
大変満足 満足 普通 やや不満 不満
32 39 4 5 0

ゼロヒャクフェスタアンケート結果

Q1.ゼロヒャクフェスタに参加してみて、いかがでしたか？
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Q1についてのご意見 
 

・先生方の見守りのもと、普段のレッスンの成果を楽しそうに発揮する子供たちをみて、とても良い時間でした。ありがとうございました。 

・もう少し早い時間に本番が始まってほしい。じゃないと子供が始まる頃には眠くなり、終わったらすぐ帰るようになってしまう。 一部、二部みたいにして途中お

昼休憩がいいなと思います。 子供と親一緒に座れた方がいいなと思いました。 

・障害児が頑張れる場所を作って下さり、本当にありがたいです。 

・仕方ないとは思いますが、会場まで乗り換えが多く、不便な上、待ち時間が長かったです。 

・発表はどれも素晴らしかったです。 

・緊張してて、なかなかやりたい！と、言わなかったがやってみたら凄く楽しいし気持ち良かったと、言っていました。 緊張でちゃんと踊れるかな？と、思いなが

ら見ておりましたが一生懸命にやっている姿を見て感動しました。他のお子さんのダンスや演劇も全部見ましたが、みんな一生懸命やっている姿を見て胸が熱

くなりました。 

・息子の成長を見ることができて嬉しかったです。 

・途中、少し中だるみを感じた。 

・子どもたち、高齢の方たちの発表、そして先生方のダンスはたいへん素晴らしかったです。この日のために、みんな一生懸命練習し、楽しく発表できた姿に感

動しました。 気になったのは、会場の音響が、音楽やマイクでの音声は大きすぎ、演劇などセリフを聞かせたいものは、会場後方は聞こえづらく感じました。 ま

た、子どもたちの待ち時間が長く、長時間の拘束になってしまい、不安定になる子も見られたので、やや改善が必要かなと思われます。 

・各店舗ごとの発表（選曲が違ったのも良かったです）だけでなく、シニア、演劇、SPダンス、会場参加型のプログラムと、内容が多岐にわたり、最後まで楽しめ

ました。また、子どもたちのダンスの上達ぶりにも驚きました。 

・初めて参加させて頂き、大変感動しました。子供達だけではなく、指導員、先生達の努力、がんばりを見てると人生に勇気と希望を湧いてきました。 

・とても良かったです。 会場がもう少し大きければ、余裕がありますね。 

・とても良い内容だったと思います。ぜひ今後も続けていただきたいです。 

・子供たちのダンス発表を見ることができてよかったが、ダンス以外のいろいろな内容を一つにしすぎて長すぎた。 

・子供達の頑張る姿と先生方の素晴らしいパフォーマンスに感動しました！ 



大変満足 満足 普通 やや不満 不満
14 40 12 10 0

7月 8月 9月 土曜日 日曜日 祝日 AM PM リハーサルは前日が良い リハーサルは当日が良い その他
10 41 31 49 37 23 13 23 5 41 8

Q2.開催日時はいかがでしたか？

Q3.次回開催に向けてご都合の良い日時はございますか？（複数選択可）
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満 

Q2についてのご意見 
 

・出来れば夏休み以外の方が良いです。 

・土曜日は良かったのですが リハーサルは必要ないかと思います。 

・８月末だと、発表会直前のレッスンがお盆時期となり、参加が難しい。昨年のように、９月がよかった。あと、拘束時間が長すぎる。リハーサルを別日にする

か、二部制にして欲しい 

・もっと涼しい時がいい。 

・土曜日（次の日が休日）だったのは翌日の学校に影響が出ないので助かりました。仕方ないとはいえ、小さいお子さんには集合時間〜本番終了がとても長く

感じたようです。 

・夏休みだからいつでも良い 

・日曜日開催の方が参加しやすい。・日曜日の方が参加しやすい 

・リハーサルから終演までの時間が長すぎてこどもが厭きてしまうので 親としては最後まで参加できないのが毎回残念です 

・できれば今までのように夏休み明けがよかったです。 
 



大変満足 満足 普通 やや不満 不満
12 24 22 17 3

Q4.開催場所および会場はいかがでしたか？
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満 

Q3についてのご意見 
 

・いつでも良い。 

・リハーサルからで長時間が少し大変だと感じましたが、他の店舗の発表を観るのも楽しかったです。演劇も感動しました。泣きました。 

・場所が遠かったです。  

・リハーサルの為に早く行ったので、少々疲れたようでしたが リハーサルを別日にするとかえって疲れるのかな？とも思いました。 

・リハーサル無し。 

・拘束時間が長すぎる。 健常児なら普通の事かもしれないが、子供達は全員障害児です。家族の負担が大きすぎる。時間を短くする工夫をして欲しい。 

・今回夏休み最後の方で疲れが学校に響きそうだったので、もう少し前半か半ばにやってもらえたらと思いました。 

・翌日学校が休みだと、本人の体力・メンタルとも回復できるので助かります。 

・夏休み期間を利用して、複数回リハーサルに参加できたのは良かったです。 普通に学期中でしたら参加できなかったと思います。 当日のリハーサルも、無

理の無い集合時間だったと思います。ただ、三回の乗り換えの移動は大変でした。 

・今年の8月は特に熱いので、できれば9月の日曜日や祝日にご家族参加できると助かります。 

・長いのでもうすこし短くか完全に午前午後と分けて欲しい、リハから本番までが長いので。 

・会場取れるとこで。 

・リハーサルは現地で1回やった方が、当日の進行がスムーズにになって良い。 

・全店舗を一度ではなく、わけてはどうでしょうか。時間やプログラムにもう少し余裕があるともっと、子ども達の頑張りが伝わる身近な発表会になると思いまし

た。 

Q4についてのご意見 
 

・少し狭く、終わった後にみんなが集まれる場所がなくて、すぐ席に戻らざる感じがあった。 

・会場の大きさ等は良かったのですが、アクセスが悪いので、出来れば便利な場所が良いです。 

・世田谷区民会館も良かったのですが、昨年の方がどこからでもアクセスがよく、家族や知り合いなど招待しやすかったです。 

・世田谷線に初めて乗りました。少し遠くて大変でしたが、使いやすそうなホールで良かったと思います。 

・今回はローカル感ある場所だったので 次回は料金が発生してももっと都心が良い。 

・客席数があのくらいだと、家族以外の方（友人や祖父母、学校関係者など）に来ていただけるので良かったです。会場へのアクセス（駅からの近さや乗り継

ぎ）も許容範囲でした。 

・場所は不便でした。 会場は広くて良かったです。が、撮影席はずっと座ってる方もいらして、中々空かず、昨年度の方がその辺りはきっちりされていて良かっ

たと思いました。 

・遠くから参加するため、出来れば山手線or地下鉄線内であると助かります。 



大変満足 満足 普通 やや不満 不満
44 26 9 0 0

大変満足 満足 普通 やや不満 不満
18 28 22 9 1

Q5.運営スタッフの対応はいかがでしたか？

Q6.フェスタの進行ペースはいかがでしたか？
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Q5についてのご意見 
 

・お疲れ様でした！ 

・直前まで色々と変更があったようで、集合時間やリハーサル時間、衣装といった情報が参加者側にきちんと伝わっていなかった点は問題があります。幸いに

も、当日、本人が混乱する事はありませんでしたが、今後の改善を望みます。 

・精一杯やってましたので、ありがたいです。 

・早い時間から遅くまで、長時間にわたりどなたにもきびきびとにこやかに対応していただきました。 いつも感謝しております。 ありがとうございます。 
 



ご家族 友人・知り合い 学校関係者 1人 会社関係者
59 10 11 7 0

Q7.ご招待頂いたお連れ様はいらっしゃいましたか？（複数選択可）
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ご家族 友人・知り合い 学校関係者 1人 会社関係者 

Q6についてのご意見 
 

・楽しかったが、予定時間をかなりオーバーしてしまった。 

・劇はもう少し短くできたと思う。 カズカラダンスも繰り返しを省いてもう少し短く。特に、進行が予定より遅れていたので、そのような配慮は必要と思う。 

・時間的には長かったけれど、飽きないように工夫してくださり、また、先生方が司会などで盛り上げてつないでくださったので、楽しく過ごせました。 

・我が子のダンス発表時間はあっという間。演劇が長かった。 

・延長しないようにして欲しい。 もしくは、最初から余裕をもったプログラムにして欲しい。 

・丸を描くコーナーが長すぎた。半分くらいの時間で終わらせた方がテンポが良かったとおもう。 

・準備に手間取って間延びしてしまう時間もなく、スムーズな進行だったと思います。 

・全部見るのは疲れた。 

・最後時間が押し、子供は疲れてきたので、次回は全体をもう少しコンパクトにしても良いかもしれません 
 

Q7についてのご意見 
 

・当日来ても観れるようにしてほしい。 

・学校の先生が観に来てくれました。 

・招待できるように渡せる印刷物が早めに欲しい 

・チケット料金が無料となり、たいへんありがたかったです。 もう少しはやく入場料が無料となることを知ることができたら祖父母も招待したかったです。 
 



大変満足 満足 普通 やや不満 不満
23 27 21 5 2

プレミア・ケアSPダンスチーム 英語劇&ソングパフォーマンス ジュニア演劇クラス演劇公演 ジュニアダンスパフォーマンス
11 0 2 10 33

シニアダンスパフォーマンス カズカラダンス 円描き体験 インストラクターナンバー
0 2 0 21

Q8.今回、初めて公益財団法人 日本数学検定協会さまとの共催での取り組みでしたが、いかがでしたか？

Q9.どの内容が一番印象的でしたか？
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満 

Q8についてのご意見 
 

・どの世代でも楽しめる参加型のプログラムで楽しかったです。 

・チケット代が無料になり、ありがたかったです。 

・円を描く所は結構時間がかかったので、もう少し短縮しても良いと思った。 

・イベントが盛りだくさんで楽しめました。 

・知的障害児には難しい内容。知的に問題ないお子さんにはよいと思う。 

・数検自体は知っていましたが、実際の検定内容についてはあまり知りませんでしたので、過去問や協会の方とお話しでき、実際にどのようなテスト内容か知

れたのはありがたかったです。 

・子供にとってはピンときづらいようでした。去年はAKBがきた、と後になっても思い出してはたのしんでいまして。 

・内容は興味深くて良かったのですが、円を描かせたり集計をとったりに時間がかかり過ぎて、終了時間がかなり遅くなってしまったのが残念です。 

・数研のイベント内容も楽しかったし、過去の検定問題が配布されていたのも良かった。そして、チケット代が無料になったので、人を気軽に招待出来てとても

良かった。 

・年齢相応の学力のレベルのない子(その様な子が多い状況)に数学検定を通常の学年レベルの級を紹介されても辛い。 

・カズカラダンス、面白いなあと思いました。 

・とても面白くて楽しかったです。体操を少しするだけで、きれいな丸が書けたり、同じポーズの種類でとる拍が異なってもある拍で一緒になるというのを体を

使ってわかることが楽しかったです。 

・数検の資料がもらえたのはよかったです。 
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ジュニアダンスパフォーマンスシニアダンスパフォーマンス プレミア・ケアSPダンス 英語劇&ソングパフォーマンス
61 20 36 27

ジュニア演劇クラス演劇公演 会場一体型パフォーマンス インストラクターナンバー ジュニア・シニアコラボダンス
28 26 33 60 19

スペシャルゲスト ダンスコンテスト その他
45 12 0

Q10.次回以降あるとよいコンテンツはありますか？（複数選択可）
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Q9についてのご意見 
 

・子供のプログラムももちろん楽しみでしたが、先生方のパフォーマンスは圧巻で素晴らしかったです。 

・一番しか選べないのが残念なほど、全てのプログラムが良かったと思います。 

・毎年、先生方のダンスを楽しみにしています！ 

・子供のダンスはもちろん凄く良かったが、 演劇では友達家族の大切さを改めて感じた、とってもいいお話だった。 子供もちゃんと見れていたみたいで言葉で

は上手く伝えられない事をやって頂いたので凄く良かった。 

・うまかったです。見応えありました。 シニアのダンスは先生達のダンスにかすみましたが、見ている方としては丁度よいと思いました。 

・正直、あのレベルのダンスができるとは思っていませんでした。店舗の枠を越え、一体感のあるダンスの中にもそれぞれのお子さんの個性が垣間見れまし

た。 ぜひ今後も続けて行って欲しいと思います。 

・どのスタジオの子供達も、練習の成果を発揮できていて見ていて楽しかってです。何より終わった後の誇らしげな表情が印象的でした。 

・一人親家庭にはツッコミ所が多く、ストレート過ぎて厳しい内容だと感じました。子どもらしいストーリーで比喩的にすれば、素直に観れたと思います。 

・普段見られない姿が見られた 
 

Q10についてのご意見 
 

・PCSはもう少し練習とリハーサルが必要だったのでは…と思われました。 

・円書き体験がおもしろかった。 

・先生方がいろいろ楽しいプログラムを用意してくださり、とても良かったです 現状で満足しております。 

・ダンスと演劇&英語は日を分けても良いのではと思った。 

・全部あって欲しいと思う反面、公演時間が長くなってしまうので、その点は少々悩みの種ですね。 

・子どものモチベーションが非常に上がります。 

・先生方のダンスは子供たちがすごく喜んでいるので大変だとは思いますがまた是非お願いします。 

・プレミアケアジュニアだけでも何店舗もあるので、いろいろ詰め込むのではなく、普段のデイの活動の発表である各店舗のダンスと、ご指導いただいている先

生方のダンスだけにしてもらいたいです。演劇などはそれぞれで発表会を行うようにしてもらいたいです。 
 



参加したい 予定が合えば参加したい 参加したくない
53 27 0

Q11.次回のフェスタには参加したいと思いますか？
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参加したい 予定が合えば参加したい 参加したくない 

Q11についてのご意見 
 

・リハーサルは当日の方が二回行かなくて良いが、送って預けて行けると、公演時間に家族と観に行ける。一人で現地集合の難しい兄弟姉妹も行きやすい。 

・学校のどうしても外せない行事（運動会や文化祭、宿泊行事）と重なっていた場合、やはり学校を優先せざるを得ないです。 

・初めて参加して子供がかなり楽しかったので、次回もぜひ参加したいです。 
 



Q12.今後のフェスタに期待するものはございますか。ご意見・ご要望があればご遠慮なく教えてください。

・各店舗のダンスのテーマやなんでこの曲にしたかなどの簡単な紹介があると、よりわかりやすい。 

・チケット代が無料なのが、助かりました。 

・まさにゼロ、ヒャク、全員が参加出来る楽しい祭典でした！ありがとうございました。 演劇もダンスもプロの本物を拝見出来、刺激をもらえたと思います。 

・前で、インストラクターが踊ってくださるのは、子どもにとって必要だと思います。ただ、舞台上でのサポーターは、最小限でいいのでは、ないかと思いました。

丁寧にみてくださっているのですが、子どもに任せるのもいい経験になると思います。 

・インストラクターspメンバーパフォーマンスが素晴らしかったです。プロの本気ダンスを見て、人生観が変わるこどもたちもいると思いますので、もっと枠を拡

大してもらいたいです。 

・場所の改善があればありがたい。それだけです。 あとは、とても素晴らしいフェスタだと感じました。 先生方の裏方でのいろいろなご配慮ご準備 等々、本当

に感謝するばかりです。 今後ともフェスタが継続して開催されることを願っております。 

・演劇を楽しみにしております。 

・各店舗によって、曲が違ったところが飽きずに良かったので、続けて欲しいです。 

・障害児、その家族に寄り添った内容 

・今回午後のダンスのみ参加でしたが、とにかく待ち時間が多すぎて疲れました。掛け持ちで何個も参加するなら仕方ありませんがダンスのみのために朝イチ

の場当たりからは大変でした。 

・今回は、各校共に、レベルの高い子もそうでない子も見せ場があるように工夫されていて、そのあたりはとても良かったと思います。 ただ拘束時間が長く集

中力が続かずに疲れてしまう子も多く感じたので、開催を年1回ではなく、2回にして、ダンスの発表と、演劇と英語の発表に分けるというのも考えられるのでは

と思われます。 また、今回はスペシャルチームだけで合宿がありましたが、各校でお泊まり合宿イベントがあっても楽しそうと感じました。 最後になりました

が、スタッフ、インストラクターの先生方の、子どもたちへの愛情は本当に強く感じ、心より感謝しております。ありがとうございました。 

・曜日、時間は違えど、シニアとジュニアの両方のクラスがあるので、シニア・ジュニアのコラボした発表や、店舗の枠を超えたチーム（今回でいえば演劇やSP

ダンス）結成があると、より交流の場も広がり良いと思います。 

・初めての参加でしたが、とても素晴らしかったです。子供も一つ自信に繋がったかと思います。きっと今後のフェスタでも、成長が見られる事を楽しみにしてい

ます。 

・子供達も楽しみにしているフェス…親も子供達が成長した姿を見られて感慨深いものがあります。 しかし中には、大勢の前が苦手・上手く踊れないから自信

がないから恥ずかしいから楽しくない等の思いから参加できないご家庭があるように思います。 折角普段楽しくレッスンしているのだから、そういった子供やご

家族も参加できないものかと考えてしまいました。 

・各店舗の目標や特色の違いが解りませんでした。同じ方が良いのかも知れませんが、演劇・ライブ・コンサートの様に全体のテーマ、ストーリーで演出をした

ら面白いかな？ 発表会形式だと同じ様な繰り返しで、観る方も集中力が切れちゃいます。 

・リハーサルと本番が同日なのはありがたいですが、店舗や出る演目によっては待ち時間が長いので、子どもが辛いと思いました。 

・リハーサルでは、通常のレッスンでは会う機会のない、他学年の人とで一緒になったり、他店合同(PCS)だったりして良い刺激になった。練習やリハーサルを

重ね、フェスタを成功させて子供の自信につながったと思う。 

・練習動画のアップが直前すぎて、しかもスマホで見れなかったので役に立たなかった。ついていけない子の事も考えて、去年のようにアクセスしやすい配信

にして欲しい。 

・会場は、近いと助かります。 待ち時間が、長いとテンションが下がるので、今回のように途中にお昼ご飯は、良かったかも…でも、親子ではなく、先生と一緒に

食べるのを希望します 

・通常のレッスンとは別に練習会・ミニ発表会が4回もあったおかげでほかの曜日の皆さんと練習出来てよりクオリティの高い発表になれたと思うので、今後も

開催してほしい ・今回のスペシャルダンスチームや、厳しさもある合宿も続けていってほしいが、 レク要素の強い合宿的なものもやってほしい 

・子 

・素晴らしい発表会をありがとうございました。娘はダンスレッスンが生活の一部であり、糧になっています。ここまで参加できるようになるとは思ってもいませ

んでしたので、諦める事なくご指導くださる先生方、きめ細かく対応してくださるスタッフの皆さんには日々感謝の気持ちでいっぱいです 

どもから、他の店舗の発表がみたいのに、準備で横にいてみれなかったっと文句を言われました。DVDを発売して欲しいです。 


