
「チームサンライズ」（アンサンブルキャスト）参加者アンケート 

 

Ｓ．Ｈさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

学校より配分のパンフレット 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

最初の稽古のときに声が小さくて叱られて、このままできるか不安になったけれど、たくさん出演するひととお

友達になり、アドバイスしてもらって少しうまくできるようになって、周りのひとにも褒めてもらえるようにな

り、自信がわいてきたらどんどん楽しくなってきた。 

それから、遅くまで一緒にお稽古して皆さんの演技を見ていたら、僕も毎日練習して一緒に色々やって見たいと

思って、お母さんに、どうしたら、たくさん出演するひとになれるのかを聞いてみた。 

ぼくもそんなふうに、できるときが、きたらいいなと思う。 

いよいよ、本番当日、舞台に初めて立ったときは、足が、がくがくして心臓が、飛び出しそうになった。でも、

観客のひとの拍手が嬉しかった。 

２回めに舞台に立ったときは、最初より落ち着いて良くなかったところを修正しようと思った。 

最後にお客さんの拍手が止まなくて、幕が何度も開いて、みんなでお辞儀をしたのが、最高に嬉しかった。控え

室に戻ったら急に涙があふれてきた。 

お稽古してくださった先生、ありがとうございました。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

絶対参加したいです。 

 

 

Ｋ．Ｎさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

学校からもらってきたチラシで知りました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

お稽古は毎回沢山歌を歌って疲れたけれど、楽しい歌だったので歌うことが好きになりました。 

振り付けが始まると面白く楽しく練習ができました。初めて会った仲間と協力して歌う事がとても楽しかったで

す。本番はいっばいのお客さんがみていたのですごく緊張したけれど、練習どおりにやることができて嬉しかっ

たです。また、ミュージカルに出てみたくなりました。お話しもとても良かったです。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

今回すごく良い経験ができて、本人も満足しておりまた、参加したいです。 

 

 

Ｙ．Ｍさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

学校の友人から聞きました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

お稽古では少し恥ずかしくて躊躇していましたが、経験者の方の堂々とした振りに刺激を受け、頑張ろうと思っ

たそうです。本番は想像していたよりも楽しかったと興奮しながら話してくれました。 

あと、ライトの暑さに驚いたようです（笑） 



Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

是非、参加したいです！！ 

 

 

Ｍ．Ｉさん  

この度は、ミュージカルに出演させていただきまして、誠にありがとうございました。またとない貴重な体験を

させて頂きまして、厚く感謝申し上げます。 

本人も出番が少ないまでも、大舞台にたった自信というものが、日常生活からみるとついたように見受けられま

す。また出演者の方達とともにおけいこや、本番をさせたていただき、裏方のスタッフの仕事も垣間見たりして、

どうやってミュージカルというものが、作り上げられていくかというとこが、とても勉強になったと思います。 

今後、鑑賞させていただく場合にも、出演者の側にたった視点からも、拝見させていただくことができるのでは

ないかと思います。本当にありがとうございました。 

娘が出る出ないにかかわらず、純粋に一観客の立場からの感想ですが、とても素晴らしいお話で、二回拝見しま

したが、二回とも涙が自然にあふれていました。 

気持ちが大きく動かされるのには、演技はもとより、みなさんの歌声や曲、歌詞がまた素晴らしかったというの

があるとい思います。ミュージカルのすばらしさはまさにそこにあるのだと実感いたしました。 

とてもいい記念になると思います。これからもよろしくお願い申し上げます。 

 

 

Ｋ．Ｙさん 

Q1. 小学校で渡されたチラシです。 

Q2.お稽古はピアノと一緒に歌を歌え、プロの方ともレッスンが受けられとても楽しかったです。 

本番はテレビで見ているとプロの方々がとても上手ですごいと思いました。 

ダンスを習っていますが、今回のミュージカルに参加した事で表現力が少し身につきました。 

フィナーレで大きな拍手を頂けた事がとてもうれしかったです。 

娘は、ミュージカルの練習を受けるのは初めてでした。同じ年代のジュニアキャストの方の真剣な練習を間近で

みる事ができ、とても良い機会だったと思います。 

このようなすてきな機会を与えてくださり、大変感謝しております。 

ありがとうございました。 

Q3.是非参加させて頂きたいですし、多くの方にこの素晴らしい経験をして頂きたいと思います。 

 

 

Ｙ．Ｔさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

区立小学校からのチラシ 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

本人は、学校の学芸会のように考えていたかもしれませんが、周りのスタッフ、子供たちのしっかりした挨拶、

時間の意識、統一性など、とてもしっかりしていて刺激になりました。 

まだまだ遊んでしまう部分があり、この中では上の年齢であるのに、全体をみれる力を今後この経験を基に意識

していけたらと思います。 

家でよくミュージカルの歌を歌っていました、なので私はピアノで伴奏してあげていました。またセリフも言い

たい、と次回の目標も掲げていました。 



良い春休みを過ごせた事に改めて感謝致しております。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

参加したい 

 

 

Ｎ．Ｈさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

小学校のチラシ 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

始めは消極的なところも多かったのですが、段々楽しくなってきたようで、本番では満面の笑顔で一生懸命歌っ

てる姿を観ることかができ感動しました。カーテンコールが忘れられないそうです。 

今回参加できたことは、本人の自信にもつながったようで、今まで消極的だった学校の合唱団にも積極的に参加

するようになりました。毎日朝練のため早く学校に行っています。Nコン目指して、中心になって頑張ってるよ

うです。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

是非参加したいです。 

 

 

Ｒ．Ｋさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

小学校からのお知らせで知りました。 

本人に確認したところ、参加してみたい！ということになり、すぐに応募しました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

お稽古の場所が家から通いやすい位置にあったので連れて行くのには助かりました。お稽古の回数がそこまで多

くなく、本番でちゃんと覚えているのか心配でしたが、さすがプロの皆さまのご指導で無事に本番が終わり、ホ

ッとしています。本人はお稽古のあとはいつも楽しかったと笑顔で、また、何かに打ち込んだ後の充実した表情

で、見ていてとてもよい経験をさせていただいているのが分かりました。（母） 

本番は緊張したけれど練習は楽しかったです。（本人） 

 Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

夢中になって何かに打ち込んだり、親と離れて初めてのお友達と過ごすということは、日常の生活では出来ない、

本人を大きく成長させる貴重な経験だと思います。また是非参加させていただきたいと思います。（母） 

なにがあっても絶対参加したいです！（本人） 

この度は本当にお世話になり、ありがとうございました。 

数日経った今でも本人は本当に楽しかったと話しており、姉を見守っていた妹も今では歌詞をばっちり覚えて 2

人で歌っています。 

またこのような機会があれば参加させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

Ｍ．Ｈさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

小学校で配布されたチラシ 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 



初めてのミュージカルで緊張しましたが、歌やダンスを覚えられて楽しかったです。 

最初は歌やダンスが覚えられなくて色々焦ったりしていたけれど、たくさん練習するにつれて、すぐ覚えられま

した。またやってみたいです。 

(母より) 

今回は大変素晴らしい機会を与えていただき、本当にありがとうございます。子供たちがいきいきと、自信にあ

ふれて参加している姿に、感動で胸がいっぱいになりました。未経験の子供たちを温かくご指導下さったことが

よく分かりました。ストーリーも素晴らしく、2度の舞台を観ましたが、2度とも泣いてしまいました。 

娘は最初は恥ずかしがっていたようですが、今は毎日大きな声で歌って踊っています。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

ぜひ参加したいです 

 

 

Ｈ．Ｈさん 

母です。 

先日はありがとうございました。 

実はミュージカル本番の日は娘の誕生日当日でしたので、8歳のとても良い記念になりました。 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

小学校で配布されたチラシを見て応募しました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

お稽古は毎回楽しみに参加しておりました。 

本人曰く「いつものと違って厳しいのがいい」「いろんな先生が教えてくれた」とのこと。 

適度な厳しさが本人の本気を引き出し、達成感を与えたのではないでしょうか。 

一回のお稽古の時間が長いのも、納得いくまで練習できて、良かったようです。 

お稽古場だけではなく、家でもずっと歌っていたので、妹もすっかり歌を覚えてしまい、本番直前は妹に振付け

も教えていました。たぶん先生方の真似をして教えているのでしょうね。とても分かりやすかったです。 

親としては、歌やダンスが好きな娘にもう少し表現力をつけさせたいと思っていたのですが、本番をみるとしっ

かりと心を込めて歌っているのが分かり、かなりの成長を感じました。 

本人は本番後「緊張はしなかったよ。ちゃんと笑顔で出来た。あと、お友達できた」とテンション高く帰ってき

て、いつもよりも遅くまでずっとおしゃべりしていました。嬉しくて興奮していたんでしょうね。とても良い経

験になったと思います。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

「来年もやっていいの？ぜったいやりたい！」とのこと。 

親としても同年齢の子供たちからもたくさんの良い刺激をいただけるので、是非参加させたいと思っています。 

 

 

Ｓ．Ｙさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

区立小学校で学校から配布されたチラシ 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。* 

お母さんに薦められ、最初はどうしようか迷いました。お母さんが youtubeで『未来への贈り物』の動画を見つ

けたと言うので、一緒に見ると、とても素敵な曲で、みんな楽しく歌っている様子が伝わってきたので私も出演

してみたいと思い申し込みをしました。 



初回の練習は気が重かったのですが、同じクラスで仲のいい子が偶然いたので毎回練習に行くのが楽しみになり

ました。チームサンライズは１日通しての練習は１回だけでしたが、オーディションを受けて出演している子は

とてもたくさん練習しているのだろうと思いました。そういう子たちの歌や演技を間近で見られてよかったです。

その中に幼稚園の時のお友達がいて、久しぶりに会えたのも嬉しかったです。 

歌や振りをしっかり覚えていたので、本番は緊張しなかったです。大きなホールに満員のお客さんに、たくさん

の拍手をもらって嬉しかったです。観に来たお母さんとお母さんの友達に「音楽もストーリーもとてもよかった

よ。感動した！」と言われました。 

自分の出番ではないのですが、「国語・算数・理科・社会」の曲が好きになり、お母さんも本番を見て覚えて、「あ

の曲素敵ね」と今でも一緒に歌ったりしています。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

ぜひ参加したいです。 

次回は学校の友達がいなくても頑張れると思うし、他の学校の子とも仲良くなりたいです。 

 

 

Ｍ．Ｆさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

普段、通っている学校でチラシをもらい、募集を知りました。 

誰でも参加できるとのことでしたので、早速、歌とダンスが好きな、ミュージカル未経験者のお友だちにも声を

かけて、一緒に参加しました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

本来なら、多くの日数・時間をかけて稽古を積んでこそ、ミュージカル作品に出演できるのだと思いますが、 

全６回の稽古で誰でも参加できるという点がチームサンライズの最大の魅力だと感じました。 

短い稽古期間で、歌と振り付けをしっかり教えていただき、ワクワクした気持ちで本番に臨めました。 

作品のほんの一部分ではありますが、キャストのみなさんと一緒に舞台に立つことができて、娘も友人たちもと

ても感激したようです。 

本番の日以来、娘は毎日「未来への贈り物」の曲を家で口ずさんでいます。すばらしい経験をさせていただき、

感謝しています。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

はい。ぜひ参加したいです。 

そして、もしできることなら、オーディションを受けてキャストとしても参加してみたいです。 

今回、声をかけた友人たちも、「次回も絶対に声をかけてね！」と全員が言っていました。 

ミュージカル未経験者の方々にぜひともお勧めしたい企画です。 

 

 

Ｒ．Ｋさん・Ｋ．Ｋさん 

今回は、素晴らしい舞台に親子で、参加させて頂き、また素晴らしいご指導をして頂きまして、ありがとうござ

いました。心より、感謝致します。「未来への贈り物」の世界に私達もはいり、大人になるにつれて人として本

当に大切な事を忘れてしまいがちな事を現実の世界でも気づく事ができました。 

音楽とダンスとキャストの方々、○○さん達のような影で支えてくださる方々、自分の気持ちとお客様との一体

感が、こんなにも人の価値観を変える事に感激致しました。 

自分の子供がこの時期にミュージカルの素晴らしさに触れる事ができて、本当に良かったです。 

心からの感謝を申し上げます。 



ぜひ一度ミュージカルの体験レッスンに参加してみたいです。 

ありがとうございました。これからも、このような人の気持ちを揺り動かすようなミュージカルを楽しみにして

おります。今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

Ｍ．Ｎさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

お友達が、未来への贈り物に出演される事になり、チームサンライズのメンバー募集をしていることを教えて下

さいました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

お稽古は、毎回楽しく参加しておりました。また、メインキャストの方々のお稽古も拝見させて頂く中で、自分

も同じ作品に参加する１人として、頑張りたいと自覚していったように思います。 

本番の娘の姿は、今まで見たこともない位、身体をいっぱいに使って表現し、堂々としておりました。こんな小

さなうちに、本物の舞台に立たせて頂くことは、強烈な体験となったと思います。 

本人も舞台が終わって、開口一番に「今までで一番嬉しくて、楽しかった」と飛びつきながら言いました。今で

も家で毎日歌い、踊っております。 

周りの事を気にするあまり、心や気持ちを表に出すことを躊躇する年齢になり、親は自分の気持ちや意見を大事

にして欲しいと思いながらも、親のいないところで本人が関わり、生活しているので、どう折り合いをつけて行

けば良いのか、悩んでおりました。 

しかし、今回のミュージカルに参加させて頂くことによって、一筋の光が見えた様に思います。 

好きな事を共有出来る場所、友達がいれば、自身を持ち、心を開いて成長していくことが出来るのではないかと。

そして目の前で良きお手本となる大人の方々がいらっしゃる事で安心感を持ちながら、未来へと希望を持って歩

む事が出来るのではないか・・・と思いました。 

ミュージカルや、舞台の事を何も知らない親子ですので、沢山の失礼や粗相があったことと思います。そんな親

子に素晴らしい春休みをプレゼントして頂き、心からお礼を申し上げます。 

本当にありがとうございました。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

是非参加させて頂きたいと思います。 

  

 

Ｍ．Ｋさん 

先日のミュージカルの際には、大変お世話になりました。本人も、私たち家族も楽しませていただきました。 

子どもたちの頑張る姿に、目が潤みっぱなしでした。。。 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

お友達に誘われて知りました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

お稽古は回数的には、程よい感じでしたが本番前の稽古が少し長く、子ども達は少し疲れておりましたが、本番

を観て、これはあれだけの練習が必要だったんだと納得しました！ 

本番出演は、大舞台で緊張した様子もありましたが一生懸命取り組んでいて良かったと思います。 

主演のお子さんたちもとても上手で、心が伝わってきました。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

ぜひ、参加したいと本人がいっており家族としても協力したいと思っております。 



 

 

Ｋ．Ｙさん、Ｒ．Ｙさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

募集のチラシを見て知りました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

アンサンブル出演の私たちにまで、プロの先生方による丁寧なご指導があり、とても驚きました。 

熱意あるご指導、とても貴重な経験をさせていただきました。 

子供も楽しかったようで、「今日は練習の日だよ」というと、とても喜んでいました。 

最後の朝の 10 時から夜までの長い練習では、途中で飽きたり、疲れて寝てしまうのでは・・と心配していまし

たが、自分から「練習に参加したい」と言い、最後まで頑張ってくれました。 

こんなに集中力があったのかと、子供の成長を嬉しく思いました。 

本番では思った以上に舞台へ参加することになり、とても緊張しましたが、出演前に皆で気合を入れたりと、一

体感がとても心地よかったです。 

子供にいたっては、もう練習も舞台もないのだと分かると、泣き出したほどでした。 

先生方、スタッフの方々、キャストの方々・・・皆様本当に大変だったかと思います。 

このような素晴らしい舞台に参加させていただけたこと、感謝でいっぱいです。 

本当にありがとうございました。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

子供はまた出たいと言っていました。是非参加を検討してみたいと思います。 

 

 

Ｙ．Ｈさん 

 Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

 チラシを見て応募しました。(母) 

 Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

「一回稽古を休んでしまってちょっと悲しかった。」と言うほど本人は楽しそうに参加していました。本番は楽

しくできたので良かったと思います。 

お友達と目的を一つに一緒にできて本当に嬉しかった。（本人) 

親が思う以上に、真剣に頑張っていることが、お稽古期間や本番当日の言動から伝わってきました。 

昼公演のあとロビーで会ったとき「舞台に集中したいから」と言って、さっさと楽屋に戻っていったのには驚き

ました！今までは客席から見ているだけでしたが、今回は憧れのおにいさん、おねえさんたちや仲良しのお友達

と同じ舞台に立つことができ、とても嬉しそうでした。 

すばらしい経験をさせていただき、ありがとうございます。(母) 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

はい！必ず参加します。 

できれば次はジュニアキャストになりたいです。(本人）このような機会を与えていただければ、可能なかぎり参

加させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。(母) 

  

 

Ｍ．Ｎさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 



A. 自分の娘が参加させて頂く事になり、父としてそのながれで募集を知りました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

A. 稽古では自分を含め、経験のない子供や大人が多く参加しているという事もあり、先生方にはとても丁寧に

指導して頂きました。 

当初、自分は娘との思い出作りにと応募させて頂きましたが、既に始まっていたレッスンの動画を娘に観せられ、

キャストや先生、関係者の方々のレッスンに取り組む姿勢やこのミュージカルに対しての想いを感じ、参加する

にあたっての気持ちを改めさせられました。 

熱意を持って、みんなで素晴らしいものを作り上げていこうという気持ちが稽古や本番から感じられ、本当に感

動致しました。 

娘だけでなく、自分も成長させて頂いたように思います。このミュージカルに参加する事が出来て良かったです。

ありがとうございました。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

A. 是非、参加させて頂きたいです。 

 

 

Ａ．Ｎさん 

保護者です。 

先日は娘に貴重な機会を与えていただきありがとうございました。 

Q1 

お友達のママに誘ってもらって参加しました。 

Q2 Q3 

お稽古のピリッとした空気といい、本番の高揚感といい、娘には初めての体験ばかりでしたが、 

ひとつのものをつくりあげる楽しさを体感できたようです。また出たい！と自分から言いました。 

 

 

Ｋ．Ａさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

学校でチラシをいただきました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

歌を謳って気持ちが良かったです。話がとても良かったです。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

したいです。できれば、キャストとして出たいです。 

 

 

Ｙ．Ｓさん、Ｊ．Ｓさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのように お知りになりましたか？ 

娘の友人がジュニアキャストとして参加するため，そのお母様から紹介頂きました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

『アンサンブルで経験不問』と聞いていたので，バックコーラスくらいに考えていましたが， 

いきなり譜面を見て歌ったりフリがついたりとちょっと戸惑うところが最初ありました。 

でもこの様な経験は特に親になってから親子でできる機会は他ではないので良い経験をさせて頂きました。ｂｙ

母 



『フリの手が難しかったけど楽しかった，また出たい！』by娘 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

参加したいと思います。 

 

 

Ｍ．Ｓさん 

Ｑ１．今回のチームサンライズへのご参加募集をどのようにお知りになりましたか？ 

チラシを見て知りました。 

Ｑ２．お稽古から本番出演まで通しての感想をお聞かせください。 

同じ歳頃の人達が表現力豊かなことにおどろきました。本番をとても楽しめました。 

Ｑ３．次回もこのような企画があれば参加したいですか？ 

是非参加したいです 

 


