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平成22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 プラザルーム（Ｓ）＞ 小学校家庭科展示ブース

2/15(火)

○工夫のこらされた作品も多く，感心しました。とても丁寧に頑張って作った様子が伝わります。製作風景の写真なども，良かっ

たです。

○自分の時代と比べてみて家庭科の内容も変わったなと感じます。特に子供達の発想力に驚きました。

○このような作品展が毎年開催されていることを知ることができてよかった。あまり，宣伝されていないのが残念です。

○６年生で上手に作っていますね。ほめてあげたい

2/16(水)

○小学校からミシンを使用することでびっくり。皆さんとても初めてとは思えないくらい上手に作り上げていますね。

○子供達が一生懸命に作品を作ったのがとても印象深く思いました。子供が小さかった頃を思い出しました。とても上手にでき上

がっていました。

○子供達の作品を見て，久々に自分もやってみようという気持ちになりました。みなさん，工夫されていてすばらしかったです。

○あの長い枕に寝たらぐっすり眠れそうな気がしました。ケーキおいしそうでしたね。

○どの作品も上手でした。私は子供から聞いてはじめて見に来たのですが，もっとたくさんの人に見てもらいたいと思いました。

○小中学生でも，こんなに上手にできるんだと，とても驚きました。

○とてもすてきな作品ばかりで感動しました。皆さん頑張っている姿が目に浮かぶ様です。

○今日は子供の作品を見に来ました。よく工夫していたので，帰ったらほめたいと思います。他の作品を見るのも今後の参考にな

るので，子供達にも見せたいと思います。

○この頃，若い人が派手な格好をしてだらーっとして楽しんでいるのをよく見かけていましたが，この作品を見て，若い人を見直

しました。

○とてもすばらしいですね。いろいろなアイディアがお見事です。大人顔負けの作品に驚きました。

○孫の作品を見に来ましたが，皆さんすばらしい作品で感動いたしました。

○エコを考えた作品，日常生活の中のものをとらえた作品など，子供の目線は大人の姿を見ていると感じました。ありがとう。

○同じ作品でも苦労したところが色々で，一生懸命作った様子が分かります。

○とても子供達が作ったとは思えない作品ばかりで，びっくりしてます。

○バックグラウンドに軽音楽が欲しい。

○小学生の作品とは思えないすばらしい作品ばかりで驚きました。子供達には，継続して取り組んで欲しいですね。

○皆さんの作品が上手でびっくりしました。子供も他人の作品を見て自分でも挑戦してくれたら幸いと思いました

○とてもかわいいものばかりでびっくりしました。自分でもまねしたいと思いました。

○私も手芸が大好きです。すごく上手にきれいに出来上がっています。素晴らしいです。こんなにうまくできるんだなあと感動し

ました。

○小学生も中高生も発送のすごさ・色彩の鮮やかさに驚きました，どれもすばらしいの一言です。ありがとうございました。今後

も楽しみにしております。

○こういく場に展示されると子供達も喜ぶと思いました。皆さん上手でびっくりしました。

○ハンドメイドは暖かくて心まで温かくなりました。どれを見てもすてきな作品ばかり。これからもいっぱい作ってくださいね。

○仙台市内の児童の作品が展示されることはお互いの励みとなると思います。長く続けられると良いと思います。

○家庭科の時間内に針運びを覚えるのは大変だと思いました。しかし，皆上手に頑張って作品を仕上げていました。

○中学校は家庭科の時間に男女一緒に同じものに取り組むのでしょうか。小中高それぞれの段階ですごい向上心が見られました。

今日は楽しく拝見させていただきました。ありがとうございました。

○皆すばらしい作品です。テレビゲームなどしてないで一生懸命作ったのでしょうね。感心しました。

○みんな上手にできていましたね。刺し子は針目がきれいにそろっていました。

○子供ながら，刺し子，細かな針使いがよくできていて良かった。また，これを完成するまでの先生方の御指導も大変だったので

しょうね。色々見せていただき，今の子供達の様子が分かるようでした。ありがとうございました。

○バスタオルでできたパジャマが良かった。（肩のボタン２つ，脇が開けていて良い，バスタオルを使っているのがなお良い。）

○チェックのベージュの手提げが良かった。持ち手が二つついていて布が２枚取りで良い。マジックテープ・タックが良い。

○リバーシブルバック柄，形おもしろくて良い。

○素晴らしい作品ばかりで心が温まりました。作品を作りたくなるような気持ちになりました。感激しました。

○とても良い作品でびっくりしました。テレビで知りました。来年も楽しみにしております
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2/17(木)

○今日偶然に作品を見て，とても小中高生の作品とは思えない素晴らしい作品に触れることができました。自分もまた，子供が小

さかった頃を思い出して，作ってみようかな…。ありがとうございました。

○授業で作ったものを出品している学校もあれば，好きなものを作らせている学校もあるため，製作時間に差があるように思いま

した。

○色遣いがとても明るく気持ちよく感じられました。縫い方も丁寧でよくできているのでびっくりしました。これからも，楽しく

続けて欲しいと思います。

○作品は良くできているのがいいのだけど，何かもうひとつ工夫があったらいいね。

○子供達の作品一つ一つ一生懸命製作しているのに心打たれました。子供達の素晴らしいアイデア，そして丁寧に作っているのは

いつまでも続いて欲しいと思います。

○色々な作品があり，手作りの暖かさを感じました。また，おもしろいアイデアのある作品など，まねをして作ってみたいと思い

ました。皆さん上手に作ってありました。

○楽しく見ることができました。もう少し，期間が長いといいなと思います。ありがとうございました。

○みんなすばらしい作品ばかりで，とても楽しく見せていただきました。どうもありがとうございました。

○とても美しく作品が作られていて，驚きました。

○一つ一つ作品を丁寧に仕上げられているのにびっくりしました。また，工夫をこらし（同じ作品でも）ているのに感心しました。

○80歳になります。今の人はしないと思っていましたらするのですね。やった方が自分のためになりますのでどんどんした方が良

いと思っております。

○いつもすばらしい作品が展示されています。励みになる作品展，長く続きますよう祈っています。ありがとうございます。

○子供達のアイディアあふれた作品がとてもすばらしいです。中学校の作品も見させてもらいましたが，小学校の作品の方が見て

いておもしろいと感じました。また見てみたいです。

○小学校１年生２年生の頃に知っていたお子さんが立派な作品を仕上げているのを見て感激いたしました。どの子も良いできばえ

で，先生方のご指導に感謝します。

○小中学生の作品とは思えないすばらしい作品がたくさんありました。発想が豊かで配色がすばらしいものがたくさんありまし

た。子供達が丁寧に一つ一つ根気よく取り組んだ姿が目に浮かびます。

○小学校のガチャピョンきれいでした。

○針仕事が上手にできていて感心しました。

○とてもしっかり作られていてびっくりしました。

○手仕事のいい点をたくさん見つけることができた作品展でした。一針縫う喜びを子どもの頃から体験できるのはすごいことで

す。皆さんの作品の一つ一つからいっぱいの元気をもらいました。ありがとう。

2/18(金)

○皆さんとても上手でびっくりしました。

○子供の作品とは思えないほどすばらしく，丁寧な作品に驚きました。研究のまとめもよく調べてあり，すばらしいです。家庭科

の授業は，日本の文化を知る上でとても大切と改めて実感しました。これからも子供達の発表を楽しみにしています。

○学年に応じてよくできていました。色々よく工夫して作っていると思います。針を使えることは良いことだと思います。自分で

作る楽しみがあって良いですね。自分で作ったものを自分で使える喜びがあると思います。

○とても上手でびっくりしました。色合いが優しく，デザインも工夫されていて，一生懸命作っていた顔が想像されました。

○このような作品展示会を多くしていただきたい。

○大人でも考えつかない作品の数々に元気をもらいました。バスタオルで附田ベスト，ふわふわ猫ベッドなど，まねして作ってみ

ます。

○どの作品も手が込んでいてアイディアがいっぱいで感心しました。これからも頑張って作ってくださいね。私も針仕事が好きだ

ったので，70歳を過ぎた今も毎日仕事を気にしています。

○本人のも良かったし，他の皆さんのもすばらしい。完成が若々しく，楽しく拝見いたしました。

○とても子供の作品とは思えないすばらしい作品でびっくりしました。

○手作りっていいですね。私も好きです。同じ作品がなく一つ一つの味がありますね。

○子供達の授業が期待されますね。本当によくできていますので。

○小学生なのに手の込んだ物を作っていてびっくりしました。

○皆さんとても上手に作品ができ上がっています。

○起用に作品を作っていて感心しました。野菜・果物・ケーキなどのフェルトの作品が気に入りました。
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○皆さんとても上手に工夫がありすばらしい。

○一生懸命作った作品だと心に伝わってきました。子供達の器用さにはびっくりさせられました。これからも手芸を楽しんで手作

りをして欲しいと思います。

○男の子も一生懸命縫ったりはったり初めてミシンを使った子も作っている様子が見えるようです。もっともっと続けて欲しいで

す。

○手芸の好きな65歳のおばあちゃんです。なかなか手がつけられずにいますが，これをヒントに手を使ってやってみたいです。

孫と一緒にやれたら楽しいだろうね。また楽しみにしています。

○電力ホールでからくり展をみているうちに，作品展示会場に来ていました。小中高の作品を見て，皆さん一人一人の物作りのが

んばりと楽しさが伝わってきました。手仕事は作り終わる喜びややりがいを育ててくれると思いました。とても素敵な作品でし

た。

○どの作品も一生懸命作った姿が目に浮かぶ作品ばかりで，小学生も中学生もこんなすばらしい作品がつくれるのか，レポートを

仕上げられるのか，と感心しました。私自身，何十年も前に何度か出品した思い出がよみがえり，その姿と重なり，懐かしく思

いました。

○とても工夫されていて，丁寧で，デザインや発想がすばらしいです。ありがとうございました。

○高学年とはいえ，小学生でこれだけすばらしい作品とは大人顔負けです。

○一生懸命初めての縫い物を頑張ったのがすごく伝わりました。楽しんで作っているところもよいですね。

○すばらしい作品がたくさんあって感動しました，これ欲しいなあという作品がありました。

○皆さんとても上手に作っていますね。大人顔負けの作品もありました。これからもいろんなアイデアを実現させてくださいね。

○とても上手にできていると思います。私もミシンを使う仕事をしていますが，アイデアがなかなか浮かばず…参考になりました。

○エプロンにフリルを付けたりなど，工夫されているなと感心ました。

○孫の作品を見に来ました。みんな，上手なできばえに感動しています。

○ミシンがけ等一生懸命かけている様子がうかがわれました。達成感を感じて手作りが好きな子になって欲しいです。男の子の手

芸品もあり，うれしく思った。

○私には子供がいないので，久しぶりに学生に戻ったようなさわやかな気分にさせてもらえてうれしかったです。とても丁寧に一

生懸命作っているのが想像できて，見ていて私もうれしくなりました。少し元気がなかったのですが，作品を見させてもらって，

皆さんの元気をたくさんもらってよかったです。どうも，ありがとうございます。

○帽子，上手です。どれもたくさん努力していて感激です。手芸は根気ですね。

○小学生とは思えないほど，上手に工夫して作っていますね。孫の夏休みや冬休みの作品作りの参考になりました。とても上手で

す。上手，上手。

○使い古した衣類を再活用した小学生の作品には，すばらしいものがありました。物を大切にする気持ちがたいへんよいですね。

○いろいろ工夫されていて，すごいなあと思いました。児童の創意と一生懸命さに感謝いたします。

2/19(土)

○どの作品も丁寧に作られていて，すばらしい作品展でした。お子さんなりの工夫もあり，見ていて楽しかったです。

○色々な学校の作品が見られて，よかったです。

○バッグもぬいぐるみもエプロンも配色がよかった。きれいに仕上がっています。

○小中学生とは思えないほど，レースとかアップリケも上手に使ってすばらしかった。

○田子小学校５年生のスイーツの作品がとても上手でした。

○一針一針丁寧にできて素敵でした。ありがとうございました。

○自分が小中学校の時のエプロン作りを思い出しました。まだやっているんだなあと。それぞれの作品，本当に素敵でした。好き

なこと，どんどんしてください。

○小学生とは思えない作品で驚きました。

○アイデア満載で，どれもこれもすばらしかったです。大人の私でもとてもこの図案にはかないませんでした。これから頑張って

ね。

○一つ一つの作品に個性があって楽しめました。手芸好きの娘も，同年代の他の子供達の作品を見て，良い刺激になったのではな

いかと思います。

○初めてきましたが，色々な作品があり感心するとともに，楽しませてもらいました。ありがとうございました。

○お姉ちゃんの作品「サンチェ」を見に来た。とてもよかったと思う。

○技術・家庭科において物を作る楽しさを学ぶ，教えることはたいへん大事だと思います。物を作る過程，作り方をノート等にま

とめることは，物を作る以上に大切なことと思います。ぜひ，ノート等にその過程課程をまとめることを教えてください。
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○高学年の作品はまさにプロ並みです。みんな上手ですね。

○夏休みから手芸に興味を持ち始め，自分で作り出展することになりきてみました。中学生のレベルの高さにびっくりしました。

2/20(日)

○どの作品もアイデアがすばらしく，とても感心しました。あまり年齢には関係ないのだと思いました。素敵な作品を見せていた

だいてありがとうございます。

○数々のアイデアと工夫，懐かしく，楽しく，個性のある作品展でした。

○今の生活の中で，こんな取り組みをしていることにびっくり。アイディアもすばらしいしい。手作りっていいですね…。

○発想と，世界に一つの作品でたいへんすばらしいと思いました。

○個性あふれる作品になっていて，楽しみながら製作している姿が目に浮かびました。

○皆さんのすばらしい作品を見させていただき，とても感動いたしました。

○それぞれきれいに作品ができていると思います。

○みなさん，とても良くできていました。我が子が出展されたので見に来ました。初めて知りました。

○たいへん良くできていますね。本当にびっくりしました。

○一つ一つの作品が大人でもできない物がたくさんあり，感心いたしました。

○子供達のすばらしい作品に出会い，感動しています。ますますの発展を期待しています。

○皆さん，それぞれの力の範囲で頑張っているのが分かり良かったです。

○いろいろな工夫のあるオリジナル作品がとても上手で良かったです。

○子ども個人の考えの作品がおもしろかった。

○アイディアがすごく良い作品達でした。

○沖野小の６年生Ｓさんの作品は脱帽です。大人でもできない。刺繍が好きなのは一目で分かりました。

○たくさんのすばらしい作品ばかりでした。大人が見ても参考になりました。アイディアがたくさんでした。

○細かいところまでみんな丁寧に作り上げていて感心しました。

○興味が広がるので，このような展示をどんどん行ってください。

○子供だからといって侮ることのできない，レベルの高い作品ばかりで驚きました。刺し子を使ったマットなども，技術を伝えて

いく上で大事なことだとも。

○毎年見ていますが，とてもすばらしいです。また来年も見に来ます。

○色々かわいいのがあって，ゲームもあって本当にかわいかったです。楽しかったです。またてください。

○みんな色々工夫して作ってあるので，驚きました。キャンディーのカレンダー等便利ですね。

○とても丁寧に仕上がっていて，驚きました。

○小学生にしてはとてもきちっとできていて，たいへん上手だと思いました。

○すべての作品に感動しました。よく頑張りました。

○小学生，中学生，高校生，それぞれの力作に感動しました。創意工夫をこらして，工夫している様子がうかがえました。

○皆さんとても上手です ○どの作品も色使いがきれいでとても素敵でした。見ていて楽しくなりました。ありがとうございます。

○私にも作れないほどの作品やアイディアでびっくりでした。とても上手です。

○力作がたくさんあり，驚きました。

○おみごとの一言です。

○どれもりっぱなさく品で驚きました。一針一針一生懸命に頑張った様子が伝わりました。

○色々な一の個性があって，良かったです。

○小学校の作品展を見せていただきました。想像以上の力作がたくさんあり，見応えがありました。学校で一括注文するキットも

よいですが，それ以外の作品の方が，個性がよく表れて素敵でした。とても楽しめました。ありがとうございます。

○自作やキットなどの作品の中に自分なりの思いや表現が工夫されている作品が多く見られ，感心しました。

○児童生徒達の頑張りに脱帽である。特に小学生の技術の高さに驚いた。

グリーンプラザ プラザルーム（Ｎ）＞ 中学校技術・家庭科（家庭分野），高等学校家庭科展示ブース

2/16(水)

○今はすべてパソコン，携帯電話，TV，欲しいものはお金を出せば手に入る。しかし，基本は人間の手と知恵から生まれたもの…

子供の手提げ袋はママの手で。そこには心を込めた暖かさを感じます。今だからこそ必要です。先生方の愛と努力で人間愛に満

ちた大人へ成長させてください。お願いします。

○拝見させていただきありがとうございました。どの作品も心を込めて頑張ってやったすばらしさが出ています。教える先生も大

変でしょうけどますます作品が磨かれるよう頑張ってください。
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○楽しそうでとても見ていても楽しめました。皆さん上手で感心しました。おいしそうでした。何日くらいかかったのでしょうか。

ケーキ寿司や弁当もずいぶん難しそうなのもありましたが。

○年代の差を感じながらも孫達の一生懸命に作る姿が目に浮かぶ，うれしい展示会でした。ハッとするような思いつき，忘れてい

たいろんな思いに気付かされました。

○家庭分野Ａに子どもの作品がありました。工夫して作ったのが分かりました。他にもいろいろな作品があり，参考になりました。

○どの作品もレベルの高いのに驚きました。縫ったもの（衣類）については親の手がかなり入っているのではないかとおもうもの

もありました。

○アイディアが豊富でかわいい作品が多数あり，すごいなあと思いました。

○今回我が子の作品が展示されたので，初めて見に来ました。個性あふれる素晴らしい作品が多くて，とても感激しました。

○とても小学生の作品とは思えないくらい上手でした。（高校生の作品は，プロ並みだと思いました。）特に中学生の浴衣の作品，

とてもすてきでした。

○とてもすばらしい作品を見せていただき小学生，中学生，高校生，また男の子，たいへん感動いたしました。今後とも皆校の技

術を保たれますよう切に切に希望いたします。これからの人生，必ずやプラスになることと確信いたしております。これからの

努力，期待いたしております。

○どの作品も，とっても上手にできていてすごかったです。

○家庭科は楽しい授業なんですよね。製作中のみんなの顔が見えてくるね。作るって個人そのもの。見るだけ，ボタンを押すだけ

なんてつまんないね。どんどん自己表現の場があるといいね。ああ楽しかった。

○小中学校でこんなにできるとは思いませんでした。感激いたしました。

2/17(木)

○生徒達の作品に対する思いがうまく表現されていて，感動しました。学校での先生方のご指導の様子が伝わるような作品展でし

た。

○力作がたくさんあり，子供達の頑張りをほめたいです。

○若い人は裁縫をしないと思っていましたが，身近にあるものを使って生活を楽しんでいる作品を見せていただきうれしく思いま

す。

○みんなかわいくできていました。リサイクルで作ったジーンズのリュックがとくに良かったです。

○小学生よく頑張りましたね。すごく感心しました

○小学生の生徒さんとてもよくできましたね。とても楽しく見させてもらいました。

○すばらしい作品にふれて感心しました。孫の作品，まともに見たのは初めてです。細かなものを好む性格が良く表れている作品

で，どんなものにも個性が出るのだなあと，改めて感心したところです。

○よくできていて感心しました。

○小学校の作品きれいです。

○皆さん本当によくできました。びっくりしています。

○男子の作品が少なくてとても残念でした。こつこつと作品が出来上がるまでの楽しさを感じて手作り大好き人間になって欲しい

です。

○子供たちの楽しいアイディアに感動した。

○中高生のオリジナル作品素晴らしい。世界に一つの宝物。この時期に身に付いた技は生きる力そのものになると思い，ありがた

い御指導です。

○子供ながらたいへんうまく考えた。作品には頭が下がるだけです。今後も，多くの子供の出品をお願いいたします。

○毎年見てます。全員すばらしいできです。「ものづくり」は楽しいものです。続けてください。

○たまたま孫学校名があったので見たのですが，偶然にも孫の作品がありました。小学校５・６年でミシンを使った作品もあり進

歩した学習に驚いています。聴覚支援学校のエコバックに感激しました。懸命に取り組んだ姿がうかがわれました。

○手造りは「すごいなあ」と感動しました。

○工夫されていて仕上がりもきれいですごいと思いました。

○とてもよくできています。個々人の個性がでていると思いました

2/18(金)

○どの作品も発想が豊かでステキでした。丁寧に作られていて，どのお子さんも楽しんで作った様子が表れていました。

○私も浴衣を縫う人ですが，衿付けがとても良くできていると思いました。どれも素ばらしかったです。

○皆さんそれぞれ個性があり，お子さんが作ったと思えない，作品，ありがとうございました。

○手芸の好きな自分にも参考になり上手な仕上がりにびっくり。楽しい作品作ってくださいね。
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○自分の母校の子供達の作品を見て，今この学校ではこんな取り組みをしているんだと分かりました。どの作品もクオリティーが

高く，驚きました。

○一人一人すごく手が込んでいて，とても素敵な作品が多かったです。大人顔負けでびっくり。大人になったときの作品も見てみ

たいなと思わせる作品が多数ありました。

○アイディアがいっぱいで楽しませていただきました。

○すばらしい作品に心打たれました。すごーい。

○当時の絵本に感心いたしました。夢がありとても工夫されていました。

○単物を縫うとは思いませんでした。長女もブラウスを作ったのを思い出しました。

○すばらしい作品が多く，たいへん感動しました。これからもよい作品を作ってください。

○とてもカラフルで楽しく見ることができました。自分の手で作るというのか達成感がありよいですね。これからも続けてくださ

い。

○今の家庭科の教室でこんなにいろいろと作っているなんて知りませんでした。ただ感心してみました。社会人になってもボタン

一つつけられない人が多い中，頼もしい子どもに育っていると感心しました。

○とてもすばらしい作品ばかりで驚きました。私が中学生の時やっていた家庭科とは全く違うと思いました。これからも，技術・

家庭の分野に興味を持って欲しいと感じました。

○奇抜なアイディアや細かなところまで工夫してあったりとてもいい作品がたくさんありました。特に小さな子どものおもちゃが

楽しく遊べそうです。

○一人一人子供達の頑張っている様子が手に取るように感じられました。この先の人生に役に立つことでしょう。楽しみです。

○とてもすばらしくてびっくりです。素敵なお姉さんお母さんになると思います。私も新たな気持ちで何か作ってみます。どの作

品も工夫して丁寧にできており，すごくよかったです。びっくりしました。

○どの子も一生懸命作った様子がうかがえてほほえんでいます。今は，男の子も同じように作っているので驚いています。

○今の子供はどうのこうのといっていますけど，すばらしいことをやっていると思って感心しました。

○生徒さんがよく工夫して，すばらしい作品に仕上がっていました。子どもさんらしい物も，大人の作品と間違える古来の作品等

いろいろあり，感心しました。楽しませてもらえてありがとう。これからもいっぱい作ってくださいね。

○中学生の食の部門，「○○家の食事」はすごい取り組みだね。三色のバランスのとれた栄養から盛りつけに至るまで写真カラー

付きとは説得力があってすばらしい。

○学年が上がるにつれて技術面で思いがけないすばらしい作品が数多くありました。各学年の先生のご指導に感謝いたします。70

余年前は黒一色で材料の紙や布もありませんでしたが，この会場で拝見して長生きしてよかったと思います。ありがとうござい

ました。

○どの作品もとても上手でびっくりです。すばらしいですね。

○どの作品も甲乙つけがたいすばらしい作品ばかりで，一生懸命ミシンで針を運ぶ姿，皆様方の熱心な作品作りの様子が目に見え

るようです。聴覚支援のエコ作品を見て，見習わなくてはと，すばらしい作品の拍手を送りたいと思います。

○入った途端色彩鮮やかで一点一点夢があり，想いが作品に表現されています。いくら手数をかけ，工夫をこらしたのだろうか，

精魂を込めた表れだと感心しました。その上に説明が分かりやすく，よく書かれていると思いました。さらにそれぞれ頑張って

ください。

○とてもすばらしい作品展でした。内容が多岐にわたっていて，色々なメッセージが伝わってくるようです。作品の個性が出てい

て，発想のすばらしさを再確認いたしました。

○皆様のとても上手な作品ばかりで，感心いたしました。子供達が小中学生の頃を思い出しました。

○昔の家庭科・技術を思い出しながら拝見しました。一生懸命さが分かる作品がたくさんありました。

○ミシンの縫い目がまっすぐで驚きました。それぞれできばえが見事で，私も小学校に戻り作ってみたくなりました。

○皆さん一生懸命アイディアを楽しみながら作品を完成させた様と工夫された跡があってよかったです。

○毎年見に来ていますが子供達の物を作る一生懸命さが分かり感心いたします。

○本当にこれが自分で作った作品？と思えるほどストーリーもできて，絵も上手。

○たいへんよいできで，商品化できるものばかりです。指導された先生に敬意を示します。

○皆さんとても上手でした。私が小学生の頃はこんなにできなかったと思います。バス発車時刻のひまつぶしできてみたのですが，

見学できてよかったです。

○すごい工夫をしていてすごいと思いました。６年生の作品になります。

○私が小学校の時，家庭科で初めて縫ったのはズロースと手提げ，もちろん手縫いです。今は色もカラフルで，ミシンを使った楽

しい物ばかりで，隔世の感があります。発想も豊かです。このまま伸びていってね。

○丁寧に作られている作品が多く，びっくりしました。自分自身の創作意欲も，刺激されました。
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○アイディアがいっぱい詰まった作品を見せていただきました。一人一人の作品は皆さんの宝物ですね。これからも頑張ってくだ

さいね。

○自分の手で物を作り出すのは，すばらしいことです。どの作品も力作で，見ていて楽しくなりました。

○手作り感があって，暖かみが出ていた。

2/19(土)

○子供達の感性豊かな作品がたくさんあり，とても見応えがありました。

○子供達が一生懸命努力した後が見られ，とても楽しい展示会だったと思います。みんな上手にできていました。

○一つ一つの作品が工夫されていて，びっくりしました。本当に上手だと感じました。特にフェルトの作品が手が込んでいて，好

きです。普段使えるものも多いような気がして，とても実用的な物が多いですね。

○それぞれの学校での取り組みが感じられます。私たちの頃の作品と全然違いますね。ただ，地域の学校の作品が少ないのがちょ

っと寂しい気がしました。

○小学生とは思えない作品で驚きました。どの作品も創意工夫されていて，すばらしかったです。特にフェルトの作品は，孫のお

もちゃに欲しいなと思いました。小学生でこんなにすばらしい作品を製作し，びっくりしました。本当にすごいです。

○子供が作った物とは思えないすてきな作品ばかりで，驚きました。

○どの作品もそれぞれによくできて，日本の古来の手仕事は良い物ですね。感心しました。

○小中学生の作品に感心しました。アイデアたっぷり，こんな感じに生活，芸術的な発想が浮かぶって事はすばらしい。将来も生

かしてください。

○みんな一生懸命作っているのがよく分かって，見ていて楽しかった。 何かを自分も作りたくなります。

○みんな一つ一つ丁寧に作っていますね。

○みんな一生懸命作っているのがよく分かって見ていて楽しかった。中を自分も作りたくなります。

○仙台市内の先生方の家庭科に対する取り組みがたいへんすばらしいことを知りました。レベルも高く，今後もぜひ続けて欲しい

ですね。

○いろんなアイデア，力作揃いに感激しました。参考にさせていただきたい作品がたくさんありました。

○皆さん力作ばかりでとてもすてきでした。アイディア的に良かったり色使いが良かったり，楽しめました。

○みんなすごいと思いました。私たちの市ではこのようなものはないので，びっくりです。みんな上手。

○主に小学生の作品を見ましたが，大人顔負けな作品ばかりでびっくり。優秀賞など賞をつけてあげれば，もっと張り合いができ

て，良いのではないか。

○たいへん素敵な作品ばかりでした。まねしてみたい物もありました。

○小学生の作品なのにとてもよくできています。これからも頑張って作ってもらいたいと思います。

○孫の作品があります。とても感動しました。

○苦労しながら一生懸命製作した作品ばかりで，とてもすばらしかったです。

○どの人もすばらしく，頑張った気持ちが伝わってきました。

○限りある授業時間から工夫した作品を製作するのは大変であると思います。職員の作品がもっとあっても良いと思いますが，時

間を作るのが難しいんですよね。

○みんなとてもかわいかったり上手なので私ももっと頑張りたいです。

○皆さんとても上手です。いろいろな作品があり，楽しかったです。

○旧年もばったり電力ビルに入って出会い，小～高校生までの手作業の作品展を拝見し感動いたしました。何でも量産化されてい

る現代，このように一つ一つを丁寧に，作業を積みあげ完成させている，次代を担う子供達の未来に，教育の力を感じました。

家庭科の先生，技術の先生，その他の先生方，ご苦労様。頑張ってください。

○皆さん色々なアイディアで，飛び出す絵本や，ティッシュケース等いろんなものがあってとってもおもしろかったです。

○学校ごとに展示されているともっと見やすいと思います。分散されていたので，探すのが大変でした。作品の配置がわかるとな

およし。探すのに時間がかかりました。

○娘の作品が展示されたので来展しました。みんな色々な工夫で作っていて，びっくりしました。娘も，今後の作品の意欲につな

がったようです。

○おもちゃ（ボール３こ）がすばらしい。

○みんな工夫していたところが良かった。一生懸命作ったのですね。

○「食」に関するまとめ，料理の記録，見事です。

○どれもすばらしい作品でした。子どもと一緒に見せていただきましたが，今年の夏休みの宿題の参考になり，また，励みにもな

り，よかったと思います。
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○子供が出品したので，見に来ました。次はどんな作品を作るか，参考にしていたようでした。お疲れ様です。

○他の方の作品が見れて，いろんな物が見られて良かったです。

2/20(日)

○各学校の指導に工夫があると思い，感心しました。生徒さん達も独自の発想力があり，作品作りも丁寧です。とても楽しく観覧

きました。

○どの作品もとても工夫されていて，上手に作ってあるので，感心しました。

○皆さんが頑張って作った力作ばかりで，とても楽しかったです。他の作品にも，どんどん挑戦して欲しいです。

○一生懸命作った様子が分かり感心しました。来年も楽しみにしています。

○一つ一つ丁寧に仕上がっていて，すばらしかったです。自分自身の思い出の品になるのではないでしょうか。

○細部まで丁寧な作品が多く，私も早く家に帰って作品を作ってみたくなった。

○いろいろあっておもしろかった。小さい子にいいと思う。

○小学生でも完成度高い物ばっかりでびっくりしました。作ってみたいと思ってもどんな物を作ったらいいか悩んでしまう娘には

いい機会だったかもしれません。

○みんな上手ですごいと思いました。見ていてとてもおもしろかったです。

○工夫して作られた作品や，丁寧に縫われている作品など見ていて，すばらしく思いました。

○中学生が作った絵本がとてもかわいくて，おもしろかったので，「欲しいな」と思いました。

○小学生とは思えないほど素敵な作品ばかりで，驚きました。

○思いもかけず息子の課程か作品が展示され，初めて見に来ました。それぞれの気持ちのこもった，丁寧な作品で，心が和みまし

た。

○このような機会があると思うと，作品作りの励みになると思います。ぜひ続けてください。

○とても上手だった。

○工夫をこらした作品が多く，感心させられました。

○家庭科の時間が十分にとられ，手作りできる時間が身につくよう，家庭科の先生方，頑張ってください。

○他の人のもすごかったです。

○色々なアイデアがあり，勉強になりました。

○色々きれいに飾ってあって，入りやすかったです。

○明るく楽しくなる作品ばかりにうきうきしながら見ました。皆上手ですね。

○前にも見せていただいたことがありますが，今日は，思いがけず小６の娘の作品が展示されていると知り，来ました。中高生の

バラエティにあふれた作品もすばらしい。こういう活動をぜひ多くの方に知って欲しいと思いました。

○それぞれの個性が出ていて，いいと思います。自分も昔，出したことがあったので，懐かしく思います。

○一つ一つが驚きました。子どもが一人で作ったとは思えませんでした。

○ひも絵本楽しかったたよ。

○家庭科と一言で言っても様々な作品があり感心しました。手作りの絵本はとても夢があり，素敵な作品ばかりでした。娘も出展

させていただきましたが，中学になってからも頑張って欲しいです。

○昔の家庭科よりも作品がバラエティがあり，とても楽しそうでとても良い。うらやましいです。

○一つ一つ細かくて，アイデアが詰まっている作品ばかりでした。とても良かったです。

○上手な作品がいっぱいで楽しかったです。

＜グリーンプラザ コミュニティーホール＞ 中学校技術・家庭科（技術分野）展示ブース

2/16(火)

○たいへん大変よい作品です。

○木の温もりが伝わり，とても良かったです。

○子供たちの温もりが伝わるような作品を見ることができてとても良かったです。ありがとうございました。

○コンピュータの作品は，現代ならではのもので便利だと思った。

○女子も電気や木工に取り組んでいて楽しそうだと思います。家庭での小修理などにも意欲的に取り組んでくれるのではないかと

思います。

○小・中学生が作ったと思えないような，作品ばかりでした。手芸の作品は参考にしたいものもたくさんありました。

2/17(水)

○とてもおもしろい。本立てはあると思ったが，ウクレレとかパワーポイントとか色々やっていて驚いた。しかも何らか工夫して

いる所も良い。特にパワーポイントはおもしろかった。
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○とてもすばらしかったです。仕事がていねいできれいでした。がんばってね。

○孫の作品以外でたくさんすばらしい作品があり，とても楽しい時を過ごさせていただき，ありがとうございました。

2/18(木)

○楽しかったです。ウクレレはチョーよかった

○木材の作品が多く。子供たちの木々に対する愛着が感じられる。今後木材の利用をお願いします。

○昭和初期生まれの者としまして，中学生が，この様な作品の技術を体得して発表しています事に指導者の先生の，御努力と，

何よりも本人のやる気に一様の羨ましさを感じました。

2/19(金)

○どの作品もすばらしく将来にやくになり良い生活になってほしいですね

○なんだか心が温まりました。同じものがない作品の味にこころいやされました。

○なかなか時間もなく来るか来ないか迷いましたが，息子の作品とほかの子供たちの作品を見られて良かったです。帰って子供に

伝えたいと思います。

2/20(土)

○自分の子の作品を見に来ましたが，他のお子さんの力作も見ることができて良かったです。ウクレレを作ってみたいと思いまし

た。

○久しぶりに子供さんの作品を見させていただき，色々なアイディアとか上手にできていて感心しました。

○整理箱の色使いがとてもキレイでした。整理箱の中の色や，外側の色などとてもキレイで形もすごかったです。

○みんな頑張っています。この中から日本の物作り頑張ってくれる技術者が出ることを期待します

○中学生が丁寧に作っている姿が目に浮かびます。将来何かにつながるきっかけになるかもしれませんね。先生方の教材選びも重

要だと感じました。

○色々な作品を見るコトができて，良かったです。

○昔の子供さんから比べるとたいへん斬新でコメントも素晴らしい。将来が楽しみな物作り子供さんが多いのに嬉しくなります。

○各作品の間隔をもう少し広げてあげてください。立体的に見たい。

○みなさんの作品は上手で素敵でした。特に，パソコンを利用した映像・プリントはレイアウトも工夫されていてとても良かった

です。木工品はどれも独創性に欠けていたかなと感じました

○自分の中学時代に作った物があり，たいへんなつかしかった。皆さん大変上手でした。

○目当ての作品を探すのに苦労しました。だいたいの展示の表示があるといいです

○技術の作品のブースが目立たなくて探しました。

○中学生の発表の場がいろいろなジャンルであることはとても良いことであると感じました

○ものづくり宮城県を小さいときから育成しているコトは良かったと思います

2月21日

○中学生でこんなに立派な作品を作れるのに驚きました。子供にもいろんな作品を見せれていい作品展でした。これからもいろん

な工夫をさせて作品を作らせてあげたいです

○それぞれの作品がとてもうまくてすごかったです

○全部手作りですごいなぁと思いました。家で作ってみたいと思いました

○一つ一つの作品がとても素晴らしく感動しました

○木でこんなものが作れるなんてすごいと思いました

○おもしろかったです

○子供たちの発想に感心


