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平成 25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 

2/11(火) 

○子どもたちが作ったとは思えないようなとても上手でびっくりしました。かわいいものばかりでとても楽しかってです。 

○様々な作品があり,楽しく見せてもらいました。 

○お友達の作品が飾られていて，同学年でもとても上手で,かわいい作品だなあと思いました。 

○小学生とは思えない作品もたくさんあって感心しました。 

○手間はかかりますが，先生等からの講評があっても面白いかと思いました。先生は大変でしょうね～ 

○これからも続けて欲しい 

○小中学校の技術の高さに驚きました。今回,自分の子の出展があり見に来ましたが今まで知らなかったのが残念なくらいです。

華やかな作品展なので,多くの人に見ていただきたいです。 

○良かったです。 

○うさぎのぬいぐるみがかわいかったです。 

○どの子も一生懸命作ったのか作品一つ一つに感心しました。昨年も来ました。 

○皆さん大変工夫して，楽しく制作している姿が目に浮かびます。 

○改めて自分の作品を見て,自分でかわいいと思った。パッチワークは難しいがもっとたくさん作りたい。 

○かわいく工夫して作っているので，どの作品も素敵な出来映えでした。手作りのあたたかさが伝わってきました。 

○皆さん上手です。 

○創意工夫をこらした作品が多くあり,昔はこんなもの思いつかなかったと思う作品も見受けられました。日頃の子ども達の成長

と発想の豊かさを感じることのできる展示でした。 

○一作品一作品ていねいに作られていました。創意工夫をこらした作品に「なるほど！」と思うものもありました。作っている様

子もかいまみられる展示だったと思います。作った子ども達だけでなく，本日までご指導なさった先生方の気持ちのこもった展示

でした。 

○どのお子さんの作品もとても上手で感動しました。手作りの楽しさ,尐しずつ完成するよろこびをもっと体験してほしいと思い

ます。とてもすばらしく，私もまた何か作りたくなりました。 

○どれもすばらしい作品でとても驚きました。 

○今後も同様の取組をしてください。ありがとう。 

○食べるもの，着るものを作ることは生きるための基本です。今の時代はいろいろと制約があり先生方も大変でしょうがよろしく

お願い致します。 

○みなさま上手にできていて,すごいと思いました。 

○中学生時代の授業を思い出しながら作品を拝見させて頂きました。インターネット時代だからこと，「モノを造る」という事の

重要性をお子さん達には学んでいって頂きたいと思います。 

○上手に作っていて,とても小学生の作品とは思えないものばかりで感心しました。 

○子どもならではのアイディアがたくさんあり，楽しかったです。 

○いろいろなデザインがあって楽しかったです。 

○小学生とは思えないような作品をたくさん見る事ができました。子どもは皆の作品を見て何か作りたくなったようです。 

○ユニークな作品が多くてなかなか興味深かったです。 

○それぞれ工夫された作品が多く，楽しく拝見しました。また，一緒に見に来た子ども達も,参考になったようです。このような

発表する場があることで創意工夫につながると思います。 

○ほかの子の作品を見て，さまざまな作品があり，どれもステキでした。自分の作品が,奥の方に置かれていて残念でした。 

○コツコツと頑張って作った作品がこのような展に出品されて，作る苦労や感性の達成感,いろんなことが思い出されました。よ

い経験ができたと思います。 

○色使い等自分の作る作品の参考になった。 

○どれも完成度の高い作品だった。 

○自分の作品以外にも，いろいろなものがあって，おもしろかったです。 

○出来るようになった喜びが伝わってくる作品がいっぱいありました。作る楽しさを味わいながらこれからもつづけて欲しいです

ね。 

○Ｔシャツをエコバックに変えるなんてすごいと思いました。 

○子どもの観点から創意工夫を及び努力が形に表れてすばらしい作品が多数ありました。 
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○見やすく展示されていて，気持ちよく作品を見ることができました。ありがとうございます。 

○仙台市内の小学生の子ども達が一生懸命に作った作品，きっと思い出になる事でしょう。 

○かわいい物がたくさんありました。手が込んでいたり,工夫されていたりすごいと思いました。きれいに配置され，見やすかっ

たです。 

○かわいらしいのがあったので参考にしたいです。 

2/12(水) 

○娘の作品があったので見に来ましたが，他の作品を見て，子どもの創造力の豊かさに驚きました。毎年行っているのでしょうか。

来年もまた見たいと思いました。 

○手先が器用で,皆さんステキに作っていて，いろんな作品を見ることが出来て良かったです。 

○今後も，子どもの発表の場を増やしていただければと思います。 

○作品がどこにあるのか尐し探しにくいです。孫の作品を見に来たおばあちゃんでも見やすいように，作品カードの学校名は鉛筆

でなくマジックで書いていただけると助かります。 

○みなさんきれいにできました。 

○上手に作っていますネ！ 

○みんな上手に作っていますね。 

○みんな上手に作ってすばらしいです。 

○愛情がこもっていてすばらしい。一針一針すごいですね。ケーキなんか，たべたいくらいだよ。ぬいぐるみは生きているみたい。 

○小学５年６年生とは思えないような作品がたくさんあり，びっくりしました。細かい所まできれいに丁寧に作ってあり,本当に

感心しました。 

○女孫（小６）の作品が展示されているとのことで見に来ました。どの作品も小学生の手作りとは思えないほど楽しくすばらしい

ものでした。袋物も裏までついていてビックリしましたし，小物も楽しいものがたくさんありました。作品を手にとって尐しだけ

触れて見ました。一針一針の手仕事の楽しさが伝わってきました。 

○みなさんとっても上手です。絵本や「すごろく」アイディアがすばらしいです。今やっていることが将来にもつながるのではな

いでしょうか。楽しみにしています。 

○大変楽しく見させていただきました。今の子どもさん達は手先の事が出来ないと思っていました。見直しました。ありがとう。

楽しかったです。 

○先生方の指導によって子ども達にこんな能力があるのかと感心しました。将来が楽しみです。 

○よく出来たすばらしい作品です。ていねいに工夫しながら作っています。 

○動物好きなので,フェルト作品・動物たちがとてもかわいらしかったです。見事でした。 

○かごの中の動物たちがとてもかわいらしかったです。 

○とてもすてきですね。一生懸命やったのがあらわれています。がんばってね。 

○大変良く仕上がっています（どの作品も）。自分が小学生の頃と比べて精度の高さを感じました。さぞ，家庭科の先生の教え方

と指導技術が高いのでしょう。これからも頑張って子ども達のために伝承してください。 

2/13(木) 

○作品を拝見し，子ども達の今後の発展をお祈り致します。 

○市内小中校の作品展があることは，生徒のやる気につながることにもなるので，大変良い催しであると感じました。 

○とても上手に出来ていました。 

○とても上手でなつかしく見させて頂きました。 

○すばらしい作品が多いと思いました。 

○すてきな作品を見させていただき自分が子ども達を育てていた時代を思い出しなつかしさがこみ上げて来ました。これからもす

べての子ども達がすこやかに成長されますことをお祈りします。 

○小学生の家庭科の作品，なつかしく見せていただきました。刺し子など一針一針の作品や，靴下の汚れがおちるまでの研究，根

気がいったと思います。私より，とても上手な作品ばかりでした。 

○小学生（５～６年）の作品とは思えないくらいに上手に出来ていました。 

○子ども達の創造的に驚きました。 

○子ども達の小さかった時期を思い出しました。親子でがんばっていますね。 

○見せて頂きとても暖かい気持ちになりました。一生懸命作った作品がどれもすばらしかった。 

○とても夢のある作品ですね。小学生には思えない作品でした。楽しい品ですね。 

○作って（創って）みたいと思う心・気持ちが育っていけるように…先生方には指導・助言を工夫していただいたのだと思います。
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各家庭でもきっと家族・ご近所の方々に刺激を与えてくださったのかも。一度作る楽しみを味わわせてもらえると，どんどん夢が

広がり，生涯の楽しみへとつながっていけるものと…期待しております。 

○良く出来ていると思う。もっと家にある物，身の回りのものを使って考えていっぱい作って欲しい。 

○子どもさん達の豊かなアイディア，手縫い，ミシンの使い方，大変すばらしいです。ペンケースが気に入りました。家にも欲し

いと思いました。 

○ミシンかけの上手さに感心しました。今の世の中手作りがなくなってしまっているので，ぜひこのまま手作り品の良さを見直し

てくださればと思いました。先生の防災のときのレシピが欲しかったです。 

○アイディアがすばらしいと思いました。とても楽しかったです。一番驚いたのは，皆さんのコメントの字の上手だというところ

でした。 

○再利用してちゃんと上手に作品を作成し，大人顔負けする位，とても心のこもった作品を拝見しました。ありがとうございまし

た。 

○作品のクオリティの高さに驚きました。とても小学生が作ったものとは思えないような作品がたくさんありました。 

○手作りの楽しさを発見させられる家庭科は，時間も尐なくなかなかご苦労の多いことと思いますが，子ども達の生活が豊かにな

るように頑張ってください。家族の協力があったこともうれしいですね。 

○毎日新聞に入ってくる，チラシを利用した物がない。捨てる前に尐しは活用してみよう。思考力を働かせれば多くあると思うが，

どうでしょう。 

○今日初めて子どもの作品を出展させて頂き，この展示会があることを知りました。みなさんアイディアいっぱいで上手に作りま

すね！癒やされました～！ 

2/14(金)  

○すばらしいアイディアですね。私も作ってみたいと思いました。 

○みんなそれぞれ工夫されていて，素敵な作品ばかりでした。 

○皆さん，きれいに出来ていますね。これからも頑張ってください。 

○学校の授業以外で作成した作品がもっと多いと小学生の発想やセンスが楽しめると思いました。作品自体は，丁寧で力強い作品

ですばらしいと思います。 

○孫の作品が選ばれて見に来て，「５年生なのにここまでできるんだ」と思い感動しました。他の作品も，選ばれるだけある作品

でした。 

○小学生と思えぬ手作りの作品はすばらしい。私も裁縫をしますが，見て良かった。ありがとうございます。 

○小中学校において過程・技術かがあることに驚いた。作品も大変良く出来ている。また，案内の中学担当の先生の説明が良かっ

た。良い子ども達を育てることを望みます。 

○子ども達の発想のすばらしさに，まずは感心しました。それから，難易度の高い作品，根気よく作らなくては完成できない作品

もあり，「みんながんばっているなあ」と嬉しくなりました。 

○いっぱいものづくりがあって，大人ですがつくりたくなりました。 

○家庭科の授業の様子がわかって懐かしく楽しく拝見させて頂きました。子ども達が本当にいろいろな発想やアイディアをもって

表現していると感じました。震災の怪験から考え出された研究会の内容も興味深かったです。またぜひ開催して欲しいと思います。 

○私はマジックをやっています。空の箱の内から品物を取り出したりします。展示されているような「きれいな，かわいい」品物

が出せるとイイナと思いました。 

○みんな，すばらしい作品でした。 

○改めて子ども達の作品を見て，いろいろな夢がわいてくるのを感じました。 

○孫の作品を見て，大変良く出来ていたので感激しました。 

○子ども達の頑張って作った作品が見られて良かったです。 

○手縫いマットすばらしいです。今の小学生はすばらしいなあと感心しました。これからも頑張ってください。 

○どの作品もとても上手でした。 

○みんなそれぞれ違った作品ですてきでした。 

2/15(土) 

○作品がアイディアがつまっていてすごいと思った。 

○みなさん個性あふれる作品ですばらしいです。 

○リサイクルやナップザックが多かったです。自分なりのイニシャルやワッペンなどで工夫されており，「世界に１つしかないな，

手作りは！」と思いました。いろいろな作品が見られて楽しかったです。 

○いろいろな作品がありました！リサイクルされている物がたくさんありました。どれもかわいかったです！ 
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○おもしろい作品がたくさんあっておもしろかったです。 

○一針一針きちんとしていて，見ていてすごいなあと思いました。 

○うちの子の作品が出展されるということで初めて見に来ました。どの作品もアイデアが素晴らしいもので驚きました。何でも既

製品を買っていますが，手作りのものも尐し取り入れながらの生活もできるといいですね。 

○それぞれに一生懸命工夫しての作品と感じられました。雪のため足場が悪かったのですが来てみて良かったと思いました。 

○皆とてもすばらしい出来でびっくりしました。手作りのあたたかさを感じました。 

○場所がいいですね。バス停の前なので入ってみました。すばらしい作品展ですね。授業風景ＤＶＤも良かったです。 

○楽しいです。雪でたいへんです。みなさん，がんばっていますね。 

○アイデアが素晴らしいと思いました。 

○みなさん工夫して作っていて，頑張っているのが伝わってきました。作る過程の写真も一緒の作品があり，すごいと思いました。 

○どの作品もとても上手で参考になりました。 

○どの作品もとても良く出来ていました。 

○クオリティが高い作品が多い。 

○どの作品もとても上手でした。 

○使ってみたくなる作品も多く，感心しました。リメイクにも工夫がいっぱい。とてもよい企画だったと思います。 

○楽しい作品がたくさんありました。子どものこれからの作品作りの参考になりました。 

○いろいろ見られて楽しかったです。また来年も来てみたいと思います。 

○友だちの作品もあって，楽しい作品展だと思いました。 

○みなさんそれぞれ工夫してありとても感心しました。またぜひ来たいです。 

○わたしの作品を見にきました。みんなすてきな作品で来年の参考になりました。 

○小学生が作った作品とは思えないほど立派なものばかりでした。素晴らしいです。刺し子やパソコンでまとめた資料等が目にと

まりました。 

○頑張って作っているので見ていて非常に良かったです 

○自分の作品がどこにあるのかわからないので，工夫してほしいです。 

○いろいろな作品を見て，すごいなあと思いました。特に，着られなくなった洋服を再利用して作られている作品が工夫されてい

ると思い，私もやってみたいなと思いました。 

○小学生の作品とは思えない素晴らしいものがたくさんありました。来年以降，参考にしたいと思いました。 

○みんな良くできていました。今の子ども達のアイディアがすごいです。 

○みんなのハードルが高くてびっくりしました。実際，自分の作品も飾られました。とても勉強になります。家庭科好きには嬉し

い行事，続けて欲しいです。 

○学校から教えてもらわなかったらわかりませんでした。もっとたくさんの人たちにこの作品展を知って欲しいと思います。とて

も良かったです！！ 

○小学生の部，学校の授業で作った作品が多い中，自分で考えて作ったものもあり，みなさんのがんばりが伝わってきました。 

○みんないいです（特に自分） 

○小学生の作品を見て，皆さんすごく上手でびっくりしました。 

○自分の子どもだけでなく，他の子どもの作品が見られて良かったです。 

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 

2/11(火) 

○皆さん上手にできています。 

○一作品毎にていねいに仕上げているのに感心しました。子供の“感性”の素晴らしさに参った。先生方の熱心な指導があっての

事と感謝します。 

○私がつくるとき，今回の作品展を思い出してつくります（小学2年生）。 

○アイディアや工夫が素敵で子供それぞれの個性が出ていて見応えがありました。 

○ていねいに並べてあって見やすかったです。 

○学校ごとにいろいろ取り組んでいることがわかりました。 

○子供たち一人一人のアイディアの素晴らしさと，努力が表れた作品ばかりでとてもステキです。いろいろなことに興味を持ち，

可能性を広げてほしいと思います。 

○とてもすばらしい作品ばかりで感動しました。ぜひ毎年開催してほしいです。 

○楽しい作品がいっぱいで手作りってやっぱりいいなと思いました。来年の夏休みもまた子供と楽しく作れたらいいなと思いまし
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た。絵本がとても素晴らしい。子供も作りたいと言っていました。 

○どれも素晴らしい作品で感動しました。学年・年齢以上の作品に私自身もよい刺激を受けました。良い父・母になりそうな子供

たちがいっぱいいるんだなあと心が温かくなりました。 

2/12(水) 

○よくできていると思った。 

○絵本が面白かった。 

○何ととても素晴らしい気持ちがこもっています。自分の小さい時にはこんな事がなかったです。もう一度学生に戻りたい気持ち

になりました。 

○子どもの作品とはいえ，生活の中で必要な所をよく観察し，工夫まで加えているのに感動しました。ものづくりの大切さを孫に

も教えていきたいです。 

2/13(木) 

○これから娘（中１）の作品を見る入り口でアンケートを書いております。掲示の「職員仙台市地区」の版を見て先生方の大変さ

を痛感しております。ＰＴＡを通して地区をまきこんで手の足りないところを補えないものが，我が事のように読ませていただき

ました。 

○いろんな工夫が見られて驚きました。我が子にもこうなってほしいです。 

○昔を思い出しました。男でも毛糸でマフラーを編んだのですが太くなったり細くなったり大変だったことを男女区別しないで木

工も料理もやってほしい。自分でも発見できる新しい自分を！！ 

2/14(金)  

○とても素敵な作品がありました。見ていてうきうきしました。 

○今の小中高とやっている家庭科の内容が変わった部分と変わらない部分があっておもしろい。現代風のキャラクターや絵本，子

供のおもちゃの工夫，とてもいい作品ばかり。 

○私の手芸好きが孫にも伝わってうれしく思いました。 

○高校の作品が尐なかったのでもっと多く拝見してみたかった。特に男女共学校になった学校の男女共修の様子を見たい！ 

○ぬいぐるみが一番よかったです。 

2/15(土) 

○自分の娘の作品を見に来ましたが，展示されているどの作品も素晴らしく来てよかったです。 

○今はいろいろなことをやっていてすごいと思いました。 

○小・中・高生の作品が見られてとても素晴らしいです。ものづくりを大切にしてきた日本の文化が根付いてるとこをうれしく思

います。 

○感心させられる作品も多く，その作品に感想をつけたいと思いました。「上手だね」とか伝えられたらいいなと思いました。 

○みんないろいろな作品を作っていておもしろいなと思いました。私の作品もあって感動した。来てよかった。 

2/16(日) 

○基礎を学ぶことが全てにおいて大切だと思いました。 

○みなさん大変上手に作られていて感心しました。 

○生徒さん達の創意工夫が見られて大変よかったです。 

○技術・家庭の授業時間をもっと増やしていいと感じました。 

○息子の作品が展示されていてうれしかったです。他の学校では違うものを作っていてそれぞれ工夫してよくできていて感心しま

した。観ることができてよかったです。 

○まず，とても感心しました。生活に密着した作品でどれもすばらしいアイディアでした。絵本は早速孫と一緒に作りたいです。

ありがとうございました。 

○もっとたくさんの人に見てもらいたいです。子供たちの作品はすばらしい。 

○素敵な作品を見せていただきありがとうございます。 

○家庭科教育の大変さと子供たちの生活観が見えて大変だなと思いました。 

○日々生活するための技術を教える。家庭科はもっと重視されるべきであると思いました。 

○テレビを見て展覧会にきました。みなさんよくできています。 

○どの作品も上手で感心しました。レポートや新聞などもすごいなと思いました。来てよかったです。 

○お雑煮のレポートがよかったです。 

○自分が小中学校だったときを思い出して懐かしくなった。 

○とても素敵な作品が多く，とても感心しました。ほっこりとさせてもらいました。ありがとうございます。ますますの御盛会を
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祈っております。 

○一番印象に残っているのは絵本です。その他もとてもキレイでかわいらしくよかったです。 

○わかりやすく並べられていて見やすかったです。 

○今回子供の展示があるということで初めて見ましたが，子供たちの創造性や器用さ等感動しました。 

○頑張っている生徒たちに感心しました。男性の生徒も料理に力を入れているのがたのもしい。 

○私は今５年生なので家庭科でランチョンマットなどいろいろな物を作っているけど，うまくいかないのでみなさんみたいに上手

につくれるようにがんばりたいです。 

○いろいろな作品が見られて楽しかった。中には大人が作ったと思うほどの作品もあってびっくりしました。 

○自分も展示したのですが，他の人の作品がとてもきれいでした。中高等部の幼児のためのおもちゃと高校生の着物がすごいと思

いました。 

○楽しかったです。 

○いろいろなたくさんの作品が置いてあって参考になりました。 

○いろいろな作品が展示してあり。創造力があっていいなと思いました。 

＜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 

2/11(火) 

○絵本がよかったです。 

○生まれた時代が違いました。りっぱな大人になれますね。 

○白菜作りは難しいといわれており，虫が付き結球まで無農薬で作るにはなかなか大変ですが良い様でした。現代の子供さん達は

ものづくりの機会がないのでこういう機会がないのでこういう機会に学べたことは良いこと。 

○最近の子は手先が器用だ。とても上手だった。 

○おもしろかったです。クオリティが高くて見ていて楽しかったです。それぞれの考えたこととか思いがあるので見応えがありま

した。 

○他の学校の作品を見ると良い刺激になります。全ての作品を写真等に納めｐｄｆ化して年度ごとに電子書籍のようなものを作っ

てもおもしろいかなと思います。 

○みなさん上手に作れていて小学生，中学生の作品と思えないくらいでした。 

○どれも力作ぞろいで見ていて楽しかったです。学校によって同じ木工作品でも指導の違いがあるのだなと思いました。 

2/12(水) 

○私は 70 代男性ですが，本作展を見て大変感心させられると同時に，感動を覚えました。日常使用するものから，どうしたらこ

うなるのか工夫をして，また研究をする姿勢がこの子供たちの技術なり，技能の向上につながるものと思います。“追記”設計図

について。平面図，正面図，側面図そして，立体図があることを教えてほしかった。 

○すごかったです。またの機会に見に行きます。 

○孫の成長を見ることができてよかったです。今の時代の授業は楽しそうです。 

○中学校ごとに並んであったので見やすかった。 

2/13(木) 

○子供たちの作品はよくつくられていました。 

○よかったです。また見に行きます。 

○家にも孫がいますが，この様に展示してあるような作品ができるものかとお子さん達の立派な作品にはただただ目を見晴るもの

があります。楽しませて頂きました。 

○つくりが素晴らしいが，発想力が尐し物足りない。これから色んな物を見てこれをこのように改造したら面白いと言うように。

○小・中学生の作品にしてはレベルの高いものがたくさん見られました。 

○色々な学校の作っているもの，個人の独創性がとても生かさせているものなどたくさんあって勉強になりました。 

2/14(金)  

○学校の特色や生徒それぞれのがんばりを感じました。 

○時間数が尐ないと聞いていましたが，生徒さんの頑張りが伝わってきました。来年も楽しみにしています。 

○とても楽しく見学させていただきました。他のみなさんにもオススメしたいと思います。それぞれ学年毎に工夫して素晴らしい

作品に感動しました。 

○他の学校の作品を見ると授業づくりや教材の参考になる。 

○私は７３歳ですが，マジックをやっていて，時々箱を作ったりしています。皆さんの力作を見て私もやる気がでました。ありが

とう。 
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2/15(土) 

○雪の中来た甲斐がありました。 

○とても素晴らしかったです。もっと宣伝して多くの人に見てもらいたいと思いました。 

○孫の成長が見られてよかったです。今の時代の授業は楽しそうです。 

○いつまでも残しておきたいものの一つです。 

○子供たちの創造力と発想に感動しました。 

○高校の作品をもっと見たかった。 

○仙台市内の小・中・高等学校の技術・家庭科の作品展を見せていただき，とても感動致しました。素晴らしい子供さん方がすく

すくと育っているようすが良くわかります。担当の先生方の立派さが作品展に満ちています。本当にありがとうございます。 

2/16(日) 

○中学生でこのような作品を作れるのはすごい。 

○楽しく拝見させていただきました。 

○昔（６０年前）は工具がそろってない時代にはこのような完成度の高い作品を作れなかったが，今は恵まれていて凄い作品が作

れています。 

○作品の作り方がていねいです。 

○大変すばらしい作品が多かったと思います。 

○現在は小学校からパーソナルコンピュータを勉強していますが，私はこのような年齢になってしまいどのように操作すればいい

かわかりません。すっかり時代に遅れてしまいました。展示している品々に教員の方々が懇切丁寧に教えていただいたことを感謝

します。 

○いい雰囲気でした。 

○孫の作品をいうことで足を運びました。家では見ることが出来ない部分を見ることが出来ました。 

○とてもよかったです。 

○日頃の授業の成果が見られて良かったです。みなさん上手です。 

○授業，学校生活の中で一生懸命に取り組み，作品を仕上げた様子が感じられました。 

○どの作品も心を込めて作られておりとてもよかったです。 

○自分の作品を見るために来たのですが，他の作品もとてもおもしろく，様々な作品がありおもしろかった。 

○いろいろな作品があってすごかった。 

○いろいろな生徒の作品を見ることができ，今後に生かしていけそうなことを学んだ。 

○どの作品も工夫し丁寧の作成した子供たちの頑張りが伝わってきました。 

○作品が選ばれて子供の自信につながるのでありがたいです。 

○みんな上手で感動しました。 

○妹と同じ学年の友達の作品が上手で驚きました。本人も見ることで勉強になったと思います。 

 


