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平成19年度 仙台市小中高家庭科，技術・家庭科作品展 ご意見・ご感想 

2月13日(水) 

○個性的な作品が多く感じられた。色彩感覚，アイディアがあった。 

○どれも上手につくられていて感心しました。 

○学童の作品の展示はなかなか見られないのでグリーンプラザで展示されたことで手軽にみることができました。この様々な手作

りが小学生のときから大好きでした。とても楽しい作品が多くて大人の私も参考にして作りたいものが数点ありました。手作り

は本当に作った人の気持ちがいっぱいつまっていて心の中がこちらにまで伝わってきました。ありがとうございました。 

○皆，一生懸命に作品づくりをしている様子，微笑ましくみさせていただきました。 

○男子でも立派な作品が見られて感動です。 

○どの作品も上手でした。 

○子どもたちが作った作品はとても上手くできていました。本作り，布の本またはケーキなども感心させられました。うれしかっ

たです。ありがとうございました。 

○とてもすばらしくてびっくりしました。（74才） 

○来て良かった。 

○孫の作品を見に来ましたが，５，６年生でこれまで綺麗にできあげるとは思いませんでした。皆さん，この年齢になるとこうい

うものも作れると感心させられました。 

○子どもの作品が展示されたので初めて見に来た。子供らしい工夫がされていて，どの作品も素晴らしかったです。 

○とても真心のこもった作品展で感動しました。浴衣の剣先もきちんと出来ていた。 

○小さい物・布のリサイクル用も利用したりして作った物が非常にアイディアを生かされて感心しました。自分にも参考になりま

した。 

○子どもたちの作品にしてはすばらしいと思います。特にアイディアがいいです。 

○夏休みの宿題の参考にしたいと思います。 

○子供とたまたまきたのでとても喜んでいました。特に布で作った本には夢中でした。 

○子供たちの楽しい作品を見て心が和みました。とても素晴らしい作品ばかりでした。 

○孫の作品は 高ですね。普段目にすることができなくなっている一面を見れたようで,とても満足しております。でも，後ろの

方の並びだったので，名前が探しづらくてこの事が少々残念に思いました。今後とも続けて下さいね。 

○ゲームやパソコンだけでなく，手先を使っての物作りなどをすることは良いことと思う。 

○全体的にレベルの高さにビックリしました。特に木工が優れていました。 

○丁寧な手作りの作品やＣＧアニメーション等，興味を持つとこんなにも一生懸命に取り組むのだと感心しました。 

○大人でも出来ないことがたくさんあり感心しました。今後も頑張ってください。 

○木材を使った作品の割に女の子が多く，とても上手に作り上げていてびっくりしました。男の子はやはり，いすなど大きな作品

で力強さを感じます。 

○非常に良かった。材料などが分かればもっと良い。 

○ものを造ることで新たな発想が生まれるなどメリットがあり，小・中学生にとっては必要な時間（カリキュラム）です。 

○子ども達の発表の場としてとてもすばらしいと思います。 

○中学生とは思えないような出来映えで感心しました。 

○身近な木工製品であるが随所にポイントが効かされていた（工夫）創意が掘り下げられるとなお良かったと思う。 

○良くできていて，よかった。 

○現在の中学生はいろいろな物に興味を持つことは良いことだと思います。また，理科等の実験を多く取り入れてください。 

○この催しも歴史がありますね。いつも子ども達の夢を感じます。 

○女子の作品を見て手作りが少ない中，丁寧に作った作品をうれしく思いました。 

○懐かしかったです。 

○木工好きだった幼い頃の自分を思い出しました。私より60歳も若い子ども達の作品を楽しく拝見しました。 

○良く工夫された作品だと思います。 

○子供（生徒）達の日常の生活（努力）が伝わってきてとても感激しました。 
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○今の中学生はこんなに作れる！！と驚いています。きちんとした作品が多いのに感心しました。 

○作品展の一点一点に子供達の一生懸命に取り組んだ姿が作品に見られ，うれしかった。本展示会が以後も継続され，市民にＰＲ

され参加（見学）されるようになればと思う。 

○手作りの良さが出ています。 

○毎年見させてもらっています。 

○それぞれ力作で感動しました。 

○この会場で行われているとは全然知らず…。時の移り変わりを感じます。特に手作りのスピーカーなどが 近作りあげたばかり

でしたので，特に興味深く拝見しました。穴あけの位置，紙筒の使い方，ステキなサウンド聞けるといいですね。 

○ものづくりの楽しさが良く伝わってくる製品でした。（木工／キーホルダー鋳造） 

○家庭科の作品はゴミを出さないようにとジーパンでいろいろ工夫されたバックや子供の発想には驚きです。 

○技術の作品は私も作ってみたいなーという作品もあって楽しく見せて頂きました。私でも作れるような身近なものもたくさんあ

りました。 

2月14日(木) 

○家庭科，技術の内容の多様さに驚きました。指導者の技量の素晴らしさに感激しました。もっと広いところで多くの作品をと・・。

○初めて拝見いたしましたが，小学校５～６年生の感性の豊かさには（アイディアを含む）ただ驚いています。さすがに高学年は

しっかりしていますね。皆さん，頑張ってね。 

○いろいろな作品があって楽しかったです。 

○それぞれが丁寧に縫い上げております。これをきっかけに洋裁が好きになるかもしれませんね。 

○みんなの作品が上手なので驚きました。孫の浴衣の作品をみて，これを着たらさぞ可愛いのでは・・・早く着たところをみたい

と思いました。 

○作っている姿や完成したときが想像できて，見ていて楽しい。 

○いろいろ工夫をして作っていますね。どれも良い作品です。 

○力作ものが多く，それぞれにとても上手にすばらしいものが提出されていた。先生方の指導に頭が下がる。これからもっともっ

と向上をむくようにこのような展示などを出してほしい。 

○アイディアもたいしたものだが，基礎もしっかりしていたので驚く。 

○クロスステッチについて，作品を創作するに当たり，とても大変だったようですが，作品全体の印象や，気づきの点等をお知ら

せいたします。作品のテーマはレベルの高いものであり，今後さまざまな風景，動物，人物などに挑戦されてはいかがかと思い

ます。人間には，何か才能のようなものがあると思いますので，これからの人生，道を考えながら，さらにすばらしい作品を多

くの人に見せてくださればありがたいです。これらの作品，創作活動を通して，多くの人に幸せ，喜び，感動を与えられるよう

頑張ってほしいと思います。 

○エプロンなど同じものでもひとりひとり工夫がしてあり，すごいと思いました。 

○技術：きれいな作品が多いが，昔のように少々いびつでも工夫して努力して作ったようなものが少ない（時数の関係上仕方がな

いのだろうか） 

○家庭科：昔のように衣・食・住だけではないことが 近の出展作品から感じ取られる。 

○作品の素晴らしさに感動しました。 

○皆さん小中学生とは思えないほど良くできた作品ばかりで楽しませて頂きました。 

○作成についてのコメント大変立派です。情報とコンピュータの分野，中学生の作品と思えない素晴らしい力量に感心しました。

○どの作品も素晴らしいです。 

○中学生諸君，頑張っている様子がわかりました。 

○自分の子供の作品が展示されているということで見に来ましたが，たくさんの中学生が作ったとは思えない出来にびっくりしま

した。 

○これが中学生？と思えるくらいハイレベルな作品に驚きました。 

○整然と並べられていて良かった。 

○アイディアいっぱい持っていますね。感心しました。特にパソコンによるいろいろな情報はすごいですね。 

○これが全てでないでしょうが，街中に展示されるのは大人も子供も助かる。 



3 

○子供達のレベル（技術）が，わからない。３年生だけ集中的に見たかった。 

○特徴性が見えなかった。 

○普段先生達にお会いしても，ほとんど学校のＰＲはない。建物の中で何が行われているのかさっぱりわからない。子供はみんな

大きくなり熟年生活。しかし物作り人生50年です。 

○中学生達の作品には大変感心しました。真面目な真剣な心が伝わりました。 

○昔なつかしいレトロな物から，情報の 先端を行く，Web ページの制作まで，素晴らしい作品があり，楽しい。トランジスタの

ハンダ付けがなつかしく思った。 

○自分の時代に比べ創造する対象物が多数あり，拝見して楽しく感じました。 

○今日，ＴＶゲーム，パソコンが主体の遊びと考えられていたが，中学生が昔から変わらない工作に取り組んでいることに嬉しく

思いました。 

○努力のあとが感じられて素晴らしいです。今後も物作りをしてください。 

○どれも中学生の作品とは思えぬ力作揃いで驚きました。 

○上手に出来ている製品が多いのに驚き。 

○小学生，中学生が造ったものとは思えないほど丁寧に作業をしているのに感心しました。 

○作品に自分たちのコメントがついていますが，どの子も一生懸命，工夫して作った気持ちが出ています。こんな作品展があると，

嬉しいですね。 

2月15日(金) 

○その昔，自分の作品も出品させてもらったことがありましたが，今時分の小，中，高の人たちの高度な作品に驚かされました。

○立派な作品が多くびっくりしました。素材や布地も考えて作っていると感心しました。 

○アイディアがすばらしい。特にミニカバンが。（作品名：小さなかばん屋さん） 

○高校生，大変上手に出来ていました。と，思ったら，小学生のもあったので，またまた小，中，高共に驚きました。本当に上手

に出来ています。 

○どれもすばらしい作品でした。楽しかったです。 

○孫の作品を見に来ました。スポーツをしている男の子なので，どんな作品を作ったのか楽しみにしてきました。とても上手に作

ってありました。 

○創意工夫の素晴らしさに感心しました。また，中学生の作品には，まじめに取り組んでいる様子が感じ取られ，とても良い勉強

になりました。今時の中学生はすごいなと思いました。ありがとうございました。 

○孫の作品，他の作品と比べても良かったなと思う。成長を感じる。もっともっと色んなことに励んでもらいたいと思う。 

○毎年見に来ております。年々作品に創意工夫が沢山あり，楽しくまた，こちらの参考にさせていただいております。 

○浴衣，今はミシンなのですね。私たちの時代とは違うのですね。 

○学習に予習にそして遊びに忙しいなかの力作，本当に感心いたしました。制作に頑張った子供さんたちをほめてあげてください。

出品各作品の素晴らしさに感心致しました。 

○良くできています。少しの布でもこんなにステキな作品ができるなんて！！ 

○他の人の作品はとってもきれいで迫力があったりするのが多く手すごいと思いました。 

○それぞれの年齢に応じた作品で学年があがるに従い，工夫の仕方や構成など，とても感心させられる作品ばかりでした。特に絵

本はどれも小さい子供に伝えようと考えられている用に思いました。 

○工夫して作っている作品がたくさんありました。 

○素晴らしい作品ばかりです。中学生の作品で，自分で作ったこの一品，家族での常々の様子が見えるようです。小学生の作品は

いずれも楽しい物ですね。 

○子供達が普段学校で作っている姿など見ることが出来ませんでしたが出来上がった作品を見ると一人一人一生懸命作った姿が

浮かびます。 

○東華中の学校紹介のパソコン，テレビ会社で制作しているような素晴らしい出来映えでした。作品制作してくれた子供さん達に

有り難うねの感情でいっぱいです。 

○自分の中学校の頃は，このような立派な作品を作れなかったと思う。本当に感動させられました。ありがとうございました。 

○皆さん苦労した点などをコメント書いていますが，書いてない学校もあり，やはり書いた方がいいと思いました。 
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○私の子供の衣「本立て」などの木工は経験しました。今回，ベンチやいすなど大きな木工作品が展示されているのを拝見して，

子供達にとって良い経験になったのではないかと感心しました。 

○東華中，パソコンでの学校紹介，次年度入学予定の現六年生の子供達に大型のスクリーンで見せてやりたいと思いました。本当

に素晴らしい学校紹介でした。できることなら当，展示会場でも大型スクリーンであればと思いました。 

○今やコンピュータなしでの生活は成り立ちがたく，また身近なものともなっている。「情報とコンピュータ」のコーナーの作品

については，情報社会の中学生に知識レベルがこうも高いものかと驚かされましたが，資源のない我が国として技術立地国とし

て生きる以外に道がないと思いますが，生徒の技術への関心を高めていただいている先生方にも敬意を表したい。全体的に素晴

らしいとの感想です。 

2月16日(土) 

○絵本とか夢中で読みました。おもしろかったです。作品はどれもすごく上手でした。 

○孫が外国に１０年も住んでいて，日本文化をぜひ見せたい。今度は孫を連れてきたい。 

○おもしろい作品や楽しい発想の作品が多く作ってみたいと思うものもありました。どれも苦労の後が感じられ，頑張って作った

ことがわかり，楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

○小学生とは思えない作品もあり，びっくりしました。それぞれが工夫されていてとても良かったと思います。 

○どの作品も丁寧に仕上げられていると思いました。 

○姉の作品を見てすごいと思いました。 

○たくさんのお母さん，お父さんのタマゴ達，きっと大人になったらやさしく，ステキな親になれそうな子どもたちの作品を見て

すごくうれしくなり，心が温まりました。素晴らしい作品ばかりで驚きました。 

○中学3年生の女の子の父親です。中学時代の良い思い出が出来ました。みなさんありがとうございました。 

○自分の作品づくりは頑張ったけど，自分よりも上手な人の作品を見てすごく感動しました。これからもたくさん作品を作ってい

きたいです。 

○みんなそれぞれ個性のある作品をいっぱい作っていてすごいと思いました。私も今度みんなの作品を見習って作ってみたいと思

います。 

○決まった材料で作るエプロン，袋物などではない物を展示してほしいと思いました。 

○娘の作品が出品され，初めて作品展を見ましたが，小学生とは思えない上手な作品や細かな部分まで一生懸命に作った気持ちが

とれる作品ばかりでした。中学生はさすがにとても上手でした。 

○作品のコメントをつけ間違えている物がいくつかあり残念でした。娘の作品も別の子のコメント用紙と入れ替わっていました。

○手作り絵本がすばらしかった。保育士ですが，恥ずかしくなり，もっと頑張ろうと実感した瞬間でした。それと，字のきれいな

子どもたちが多くて驚きでした（よかったです） 

○大変すばらしい作品ばかりで，とっても参考になりました。 

○毎年楽しみに見に来ます。こどもたちが作品を作っている時どんな気持ちかなと思うと，本当にうれしくなります。これからも，

ずっと続けて言って欲しいと思います。 

○一つ一つの作品から作り手の心が伝わってきました。何でも作品展があると子どもたちの励みになりますね。 

○同じ学校から同じ作品が出ているのもありましたが，やはり，個性的な作品の発想がおもしろいと思いました。ただ，商品化さ

れているキットのマネは展示するのはどうかと思います。エプロン，浴衣，袋物は布の使い方，デザイン，縫い方の工夫のある

ものが楽しく見ることができました。 

○とってもきれいな作品でした。家庭科クラブはとても楽しそうなのでぜひ入りたいです。 

○とってもきれいな物ばかりだったので何で作ったか分かりませんでした。みなさんとても綺麗な作品ですね。 

○いろいろなアイディアですごいと思います。 

○中学生・高校生の作品とは思われない位立派に出来ています。指導に当たった先生に頭が下がります。見学できて本当にありが

とうございます。 

○素晴らしい作品ばかりで，とてもびっくりしました。特に大きな椅子が良かったです。とても中学生が作ったと思えない位の出

来映えでした。 

○時間かけて出来上がりが良くできたと思います。 

○息子が出展しているので，足を運びました。授業の活動している様子が分かち小・中・高それぞれ子供達が真剣に取り組んでい
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ることが伝わりました。業者から提供された組み立て式の作品の割合が多いのは仕方ないことですね。 

○大人も出来ないような（小学生なのに）作品にはびっくりします。 

○それぞれの生徒さんが一生懸命作品作りに取り組んでいる様子が仮でわかりました。自分のアイディアを作品に生かすことはと

ても難しいことと思いますがよく表現されている生徒達がたくさんいらっしゃって驚きました。 

○皆さんの作品を見ました。立派にできていて感心しました。 

○創造性豊かな作品があり楽しく見ることができた。 

○制作中に苦労したことや工夫したことの本人自身のコメントがあり良かったと思います。 

○大変上手な作品ばかりで楽しく見させていただきました。 

○高学年は結構手が込んでいると思った。 

○子供の作品を見に来ましたが，やはり家庭科や技術の授業の大切さや必要性を感じました。授業数は少ない様ですが，大切なも

のだと感じました。 

○子供さん達が一生懸命作成している様子が伺えて，ほめてあげたいですね。 

○今，小中高校でどんな授業をしているのかがわかりました。一昔まえとは違うところがあり，新しい情報を取り入れることが出

来ました。 

○コンピュータがあるのに驚きました。 

○中学生が作ったって考えるとすごいと思います。いろいろな物があっておもしろかったです。 

○おもしろかったです。中学生とは思えない高度な作品が多くて楽しめました。 

○製作している子供達の表情，後ろ姿を創造しながら作品を見ていると，ほっとした気分になってきます。作品運営，大変お疲れ

様です。 

○よくわからなかった。 

○どの作品も丁寧で心のこもった作品に仕上がっていますね。 

○大変素晴らしい作品が多く，また，時々この様な機会を設けてもらいたいと思います。 

○すばらしい作品ばかりで感動しました。 

○どれも丁寧に作ってあり，素晴らしいです。とても大きい作品もあって驚きました。 

○みんな素晴らしい作品でびっくりしました。皆様大変上手にできており驚いております。 

○テーマを子供達に自由に選ばせたら？ 

○子供達の潜在能力に感銘した。 

○懐かしかったです。 

○中学生でも立派な作品を作るものなのだなぁ･･･と感心してました。 

○子供達が一生懸命に作った様子が感じられました。 

○とても工夫がこらされていて，とても良かった。 

○初めて見るが現代男性にもこの様な立派なものができるのかと感心しました。 

○木や，モーターを使っていろいろ作ってあって僕はびっくりしました。 

○授業の中でそれぞれの個性を大切にした作品を完成させている生徒，先生方の頑張っている姿が目に浮かびます。 

○ＰＣの雑学クイズは楽しかった。また，自分史の新聞も感心しました。有り難うございました。 

○初めて見に来ましたが，小中学校ともにとても想像力にあふれた作品で楽しめました。 

○中学生とは思えないように作ってあって感心しました。 

○各作品から一生懸命に作品作りに取り組んだ様子が感じられて良かった。各校の優れた作品を見た学生には大変参考になり，良

いと思う。 

○学校の子供の様子を親子で見にきている方々が多く，いい機会であると思った。また，知り合いがどんな指導をしているのか，

という視点でも見ることができた。 

○どの作品もよくできていて感心しました。 

○多数の大作作品を見て，将来が楽しみとなる有望な作品ばかりでした。 

○さすがに上手ですね。（木工）（機械工作） 

ただ，キットを組み立てた作品が並び，もっと素材やデザインが自由に作られていたなら個性が出て良かっただろうに，と思う
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作品が多かったのが残念です。特に，木工は，後ろからも見たり，目印線を消し忘れない様にすると完成度が上がります。 

○とても上手でどうやってつくったかわかりません。なので，どうやって作ったのかをお聞きしたいです。 

○みなさん工夫をして作品を作り上げて，すごいと感心しました。 

○子供達のがんばっている姿を感じました。 

○中学生になるとラジコンやライトを自分で作れることを知りました。すごかったです。 

○生徒が作ったものと思えない作品がたくさん展示されていて，とてもすばらしいです。 

○高学年ともなるといろいろ考えてすばらしい作品が多く，おどろかされました。 

2月17日(日) 

○力作が多くてびっくりしました。これからの作品作りに役立つように思いました。 

○中学生の素晴らしい作品を見て感動しました。今後もこのような作品展があれば，来てみたいと思います。 

○よく出来ていました。小学校，中学校，高校，各アイディアに思いつきました。 

○子供のアイディアの素晴らしさに驚きました。 

○どの作品も素晴らしいです。感動致しました。これからも頑張ってください。ありがとうございました。 

○楽しく見学させていただきました。 

○小学校から中→高と見たのですが，それぞれすばらしく，よく出来ていて感心しました。子供も良い影響を受けたと思います。

○皆，オリジナリティーにあふれていて，その人の個性が出ていて，見るのが楽しかったです。自分の作品が出品されなかったの

が残念です。 

○目の保養になった。 

○皆さん素晴らしい作品です。ジーパンなどリサイクルしてバックにしたり工夫してあります。 

○トートバックや絵本などを色んな工夫の仕方で作っていてかわいかったです。特に，入り口の所にあった浴衣がとてもきれいで

すごいと思いました。 

○みんな心を込めて作っているのだな～。 

○これからも子どもたちの企画を増やしてください。 

○子どもたちがそれぞれ工夫して一生懸命作っていることに感動しました。たくさんの作品が見れてとても楽しく，こういうアイ

ディアを生かしたいと思いました。 

○技術力の高さにびっくりしました。制作に向かう素直な姿勢がすばらしいです。 

○どの作品も丁寧によく頑張った様子が伺えました。 

○皆さん上手で大変驚きました。 

○どの作品も力作揃いですばらしいです。 

○私の作品が展示されていたのですが，みんなの作品も可愛いな，こういうのもできるのだなと，感心しました。 

○力作揃いですね。指導された先生方も素晴らしいと思います。手作りの作品は味わいもあり，あたたかいですね。 

○とっても頑張って，心のこもった作品が沢山あってびっくりしました。 

○いろいろな作品がありおもしろかったです。 

○すごく上手でした。 

○私の作品は横にはるのに，縦に貼ってあって違いました。ちょっとがっかりしました。 

○手芸からパソコンまで，今の子供達は本当に器用で，賢いなと思います。これからもどんどん得意なところを伸ばしてあげられ

たらと思います。 

○力作揃いでびっくりしました。これほしい！と思う物もあり，参考にもなりました。物作りは特に生活に利用できる物だと生徒

さんも楽しいでしょうし，家族も喜びますね。 

○すごくおもしろかったです。 

○すごい作品がたくさんあって，いろいろな工夫がされているのがわかっておもしろいと思いました。また，やってほしいです。

○スピーカーなど見れて良かった。 

○木工や電気，大きい物から小さい物まで色々な物がありびっくりしました。 

○同じ年頃のお子さんの作品を見れてとても感激です。指導した先生も大変だったろうと（うちの子の様子で）思います。新年ま

たありましたら今年，４月から中学に入学する娘と来たいと思います。 
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○中学生の作品を見ました。こんなに大きな作品を学校で作っているのに驚きました。パソコンの作品も感心してみることが出来

ました。 

○力作揃いでアイディアや努力が見られました。見ていて楽しかったです。 

○昨年も作品展に伺いましたがそれぞれ出品作品に感心して帰りました。 

○個々の個性がでていて感動しました。 

○とてもすばらしい作品ばかりでした。わたしも勉強になりました。ありがとうございました。 

○素晴らしい作品がたくさんあって楽しませていただきました。「情報とコンピュータ」が技術・家庭科の作品とは今時と感じま

すね。 

○とても素晴らしい作品ばかりでした。 

○素晴らしい出品に感心しました。 

○全員が丁寧な作品を心がけていたと思います。 

○この様な展示会があることを初めて知り来て良かったです。 

○学校別で取り組みが違うのですね中央に飾ってあったリクライニングチェアーは本当にリクライニング出来るか動かして見ら

れたら良かったです。大作ですね，ベンチも素晴らしかったです。 

○アイディアが豊富な作品がたくさんあって楽しかったです。 

○皆すばらしい作品でした。作るまでの過程など大変だったろうなと思うのもあり，子供の創造性のすごさを感じます。めったに

こういう物を見る機会はないので来て良かったです。 

○自分たちの頃と比べて制作の対象が広がっているのにびっくりしました。今はコンピュータのプログラムも作るんですね。 

○学校の授業時間内に制作したものでも完成度が高く実用的で実際に使えそうなものが多いと思いました。 

○どの子供の作品も熱心に作ったのが伝わってきます。大変だったところも頑張ってすばらしい作品に仕上がっています。 

○とても素晴らしい作品ばかりでびっくりしました。大きな作品が多くて本当にありがとうございました。 

○椅子がとても素晴らしかった。 

○それぞれに個性的な作品がありしっかりと大作に取り組んだ物もあり楽しませてもらいました。これらの授業を通してものづく

りの楽しさと大変さ大切さを学んでほしいものだと思います。 

○オリジナリティーのある作品が多く感心しました。小学生のアイディアが中学生にも勝る勢いがあり驚きました。技術の作品に

ついては木工・電気・コンピュータもう少し専門的に引っ張っていってあげても良いのではと思いました。 

○子供達の力を見せていただきました。あわせて，ご指導いただく先生方に感謝いたします。 

○展示会の作品の良さに感心しました。 

○良い作品ばかりでした。 

○皆さん，中学生とは思えない出来映えでした。作って楽しかったという感想が多かったので今後も授業でたくさんできたらいい

と思いました。 

○工業高校の男子生徒がパジャマを上手に作成したのにびっくり。 

○設計がすごい。情報とコンピュータがおもしろかったです 

 


