こどもステーション山口
【鑑賞例会アンケートまとめ】
低高合同コース鑑賞例会

マジックファクトリー公演『アンディ先生のストリートマジック＋イリュージョン』

２０１５年１２月６日（日）１回目公演
【参加者
１．

322 人 アンケート回答者

８６人

山口県教育会館ホール
】

きょうのマジックはいかかがですか？
・とてもよかった

２．

15:00～

７５人

・よかった

６人

・チェックなし

５人

心に残ったこと、感じたことなど自由にお書き下さい。

（１）とてもよかったと答えた人


すごくおもしろかった。またやるときみにいきます。（７才



すごくおもしろかった。
（５才



アンディ先生のもんちゃんと入れ替わるのがすごかったです。もんちゃんのスプーン曲げすごかったで
す。
（６才女子



女子）

男子）

会員）

小学校低学年の子どもにもわかりやすいマジックで、安心してみることができました。よかったです。
（不明）



テレビでしか見られないようなマジックを目の前で見られて、とてもよい機会でした。子どもはすっかり
マジックに引き込まれていました。
（不明）



すごく楽しかったです。ありがとうございました。
（２０代



すごかったのじゃ（11 才



テレビでみるようなものが間近でみれてよかった。子どももびっくりしていた。ふしぎがいっぱいでおど
ろいた（３０代



女性）

男子）

女性）

服がおもろ～い。アンディ先生タネを教えて～♪ わかりません～！！
ロウソクイミフ～。曲がすごい（知ってる）
モンちゃん、タネを知っているよ！！
どうして分かったの？
少しタネがわかった

コツは？

ハトさわりたい～！！！！

今、マジックにハマッているの！

十分の五分かった。ハコのしかたをしったよ～♪

後半 ベットも分かった。曲がすごい。女の人がかわいい～♪
見たことがあった。十二から１になっていた！


ハンカチ、キレー！！

トランプ、中に入れてた！（１０才女子

モンちゃん
会員）

ただ見るだけでなく、子どもたちにも分かりやすく説明があったし、すごいマジックが多くておもしろか
ったです。久しぶりに見にきました。今回も、とてもよかったです。（３１才女性）



アンディ先生とモンちゃんが入れかわるのがすごかった。
ハトがふえたのでふしぎ！２人のトランプが同じだったことがすごい。
（１０才女子）



とても楽しくておもしろかった。（４０才代女性）



今日もとても楽しい公演でした。（日）のこの時間はベストに感じる。逆に、平日の夜の参加は厳しい。
こどもステーションの会員になってよかったと思う。後悔したことは一度もない。周りの友人にそうやっ
てすすめようと思う。
今日は、初めて子ども達に出演者のプレゼントを用意した。それも楽しいことでした。（少しめんどくさく
はありましたが）これからもできることが、少しでもやっていきたいと思います。
（会員）



生のマジックショーは初めてだったので、とてもよかったです。子どももノリノリで見ていて、とても楽
しい時間でした。
（会員）



とても面白かったです！！（３９才女性、７才女子
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一般）



すごすぎて圧倒されてしまいました。全然タネが分からず気になります。子供も初めてマジックを見て、
とても楽しねたようです。モンちゃんのマジックもきれいで楽しかったです。どうもありがとうございま
した。（３５才女性



会員）

とても近くで見ても全くタネがわからず、親子でビックリです！！休憩をはさん後半もあり、子供は大喜
びでした。モンちゃんとの再会も大感激でした。ＴＶの世界が間近で体験できて嬉しかったです。ぜひ、
又、山口に来て欲しいです。
（４０代女性一般）



はとがほんものとはおもいませんでした。
（７才女性）



とてもびっくりしました。ぜんはんは、しゅんかんいどうです。
（８才女子



参加できるのがいい。子供番組にでているような方が来ていただいたのがすごい（４５才男性



体が浮くマジック。近くで見ててもなぜかわかりません、すごい！！

会員）
会員）

モンちゃんにも久々に会えてうれ

しかったです。


さいしょからさいごまで、とってもすごいマジックがおもしろかったです。
（８才女子）



おもしろかったです。またみたいです。（４才



また、ヤマグチに来て下さい。とってもとってもおもしろかったです。ふしぎって楽しいですね。
（４２
才



会員）

会員）

火とともにハト。お茶の中にトランプ。とっても楽しかったです。 ドキドキ、ワクワク若がえりまし
た。
（４８才女性

一般）



いみわかんなかったー。楽しかった（１１才女子



体がういたことにびっくりした。最後のマジックがとても信じられないくらいでした。（８才女子

一般）
会

員）


子供達がマジックに参加できて、とてもうれしそうでした。大人も子供も楽しめました。
（３９才男性
会員）



まじっくでびっくりしたのがいっぱいあっておもしろかったです。（８才女性



なんでネタばらししないのですか（７才男子



子供参加型ということで、とても興味深かった。子どもも、何かとおどろきとタネを考えたりすると思う

会員）

一般）

ので創造性も養えると思います。（特に最後のペットボトルとコーラ）
（４２才男性


色々な種類のマジックを見ることができて良かった。子どもも喜んで、最後まで集中してみていた。（４
０才女性



会員）

会員）

子供達も大人も本当に喜べるびっくりする様なふしぎなマジックショーでした。しらずしらずのうちにマ
ジックの世界へひきこまれていきました。子供達もステージにあがったり実際の物に触れてみたりして、
自分達も１人１人主役となって楽しんでいた様でした。
（６０代女性



一般）

やさしい言葉で語りかけて下さり、アンディ先生やモンちゃん達の人柄が伝わってきました。あっという
まの２時間で親子ですごす良い思い出となりました。また来て下さーい！！（不明）



＜前半＞最後にやった箱で、人がかわったのでびっくりしました。それに動物の家から「みほさん」がで
てきたのもびっくりしました。
＜後半＞さいごのトランプがペットボトルの中に、入るのがびっくりしました。
＜感想＞私もマジックをするのが、好きになっちゃいました。
（１０才女子）



けっこう大がかりな手品とか、本当に見れてビックリ！



マジックに参加できてよかった！！（９才男子



しばった所が中にはいっていなかった所がびっくりしました。うかんだりしたところがとてもよかった。
（８才女子



感激です。
（４０代女性

会員）

会員）

会員）

素敵なクリスマスプレゼントの時間でした。驚きの連続！！「なんで」
「どうして？」ずーっと言ってま
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した。（会員）


モンちゃん



子供たちの心をつかむのがとてもお上手でとても楽しいひとときでした。（４０代女性



先生よくできました！！



ぜんぶおもしろかった。モンちゃんに会えてヨカッタ（５才男子



とてもとても楽しい時間だったのであっというまでした。また見に来たいです。



２年生の息子。とても楽しみにしていました。体が浮いたり、ハトが出たり…普段みられないマジックが

パゥワー（９才女子

一般）

先生バンザイ！！

会員）

また山口にきてください！（１０才女子

会員）

会員）

沢山で、楽しいひとときでした。息子はモンちゃんに再会できて嬉しかったようです。なかなかマジック
ショーを見る機会はないので、子供達の反応を横で見られて良かったです。
（３９才女性

会員）



とても楽しかったです。マジックがかっこよかったです（６才男子



三男が一時間を過ぎると「帰りたい～」がはじまる。すみません。最後は「ボクも前にでてやりたかった

会員）

～」と泣き出し、一緒にゆっくりと観るには成長を待たねばなりません（はずかしいので、載せないでく
ださい）
（４０代女性


会員）

おもしろかったです。でもモンちゃんのときよりわらえることがすくなかったので、もうすこしわらえる
といいです。家の中から人がでてきてびっくりしました。コーラが出てくるのも本当にびっくりしまし
た。
（１０才女子

会員）



おてつだいでられなかったのがかなしかったです。とらんぷがすごかった。
（７才女子



はとがでてくるマジックがおもしろかった。みほおねえさんのマジックもみたい
才女子



会員）

かわいい・・・・（８

会員）

マジックがすごかったです。わたしがとくにびっくりしたのは、ペットボトルにトランプが入ったことで
す。
（８才女子

会員）



とてもおもしろかったです。また山口に来て下さい（９才女子



てをあげたけど



マジックを生で見れて、子供と一緒に楽しめました。イリュージョンは、子供よりもおどろきで楽しかっ

あたらなくて

ざんねんだった。とっても

会員）
おもしろかったです。
（７才女子

会員）

たです。また機会があれば見たいです（一般）


ぜんぶ！ぜ～んぶ楽しかった！！（６才男子



あっという間の楽しい時間でした。
“何で？！“と思うことばかり。アンディー先生。ファンになりまし

会員）

た♡久しぶりにもんちゃんに会えてうれしかったです！
♡♡♡

みほお姉さんのマジックもみたい♡

またお会いしたいです！今日はありがとうございました。（３０代女性

かわいい

会員）



はとが出るところは、火がつくのがふしぎです。
（９才女子



みんなで楽しめたステージでした。楽しむ、楽しませるアンディ先生とモンちゃんの優しい気持ちが伝わ
ってきました。ありがとうございました。
（３０代女性

会員）

会員）



とらんぷのてじなでとらんぷがペットボトルにはいったのがすごかった。（６才男子



子どもたちのおどろきの顔、声。だいじにしていきたいと思いました。家族みんなできてよかったです。

会員）

（３９才男性）


親子共々とても楽しめました。ありがとうございました。
（会員）



人が浮いたところ（９才女子）



楽しかったし、おもしろかったです。お茶の中にトランプが入るのですごかったです（８才女子



アンディせんせいのさいしょのはとがすごかったです。てからでてくるのもすごかった。はともかわいか
った。てをあげてずれるのもすごかった。またみせたいです。
（女子
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会員）

会員）

（２）よかったと答えた人


箱の中のアンディ先生とモンちゃんの入れ替りがすごかった。すごくおどろいた。
（会員）



たのしかった（８才男子）



おねえさんがでてきてびっくりした。
（４才女子



身近なものですぐ出来る手品が楽しかったです。久しぶりの手品。小さな子供さんも行儀よく見てよかっ

会員）

たです（６０代女子会員）


たのしかった。人がういたのがふしぎでした。人が入れかわったのがすごかった。



意外と本格的なマジックでした。子供がとても楽しんでいたのでよかったです。初めてこどもステーショ
ン山口の券を購入しましたが（前売り）、チケットが１５時と１９時が同じチケットで席も自由とのこと
だったので、当日まで１５時の分の席があるのか不安でした。プレイガイドの方もそこまでは理解してい
ないとのこと。運営の面で気になりました。
（一般）
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【感想アンケートのまとめ】
低高合同コース鑑賞例会

マジックファクトリー公演『アンディ先生のストリートマジック＋イリュージョン』

２０１５年１２月６日（日）２回目公演
【参加者数
１.

174 人

アンケート回答

18:30～

山口県教育会館ホール

４８枚】

きょうの舞台はいかがでしたか？
・とてもよかった

３９

・よかった

２

・あまりよくなかった

０

・その他（無記入 5）
（名前記入１）
（「めっちゃおもしろ」１）
２.

心に残ったこと、感じたことなど、自由にお書きください。


マジックすばらしかった。（会員）



とてもびっくりして楽しくなってきた。（会員/8 才女子）



生のイリュージョンをみたのは初めてです。とても楽しかったです。それから、もんちゃんにまた会
えて嬉しかったです。子どもたちも大喜びでした。今日は楽しい時間をありがとうございました。



アンディ先生マジックじょうずですね。マジックがんばってね。コーラがおいしかったです。
（会員/7
才男子）



あっという間の２じかんでした。優しい口調でテンポの良いマジック！とっても楽しかったです。



アンディ先生サイコー！楽しかった。二度もきていただきありがとうございます。
（会員/10 才男子）



目の前で、いろいろな不思議なことが起こって、とてもびっくりしました。また、客席にすわってい
るアンディ先生の知らない人でも、宙に浮かすのがすごいと思いました。テレビでマジックを見てい
る時よりも、実際に目の前で見た方が、どうなっているのかなと気になりました。こんなにすごいマ
ジックを見ることができるなんて、こどもステーションに入っていてよかったなと思いました。
（会員
/12 才女子）



参加型のマジックショー、とてもすばらしかったです！私も身をのりだして楽しめました。ありがと
うございました。
（会員/女性）



スクリーンに大きく写してもらってよく見えておどろきも大きかったです。またマジック見たいです。
（会員）



よかった。
（とても）おもしろかったし、たのしかった～。またみたい。サイコー。
（会員/14 才女子）



おもしろかった。
（会員/11 才男子）



とにかく、全てのマジックが予想外、想定外でサプライズでした。（一般/46 才男性）



参加型でとても楽しかったです。（あてられなくても、手を挙げて子どももたのしそうでした）また、
およびしてください。
（会員/50 才女性）



とても楽しめました♡（会員/女性）



最後までビックリの連続でした。また、マジクショーに来て下さいネ。
（会員/女性）



もんちゃんは、マジックにでるはととつきあっているんですか。アンディ先生どこの県うまれですか。
とてもたのしくて、あのうかんだのはすごかったです。たいけんできてうれしかったです。
（9 才女子）



とてもおもしろかったです。おどろきも、タネが分かったと思うところもありました。
（会員/13 才女
子）



また見たい！アンコール。（会員/9 才男子）



やさしかった。おもしろかった。すごかった。（会員/5 才男子）



さいしょに少しモンちゃんマジックをみてからアンディ先生のマジックがみられてよかった。あと、
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モンちゃんマジックとアンディ先生のマジックがみられてよかった。
（会員/9 才女子）


モンちゃんパウアー！！も観られてうれしかったです！仕かけの道具も手がこんでいて楽しかった！
子どもたちもおなかをかかえて笑ってました。（会員/40 才代女性）



アンディ先生のトランプのマジックが素晴らしかったです。モンちゃんのマジックショーも楽しかっ
たです。ありがとうございました。
（会員/40 才代女性）



しんじられないようなマジックに、あまくみてましたけど、すごかったです。
（会員/10 才男子）



アンディ先生のマジックしょう。（会員/9 才女子）



まじっくたのしかったよ。（会員/10 才女子）



アンディ先生とモンちゃんのコラボがとてもよかった。最後のペットボトルのマジックがすごい！！
（会員）



ストリートマジック＋イリュージョン（会員/10 才男子）



家族みんなでビックリ！とても楽しい一時でした。感謝です。



女の子が浮いてビックリした。アンディ先生とモンちゃんが箱の中と外の入れかわり、すごい！訳が
分からない。ハートの３、スペード２、お茶（光太郎）スゴイ！！面白すぎる。今日は子ども 3 人つ
れてきました。娘は中学 3 年だけど、少しリラックスできたと思います。
（塾の帰りにつれてきまし
た）受験生は今、せっぱつまっていて笑顔がなくなっています。表情が和んでよかったです。
（会員/42
才女性）



びっくりすることがあって楽しかった。（会員/10 才男子）



とてもふしぎだった。最後にステージにあがることができてうれしかった。
（会員/11 才男子）



私も浮いてみたい♡。娘たちと種をみやぶってやるぞーと真剣に！！楽しく！！参加しました♡（会
員/49 才女性）



たねを見やぶりましたよ～！ハンカチを、親指に入れてましたね！私の目はふしあなではありません
よ～！！私をもっとおどろかせてくれる日をおまちしています♡♡

もんちゃんがんばってくだ

さい。こどもステーションで、モンちゃんにあったことがあります。めがねは、だてめがねですよね！！
（会員/9 才女子）


さいごのお茶にトランプの入ったマジックがすごかったです！（会員/女性）



ストリートマジック＋イリュージョン。とってもおもしろくて、すてきなマジックをありがとうござ
いました。
（会員/12 才女子）



マジックはとてもたのしかったです。なかみがとてもきになりました。かえって、いもうとにもおし
えたいです。（一般/11 才女子）



今まで見た中で一番良かった、マジックでした。ステージに上がれて、ちょーかんどう！感どう！（会
員/10 才女子）



おもしろかったです。ペットボトルにトランプが入るのがとてもすごいと思いました。ありがとうご
ざいました。（会員/12 才女子）



おもしろかった！（会員/7 才女子）



ほのぼの、あったかくなるステキなショーでした。アンディ先生たちのお人柄がそのままに感じられ
た楽しい時間でした。なんだか手品をしてみたくなりました（笑）（会員/43 才女性）



♡
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