
《演奏会のアンケート》 

※回答者数  年長３２名 年中４８名  年少３８名 

 

◆実施時期について 

〈年長〉 

・もう少し長いと弾ける様になるかな‥ 

・集合が 11:50 だったのでお昼ご飯を食べさせるタイミングが難しかった。もう少し遅い方が良いのでは？ 

〈年中〉 

・昨年も冬〜コロナが流行したので、この時期はかけだったろうなーと思いますが、他のイベントも考えると、この時期しかないですよね‥。 

・コロナ渦に無理に開催しなくてもよかったのでは‥？ 

・時期は全然問題ないですが今回はタイミングが悪かったですね 

・集合時間が昼食と重なるので１３時頃だとご飯後とかでちょうどいいと感じた 

・毎年色んなウイルスが流行る時期なので少しヒヤヒヤします 

・もう少し早い時間にスタートしてほしい。（小学校の帰りに間に合わない）。時期は良いです。 

・感染症が流行る時期の開催は少しハラハラします。 

 

◆実施場所について 

 

〈年少〉 

・重大な判断を迫られる中、開催して頂いた事に感謝しています 

〈年長〉 

・文化会館での実施を楽しみにしていたので、すごく良かったです。 

〈年中〉 

・幼少期に広い舞台を経験できるのはとても良い経験と思います！ 

・市民会館でなくてもよかったのではと思いました。コロナ感染拡大中のタイミングでしたので昨年と同じでよかったと思います 
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・個人的には園でも良かったと思います 

・集合時間を学年ごとに分けたが密にならなくて良いかなと思いました 

〈年少〉 

・とっても立派な場所で先生方、調整大変だったと思います。本当にありがとうございました。 

・駐車場がある（無料）だとありがたいです 

・この年齢でなかなか立つ事はできないので、いい経験させてもらいました。 

 

◆実施内容について 

 

〈年長〉 

・選曲がとても良い 

・全先生の演奏を見たかったです。 

〈年中〉 

・学年ごとに素晴らしい演奏でした。 

・先生の演奏は例年通りのだと嬉しかったです（楽しみにしていました♪） 

〈年少〉 

・感動しました 

・アンコールは不要と思われる 

・年齢より少し難しい選曲がされていてよいと思いました。子供の練習する気持ちが強くなったと思っています 

 

◆観覧方法について 
 

 

〈年長〉 

・席が決まっているのは良い！ 

・座席が決まっている方が焦って並ばなくて良いので、楽で良い（コロナ的にも）のですが、子どもが立っている位置によっては、影になって全然見えなくなるこ

0

10

20

30

40

50

年少 年中 年⻑

37

46

32

1 2

内 容 良い 普通 悪い 未回答

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

年少 年中 年⻑

35

43

30

3 1 21 3

観覧⽅法 良い 普通 悪い 未回答



とがありました。 

・席も決まっていたため、並ばずにスムーズに入れた為、ゆったりとした気持ちで見に行けた。 

・事前に席が決まっていたのは、とても見やすかったです。 

・席取りの為に早く並んだりしなくて良かったので助かりました。席はかなり後ろでしたが、我が子のくじ運なので文句なしです。（笑） 

・席が決まっているのは良かったです。 

〈年中〉 

・子供は見えづらかったですが、事前に席が決まっているのは並ばなくて良いので有り難いです 

・席が決まってて良かった 

・事前のくじ引き制が良かったです！ 

・座席がはじめから園児のくじ引きで公平に指定だったのが非常に良かったです 

・人数が多すぎて見に行くのも怖かった 

〈年少〉 

・コロナ下で難しいと思いますが、年少・年中・年長と分かれていたので、年少の時は年少の親が前の席で見られたら良いと思いました。番が 

終わったら後ろへ移動する。くじの席決めを前の又、列での席決めにする 

・早く来て場所取りの必要もなかったので、席が決まっていたのがありがたかったです。空席の余裕もあったので、後ろの席でもステージがよく見えました。 

・くじ引き方式は良かったです。どの席でも会場が良いですし、満足です！ 

・真ん中の良い席でしたが、内容的に年長さんの親御さんを優先に前の方にしてあげた方が良いように思いました 

・ゆったりと集中して観覧できて良かったです 

・もっと前で見たかったなと思いました。仕方ない事ですが 

・あらかじめ席が決まっていたので良かったです 

 

◆練習について 
 

〈年長〉 

・家でも音階でよく歌ってくれました。また、家にあるキーボードでもいつもひいて聞かせてくれました。 

・大変だったようですが、成長が見られました。 

・毎日口ずさんでいました♪ 

・演奏会が終わった後もメロディオンの音符を口ずさんでいます。 

・年少、年中の頃は練習についていけるか不安の様でしたが、年長になり“楽しむ”という余裕を感じ撮れました☆ 

・後半は辛くなってしまった時期もありましたが、家でも練習をしていました。 

・家でもよく練習していました。 

・家での練習は涙を流していました。 

・年少の時は幼稚園に行きたくなくなったり、負担に感じていたようですが、今年は練習が始まった時からずっと楽しんでいました。ご指導 

いただいた先生方に感謝です。 

〈年中〉 

・嫌がる様子もなく楽しそうにやっていました。 

・大変そうだった 

・初めはしんどそうでしたができない所はお休みしてできる所から入ってねという方針に変わった（？）頃から前向きに取り組めるようになりました。 

・メロディオンでしたが自宅のピアノを使っても練習しいてました 

・とても熱心に練習したり、歌ったり楽しんでいました 

・練習は全体の楽譜とパート振りの楽譜が欲しかったです。パートのみの楽譜では入るタイミング等わかりづらく効果的な練習ができませんでした。 

・帰宅すると嬉しそうに歌を練習していました。 

・出来るようになったら更に楽しくなったようで毎日家で練習していた 
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・もともと楽器に親しくないので‥。でも「先生に褒められた」とよくニコニコで教えてくれまし！モチベーションを上げて下さり、ありがとうございます！ 

〈年少〉 

・お楽しみ！と言って何も教えてくれませんでした‥！ 

・初めての緊張感に本番一週間前程より、毎朝大号泣するようになってしまいました。 

・楽しんでいましたが疲れたみたいです（笑） 

・自宅でもおうたを口ずさんだり、自分の担当の楽器に誇りをもって取り組んでいるようでした 

・家であまり練習のことは言っていなかったです。 

・家でよく練習の成果を披露してくれました 

・家でカスタネットの演奏のフリをしたり、歌ったり楽しんでいました。 

・冬休み中も練習したり、自宅で練習内容を色々話してくれました。 

 

◆当日ついて 

 

〈年長〉 

・達成感がすごかったようです♡ 

・緊張していましたが、とても楽しかったと言っていました。 

・緊張する！と言っていました。 

・ドキドキしていた様ですが、「すごく楽しかった！」と満足していました。 

・緊張していましたが、練習の成果を出せて喜んでいました。 

・とても緊張したようですが、終わった後は達成感いっぱいでとても満足げでした。 

・終わった後も何度も「どうだった？」と聞いてきました。 

・少し緊張していたとの事。終わった後も失敗しちゃった‥と思っていたそうです。 

〈年中〉 

・朝から初めての大舞台を楽しみにしていました！本番を真剣な顔つきでやり切った感じでした 

・思ったより緊張しなかったらしいです（笑） 

・観客席に手を振っていました。（親以外にもいろんな席に（笑）） 

・とても大きな舞台でみんなと一緒にできたことに感激していました。 

・演奏後、できたー！と笑顔で言っていました。いつも間違っていた所（ドドド○ド○ド○ドレレレー）、も当日はバッチリでした☺ 

〈年少〉 

・楽しみにしていたけど緊張しちゃったみたいです 

・少し緊張していたようです 

・終わってからもう１回やりたいと言っていて嬉しかったです 

・行く前までは嫌がっていましたが、終了後は“楽しかった”との一言に安心しました。 

・緊張したみたいですが、楽しかったそうです♪ 

・「ドキドキしたけど、みんなとおうたうたったりたのしかった！」と何度も言っていました 

・また出たいと言っていました 

・「早く行かないと終わっちゃう！」と朝から元気いっぱいでした(^^) 
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◆満足度について 
 

 

〈年長〉 

・行事がなくなっている中、久しぶりに子どもの頑張る姿を見られたのでとても楽しい１日でした。 

・今年はこのような状況にもかかわらず、開催していただき本当に嬉しかったです！ 

・どの学年も素晴らしかったです。 

・コロナのこともあリましたが、やはりホールで行うと感動も倍だと感じました。 

・感動しました。 

・最後の演奏会をホールで見る事が出来て嬉しかったです。ありがとうございました。 

・子どもたちの成長を感じることができ、感動しました。 

・コロナ渦で大変な中諦めずご指導くださいましてありがとうございました。 

・とても感動しました。 

・みなさんの演奏が見れてとても嬉しかったです。 

〈年中〉 

・感動しました 

・とても楽しかったです 

・本当に良い演奏会でした 

・夫婦で感動！他学年の演奏も興味深く聴かせて頂きあっという間のひとときでした。 

・うるっとしてしまいました♡ 

・年長さんがアンコールも含め２回演奏していたのはとても良かったです 

 

〈年少〉 

・コロナ渦で大変な中、諦めずご指導くださいましてありがとうございました 

・ウルウルしました！感動です〜！ 

・子供が成長している姿が見れてとても嬉しかったです 

・我が子の姿に感動したり、年中さん年長さんのおうたや演奏のレベルの高さに感動したりとても楽しめました 

・本当に２時間があっという間でどの学年、どの曲も楽しませて頂きました 

・感動しました 

・とても子ども達がかわいくて感動しました。 

・年少さんは本当に可愛かった♡年中→年長になるにつれて上達してるのが目に見えて分かり長、中さんの器楽演奏もすごく楽しみになりました。 
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◆演奏会に関してご意見、ご感想 
〈年長〉 

・コロナ渦の中、演奏会を開催して頂きありがとうございました。幼稚園最後の晴れ舞台を観て、とても感動したと共に子の成長が見られ、とても感慨深いもの

となりました。先生方に感謝致します。ありがとうございました。 

・コロナ渦の中、とても素晴らしい演奏会でした。 

・先生方、本当にありがとうございました。 

・いろいろ大変な中、開催して頂き本当にありがとうございました！！ホールでの演奏はやはり感動で子供にとっても貴重な経験です。毎回全力でイベントに

加え、保育を行ってくれている先生方には感謝しかありません。これからも宜しくお願い致します。 

・年中の頃は zoomで年少・年長と広いステージでやって頂き、やはり音の広がり方や生で見れる嬉しさ、色々な先生方の思いなども伝わり、 

とても感動しました。子供達に沢山の勇気・希望を見せてもらえました。通常通り行って頂き、ありがとうございました。 

・集合時ロビーがかなり密集していたので時間差が少しあれば良かったかなと感じました。子供達の一生懸命頑張っている姿には感動でした。 

・この状況で、開催するかの判断はとても難しかったと思います。感染に注意し、開催して下さったこと、ご指導に感謝です。Smile againに涙が止まりませんで

した。この先、壁に直面し、立ち向かう時、口ずさみながらみんな全員が乗り越えていってね♡って思い、涙、涙、涙でした（笑）。すてきな演奏会をありがとう

ございました。 

・難しい状況の中、開催にあたってとてもご苦労されたと思います。先生方、皆様に感謝します。ありがとうございました。 

・色々と大変な中、演奏会をして下さり、ありがとうございました。子供にとって良い経験となりました。 

・コロナ渦の中、年長最後の演奏会だったので、開催していただき、本当にありがとうございました。本人にとってもとても良い思い出になったようです。 

・毎年、スバラシイです！！ありがとうございました！ 

・音楽が苦手なのでとても苦労している様子でしたが、なな先生から“全部ひけなくても良いからできるところだけでも自信を持ってやろう！“と声をかけていた

だき最後まであきらめないで、自宅でも練習していました。みんなでがんばった！！ということがとても嬉しく良い思い出になったようです。貴重な経験をあり

がとうございました。 

・まん延防止がちょうど始まる時期で不安でしたが、決行してくれたことは個人的にはとても嬉しかったです。子どもにとってもそうだと思います。いい思い出を

ありがとうございました。 

・とても練習を頑張っており、演奏会を楽しみにしていました。ホールで行うことの判断が難しい中、子供たちのことを配慮していただき、大きな舞台に立てたこ

ととても感謝しております。みんなと演奏できた喜びと、達成感を感じることができたと思います。とても感動しました。ありがとうございました。 

・今年もコロナ渦での演奏会となってしまいましたが、ホールで直接子どもたちの演奏を聴くことが出来、本当に良かったです。一生懸命な姿に感動しました。

子どもからもみてもらえて嬉しい！という気持ちが沢山伝わってきました。このような状況下での練習、準備、開催の判断等々、全てにおいて先生方のご苦

労は計り知れません。本当にありがとうございました。 

・幼稚園最後の演奏会で今まで以上に胸がいっぱいになりました。開催するにあたり、大変な事ばかりななか、本当にありがとうございました。 

・ご指導ありがとうございました。練習は大変だったと思いますが、ここまでできるようになり、感謝しかありません。子供にとっても一生懸命頑張る良い機会だ

ったと思います。親子共々、成長する事ができました。ありがとうございました。先生の演奏にも感動して涙しちゃいました。 

・年少〜年長にかけてどんどん成長していくのを演奏会を通して感じることができました。粘り強いご指導をありがとうございました！湘南幼児学園のおかで、

音楽が好きな子に育つことができました。 

・昨年は zoom での観覧だったので、文化ホールで生で演奏を聞けたのは本当に嬉しかったです。年長さんはすごく立派でとてもステキな躍動感ある演奏に

感動しました。コロナ渦にもかかわらず開催していただきありがとうございました。最後の演奏会、あの大きなホールで見られて本当に良かったです！！大き

な感動をありがとうございました！！ 

・最後の演奏会だったので、文化会館で出来て良かったです。とても感動しました。コロナでまん延防止措置が適用されていた時期だったので、削って早めに

終わってもいい項目もあったのかなと思いました。練習あら準備までとても大変だったと思います。どうもありがとうございました！！ 

・コロナ渦で開催するかどうかの判断も難しかったと思いますが、文化会館で実施していただき本当にありがとうございました。どの学年も素晴らしく、先生方

の努力も垣間見れました。いつも色々と子供達のことを考えていただき本当にありがとうございます。お疲れ様でした。 

・演奏会を開催して下さり、ありがとうございました。先生方も開催すること、すごく悩まれたと思います。色々な意見があったと思いますが、年長の保護者とし

ては最後の演奏会を観る事ができたこと、子どもたちに貴重な経験をさせて頂いたこと本当に嬉しく思っています。かわいい年少さんから年中、年長への成

長を感じられたし、本当に感動しました。お忙しい中のご指導ありがとうございます。感謝しています。 

・いつもありがとうございます。コロナで大変だったと思いますが、最後の演奏会を無事に出来たことに感謝です。ありがとうございました。とっても楽しかった

です。 

・今年は茅ケ崎のホールでの演奏会が見れて、とても嬉しかったです。大変な時期でしたが、開催して頂いて本当に感謝しております。ありがとうございまし

た！子どもも最後の演奏会がいい思い出になったと思います。 

〈年中〉 

・文化会館でできて本当に良かったです。来年も楽しみにしております。ありがとうございました。 

・練習も本番もとても楽しかったようでたくさんお話ししてくれました。頑張って頂いた先生方にも感謝しています。ありがとうございました。 

・素晴らしい演奏で感動しました。子供達の技術の高さに驚きました。ありがとうございました。 

・大変な中でたくさんがんばっていただいた先生方に感謝します。ありがとうございました。 

・初めてのホールでの演奏でしたが、皆、凛々しくてとてもかっこよかったです。短い練習期間にも関わらず、すごく上手で感動しました。子ども達も心に残る良

い演奏会になったと思います。 

・時間が限られていたりすると思いますが、開演する前のロビーにて子供達を預ける場合、お迎えの時が、人が多すぎて怖かったです。このような状況なので

出来れば事前にメールで時間差などを連絡とか対策出来ればと感じました。 

・席順は今後も子供たちがくじを引くのがいいと思いました。 

・感動しました☆コロナ渦の中、色々とありがとうございました！ 

・今後も事前に子どもがくじ引きで決める方法がいいと思います！ 

・家ではふざけてばかりで本番が心配でした。本人も「ドキドキしてる」と言うのでみんなで緊張してしまい‥。本番では堂々と頑張る姿に感動しました。ありが 

とうございました(^^) 

・開催が危ぶまれる中、しっかり対策し、無事演奏会を開催して頂きありがとうございました。初めての演奏会でしたが、とてもとても感動的で涙があふれまし

た！一生懸命練習した成果を直接目で耳で聴く事が出来て本当に良かったと思える演奏会でした。 



・コロナ渦の中、開催して下さりありがとうございました。実際に観ることができ、とても感動しました。 

・去年はコロナのこともあり、体育館での実施でしたが、今回は大きなホールで生演奏を聞くことが出来てとても嬉しかったです！学年が上がるごとに子供達

の成長が感じられ、来年がとても楽しみです。来年の年長さんの曲も今年のように明るく楽しい曲だといいな〜と思います。 

・コロナ渦での家族、先生方は本当に大変だったと思います。が、子供達の姿をホールで見る事が出来、とても感動しました。ありがとうございました。 

・今年は会館で観覧できたことが嬉しかったです。コロナ渦の中、開催していただきありがとうございました。 

・消毒や検温等、対策をとって下さり、ありがとうございました！素晴らしかったです！ 

・子供の受け渡しを学年別にしたら密にならずにスムーズに出来たのかなぁと思いました。ありがとうございました！！ 

・コロナで大変な中、ホールでやってくださりありがとうございました。すごくいい思い出になりました！ 

・昨年はズーム開催で、今年あはどうなるかと思っていましたが、無事開催できて子供、親も大変楽しめました。制限のある中での開催ありがとうございました。 

・運動会同様、先生方のテキパキした動きに尊敬し、作品展も含めてにはなりますが、行事（演奏会が個人的には一番好きです）を通じて一層園が大好きに

なりました。状況下でのご決断にはご苦労あったと思いますが、本当に感謝致します。 

・集合時は学年が座席毎等時間に差をつけ密にならないような工夫が必要だと思いました。保護者退場時も同様です。扉が開いてなくて大混乱&超蜜な状況 

になって危険でした。 

・大変な中、ご指導、開催まで全てに置いて本当にありがとうございました。親子共々年中の１番の思い出となりました！ 

・コロナ渦での開催から練習、全てにおいて感謝でいっぱいです。去年も生で見たかった聴きたかったと切に思いました。年少から年中のすごい成長を感じ来

年が楽しみです！去年の年長（上の子）の演奏もみたかった‥です。来年白鳥の湖聴けたら感動が倍増しそうです（笑）。授業参観もないので合唱を聴けた

のもとても嬉しかったです。上の子も行きたがっていたので来年は人数制限なく参加できたらいいなと思います。丁寧なご指導ありがとうございました。（今日

の楽器遊びもとても楽しかった様子でした） 

・短い期間であれだけの完成度、先生方大変だったと思います。本当にお疲れ様でしたありがとうございます！ 

・ご指導ありがとうございました。子どもがこんなに弾けるようになるなんて、本当に先生方のご指導のおかげです。大変感謝です！家での練習不足でご迷惑

をおかけしてしまい申し訳ありません。 

・１年でこんなにもできることが増えるのかと毎回驚かされます。年長さんの圧巻の演奏は感動しました。コロナの中での練習、ご苦労も多かったと思います 

ありがとうございました。 

・今回は残念ながら参加できませんでしたが、楽しそうに家でもやっていたのでまた来年を楽しみにしています。どうか早くコロナが落ち着きますように。先生

方もお疲れ様でした。いつもありがとうございます。 

・通常開催は感染のリスクが高いと判断し、参加を見送りました。学年別での園での開催など昨年のスタイルでしたら参加させていたと思うので残念です。 

・できない子には無理に頑張らせない方向でお願いします。 

・年長さんのたいこが良かったです！女の子がたたいているところも見たかったです！今回、開催して頂きありがとうございました！ 

・この情勢の中、きちんとした会場で開催して下さった事、先生方に感謝です。去年の配信とは違って子供の演奏を生で聴けて親もとても楽しめました。ありが

とうございます。 

・このような状況の中、開催して頂けてありがとうございました。来年は最後になるので、どうか文化会館で開催できたらなと思っています。 

・先生方全員の演奏があるとよかったです。 

 

〈年少〉 

・毎日の練習、事前準備、当日、本当にありがとうございました。子供にとって舞台で演奏できた事が何よりの経験で素晴らしい事だと思います。ぜひこれから

も続けて頂きたいです。ありがとうございました。 

・とっても感動しました！いつもありがとうございます 

・このような状況下でも、開催して下さりありがとうございました。子供の担当楽器の選定理由を教えていただけると尚ありがたいです。 

・初めての参加でしたが、とても本格的な演奏を子供たちがしていたので驚きました。とても楽しかったです。先生方ありがとうございました。 

・素晴らしい演奏をありがとうございました！ 

・年少さんもとても上手でかわいらしかったですが、年中、年長のお兄さんお姉さんたちの演奏がとても素晴らしく感動しました。毎日の先生方の細やかで熱

心なご指導のたまものだと思います。いつもありがとうございます。また、忘れられない大切な思い出ができました。 

・練習から開催までありがとうございました。子供たちがいきいきとマスクしながらも一生懸命で他の学年も見ることができて良かったです。 

・親子共に初めての演奏会でしたが家でも楽器を演奏するマネを毎日一人でやっている姿を見ていたので実際皆で一つになって演奏している光景に一生懸

命さを心地良い緊張感が感じられて感動しました。また、学年が上がるにつれて曲も演奏も完成度がすごくなって年長さんのクラシックには涙が出そうになり

ました。あと２年演奏会を見られるので、今からとても楽しみです。先生方もご指導たいへんだったと思います。とっても素敵な演奏会を見せていただきどうも

ありがとうございました。 

・親子ともにとても楽しい演奏会でした。文化会館のホールのステージは「緊張したけどたくさんお客さんがいて嬉しかった。」と話してました。帰ってからも娘は

何度も動画を見て、歌ったりメロディオンの演奏をしていました。 

・コロナ渦で大変な中でしたが、準備感染対策等、先生方のおかげで子どもたちに練習の成果を出せて自信につながり、とても貴重な経験になったと思いま

す。ありがとうございました。 

・小さいお子様をつれている方は大変そうでした。席を後ろ、または端にしてあげれば泣いた時にスムーズに席を立てるかと思います。先生達ご苦労様でした。

とても感動しました。感謝しております。 

・コロナ渦で色々制限がある中、ホールで開催して頂きありがとうございました。先生方のご準備等もありがとうございました。 

・どうやって成立させるんだろう？と思っていましたが、観て納得でした。先生方、ご尽力下さり本当にありがとうございました。来年も楽しみです！ 

・開場まで来場者の方が外に並んでいて密でしたので分散入場できれば良かったです。 

・演奏会お疲れ様でした。みなさんの頑張りが伝わってきて感動しました。 

・会場も立派で年中さん年長さんの演奏も素晴らしかったです。先生方お疲れ様でした。 

・吉崎先生が言っていたように年少さんは立っているだけでかわいいですね。舞台に立つという機会を与えてくれたことに感謝します。ありがとうございました。 



・コロナ渦の大変な状況で開催していただきありがとうございました。大きなホールで発表する経験をさせてあげられて良かったです。来年も楽しみにしていま

す。 

・今回も本当にありがとうございました。泣くほど嫌がられた時はわたしも心が折れそうになりましたがなんとか無事当日を迎えられました。頑張ったからこそ

当日が楽しかったんだと少しでも子どもの中に残ってくれたらいいなと思います。いつも素敵な機会を頂けて、感謝、感謝です♡ 

・今年はコロナ急増の中でも感染対策をしながら文化会館で開催していただきありがとうございました。頑張っている姿をしっかりみれ本当に嬉しかったです。 

・素敵な時間をありがとうございました。来年も楽しみです。 

・来年度は皆様がノーマスクで開催出来る事を祈ります。 

・コロナ下での開催ありがとうございました。前日までドキドキしましたが、先生たちは判断がとても難しく頭を抱えられたことだと察します。初めての演奏会、

数ヶ月前までは泣いていた我が子が立派に楽器を持ち、演奏できたことに感動しました。日々の先生方の指導と愛情を感じられた演奏会でした。深くお礼を

申し上げます。ありがとうございました。 

・コロナ渦の中、色々な工夫をして演奏会をしていただきありがとうございます。子供も親も大切な時間をもたせていただけました。 

・これからも席はくじ引きがいいです。 

・年少さんは我が子がいることもあり、終始キュンキュンでした。皆が一生懸命練習してきたんだなと思います。年中、年長さんの演奏はとても素晴らしく歌っ

てる姿に思わず涙してしまいました。一人一人堂々と演奏している姿はかっこよくパワーをもらえました！先生方、いつも本当にありがとうございます！ 

 

 

アンケートのご協力ありがとうございました。 


