るし、小中学校に出張授業してもらうこと
で、子ども達や保護者にも興味をもってもらえると思う。 お年寄り向けには、合祀の話を老人会や地区の集まりなどで語ってもらう。 県立自然博物館の粘菌関係に詳しい先生に、小中学
校で南方熊楠を含めた粘菌などの話をしてもらう。 小さな子ども向けに、南方熊楠の紙芝居や絵本などを市民図書館で特別展示する。大人向けには、南方熊楠関連の書籍・資料コー
ナーを設ける。 リビング和歌山やニュース和歌山で生誕150周年を特集してもらう。

広く知ってもらうような施策 功績を噛み砕いてわかってもらえるようなもの 食べ物と組み合わせたり･･･

博物館等を利用したイベント

グッズ販売してほしいです。

地味＆固くなりすぎないよう、派手になりすぎないよう、また、熊楠さんを知らない人も興味を持つような工夫をして、彼の面白さと和歌山の面白さをたくさんの方に伝えられるプロジェクトに
していただきたいです。  県外の方向けだけでなく、県内在住者にも興味を持てるものになればいいと思います。

他府県の町興し的なイベント（真田丸等）を見ても、テレビやニュース、各媒体へ取り上げてもらい、且つ観光客も多く来てもらっているように感じる、九度山は高野山観光の次いでに真田
イベント見ようかな程度

県内外に広くPRしてください。

何をした人か知りたい。

観光キャンペーンとしても活用する。

若者にもわかりやすい催しをお願いします。

残念ながら、興味はないです。

こういう事をやっていることは殆ど一般の人に知られてないと思われる。もっと積極的にＰＲし、その段階から市民参加の機会を頻繁に設けること

DVDを作成し、小学校・中学校・高校の図書館へ寄贈する。

ＮＨＫの朝の連ドラ、大河ドラマに取り上げてもらうような運動を行う。

他の偉人も集めて和歌山偉人集を開催すれば

テレビドラマの作成

今の状況を見れば、田辺市が積極的に熊楠文化を広めようと頑張っているようだが、和歌山市は生誕地に石像を置いているだけで全く何もしてこなかった。 折角の誇らしい文化を台無し
にしている。

世界的有名人をＰＲする。

紀南と仲良く

地道な研究ですので、他府県、あるいは和歌山県でも知名度は高くありません。県ゆかりの偉人・先人も多くは知られていません。機会をとらまえ、アピール必要と思います。ただ、熊楠氏
を除き、殆どの方が県外で大成されているのも事実です。

本気でアピールしてください。

和歌山の偉人、県内、関西、全国とたくさんの人に知ってもらうため、テレビ、新聞、ネットなどを有効に使う。

南方熊楠生誕１５０周年記念プロジェクトを実施するのには賛成です。また、それに関連する意見等を持っていますが面倒なので省略します^^

地元生誕だからイベントをするのは、わかりますが、なぜ熊楠ですか。熊楠は、和歌山では知られてるかもしれませんが、他府県ではどうでしょうか。インパクトありますか？。和歌山市に
行こうと思いますか？ジャニー喜多川のほうが、インパクトないですか？

官民共同でできたらいいのでは

盛大にやってください。

和歌山市だけのイベントにせず、熊楠の生家や顕彰館などの協力も得てすすめてほしい。

社会貢献度、今に生きる発見研究照会
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南方熊楠はあまりにも和歌山市内には縁がなさすぎる 田辺氏と合同でした方が良い 現実問題として、”祝砲”の会社との話を どうするか？ 南方熊楠の活躍と実績は和歌山市にはな
い。

熊楠翁、和歌山市内ゆかりの地散策ツアー開催　今年の吉宗ゆかりの地ﾂｱｰ同様に

南方熊楠記念館が白浜にあるのでリンクした催しにすれば

特にありません。個人的には、和歌山市がすることでは無いと思いますよ。

シンプルな催しにしてほしい。

県外からもお客が来るように趣向を凝らして欲しい。

南方熊楠と県外の友人に伝えても、伝わりません。功績を教えても、ピンときてくれません。 熊楠さんの残した業績が世の中にどんな影響を与えてきたのかわかりやすいものがあればい
いなと思います。あと、本で調べればいいだけの話ですが、人柄やどんな生き方をされてきたのか映像などで見てみるのもいいかもしれません。まずは、県内の人に熊楠さんに愛着をもっ
てもらうことが大切かと。

和歌山といえば南方熊楠と、すぐに出てくるように、考えてください。

何があるか、何をするのかわからないけれど、和歌山を盛り上げるため、参加したい！

一般市民を是非参加させて欲しいですね。

南方熊楠のこと小学校で教えるべきです。

粘菌の展示等をしてほしい。

和歌山市の人間でさえ南方熊楠さんのことをよくしらないことが悲しいので、和歌山県民によくわかるようなアピールや祭りを用意してほしい。

功績や人となり、人生など特集してほしい。

アピールするなら学校教育等にも取り入れてみては？

税金の無駄遣いでは？他にやることあるでしょ。プロジェクトに反対です。

盛大にしてもらいたい 和歌山の有名人を盛り上げたいから

白浜にある記念館以上の業績にふさわしい世界一の博物館建設のコンペティションを行い現在は不可能でも将来に向けた夢の一歩を踏み出して欲しい。

県外から見に来るようなイベントの実施

和歌山市民でも生誕地を知らない人が多いと思うので、もっと教育の場から広めてほしい。

とても興味があるので是非大々的にやって成功して欲しい。

私自身は、小学校の副読本で南方熊楠のことを知ったように思います。子どもたちが熊楠の人物像や功績に触れ、自分も熊楠のようになりたいと思ったり、将来の夢を持つきっかけにな
るようなものになればよいと思います。

20代の世代でも面白いと思える事をしてほしい。難しいと興味が無くなる。

顔と名前しか知らないので、まずは詳しく知れる何かイベントや、冊子や何かがあればいいなと思います。

和歌山の「南方熊楠」だと思うのに、生まれた和歌山市で知らない人が多いのが、とても残念です。

正直あまり、ピンとこないのでまずは、多くの人に知ってもらい、観光スポットと関連付けて子供からお年寄りまで幅広く楽しめそうなイベントだと参加してみたいと思うかも…

偉大な郷土の偉人のための、出身地の和歌山市として、もっとPRすべきと思います。

功績は偉大かもしれないが、それを紹介するだけではなく、未来につながる（子どもたちがわくわくするいうな）ような催しなどをぜひ。

熊野古道との連携でのイベント

誕生地が和歌山市のため、和歌山市が単独でプロジェクトを進めるのではなく、より大きな地域（県）での総合的なプロジェクトを進めてほしい。

プロジェクトとして次世代の研究者への基金を立ち上げるとか・・・

県立博物館で特設展示してはどうでしょうか?

応援しています。

和歌山市だけをおすのではなく和歌山県として生誕から功績までを市町村の壁なくアピールするほうがいいと思います。

田辺市出身だと思っていました。どうしてですか？

駅などにアンケート用の箱、昔のめやすばこみたいな感じで、意見を集めるのもいいと思います。

和歌山駅や田辺地方の主要駅周辺でもアピールしてはどうか。

特にありません。あまり関心がわかないです・・・ すみません。

和歌山でも？？全国では、どうか？？
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南方熊楠のことを語り継げるように小学校にも説明やＰＲ映像を見せて、伝記の本を置いたり、イベントでクイズラリー形式にして楽しく南方熊楠を知ることができるようにしてほしい

高校生の参加を広く呼び掛ける。

よいことだと思うし、ぜひとも繰り返し広めてほしいです。私自身も友人知人親族等に広めていきたいです。

熊楠＝田辺のイメージが強いので田辺と共同で。 良く知らないのですが、和歌山市内に熊楠に関連する何かが残っているのですか？（田辺なら記念館？がありましたが）

ノーベル賞をもらってもいいぐらいの偉大な人です。大々的に紹介してほしい。和歌山市の誇りですから

田辺に任せておけばいい。

南方熊楠の功績が浸透させるために、2分くらいのムービーがみたいです。YouTubeでもいいし、市立博物館のコンテンツに入れてほしい。

田辺市、熊楠記念館とのタイアップを検討されて いるのでしょうか。

ごく普通にみんなが楽しめるお祭り的イベントなら 人も集まるのでは　と思います。

非常に優秀で高名なことはよく耳にするが、功績としての実績がいまいちなじみがないものばかりでよくわからない、例えば粘菌の発見など耳にするが結果的にどう社会に功績をなしたの
か分かり易く具体例を挙げて説明仕手欲しい。

自己満足でなく発展し続けれるように、他府県でも道の駅と併設させたり魅力をつけて欲しい。

市内の人間もよくわからないので何か作ってほしい。

できればプロジェクトチームは和歌山市に拠点を置く企業が行ってほしい。

大々的に熊楠の人となりをPRする。

和歌山市だということをアピールする。

きのこの食べ比べイベント

一般市民も参加できるのでしょうか？ 勉強会などに参加できれば素晴らしいです。

何処で、どの様に？

何もおもいつかない。 人物像薄い その人の経歴も名前と一緒にのせておいてほしい 。

私は和歌山市出身ですが、南方熊楠の偉大さを知ったのは中年になってからです。一般の人は名前を聞いていても実際はよく知らないと思います。たしか和歌山城公園も南方熊楠のお
かげでできたのだときいています。そういった庶民になじみのある事例を挙げ、少しでも多くの人に知ってもらうといいと思います。

先ずは熊楠をもっと世に知らしめるべき

私個人は、もしイベントがあっても行きたいと思うかどうか…なので、いろんな方面からの紹介、イベントをしていただければ興味を持つ方が増えるのではと思います。

荒俣宏・京極夏彦両氏をブレーンにしてください。

ソットしておいたらいかがでしょうか。

市内外に広く知ってもらえるイベントの実施をしてほしい。

少年時代、イギリス時代の彼の業績、行動　エピソードなどを詳しく調べる。

和歌山市出身であることは余り知られていないと思う。だから、まずそれをアピールするにはどういうことをしたらインパクトが強いか、今話題になっていることと関連付けられないかを考え
ていくのが良いと思う。留学経験もあり、そういうことから国際的な視野で展開するのが良いのかも知れない。

財政難の和歌山市なので経費を抑える取り組みを

和歌山市と田辺市、和歌山県と連携してプロジェクトを進めて頂きたい。

世界的にも有名な方の生誕地として素晴らしいプロジェクトになり、常設として観光客の方が訪ねられるようなものが残せたら尚更良いですね。

ジャグダとコラボする等いかがでしょうか。　※「ジャグダ」…日本グラフィックデザイナー協会

熊楠さんは一部の人しか関心が持っていないと思う 大々的な開催は　私は成功しないと考えます。

特に派手にイベントなどするのでなく、ツイッターやインスタなどで面白い記事を紹介を1時間に一回くらいの更新する感じで知名度をあげてほしい。

ネットゲーム（ツムツムのような）を考えて、特に子どもたちに関心を持ってもらうこと

和歌山市には、様々な国から観光客が来ているので、世界に向けた情報発信をしたほうが良いと思います。 健康食ブームなので、和歌山の食材を使用した安価で品数の多い食事コー
ナーがあると良いと思います。 使用する食材の健康効果をパネル展示するなど。 太地のイルカやクジラも使用して欲しいです。

何か活性化に繋がればいいですね。

きのこ料理コンテスト

真田幸村に続き、和歌山を活気づけて欲しい。
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「南方熊楠生誕１５０周年記念プロジェクト」のアンケート調査にご協力いただき誠にありがとうございました。
いただいた貴重なご意見を参考に平成２９年「南方熊楠生誕１５０周年記念事業」を実施してまいります。

どれだけお金かける予定でしょうか？ するなら、中途半端なもので終わらないようにコンペで募集するとかするのが良いのかな。

エコロジストの先駆者として、アピールしてほしい。 息子の案ですが、南方熊楠のゆるキャラ「くまぐすくん」みたいなものを作り、ぬいぐるみなどを作る。 南方熊楠のキャンペーンビデオの
ようなものを作り、公共施設のモニターなどで流してもらう。欲を言えば、市駅やJR和歌山駅や関西空港で流してもらう。 「もっと知りたい和歌山の人物伝」などの本を出して、他の有名な
方々も一緒にアピールする。 すばらしい人物なのに、認知度が低いと思います。これを期に、たくさんの方にアピールして欲しいと思います。

良い取り組みだと思います。 和歌山以外の人にも知ってもらえればよりよい
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