
《劇発表会に関するアンケート》 

回答者数  年長２１名 年中４０名 年少２７名 

◆時期について 

〈年長〉 

・学年最後の集大成を見られるので良いと思います。 

〈年少〉 

・今のクラスのお友達と最後の行事なので締めくくりにちょうど良かったと思います。 

・演奏会等、行事が続くので、子供は練習が大変そうです。 

・１年間の成長を見る場となる為。 

◆場所について 

〈年中〉 

・どこか別の場所より園が安心してできるので、園で良かったです。 

〈年少〉 

・園でやっていただけると場所がわかっているので行きやすいです。 
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◆内容について 

〈年長〉 

・出番が少なすぎないよう工夫されていると思います。 

・とっても良かったです。ありがとうございました。 

〈年中〉 

・セリフがある子、全くない子の差が気になりました。 

・もう少しセリフなどがあったら良かった。 

・出来れば声を聞きたかった。 

〈年少〉 

・もう少し音とかで盛り上げてあげたら良いのかなと、もっと長く見たかったです。 

・他のお友達もじっくり見ることができたので楽しかったです！ 

・子供たちが発案して劇の内容を作るというのもできたら良いなと思いました。皆と協力して自ら作り出す経験は 

残るだろうなと！ 

・野菜の劇だったので野菜を進んで食べてくれるようになりました。 

◆観覧方法について 

〈年長〉 

・コロナ渦なのでくじだと並びやすく良いと思います。 

・今年は並び順がくじ引きだったのが良かったです。 

0

5

10

15

20

25

30

35

年少 年中 年⻑

25

33

20

2
6

12

内容 良い 普通 悪い

0

5

10

15

20

25

30

35

40

年少 年中 年⻑

25

36

19

1 3 22
5

観覧⽅法 良い 普通 悪い



・くじを引いて席順番が決まるのはすごく良かったです。 

・小学生の兄弟、姉妹も観覧可能でも良いのではと思います。 

〈年中〉 

・とても見やすかったです。 

・長時間外での待機は小さい子連れの方もいるので、検討して頂きたいです。結局道路にはみ出てしまい、車に 

ぶつかりそうな小さい子がいました。 

〈年少〉 

・この様な時期にも関わらず開催して下さってありがとうございました。 

・クラス２分割は見られない子も半分になってしまうが、ゆったり見ることができました。 

・席と舞台が近くて良かったです。 

・広々と観覧スペースがあったので、カメラも撮りやすかったです。 

・くじを引いた後の観覧席についての案内（順番で列に並び早いもの順で席取りをして良いこと）がなく、とまどった→くじで引いた番号が観覧席に貼ってある 

と思った為。 

・コロナ渦なので仕方ないですが、年中さん年長さんの劇も直接見てみたいと思いました。 

◆観覧方法について 

〈年長〉 

・とてもとても楽しく練習ができました。 

・全部のセリフを覚えて１人劇場をやっていました。妹にも指導していました。笑 

〈年中〉 

・よくお家でも口ずさんでいました。 

・演目が決まってから D V D のインタビューを終えるまでずーっと楽しそうでした。 

・お家でも歌ったり、楽しそうにしていました。（他同意見複数あり） 

・振り付けなどの変更が直前まであったようで困っていました。 

・しっかり自分の役割をわかっているようでした。 

・家でも練習して見せてくれた 

〈年少〉 

・家でおどっていました。 

・youtubeで曲をひっぱり、朝から晩まで踊り狂っていました！！ 

・毎日、「ねーねー見てー！！」と楽しんでいました。 
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◆当日について１ 

〈年長〉 

・緊張していた様ですが、頑張っていました。 

・最高に楽しかったみたいです 

・少し緊張したようです。 

〈年中〉 

・緊張していました。みんな可愛すぎました。 

・当日はニコニコで笑顔でやれていました♡ 

・少し緊張している感じだったが、笑顔も見れて楽しそうにしていました 

・とてもかわいかったです。 

・少し緊張した様です。 

〈年少〉 

・少し緊張していました。 

・とてもはずかしがっていました。 

・少し緊張した面持ちでしたが、“楽しかった〜”とずーっと繰り返していました。 

・私たちが見ているのを見つけると、笑顔いっぱい。帰り道も劇の話をニコニコ歌もダンス付きで披露してくれました。 

・とても緊張していたようですが、またやりたいといっていました。 

・緊張していたようです。 

◆当日について２ 

〈年長〉 

・とても楽しく感動しました。ありがとうございました。 

・とっても感動しました。衣装も凝っていてドレスを着て喜んでいました。 

〈年中〉 
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・最高でした。 

・頑張ってる姿を見て本当に感動しました♡ 

・成長を感じれて、とても楽しかった！！ 

〈年少〉 

・一生懸命やっていてかわいかった。 

・第一子なので、年少さんの可愛らしさ、とってもとっても素敵な時間でした！！ 

 

◆演奏会に関してご意見、ご感想 
〈年長〉 

・色々な D V D について購入者特典の内容がさみしい。メイキング映像などがあると楽しいと思います。 

・劇の練習が始まってから毎日口ずさんだり、おどったりしていました。他の子のパートをやっていることが多く自分のところができるのか心配でしたが、長い 

セリフを頑張っていてビックリしました。コロナの中、準備など大変だったと思いますが、先生たちのおかげで、とても素敵な発表会でした。ありがとうござい 

ました。 

・コロナもあり、密を避けるため、クラスごとでしか今まで体験したことがありませんが、言ったり見れるのでこのスタイル良いよね。とお友達のお母さまとも話 

すことがあります。D V D を購入すれば他のクラス、学年は見られるので満足しています。 

・劇の練習、本当にお疲れ様でした。衣装もかわいく楽しく観ることができました、本当にありがとうございます。 

・どのお子さんも一生懸命でとってもかわいかったです。ようちえんホールなので、とても近くで見られるのもよかったと思いました！！大満足です♡ありがとう

ございました。 

・配役によって大差があると思いました。 

・髪型は自由の方がありがたいです。D V D販売期間が当日までだと良い。 

・くじ等もとてもスムーズでしたし、どの席になっても子供が見えるような配置にされていてとてもいいと思いました。コロナが落ち着いてもこのスタイルの方が 

親としてはゆったり見られていいなと思います。 

・先生のピアノだけで、セリフも歌もタイミングも全てしっかり覚えていて、ミュージカルの様で素晴らしいと思いました。 

・行事が中止になっている所が多い中、開催して下さりありがとうございました。子どもたちみんなとっても上手で自信をもってセリフを言っている姿に感動で

涙が止まりませんでした。（娘は緊張してしまったらしく泣きそうになっていましたが笑）練習も楽しいと言っていて誉められたこをうれしそうに報告してくれて

いました。娘は３年間、行きたくないと言った日は１日もありません。夏休みや、コロナで休園だった年中の４、５月も「早く幼稚園に行きたい」と言っていまし

た。大好きな先生方、お友達、みんなに本当に感謝です。ありがとうございました！ 

・演奏会が終わってからのタイトなスケジュールの中、子供達が頑張って練習をして、素晴らしい劇発表会だったと思います。先生方も本当におつかれ様でし 

た。ありがとうございました。幼稚園最後のイベントでもうすでにウルウル来てしまいました。 

・コロナ渦の中、大変な事も多かったと思うのですが、開催して頂いてありがとうございました！！大切な思い出が１つ増えました。欲を言えば、背景の映像 

がもう少しハッキリ見えると良かったです！ 

・コロナがある中、観覧方法を工夫して密にならないよう配慮し、開催して下さりありがとうございました。 

・コロナのなか保護者２名まで観覧させていただけたこと、心から感謝致します。ありがとうございました。卒園式も少しでもコロナがおちつき、子供達の姿を 

生で観れたら幸せです。 

・とても感動しました。クオリティが高くてビックリしました。子ども達の成長には泣いてしまいました。ご指導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。コロナで練習があまり出来ない中、最後までしっかりやり遂げたみんなに感動しました。 

・演奏会からもコロナが急増する中、劇発表会の練習自体ができるのか、と思っていました。厳しい状況の中でも幼稚園に行ける楽しみがありました。練習は 

はりきって行い、お風呂や寝る前まで歌って踊っていました。当日も参加でき、かわいい衣装で張り切ってやっていました。“楽しかった”と言っており、親子 

共々楽しみました。ありがとうございました。 

・とても楽しかったです！！ありがとうございました！！ 

〈年中〉 

・とてもかわいい衣装等、ご準備ありがとうございました。 

・他のクラスのも観たかったです。でも楽しめました。ありがとうございました！！ 

・開催していただきありがとうございました。 

・衣装がとってもかわいくて、舞台情でも堂々としていて、また、ひとつ子どもの成長が感じられました。このような機会を用意して頂き本当に感謝しております 

発表の準備等大変な中ありがとうございました。 

・しっかりと台詞があり、踊りあり、演技ありの劇で思っていたより、しっかりした内容の発表会で感動しました。また、舞台で物怖じしない息子の姿に驚きまし 

た。とても貴重な経験をさせて頂いており、どうもありがとうございます。とても楽しませて頂きました。 

・昨年よりも微細に渡って心くばりがあったので、すごいさすが、と当日思いました。楽しい一年間の締めくくりをありがとうございます。心から感謝致します。 

・年少の時とは違い、レベルアップと成長が感じられました。ありがとうございました！ 

・コロナ渦で先生方も本当に大変だったと思いますが、感謝しかありません！楽しい思い出をありがとうございました♡ 

・園でいろいろな事を頑張りながら楽しく過ごしているのだなと感じる事ができました。ありがとうございました😄 

・家ではセリフを言いながらやっていたので、当日しゃべらなくて焦りましたが、そういう劇だったのですね（笑）最初の頃は嫌だなんて事も言っていましたが、

楽しそうに家でもやるようになりました。当日はガチガチに緊張していました。おしゃべりな割にはみんなの前に出て何かするというのは緊張して苦手な様で

す。こちらは楽しませて頂きました。まん防中で大変だったと思いますが、ありがとうございました。 

・衣装のクオリティが高くてびっくりしました。子供達も楽しそうでとても良かったです。 

・コロナ渦で練習をするのも大変だったと思います。その中、しっかりと完成させて実施して頂き、本当にありがとうございました。親子共々、とても楽しかった 

です。 

・消毒をていねいにして頂き、安心して参加することができました。ありがとうございました。 



・コロナで大変な中なのに、とってもすごいクオリティ。子供達はいったいどうやって練習したのかと、本当におどろきました。どんどん成長する自分の子供に 

感動しっぱなしです。支えていただいいてる先生方の努力と子供達への思いが伝わってきます。ありがとうございました！！ 

・D V D の画質がもう少し良いとありがたいです。 

・息子の得意分野を発見できた気がして嬉しく思います。 

・年少さんからの子供の成長を楽しみにしていたので、もう少しセリフがあり、物語があるものだと良かったなと思いました。“劇発表会”という名前の行事なの 

で、劇をやって欲しかったです。セリフも何もなく、「私、脇役だから‥。」と言っていた子がいるのを聞いて、なんだか悲しくなりました。コロナのこともあります 

が、もう少し何か工夫をして出来たのではと思いました。 

・待ち時間が長くて少し大変だった！！ 

・コロナ渦の中、準備等ありがとうございました♡とても楽しめました♡ 

・子供達の登園後、門前で保護者がたくさん居て、中へ進んでくじを引くのか？門前で待機して呼ばれるのか？よく分からなかった。誘導する先生には拡声

器などを使って案内して欲しいと感じました。 

・コロナ渦で先生方もとても大変だったかと思います。本当に感謝です！！楽しい思い出をありがとうございました♡ 

・今年は席順が、クジで平等でとても良いなと思いました。また、クラスごとで入れ替えもゆったり見られて良かったです。 

・１人に一言でもセリフがあれば、より良かったと思いました。集合写真はクラス全員そろったものがほしかったものが欲しかったです‥。 

・待ち時間が長くて大変だった！！ 

・ご指導ありがとうございました。ちゃんとできるか心配でしたが、きっちりふりも歌も覚えていました。先生のご指導のおかげです。 

・園でいろいろな事を頑張りながら楽しく過ごしているのだなと感じる事ができました。ありがとうございました😄 

・クラスを半分にすることでゆっくり広々と見れたのも良かったです。とても楽しみにしていた劇がまた去年よりも素晴らしく本人もいい思い出となりました。あり 

がとうございました！ 

・どちらの日になるか 2/9にならないと分からないということでしたが、もう少し早め（前月末）に分かると大変助かります。劇発表会、もう終わるのがイヤだ！ 

と言うくらいとても楽しんでおりました！！指導や衣装、先生たちは準備をして頂き、感謝致します！すてきな発表会でした。 

〈年少〉 

・コロナ渦での実施に関しまして、先生方の工夫や努力をひしひしと感じました。本当にありがとうございました。くま組の発表前に年長さんからのご挨拶があ 

り、その保護者の方が優先的に前に座ってらっしゃいました。くじ引きで二列目になってしまったのは仕方ないのですが、せめて最初の挨拶が終わったら移 

動してくださったら良かったかなと思いました。来年度に向けて検討して頂けると幸いです。 

・子どもの頑張っている姿を拝見でき、良かったです。 

・日々、濃厚接触者が増える中、直に観覧させて頂き、感謝です。先生方、ご指導やご準備等ありがとうございました。 

・他のクラスの発表も見たかったです。 

・練習から楽しんでやっていると伝わり、本番もドキドキしている様子が見られ、かわいくてほっこりしました♡ありがとうございました！！ 

・以前のように年少さんの劇も見てみたかったのですが、コロナ渦でいつ誰がお休みになるか‥という事を考えると、今回のような発表内容だとみんなが安心 

できるのかなとも思いました。色々と大変な中、ありがとうございました。 

・とってもかわいかったです♡ありがとうございました😄大変な時期に開催を決定して頂けたこと感謝します。 

・集合写真はクラス全員だと嬉しかったです‥。 

・今年もかわいい劇、ありがとうございました。 

・毎日台詞を練習し、お友達の台詞も言えるようになっていました。とても楽しいようで踊りも見せてくれていました。かわいい衣装で踊る姿に感動していまし 

た。３才の頃から舞台に出る楽しさを体験できる事はスバラシイと思います。どうもありがとうございました！ 

・毎日幼稚園で学んだ踊りを歌を家でも Youtube を流してほしいといって一人で日々練習している姿を見ていたので最近は家族皆、曲を自然と口ずさんでい 

ました。コロナ渦でクラスも２チームに分かれてだったので少し寂しい気持ちもありましたが、無事行えたこと見に行けたことに感謝致します。子供達のお遊 

戯もとてもかわいらしかったです。 

・集合写真６００円も D V D同様希望制での購入にして頂きたい 

・ただただ皆がかわいらしかったです！こんな中ですが行事をやって下さって嬉しかったです。 

・コロナ渦での開催、本当にありがとうございました。いつも先生方のおかげで、私達親子は素敵な時間を過ごさせて頂いています！“舞台に上がって人前に 

出ること”はこれから成長していく上でとっても大切な経験になると思います。素敵な体験をさせてもらい、ありがとうございました。 

・練習の時から、ずっと口ずさんで楽しんでいました。そして、少しずつ少しずつ練習を重ね、自信が出てくるとダンスも踏まえて一緒に練習しようと誘ってくれ 

ました。発表会を通して成長や達成感を感じる事が出来たとてもステキな会でした。子どもをここに預けてとても良かったと思えるそんな会でした。ありがとう 

ございます。 

・先生方、このような時期に開催して下さりとても感謝しております。準備も大変だった事と思います。１点くじを引いて並んだのは良かったのですが、会場に 

入ってからの席がよく分からなかったのでバタバタしてしまいました。私が理解していなかっただけかもしれません。子ども達の成長が見られてとても嬉しか 

ったです。ありがとうございました。 

・感染対策も大変な中、とても素敵な発表会でした。先生方、ありがとうございました！！とても楽しんで劇をしている姿を見て幸せでした。１点だけ‥お土産 

のひなまつりのお菓子セット、体に良くない駄菓子だったので、お菓子以外だと嬉しいです。食べ物であれば、地元の旬の野菜など、体にとっても嬉しい物 

が良いなと思いました。 

・クラス全員でできる劇発表会もできればみたかったです。でも、とても良い発表会でした。ありがとうございました。 

・とても楽しく観覧させていただきました。本番、大きな声で台詞を言えたことが本人にとって自信になったようで良い経験になりました。根気よくていねいにご

指導いただき、ありがとうございました。                                     

アンケートのご協力ありがとうございました。 


