
くまのがっこう ミュージカル 

「ジャッキー！あなたのたからものはなんですか？」 

2023 年 オーディション 応募要項 

 

■応募期間 

2 月 1 日（水）～2月 28 日（火） メールまたは、宅配便、郵送のいずれかで応募。 

メールは 2月 28 日（火）20 時受信必須。 

宅配便は 2月 28 日（火）13 時必着。＊13 時以降は受取ができません。 

郵送は 2月 27 日（月）必着。＊当日消印は無効です。 

 

■第１次審査 

＜書類審査＞ 

＊プロフィール、全身・バストアップ写真 

 

＜映像審査＞ 

＊2023 年 2 月 28 日現在で、幼稚園年中・年長（男女可） 

氏名・年齢 

歌唱 くろくまチャッキーのうた（音源 DL） 

自分の好きなところとその理由を話してください。 

 

＊2023 年 2 月 28 日現在で、小学生（女子） 

氏名・年齢 

歌唱 いたずらイズワンダホー（音源 DL） 

歌唱 かえっておいで（音源 DL） 

自分の好きなところとその理由を話してください。 

 

＊2023 年 2 月 28 日現在で、小中学生（男子）※声変わり前に限る 

氏名・年齢 

歌唱 グッモーニン（音源 DL） 

自分の好きなところとその理由を話してください。 

 

＊2023 年 2 月 28 日現在で、中高生（女子） 

名前・年齢 

歌唱 プリーズ：冒頭部分（音源 DL） 

歌唱 かえっておいで：冒頭部分（音源 DL） 

自分の好きなところとその理由を話してください。 

 



＊2023 年 2 月 28 日現在で、高校生以上 20 台後半までの方 

名前・年齢 

歌唱 プリーズ：冒頭部分（音源 DL） 

歌唱 かえっておいで：冒頭部分（音源 DL） 

歌唱 自由曲：ミュージカル以外の曲 

自分の好きなところとその理由を話してください。 

 

 

映像は YouTube に限定公開で、アップしていただき 

宅配便・郵送の方も動画 URL は、必ず別途メールにてお送りください。 

＊限定公開の動画タイトルは、「◯◯◯◯（お名前）くまのがっこうたからもの 2023 応

募」に統一。 

 

メールタイトルは「くまのがっこうたからもの 2023 応募」に統一。 

seisaku.fmst@gmail.com 

 

＜メール応募の方＞ 

本文 「本人氏名・年齢」「YouTube 限定公開をした審査映像の URL」「日中つながりやす

い連絡先」「未成年者は保護者様と続柄」 

添付書類 応募書類 PDF、承諾書 PDF 

 

＜宅配便・郵送の方＞ 

応募書類、承諾書につきましては、宅配便・郵送。 

YouTube 限定公開をした審査映像の URL は、別途メールでお送りください。 

本文 「本人氏名・年齢」、「未成年者は保護者様と続柄・日中つながりやすい連絡先」 

＊書類、映像 URL メール、共に期限厳守。 

 

■第 2次審査 

＜実技審査＞ 

＊3月 21 日（火・祝）日中〜夕方ごろ 

＊3月 28 日（火）日中〜夕方ごろ 

映像審査に合格し、対象の役の候補になった方は、 

藤川スタジオでの実技オーディション。（内容は動画審査通過の方にお伝えいたします） 

 

■稽古  

場所：神奈川県川崎市中原区にある「藤川ミュージカルスタジオ」または「その付近の施

設」 

稽古スケジュールは応募用紙をご確認ください。 

※日程は変更になる場合があります。 

 



■本番の衣裳・メイク 

原則、衣裳はこちらで用意いたしますが、靴や靴下などの小物等は指定のものをご準備し

ていただく可能性があります。（お貸しした衣裳につきましては、クリーニングのうえ、

ご返却いただきます） 

当日のヘアセット・メイクはご自身でお願いいたします。 

 

■応募対象 

2023 年 2 月 28 日現在で年中〜20代後半くらいまでの女性（一部、男子も可） 

全役ダブルキャストにて 

 

・チャッキー役 6-7枠（12−14名） 

2023 年 2 月 28 日現在で年中～年長の女子（男子も可） 

・しずくの精・花びらの精 各 3−4 枠（6-8 名） 

2023 年 2 月 28 日現在で、小学 1年生〜高校生の女子 

・マー・ミー・ムー役 3枠（6名） 

2023 年 2 月 28 日現在で、小学 1年生〜3 年生の女子 

・海賊役 4 枠（8名） 

2023 年 2 月 28 日現在で小学１年生〜高校生の女子（男子も可） 

・おにいちゃん役 11枠（22 名） 

 2023 年 2 月 28 日現在で小学 4年生～20 台後半くらいまでの女性 

・ジャッキー役 1枠（2名） 

 2023 年 2 月 28 日現在で小学 2年生～小学 5年生までの女性 

※審査の結果、上記年齢より多少前後する場合もございます。 

※本公演に出演の方は、稽古から本番までの期間中に他の商業舞台に出演することは原則

NGとします。ご留意ください。 

 

【注意事項】 

◆応募用紙記載方法◆ 

・鉛筆またはボールペンでご記載下さい。 

・全身写真 1枚、上半身写真 1枚（いずれも Lサイズ程度）を指定場所にはがれないよう

に糊付けをして下さい。 

（メールの方は応募用紙指定箇所に写真添付。縦横の縮尺が変わらないようにご注意くだ

さい） 

・写真裏へ油性マジックで応募者氏名を記載下さい（万が一糊がはがれた時の為）。 

（メールの方は不要） 

・写真は 3ヵ月以内に応募者本人のみを撮影したものとします。 

・署名、捺印の上、承諾書（２ページ目のみ）をメール添付または同封してください。 

 

◆応募について◆ 

・メール送付先 藤川ミュージカル制作部  seisaku.fmst@gmail.com 



 2 月 28 日（火）20 時までに、メール受信必須。 

・応募用紙・承諾書は、記入後 PDF形式でメール添付の上お送りください。動画 URL はメ

ール本文中にお願いいたします。 

・宅配便・郵送の送付先 

〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町 2−3藤原ビル１F 藤川ミュージカルスタジ

オ 

宅配便は 2月 28 日（火）13 時必着。＊13 時以降は受取ができません。 

郵送は 2月 27 日（月）必着。＊当日消印は無効です。 

 ＊映像審査の動画は YouTube 限定公開。その動画 URL を別途メール送付のみで受け付け

ます。 

・応募用紙・写真の返却はいたしません 

・応募書類・第一次審査に関する問い合わせは一切受け付けられません（書類が届いてい

るか等） 

・１次審査の合否は、メールにて 3月中旬ごろまでにお送りいたします。 

 

◆チケット◆ 

劇場チケット（簡易パンフレット付き） 5500円程度を予定 

配信チケット 4500円程度を予定 

10-30枚程度のチケットノルマを各お役に設けさせていただく予定です。 

 

◆その他◆ 

※記入するメールアドレスは、seisaku.fmst@gmail.com からのメールを受信できるよう設

定してください。 

※オーディションを受けることや公演出演を許可していない団体・学校へ所属及び通って

いる方のご応募はお控えください。 

※オーディション参加費は無料ですが、２次審査参加の為の旅費、宿泊費等は個人負担と

なります。 

※オーディションに合格した場合、稽古場までの交通費等は個人負担となります。 

※第 2次審査の会場までの引率（送迎）は、保護者の管理責任下で移動され、引き渡しを

お願いいたします。 

※オーディションに合格した場合、オリジナル稽古着を最低 1枚購入していただきます。 

※実技審査の間、プロモーション活動用に(キャラ研 HP、藤川スタジオ HP、公演プログラ

ム等)撮影を行い、その記録を使用する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

【個人情報の取扱いについて】 

当社（株式会社キャラ研、藤川ミュージカル）は、応募時にご入力いただいた登録情報を

以下のような形で利用することを目的とします。それ以外の目的には利用いたしません。 

■利用目的 



・「くまのがっこうミュージカル」オーディションへご応募されたご本人へのご連絡とお

知らせで利用いたします。 

・個人情報保護法その他法令で認められた利用目的に利用する為。 

■保存期間 

ご応募時にご登録いただいた個人情報は「藤川ミュージカル制作部」が責任をもって管理

し、オーディション及びイベントご案内終了後に速やかに削除いたします。オーディショ

ン応募データはオーディション終了後、速やかに破棄いたします。 

■第三者への提供等について 

取得いたしました個人情報は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、当社の

業務委託先に対し個人情報を開示・提供することがあります。具体的には、お客様への配

送物を配送会社に委託する場合などがあります。その場合当社は業務委託先に対し、守秘

義務契約の締結などを行うとともに、お客様の個人情報を適切に管理するため厳正な管理

監督を行います。 

 

【オーディションに関するお問い合わせ先】 

seisaku.fmst@gmail.com 

 


