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平成 24年度仙台市小中高家庭科，技術・家庭科作品展 参観者の御意見・御感想 

＜グリーンプラザ アクアホール＞ 小学校家庭科展示ブース 

2/13(水) 

○力作ぞろいですごいなあと思いました。  

○小学校高学年の発想力とは思えない程のできばえにびっくりしました。 

○すばらしい作品を見せていただき感心しました。すごい能力があるので将来が楽しみです。  

○もうびっくりしました。大変上手です。一生懸命作っている姿が見えます。これからも頑張って下さい。  

○大変楽しく見せてもらいました。  

○子供たちの作品が，みんなとても上手で驚きました。たくさんのアイデアあふれる作品を見ることができてとても楽しかったで

す。  

○小学生の作品と知って皆様お上手なのにびっくりしました。これからも頑張って下さい。 

○お友達と一緒にワイワイ作り合いながら楽しく友情を深めての時間。昔々自分を思い出させていただき感謝。ますますの優しい

友情を育ててください。 

○子供（小学生）の作品が展示されたので来てみました。中学生になると，パソコン使っての学校紹介すばらしいですね。  

○自分の小５，６年生にはどうだったのだろうと考えてしまいました。熱意，やる気，大変嬉しいです。もっと力をつけてくださ

い。ありがとう。 

○小学生の作品は，とても見事でした。大人顔負けですね。  

○小学生にしてはとてもよくできていました。いろいろなアイデアがいっぱいでした。 

○根気のいる調べる勉強にびっくりしました（衣類の汚れの落ち方調べ）。 

○今日は６年生の孫の作品を見に来ました。感動しました。 

○自分たちの時代は，せいぜい文化祭で展示される程度でした。生徒の皆さんの幅広い作品に感激しました。 

○偶然待ち合わせの時間に何気なく見ていたら小学生の作品展で良くできているのに驚いています。 

○子供たちのすばらしい作品，楽しめました。 

○自分達の時代は，せいぜい文化祭で展示される程度でした。生徒の皆さんの幅広い作品に感激しました。 

○小学生の子供がいるので，みんなとても上手で感心しました。  

○どの作品も子供達の純真な心が込められていて，見ていてとても楽しいと思いましたし，また，努力・工夫等もあったと思うと，

心が洗われました。  

○各小学校・児童の力作，楽しく見させていただきました。 

○とってもよかったです。もっともっとこのような発表の場があると，子供達の励みになると思いました。自分で作り上げる喜び

にも出会えると思います。  

○いっぱい上手にできているね。自分でも，早く大きいものも作れるといいなあ。  

○みんなあまりに上手でびっくりしました。大人よりうまい！！みなさんの将来に期待しています！！  

○子供達のすばらしい作品を拝見して感動しました。孫も作品を展示されていましたので見に来ました。大人になっても器用さを

生かして今後も良い作品を作ってください。 

○孫の作品が出品してあったので見に来ました。皆さん細かいところも丁寧に縫ってあって，小学生の作品なのにびっくりしまし

た。とても上手ですばらしかったです。 

○大変すてきな作品ばかりでした。こうやって，小・中・高の作品を一度に見られるというのは成長の過程が見られてすばらしい

と思います。また展示してください！  

○楽しいです根気強さが伝わってきました。  

○これまで準備された先生方ご苦労様でした。見やすい展示でした。 

○子供ながらGood!  

○電力ビル前を通ったので，中に入って見ました。どれもみなすばらしいものばかりで驚きました。子供達に大震災にめげない力

をもらいました。ありがとうございました。  

○今の子供はとてもアイデアに富んでいると思いました。  

○子供とは思えないほどすばらしい作品です。私（祖母）の頂とは全く考えることもできない作品ばかりです。すばらしい！！  

○みなさんすごいね！私が小学校6年生の頃，いいかげんに作っていると先生が「これは一生使うものだからしっかり覚えなさい」

と注意されたことを思い出しました。もっとしっかり教われば良かったと思います。  

○仕事終わりに見に来ることができたので大変助かりました。できれば２週間程度展示していただけるとうれしいです。 

○女の子らしい手作りの楽しみを見られ，とても美しいと思いました。尐しずつ優しい気持ちと作品ができあがったのだろうなあ
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と想像いたしました。  

○卒業生である先輩として，後輩の作品に感動しました。好きなこと，できること，学んだことを活かして今後も出身校の活躍を

見たいです。 

2/14(木) 

○途中あきらめないでよくできましたね。アイデア グー。  

○作品いろいろ工夫して作っていました。小さな物でも愛情を感じます。ありがとうございました。  

○それぞれ工夫がされ，とてもよかった。  

○家ではきちんとできない孫ですが，よくできているのが見られてよかったと思います。  

○みんな上手に作品を作っていてそれぞれの個性があり，見るのが楽しかったです。  

○皆さんとても上手で見ていて笑顔になりました！！すばらしかったです！！  

○小学生の作品が上手ですばらしかったです。感動しました。次回も見に来たいと思います。  

○私も注文して作ってもらいたいような作品がたくさんありました。  

○手作りの楽しさを思い出させてくれました。これからも楽しみです。  

○作品を見てびっくりしました。あまりのできばえに感心しました。今後共頑張って取り組んで下さい。  

○皆さんよく工夫してがんばりました。とても上できで見るのに時間が足りなくまた来て見たいです。 

○思わず微笑んでしまったり，充実した内容の作品に感心したりと，とても見応えがありました。  

○１つ１つの作品が工夫されていてとてもよかったです  

○子供たちの発想に感激しました。  

○特別支援学級の生徒さんたちの作品，すばらしいですね。心があたたかくなりました。 

○もなさんすごく細かく上手でした。 

○とてもすばらしい作品ばかりでした。来年も頑張って下さい。  

○平成生まれの子供にしては，細に作り上げて，見事な作品です。  

○児童の作品としては立派な作品が多く，びっくりしました。今後も継続して下さい。小学校の部の作品を見学して，大半は女子

児童の作品（名前だけで性別判断して）と思いますが，小学生でもこれだけの作品を作ることができたのが，教育指導の面もあっ

たと推測しますが，よくここまで立派に作れたと感心。  

○ミシンで縫うのですね。昔は高校でやったものでした。  

○色遣いがすばらしい。 

○手作りのぬくもりが伝わってきてとても良かったです。小さい頃から手作りすることの大切さを感じました。ずっとこれからも

続けていって欲しいと思います。  

○初めてミシンを使って作った作品もあり，大変良くできていました。色の柄の使い方も良かった。 

○どの地区にあるのかわかりにくいです。入り口に地区と学校名の札があるといいと思います。ボードの上に地区の数字があれば

いい。 

○布の模様，特性を上手にいかして作っていることに感心いたしました。手先の細かい作業している様子が目に浮かびました。  

○小学校で今どのような家庭教育をしているかがよくわかりました。これからもすばらしい作品ができますように。楽しませてい

ただきました。  

○子供たちがひとはりひとはり心を込めて縫った姿を想像しながら拝見しました。かわいい作品ばかりで顔がほころびました。 

○オリジナリティーがあまり感じられない点が残念。 

○どの子も工夫をこらしていて見ていて楽しくなりました。  

○子供達が一生懸命作っている姿が目に浮かんだ。とても上手に作っているので感心しました。私も何か作りたくなりました。  

○大昔の小学校・中学校時代を想い出して本当に良かった。  

○アイデアいっぱいの作品，すばらしいです。今時の小学生はすごい。  

○初めて手芸展を見せて頂きましたが，それぞれ工夫していて感心しました。すごいですね。ありがとうございました。  

○毎年のことですが大きさを揃えた方が比較できるので良いと思います。祖父より。 

○このような作品展があれば本人もはげみになり個々の人生にプラスになりますね。  

○よく観察している。好奇心があっていいですね。 

○被服関係に限った展示について，ミシンがけが上手できれいにできていて大変良い。デザイン・色彩感覚もすばらしい作品が多

くて，期待されます。  

○どのできも感心しました。 

○小学生なのにきれいに仕上がっていてびっくりし心温まる思いです。孫の作品もこんなに上手にできてと嬉しくなりました。あ
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りがとうございます  

○どの作品もすばらしく，自分の小学生の頃このように作れたかな？と感心しました。  

○すばらしい作品の数々に驚かされました。小学校の作品でこんなにも発想とそれを仕上げる技術力があることを知りました。 

○役員の皆様はじめ，日頃の学習成果を共に喜んでいることと思います。ありがとうございます。 

○皆さんとても上手で心がこもった作品ばかりで，とても嬉しくなりました。ありがとう＆Good Luck!  

○大変よかったです。 

○レベル的にも発想の点，縫製の面からもすばらしく，ネコ好きの私には売って欲しい！と声が出る位大変すてきな作品がありま

した。一層はげんで下さい。すばらしいです。  

○今日は小学生の皆さんの作品だけのようでした（急ぎ足のため見落としたらすみません。）が，各々の作品の中にご自分の自由

な世界をあらわして大人になってからのすごい思い出になることと思います。 

○作品解説は学校によって先生が代筆されていましたが，私も書を趣味とする者の一人として，解説も手作りのもので子供さんに

書いて欲しかったですね。 

○「ごはんとみそ汁をつくろう」の実践と研究発表すばらしかったです。先生，おばあさん，お母さんの指導と本人の全てが良か

ったからと思いました。楽しい一時をありがとうございました。今後もまた是非発表してください。  

○ゆかたやプレイマット等，私が作ったのよりすごい作品がありました。  

○すばらしい作品です 

2/15(金)  

○小学生の力作，すごいです。スヌーピー好きの私は，１つといわず２個３個と欲しいくらいでした。 

○津波，地震で家が流され仮説で生活しております。手作りが好きなので集会所に集まって復興カエルのストラップをつくってお

ります。しじみがとれていた貞山堀の地域に住んでいましたので，カエル（よみかえる，若返る）といって励ましてつくっており

ます。いろんな作品がありとても勉強になりました。  

○皆，いろいろ工夫していて，とても良かったです。ぜひ，まねしてみたいと思いました。  

○１つ１つ思いを込めての作品，胸にジーンときました。温かい気持ちになりました，ありがとうございます。  

○スカートをはいたテディベアがかわいかったです。これからもかわいいぬいぐるみさんをたくさんつくって下さい。頑張って

ね！  

○きれいによくでき上がっておりますね。感激です。 

○現代の子も工作立派に仕上げ，将来が楽しみです。  

○いろいろの布を利用して上手にできていますね。 

○どれもとても立派ですばらしく皆さん上手にきれいに作られていました。感心します。みなさん頑張って下さいね。お手玉など

とてもかわいいですね。とても綺麗にできています。 

○とても小学生が作ったものとは思えない程の力作揃いでした。上手で，びっくりしました。今後の参考にもなりました。  

○初めて作品展のことを知りました，１つ１つ丁寧に，きれいにできていました。もっとたくさんの生徒の作品も見てみたいです。 

○一針一針，男の子なのに，夏休みでおばあちゃんの家に泊まりに来て，良く頑張ったと思います。ガラスケースに入っていたの

で，さらに，かっこ良く見えました。よく頑張りました。  

○全体的に良くできていました。  

○すばらしい。よくできています。 

○このような企画を度々立てていただくといいのではないかと思います。 

○どの作品も小学生とは思えぬ，すばらしいでき映えです。  

○すごく細かくてバザーに出品できるでき映えだと思います。 

○工夫をこらした作品もあり，楽しむことができました。最近はお裁縫の機会もなくなってきたのでぜひ続けてほしいです。  

○とても丁寧な作品に感動しました。 

○子供とは思えないすばらしい手の込んだでき映えにびっくりです。とてもきれいにできています。 

○子供たちの作品，すばらしく思いました。一針一針ていねいに，自分の思いがいっぱい作品につたわってよかったです。男の子

も頑張って作品を作ったのですね。 

○皆見事なでき映えで感心しました。これからも手作りの良さを生かして下さい。  

○男子の作品があるのがうれしかったです。作品がとてもよくできていました。 

○すばらしかった。  

○すごいいい作品ばかりだったのでびっくりしました。  

○ぜんぶ，キレイですてきでした。私もみならって私も作りたいと思います。  
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○すごいと思いました。  

○細かい作品もすてきな作品もたくさんあって楽しかったです。 

○どの作品もちゃんとできていてよかった。 

○細かく縫ってあったりしていたのですごいなと思いました。  

○子供たちのアイデアと先生方の指導がすばらしいと思います。  

○すばらしいです。 

○細かい所までしっかりできていてすごいと思います。  

○とても芸術的です。  

○楽しそうに作品をつくっている姿が思いうかがえるような作品の数々でした。  

○皆すごく自分らしさが出ていてよかったです。  

○皆いろいろな作品があってとても上手だなあと思いました。フェルトや布などを使っていてすごいと思いました。小学生～高校

生まで学年があり，とてもすごいと思いました。他の小学校の友達のもあったので，嬉しかったです。  

○みなさん本当にお上手です。夏休みこつこつと仕上げている様子が目にうかびます。これを機に，縫うことに興味をもって，ど

んどん楽しい作品になるよう縫い続けていってほしいと思います。  

○なかなかすばらしい作品でびっくりしました。手作りはいいですね。  

○孫が出品していたため，皆小学生とは思えない位上手だった。 

○すばらしい作品でびっくりしました。とても参考になりました。  

○おでんの屋台がすごくぼくは気に入りました。みんなの作品説明の字うまかったです。 

○かっぱの教室がとても細かく作ってあってかわいかったです。６年生になったら個性的な物を作りたいです。  

○同じ学年の５年生の作品が，とても，上手だった。私も，見習いたい。  

○すごい作品がたくさんあった。  

○みんなの作品がすごくて，友達のも展示してあるのですごいなと思いました。  

○ねこの作品がよかった。  

○昔の物やエプロンなどがいろいろな物があった。 

○細かい所までしっかりと，できている。  

○黄色いイスの形が変だったけどすわり心地はとてもよかった。来年作るエプロンの参考になる。  

○シンプルでとてもいいと思いました。  

○カッパの学校がとても細かいので，すごいと思いました。  

○昔の物や大きい物などいろいろな物がありとてもおもしろかった。おでんの屋台が細かくすごいと思った。  

○同じ学年なのに，うまい人がいて感心した。  

○作品が高いところにある場合代表者のメッセージが読めません。いい方向を考えたらどうでしょうか。文字を大きくするとか，

印刷したものを欲しい人にさしあげるとか。  

○昔の物や大きい物などいろんな物があった。すごかった。 

○子供さん達が一生懸命作った作品すばらしいと思いました。心和みました。展示の仕方に一言，せっかく書いたメッセージが高

いところにあり，前の机があったりして読めないのが残念。 

○「いっぱい使うぞ，このエプロン」のデザインがいいと思いました。  

○作品カードの字がとてもうまかったです。 

○「お魚カレンダー」のお魚１匹１匹に数字をぬっているのが，すごいと思いました。  

○いろいろな作品があってみんなすごいです。ぼくの一番好きなクマもいました。  

○同じ学年なのに，私には作れない物を作っていてすごいなぁと思います。私も，そういうのを作ってみたいです。  

○みんな，とっても上手でした。かわいい作品が多くて，作りたくなりました。  

○発想が豊かで感心します。カレンダー等楽しく見せていただきました。  

○みなさん一生懸命作られる姿が目に見えるようです。授業の作品とは思えない位，どれもステキにできていました。  

○小学生とは思えない位よくできていました。  

○大人にも負けない，すばらしい作品でした。  

○みんなすばらしく力作ばかりで感心させられました。  

○小学生とは思えない程きれいに作っていましたね。  

○学校代表らしい作品でした。 

○小学生の感性・表現で作品を作成されていて，かわいらしい物も，実用性を重んじている物，各すばらしいできで，楽しく拝見

しました。  
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○すばらしい手作り作品にびっくりしました。手作りの楽しさを，おもしろさを忘れないでほしいです。昔を思い出させてくれま

した。  

○ミシン使いも手縫いもきれいに上手ですね。アイデアもすばらしく，素的な作品ばかりで感心致しました。楽しませていただき

ました。ありがとうございました。  

○それぞれの手作りの良さ（個性的）があり，とても良かったです。 

○このような展示をたくさん行ってください。  

○昔懐かしく見ました。私も小学生の頃作ってみたとは思いますが，今は針なども使うこともなくなりました。  

○たくさんの創意・工夫を見せて頂きました。これからも頑張ってください。  

○とても皆さん上手でしたよ。１位２位つけることができない程立派でした。これからも頑張ってくださいね！！  

○とてもよかったです。 

○みなさんお上手ですね。すばらしい作品を見せていただきありがとうございます。  

○もっとたくさんの作品を展示すると良いと思います。  

○小学生の方がとても縫い方が上手でびっくりしました。私は現在手が動かなく針をもてなくて，小学生の方より汚い仕上がりで

す。これからもすばらしい物を作って下さい。  

○上学年になると手先の器用な子は大人の第一歩という感じで，家庭科が大好きになっていくのだと思います。すばらしい作品で

す。  

○工夫した作品を楽しく見させて頂きました。  

○子供達の作品とは思えない程のできばえ，驚き…！ 

2/16(土) 

○出品した一番かわいい状態で展示されていて，本人も喜んでいました。作品大切に扱ってくれてありがとうございます。もっと

この展示のPR早く知りたかったです。  

○このような機会があると，作る意欲が出てくると思うので，とても良いと思います。  

○中・高生の作品を見られたので，次に活かしていこうと思いました。  

○来年，出品してみたいと思いました。 

○いろいろな作品があってとても楽しかったです。ぬいぐるみをかわいく飾ってくれたのもよかったなあ！と思いました。  

○小学生といえ，どの作品も立派で大人も負けそうです。将来楽しみな子供たちです。  

○高中小学校の作品がたくさん見られました。分けかたもきれいで見やすかったです。  

○みんなとても上手に作っていました。  

○みんなとても上手で大人顔負けですね。これからも頑張ってほしいです。  

○すべての作品がすばらしかったです。  

○セーターとマフラーのセットがすばらしかったですね。 

○子供の作品とは思えないような感じで，私にはできるかしら。 

○最近の子供たちがこんなにすばらしい作品を作っているのにびっくりしました。これからも頑張ってほしいものですね。 

○小さな時からものを作るということを身につけられとてもいい勉強だと感心致しました。 

○とても工夫された作品ばかりですばらしかったです。  

○工夫をこらしてとても上手でした！  

○食べ物をフェルトでぬったものが一番のお気に入りでした。  

○授業で興味を持ち，楽しんで作成している（男子でも）様子でした。このような作品展に出品させて頂き，ますます家庭科の意

欲がでてきたようです。このような企画ありがとうございました。今後も毎年続いていきますよう願っています。  

○とっても発想がすごくてびっくりしたし，こういうのを参考にしたいと思いました。 

○どの作品も大変上手でした。  

○みなさんとってもじょうずです！  

○いろいろな作品があってびっくりしました。ほかの作品もいろいろ個性があっていいと思います。  

○照明の当て方にムラがあって明るく見えやすい作品と暗くて陰の方でかわいそうな作品があった様な気がします。  

○みなさんとても上手に作れています。 

○すばらしい企画ですね。家庭部会の先生方，頑張っていらっしゃるのですね。先生方のエネルギーを感じるとともに，子供たち

の“心”を育てている姿に拍手です。山形より来ましたが，小学校・中学校の家庭科の先生方，すばらしい！！これからも是非継

続していただきたいです。  

○子供たちの創意工夫された作品に感心させられました。展示もわかりやすく，それぞれの作品が活かされているように思います。 
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○展示品だけでなく販売してほしいと思います。  

○みなさんとても上手でした。子供も，来年の参考にしたいと話をしています。  

○すばらしかったです。  

○上手でした。  

○小学生・中学生の作品を楽しく見させていただきました。  

○すばらしい作品が多く，昔の自分たちの頃よりクオリティが高いと感心しました。  

○みなさんとても上手で楽しい作品ばかりでした。今の子供たちはすごいなと思いました。  

○ぼくの学校の代表もいたので良かったです。  

○見やすく展示してあってよかったです。 

○どの作品も，一生懸命に作った様子がうかがえて，感心しました。手芸をしてみたくなりました。  

○みんな作品の細かいところまで工夫していたのでよかったと思います。  

○とてもステキな作品があって楽しかったです。私も手芸が好きなので，見ていて昔を思い出しました。  

○高校生まで幅広く，成長の姿が見られ，良いと思います。  

○大人でも考えつかない様なアイデア，すばらしいです。孫自慢ではありますが，エプロンのタオルがけ最高でした。  

○子供たちの元気が伝わってきました。  

○私はだいぶ昔に学校生活を終えましたが，これらの作品群のようなのを作ることが一切なかったので，すばらしい！としか言い

ようがなく，もう一度，叶うことなら中学生くらいに戻って勉強したいと強く思いました。  

○娘の作品が小さすぎて見つけるのが大変でした。一緒に来て刺激を受け，来年への創作意欲がわいたようです。ありがとうござ

いました。  

○とても良いです。 

○中学校ブースがわかりづらかったので，大きめの看板があれば良かった。  

○素敵な作品がたくさんあり，感動しました。  

○エプロン等同じものばかりではなく，オリジナル感のある物を見てみたかったです。  

○さかなのバックのキラキラが，かわいいよ。  

○みんな上手に作っていて感心しました。苦労してつくったのだなあと思いました。  

○みんなとても上手に作っているのでびっくりしました。  

○子供らしく，とてもよかった。  

○どれも，手作りとは，思えなかった。  

○かわいいのがいっぱいあった。  

○色々な作品があって楽しかったです  

○ひとつひとつ工夫されていて楽しい作品があり，とても素敵でした。  

○工夫されていて，とてもかわいかったです。また，とてもすばらしかったです。  

○エプロンやバックなどいろいろあっておもしろかった。 

○上手でした。 

○みなさんお上手でした。 

○子供たちが創作に参加してほしい。 

○よかった。  

○どの作品もよくできていました。いろいろアイデアがあり感心しました。  

○非常に目立つ展示で良かった。  

○子供の作品とは思えないほど上手な物であり，驚きました。子供の豊かな発想で楽しい作品ばかりでした。  

○手作り感のある作品がたくさんあって見ていてとても楽しかったです。  

○小学生とは思えない力作でよかったです。ますます頑張って欲しいです。  

○たくさんの作品があって，おもしろい工夫をしてあるのを見て，すごいと思った。  

○皆それぞれよく考えてつくってありました。表示の飾り方もすてきでした！  

○子供たちの心のこもった数々の作品，一生懸命が伝わって来ますね～楽しい時間をありがとう！！  

○小学生の技におどろきました。どれも丁寧で良いです。  

○クッションのクロスステッチが良かったです。  

○小学生と思えぬ色使いやデザインも多くあり，小物もとても上手でした。  

○自分の小学校の時を思い出しながら見ていました。わたしは授業で作って家族に見せただけでしたが，このように展覧会に出し

ていろいろな人にみてもらうと，すごく良いですね！すごくいやされました。  
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○子供たちが頑張って作ったのですね。大人顔負けの作品がいっぱいで感心しました。  

○孫の作品が展示されているとのことで，盛岡から見に来ました。このような作品がつくれるようになったのだと感激です。  

○いろいろなこった作品が多くて楽しかった。今回初めて，この作品展があることをしったので，また，子供に頑張って作ってか

ざってもらえるように協力したいです。  

○手のこんだ作品がたくさんあってびっくりしました。娘の作品も改めてみると頑張っていた姿を思い出して感動しました。  

○アイデアが満載で一生懸命の跡が見えてとても良かった。  

○どれもよく工夫されていました。  

○工夫した作品がたくさんあってびっくりしました。  

○今日は子供たちの作品を見に来ましたが，みんな上手でびっくりしました。  

○楽しい作品，久しぶりに見させて頂きありがとうございます。最近気力がなく針仕事をしばらく休んでおりましただ，針を持つ

ことにします。 

○それぞれの個性があってとてもおもしろかったです。  

○同じ作品でもいろいろな個性が出ていてよかったです。  

○子供たちのアイデアが満載で楽しく見させていただきました。  

○それぞれの個性がでていて，良かったです。子供たちの趣味や興味を深められるとてもいい機会だと思います。  

○私以外にもすばらしい作品があって，今度から参考にしようと思いました。  

○細かい部分も丁寧に作っていて，とても心のこもった作品が多いと思いました。  

○心のこもった手作り感がとても良かった。  

○皆さん一生懸命作品を作っている様子を感じることができました。  

○いろいろな作品があり，努力がよくわかりました。このような発表の場があると，子供たちも励みになると思います。  

○一生懸命作ったのが伝わりました。  

○とてもすばらしいです。  

○教材で作られた物も良いのですが，子供のオリジナルデザインを活かした作品用展示の方が良いのではないでしょうか。  

○とてもうまくできていたのでびっくりしました。みんなの作品が工夫されて作り上げていたので良かったです。選択の汚れ落と

しの実験は良かったです。  

○カッパの教室はとても良い雰囲気で教室がにぎやかに見えました。良かったです。  

○それぞれが工夫をこらして一生懸命作ったのがよくわかりました。この経験からもっともっとすばらしい作品が生まれることを

期待します。  

○我が子の作品を見にやってきました。どの作品もそれぞれが工夫され，あまりに上手な作品には驚かされました。できればパン

フレットがあると良いですね…。  

○細かいものがいっぱいあったので，すごいなあと思いました。  

○とても自分でも作りたくなるものがあって，よかったです。  

○子供の発想って，いつ見ても感動させられます。楽しい作品展ですね。  

○みなさんの作品が参考になった。  

○作品もすばらしいが，感想文の字が上手なのに，驚きました。  

○細かい作業の作品やアイデアいっぱいの作品など，楽しく拝見しました。  

○みんなすごくきれいな作品でした。自分でタオルを使って服を作っていました。カレンダーもすごい。  

○バラエティーに富んだ作品が多く，楽しめました。  

○作品の１つ１つから一生懸命さが伝わってきました。  

2/17(日) 

○小学生のみなさんも細かく丁寧に作っているのですね。いい作品を作ってほしいです。頑張って下さい！！  

○とてもすばらしく大人の私にも参考になる作品ばかりでした。 

○子供達の発想の豊かさに感動しました。将来が楽しみです。  

○自分は今，震災により避難生活をしておりますが，子供達の作品を拝見して大変，勇気をいただきました。ありがとう！ 

○初めてのミシンを使った作品，ゆかたの作品，小学生にしては上手でした。  

○中高生になるととてもクオリティが高い作品が多く，良かったです。小学生も上手に縫えていると思いました。  

○子供の作品が展示されることになったので見に来たのですが，他の作品もとても良くできていて，小学生が作ったことに驚きま

した。子供も刺激を受けたようで，今後の作品作りのアイデアをもらえたようで，良かったと思います。  

○小・中学校生徒とは思えないほどの作品，楽しく見させていただきました。この様に作品を作れたのも先生のおかげと感謝しま
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す。  

○どの作品も，きちっと仕上がりまできれいで，私も手芸をやっているので，参考になりました。  

○手先の器用さとアイデアが感心しました。  

○みなさん力作でとても良かったです。特にクロスステッチの作品は時間がかかるのに，すごいと思いました。ファッションデザ

イナー志望の方の作品も良かったです。  

○いろんな作品が見られてよかった。毎年出品しているので，来年もまたやりたいです。  

○生徒さんの手作りの上手さに驚きました。すごく暖かい作品ばかりで，楽しく拝見しました。  

○みんなそれぞれの個性が出ている作品ばかりで，すてきでした。すごく上手にできていて良かったです。  

○手作り絵本がほのぼのとして良く考えて作りましたね。一生物です。 

○カレンダーを作ったアイデアが（スナップで個体をとめる）すばらしいと思います。すてきでしたよ。これからも楽しい作品に

挑戦してね。  

○どの作品もとても手が込んでいて上手にできていました。  

○完成度，アイデアがとてもすばらしかったです。  

○すてきな作品がいっぱいありました。ワンピースやおでんを作っている人もいてすごいなと思いました。  

○今後の参考にしたいと思います。  

○みんないろいろな物を作っていてすごかった。リサイクルのバックもすごかった。  

○どれも小学生が作ったとは思えないほど，上手でした。古布や切れなくなった服を利用したり，１００円ショップなどの安い材

料を使ったり，環境のことを考えた作品が感心させられました。  

○とてもすばらしかった。  

○みんなの創意工夫があり，とてもいい作品だったと思いました。  

○とてもいいと思います。こんなたくさんの作品を一度に見る機会はもうないので，とても勉強になります。  

○いろんな作品があって，すごかったです。わたしも，作ってみたいです。  

○細かいところができていました。  

○上手だと思いました。  

○エプロンやトートバックがあっておもしろかった。みんな上手だった。  

○大変上手な作品でした。  

○力作揃いですばらしかったです。来年も楽しみです。  

○５・６年生とは思えない程のでき上がりですね。将来きっとステキな物を作るようになるでしょう。いつか大きくなったときの

作品も見たいなーと思っています。私も小さい頃から針を持つのが大好きでした。今，教える側になりました。  

○とても彩り豊かですばらしかったです。工夫がこらされていました。  

○展示作品の数が尐ないように感じた。  

○我が子の作品だけでなく，一人一人の作品に感動しました。みんなが学校の授業で一生懸命アイデアをだしたり，チクチク縫っ

たりしている姿を想像したら，胸がいっぱいになりました。子供達のアイデアや想像力はステキですね。  

○みなよくできていた。  

○自分子の学校以外の他の学校での活動を感じることができてよかった。子供も，出品してもらうよろこびを知ることができて，

よいと思う。  

○どの作品も力作ぞろいですばらしかったです。  

○全面を見せて展示してほしかった。（ブックカバー）すばらしい作品が多かったです。  

○丁寧に縫ってがんばった作品がたくさんあり，アイデアもいっぱいでした。  

○すばらしい作品がたくさんあり感動しました。我が子が選ばれ初めて知りました。ありがとうございました。  

○上手な作品にびっくりしました。できれば編み物の作品も見たかったです。  

○おもしろかった。きれいにできていた。  

○創意工夫されている作品が多くて，感心しました。キット物が多かったのが尐し残念でした。  

○皆さんすごく上手で感心しました。  

○今後の参考になるような作品ばかりで良い刺激になりました。  

○食べ物をフェルトで作っていたりして，上手だと思いました。  

○去年も見に来ましたが，前回よりも作品の技術が向上しているような気がします！ 

○小学校の作品だけでなく，中学校の作品も見学することができ，とてもおもしろかったです。  

○みなさんそれぞれ工夫されていました。  

○どの作品もクオリティが高く，見応えがありました。  
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○他の学校がどんな物を作っているのかが分かって良かったです。  

○はじめて見に来ましたが，どの作品も素敵で，見応えがありました。また来年も見に来たいです。  

○このような企画は子供のはげみになり大変良いと思います。  

○みんなの作品がすごかった。 

○みんな上手だった。  

○みなさん丁寧で，アイデアがあってすばらしかったです。  

○みなさん上手な作品ばかりでした。 

○全作品，心を込めて一生懸命作ったのだろうと思いました。  

○孫の作品を見ました。長生きはするものですね。  

○どれも上手だった。自分の子の作品を見にきましたが，他のお子様の作品も目を引く物がたくさんあって楽しかったです。  

○入り組んでいて，尐し見にくかったです。  

○来年の作品を作る参考になりました。（飾っていただいて） 子供の励みになりました。 

○どの作品も手が込んでいてすばらしかったです。  

○事前に作品展の案内（出品）があるともっと盛んになると思います。キットでない作品は，見ていて楽しいです。  

○子供さん達の作品，とっても工夫されていて良いものばかりでした。生活の中からヒントを得て作っていることが分かります。

暖かみのある作品ばかりで，すごく心が和みました。指導された先生方のご苦労が伝わってきました。このような機会は大切です

ね。  

○子供達の作った作品をいろいろ見ることができて，子供達の器用さに驚きました。奥の方がちょっと暗かったのが残念でした。  

○かわいらしい手作り感あふれる作品から，本格的なものまで，１つ１つ心がこもっていると感じました。見ていて楽しくなりま

した。  

○子供らしい，かわいい作品が多くてよかったです。展示の仕方もいいですね。大変お疲れ様でした。  

○楽しい作品，みんなで良い物ばかりです。頑張って下さいね。 

○それぞれが工夫しながら上手に作っているなと思いました。手芸好きな子供はもちろん，手芸が苦手な子供たちも作る喜びを感

じることができる「家庭科」の授業の重要性を感じました。  

○はけなくなったジーンズのズボンでバックを作ってエコだなあと感心しました。  

○子供達が良く考えて作っているのに感心いたしました。  

○心がいやされました。小五・六年生でこの様な作品を作れるなんてとっても感動いたしました。 

○作品の展示の仕方がかわいくて見やすかった。出品表を見るのも，楽しかったです。男の子の作品もあり，よかったです。  

○みなさんの作品が参考になった。  

○商品のようでした…ほしくなります。  

○上手な作品が沢山あって感心しました。  

○力作揃いでした。細かい作業で時間もかかっただろうに，みなさん粘り強いのですね。  

○いろいろな作品があってとてもおもしろかったです。自分の作った作品も飾られていたので，うれしかったです。  

○同じ作品が多かったので，オリジナルがもっと多いと良いと思いました。  

○子供達の作品が思いの外すてきでびっくりしました。  

○マクラを作った子供さん，とてもやさしいふわふわの作品でぬくもりが感じられました。よいねむりの中にあたたかい心を育ん

で大きく成長しましょう  

○子供達が作ったとは思えない作品が目立ち，とても感動しました。ペットボトルのふたの利用に私も作りたくなりました。（エ

コ）ですね。  

○去年と今年と娘の作品を出展させていただきました。実際に見ると子供自身にも良い刺激になりました。ありがとうございまし

た。  

○自分の作品があってとてもうれしかったです。それに５年生，６年生と２年連続なのでうれしかったです。  

○みなさん上手で来年の作品の参考になりました。来年も開催して下さい。  

○物を作るのが大好きなので，今回，展示されて子供もとても喜んでいました。他の子供達もとても工夫して作っていて，感心さ

せられました。  

○いろんな人の作品を見たらとてもすてきで，上手だなあと思いました。  

○みんなとても上手で，参考になりました。また来年もだしてみたいです。  

○カレンダーやスクール時間表などすばらしい発想ばかりでおどろきました。  

○創作のすばらしい発想と力作の感動を禁じ得ませんでした。ありがとうございました。  

○すばらしい作品ばかりで楽しませていただきました。  
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○器用だと思いました。  

○子供達が一生懸命に作った物を見て，とても参考になりました。  

○みんな作品がうまくてすごかったです。来年も頑張ろうと思いました。  

○共同作品や男子生徒の作品に感動しました。  

○とても小学生の作品とは思えないほど，立派な作品です。今後の作品が楽しみです。  

○とてもレベルが高く，おどろきました。  

○どの作品もすばらしい努力のあとがみられて根気強さも感じられました。  

○今後の学習で役に立てられるので，よかったです。  

○心のこもった作品ばかりでどれも素敵でした。  

○各作品とてもよくできていると思いました。ただ，既製品みたいな同じ物が多いのが残念？せっかくなので，子供達の個性がも

っと見られるといいなと思いました。  

○かわいくてきれいな作品ばかりでおどろきました。 

○娘の同学年の子たちがどんな物を発想し，作品もどんな物をつくっているのか見る事ができ楽しかったです。 

グリーンプラザ プラザギャラリー(S）＞ 中学校技術・家庭科（家庭分野），高等学校家庭科展示ブース 

2/13(水) 

○ 

2/14(木) 

○手作りの尐ない今日に皆さんそれぞれよく考えてくふうをしてすばらしい作品ばかりで楽しく拝見させて頂きました。私も尐々

身近な実用的なものを手作りしますがとても楽しいですよね。これからも自分だけの品を作ってください。 

○自分が小中学校の家庭科を思い出しましたが，歯ブラシの毛を切り取ってブローチを作ったことが思い出です。 

○浴衣をミシンで・・・びっくり！！私の時は一針一針，手縫いでした。みんな頑張って作ったのでしょう。刺し子のコースター

楽しめました。 

○創作絵本，布の絵本のすばらしさに驚きました。このまま売れそうですね。 

○通りがかりに偶然拝見しました。小学校，中学校とそれぞれの分野で大変すばらしい作品ができましたね。みなさんの一生懸命

の姿が目に浮かび感心しました。ありがとう！これからも頑張ってね。 

○小中高と１つの会場での展示は珍しいことですね。震災の中での作品作り大変だったことでしょう。 

小中高と進むにつれ，内容が変化し，子供たちの成長もみられ，楽しくみさせていただきました。今後の技術・家庭科の発展を楽

しみにしています。以前，茨城で家庭科担当をしていました。 

2/15(金) 

○各部門でそれぞれ工夫して作った事が感心しました。３０年前位になりますが，娘が中学生の時に夏休みに洋服を作り，市の作

品展に出品された事を思い出しました。娘は３人の子持ちになり，上の子は中学２年生になりました。忘れていた頃が思い出され

て，ありがとうございました。 

○せっかくかいた制作者のメッセージが展示場所の関係でみえません。 

2/16(土) 

○今回初めて見学させていただいきました。一つ一つ丁寧に作られていてすばらしいと思いました。 

○モモジの絵本の完成度が高くて，楽しめました。 

○みんな上手でびっくりしました。 

○中学校，高校生の作品はとてもすばらしいと思いました。実習記録もよくできていて，私が中，高の時はこんなことやったか

な・・・と思い出してみることができました。 

○自分の息子の作品が飾られていてとてもうれしかった。 

○どの作品も１つ１つ丁寧に作られていてとてもすばらしかったです。かわいらしい作品の数々に感動しました。学生さんたちの

才能や想像力に驚かされると共に，私達自身も何か作ってみたいと思いました。ステキな時間をありがとうございました！ 
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2/17(日) 

○かっぱの絵本とかいろんなことが楽しかったです！ 

○子供たちの励みになるのでこれからも続けてほしい。 

○安住さんのランチョマットとてもステキです。夏の夕暮れに，きっとステキな食事になることでしょう。想像しただけでもとっ

てもロマンチックですね。ますます針を繕って色々な物を作ってくださいね。ずっと続けてね。 

○中学生の作品はとても上手に仕上げてあり，創意工夫，発想がすばらしく，楽しませてもらい，また，感心するものがありまし

た。 

○いろんなことを学んでいるのですね。子供さんとは思えない作品に大変感動しました。大人も学ぶことが多くある作品でした。

本当にすばらしい！！ 

○子供達の豊かな想像力に感心させられました。 

＜グリーンプラザ プラザギャラリー(N)＞ 中学校技術・家庭科（技術分野）展示ブース 

2/13(水) 

○いろいろな作品があり，感心しました。勉強も大切ですが，こういったことも子供の才能を伸ばす上で必要だなと改めて思いま

した。 

○時間があったので見学させてもらいましたが，生徒さんたちの作品を見てこのような展示会があることを公表に皆様に見てもら

ったほうがいいと思います。 

○どの作品もできがすばらしく感心させられました。 

○なかなか良い作品が多く，自分の若い頃と比べて感心。 

○子供の作品，ほのぼのとした気持ちでみられました。また改めて子供の成長を感じることができました。来て良かった。 

2/14(木) 

○各人の年齢やテクニックの優劣を超えて，一つの目標に向かい進む各人の熱い想いと願いがよく伝わってきて，胸にズシリと響

き感動を覚えました。 

○大変できが良いです。今後もがんばりましょう。ありがとう。 

○毎日の仕事ですが大変です。これほどにもできることが私たちの仕事を，または日常の事，忘れさせるとは知りませんでした。

子供の成長を見たようと思います。 

○小学生らしい，中学生らしい，高校生らしい作品が明るさを感じました。出展票を個人の手書きであることがあたたかみがあっ

たので，小学生の方も子供の考えで手書きの記入をしてもよいと思います。 

○すばらしい作品でした。 

○皆さんすばらしい作品を作られていてよかったです。 

2/15(金) 

○小学校とちがって内容はバラエティーにとんでいますね。とても一生懸命さが伝わってくる作品が多かったです。たのしい作品

がいっぱいでとってもよかったです。 

○楽しんで作っている様子が目に浮かびます。ありがとうございました。 

2/16(土) 

○他の学校の人たちのいろいろな作品を見て，アイデアや発想力の豊かさに感動しました。 

○すばらしい作品ばかり。不要なものをポイポイ捨てていた私は反省し，この子供たちはこの経験から，物を工夫して作るという

豊かな生活を送るだろうとうれしく感じました。 

2/17(日) 

○中学校の技術・家庭の作品が選ばれたので嬉しかった。  

○６年前に娘の作品を見に来た時も皆さんの作品がすばらしく驚きましたが，今年は息子の作品を見に来て，ますます皆さんの作

品のできに感心してしまいました。なかなか目にすることがないので良い機会だったと思います。 

○他市で教員（特別支援学級，中学校）をしています。通常学級の生徒の取り組みをこうして一同に目にでき，勉強になりました。

市内の特別支援学級からも何点ずつかでも出品があると励みにも，相互理解にもなるので良いと思いました。 

 


