
平成２６年度 仙台市小高家庭科 技術・家庭科 合同作品展 参観者の御意見・御感想 

仙台市メディアテーク５階ギャラリーC  

平成 27年 1月 30日（金） 

（全体を通して 感想） 

・一生懸命作った作品が工夫して展示されていて良かったと思う。 

・作品全体のバージョンが多く，見ごたえがあった。色彩感が良い作品が多い。努力の形を感じる。 

（家庭科 感想） 

・刺繍は，縫い目が細かくて神経を使うと思う。集中力がすごいですね。うさぎのケーキの本が面白かっ

た。 

・今の家庭科教育の成果がよく表現されており，素晴らしい展示会でした。企画ご苦労様です。 

・文化刺繍に思わず見入ってしまった。水の感じとしらかばの触感が伝わってくる。 

（技術 感想） 

・技術分野の“情報”について，“情報をまとめる”ことなのか“プログラムする”ことなのか，学校に

よって情報の捉え方が全く異なっているのがとても印象的だった。 

（子どもたちより） 

・みんな上手だった。 

・きれいだった。 

平成 27年 1月 31日（土） 

（全体を通して 感想） 

・どの作品もアイディアが豊かで楽しませてもらった。とてもよかった。 

・すばらしい作品がたくさんあることにビックリした。 

・子どもたちの努力が伝わった。 

・子どもたちのアイディアには驚かされた。コメントの文字も丁寧で，大人顔負けの上手さ。 

・アイディアに富んだ独創的な作品に出会い，子どもたちの技術の高さに驚かされた。どれも優秀な作品

だった。 

・子どもの作品とは思えないようなすごい作品がたくさんあり，楽しく見学できた。 

・たくさんの展示があってとてもおもしろかった。それぞれ個性豊かで一人ひとりが丁寧に作られてい

るところが見ることができて良かった。 

・それぞれ個性があふれていて楽しかった。 

・みんな上手にできていた。 

・すばらしい作品！！孫のもよく出来ていた。 

・小中学生のみなさんよく作られていて，私にはとても作れない。 

・中学生でも大人顔負けの作品がたくさんあり楽しく見学できた。 

・一つ一つ丁寧に作ってあり，子どもの努力が感じられた。 

・小中学生がこんなにもすばらしい作品を作っていることに驚いた。色々なことにチャレンジすること

はすばらしいと改めて感じた。 

・子どもの技術力の高さに感心した。 

・いろいろな作品それぞれに個人の思いがあっていいなと思った。 

・楽しくて素晴らしい作品ばかり。子どもたちにも新しい発見をしてほしい。 

（全体を通して 要望） 

・全ての作品が満点。感性・個性を伸ばすため他の子どもと比較せずに先生も親も子どもを信じ，子ども

たちの力を伸ばしてほしい。特に親が子どもにどう接するかで将来が決まる。褒めて育てるが基本。 

・図工の作品展と同時期に同じ会場で行うことはとても良いと思う。ぜひ今後も，他の作品展と一緒にメ

ディアテークで開催してほしい。 

・同じような作品（エプロン）が多いので，もっといろんな種類のものがあるといいと思う。 

・展示が終わったら孫（一歳，二歳）に遊んで使ってもらいたいくらいよく出来ていた。不参加の中学校

もあったのはとても残念。 

 

（家庭科 感想） 
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・私たちが小学生の時はミシンを使うことがなかったので，今は男の子もミシンを使っていることに本

当に嬉しくなった。あまり裁縫などすることがないのでしょうが，皆さん上手にできている。 

・子どもたちが一生懸命作った作品がすばらしい。男の子も一緒にミシンを使ったり，洗濯も実際に体験

していたりと，取り組んでいる姿が見受けられて素晴らしい。 

・個性のある作品がたくさんあり参考になった。浴衣はミシン縫いでなく手縫いだともっと良かったか

も。 

・姪と同じエプロンがあってびっくりしたが，キットの作成でも個性が出るものだと思った。昔と違って

土日開催は誰もが見ることができて良い。 

・メディアテークを偶然通りかかり自分も興味があるため見てみた。特に浴衣がすごかった。 

・エプロンやナップザックの展示が多いように感じた。子どもたちの創意工夫した作品はやはりすごさ

を感じた。皆さん上手！ 

・小学生の作品がとても上手で驚いた。 

・小学校でこのような作品を作っているのかと感心した。みんな力作。我が子の作品も展示されていたた

め見に来たが子どもも喜んでいて良かった。 

・あたたかさを感じた。既製のキットでないものは特に感激した。 

・スカートなど衣服にチャレンジしている児童もいて，できる技術を駆使して意欲的に取り組む様子が

感じられた。リメイク作品もよく工夫されており，「楽しい→できる→もっと作りたい→もっと知りた

い…」というサイクルが子どもたちの中にあると思った。 

（技術 感想） 

・めいめいのアイディアで同じものも全く違う出来上がりになっていて，見ていてとても楽しかった。新

聞の見出しがいろいろあるのが特に楽しめた。 

（子どもたちより） 

・自分が作った作品が展示されていて良かった。 

・縫い物だけでなく絵本や新聞などもあって良かった。 

・いろいろな作品があった。 

・いろいろな物が展示してあった。その中でもオラフのお人形と６年生が作ったエプロンが使えそうで

良いと思った。 

・友達に誘われて見に来てみたが，思っていたよりもレベルが高くてすごかった。５年生のティッシュボ

ックスはかわいくてとても実用的だと思った。 

・とても使いやすそうな物，工夫してある物といろいろあってとてもすごかった。私の作品もかざってあ

ったけれど，今日見た物を参考にして自分でもバックなどをつくってみたい。 

・同じ学年の人たちが作ったとはとても思えない。すごく上手。 

・昨年とは違う作品がたくさんあり，全てがすばらしかった。ぬいぐるみがとてもかわいかった。 

・とてもレベルが高くてかわいい作品がたくさんあってすごいと思った。 

・小中学生がいろいろな作品を作っていてすごかった。自分も本棚を作ってみたいと思った。 

平成 27年 2月 1日（日） 

（全体を通して 感想） 

・ていねいに心をこめて作られていてあたたかい気持ちになった。 

・我が子の作品を見に来た。このような作品展は大変良い企画だと思う。これをきっかけにメディアテー

クに初めて来た。 

・我が子の作品が展示されていたため見に来た。どの作品もすてきで良かった。 

・日頃の子どもたちの学びが生かされた作品が多く見受けられた。 

・作品がすばらしく，楽しく，あたたかい気持ちになった。ありがとう。 

・とてもきれいに仕上がっていてよかった。 

・親子で楽しく作品作りをすることができた。あまり１対１で向き合う時間がない中，とても楽しい時間

が持てた。 

・男の子の作品がすばらしかった。 

・テレビやゲーム等からの知識よりも，創作によって脳を活性化したほうが人間形成に良いと感じた。 
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・娘の作品が飾られていたため家族で喜び，とても良い思い出となった。 

・皆さんの努力の跡が見えて，こういう作品を見ることは心を和ませてくれる。 

・力作ぞろいでとても感動した。 

・ていねいに作られた作品ばかりでとてもよかった。 

・みんな上手に出来ていましたよー！！ 

・どの作品も，その学年とは思えないほど上手に出来ていた。 

・大人顔負けのデザインがたくさんあった。みんなとても上手。高校生はさすがとしか言えない。 

・小中学生の作品どれも手が込んでいてすばらしかった。 

・どれも素敵な作品ばかりで感動した。 

・みんな素晴らしい作品ばかりだった。 

・学校のプリントで知った。子どもたちの作品から声が聞こえてきそうでとても楽しかった。参考になっ

た。 

・子どもは自分の作品が展示されていてとても嬉しかったようだ。次への意欲になると思う。 

・初めて子どもの作品が展示され，見に来た。子どもたちの自由な発想による作品がたくさんあり，とて

も感動した。それぞれに個性があり，とても見ごたえのさる作品展だった。ありがとうございました。 

・我が子の作品を見るために来たが，一人ひとり見てみると技術の高さが伺える。こちらでは気付かない

工夫をしていて「なるほど…」と思える作品がいっぱいだった。未来の活躍に期待しています。 

・どの作品も丁寧に作られていてすばらしい。学校で作るだけでなく大きくなっても私生活に生かして

手作りのもので暮らしが楽しくなるといいですね。 

・全てすばらしかった。感心，すごい，の一言だ。 

・すばらしい作品揃いだった。作った生徒さんの将来が楽しみですね。 

・子どもたちの作品はどれも工夫があり，感心して見ていた。 

・手作りで上手だった。 

・良い作品がたくさんあった。 

・大変よかった。 

・手作りとアイディアの豊富さは大切なこと。頑張っていますね。 

・教科の中で技術・家庭は関心が薄かったが，今回，小中高生の作品を見て，とても皆ていねいにしあげ

ていてすばらしいと思った。 

・小中学生の作品とは思えないぐらい上手な作品がたくさんあった。私も作ってみたいと思った。 

・小学生の子どもの作品を見に来たが，小学校だけではなく，中学生や高校生の作品も一緒に飾られてい

たため，今後どんなことを学んでいくのかも知れてよかった。 

・みなさんの作品よくできている。ありがとうございました。 

・カラフルで見ていてとても楽しかった。どの作品も子どもたちの工夫がたくさん見えてすごいなぁと

思った。 

・大変良かった。 

・どれも素晴らしい作品だった。 

・たくさんの作品，どれも楽しく拝見致しました。 

・小中高の作品全部，授業での頑張りが伝わってきて素晴らしいと感じた。 

・小中学校時代を思い出して嬉しかった。今の子どもたちは不器用と言われているが，とても素晴らしい

作品で良かった。 

・知人の生け花展のとなりの作品展だったため足をとめた。今の子どもはゲームばかりで他のことはで

きないように言われているが，一生懸命作った作品に触れてホッとし，楽しくなった。 

・とてもすばらしい。大人でも出来ないような作品もあり感心した。 

・みなさんとても上手でびっくりした。 

・子どもたちが頑張った様子が分かった。 

・とても素敵な作品ばかりで感動した。頑張っている姿を，展示を通して子どもを褒めていきたいと思

う。 

・孫達の作る作品はとっても上手にできていて驚いた。工夫ひとつでみんなすばらしい出来上がり。高校
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生になるとまた変わり，上手ですね。 

・小学生，中学生，高校生と人間は本当に成長していくのだと楽しくなった。ありがとうございました。 

・また開催してください。 

・どれもすばらしい出来だった。一生懸命さが伝わった。 

・子どもたちの手作りを見て，とても良く出来ていた。一生懸命さが伝わり，感心した。今後も続けてい

くことができますように…。 

・ありがとうございました。良い記念になりました。 

・とても素晴らしい作品ばかりだった。一生懸命に作られている様子が伝わってきた。 

・皆さんの作品素晴らしいです！！見ていて楽しくなった。ありがとう！ 

・よく作っていました。楽しかったよ！孫に見せたかった。 

・Well done projects! Wide rariety of interests talented children and teachers! （素晴らしい作品展

だ！子どもたちや先生方には幅広い才能がある！） 

・様々な作品があり，とても心が温まった。 

・色々な作品があり，おもしろかった。 

・子どもならではのアイディアや工夫がみられてよかった。 

・おばあさんです。各学年の特徴が見ることができて良かったヨ。私も孫がいるので楽しく拝見した。 

・アイディアいっぱいの作品に感動した。孫への話のおみやげになる。ありがとう。 

・現代の子のアイディアは，大変力強いものがあると感じた。小学生にしてはなるほどと思う作品がいっ

ぱいで感動した。ありがとう。 

・小学生の作品どれも素晴らしい出来でびっくりした。 

・どれもとてもていねいに作られており，相手が喜んでもらえるようなアイディアに富んだ心のこもっ

た作品に感動した。 

・とても良い作品展です。 

・選ばれたことで子どもの自信につながり，他の子の作品にも触れることができるのでとても良い作品

展だと思う。準備等ありがとうございます。 

・とてもきれいに見やすく展示されていて良かった。 

・どの作品もすばらしい。 

・どの作品もすばらしかった。参考にして子どもたちと作ってみます。 

・子どもでも大人顔負けに作成することができることが分かり，びっくりした。 

・アイディア作品がたくさんあり，楽しく見ることができた。 

・工夫がすばらしい。見ていてとてもおもしろかった。また来たい。 

・いろんな子どもたちの作品を見ることができておもしろかった。 

・中高生の皆さん男女問わず一生懸命取り組んでいる姿が目に浮かぶ。それぞれデザイン・発想など独創

的で，若々しさに溢れていると感じた。ていねいな仕事ぶりにも驚き。 

・とても子どもの作品とは思えないほど上手にできていた。 

・とても見やすく楽しめた。 

・皆それぞれ工夫して作っているのが分かった。 

・イカやカメレオンなど，普通あまりモチーフにしない動物をデザインに取り入れたりしていて，子ども

の自由な感性に感心した。 

・力作ぞろいでしたね。ビーズや刺繍で個性を出したり，使いやすさや頑丈さのための工夫をしたりして

いる作品にすごさを感じた。 

・作品を見てびっくり。子どもたちのアイディアと工夫がすごい。大人も勉強しなければ！！ 

・それぞれのお子さん達の工夫やアイディアがたくさんあって見学させていただいてよかったと思った。 

・夏休みの自由課題の作品が出展となり，子どももとても喜んでいる。来年は何を作ろうかな…と意欲が

湧いてきたようです。このようなチャンスをいただき感謝いたします。 

・各学校や学年で様々な取り組みをしていて，見ていて楽しかった。他の学校の作品も見ることができて

同じ年代でもそれぞれの違いがあることが分かり参考になった。今後も作品展示続けてください。 

・小学生でもこんなの作ることができるのかー！！と思うくらい素晴らしい作品がたくさんあった。楽
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しく製作している様子が思い浮かんだ。 

・皆さんアイディアがよくすてきな作品だった。個性もあり，よかった。 

・小学生の技術の高さにびっくりした。 

・娘の作品を見に来たが，来年進学する学校の作品も見ることができて楽しめた。 

・子どもが作った作品がいつも以上に豪華に見えてとても良かった。オリジナルでよく頑張って作った

と思う。これからもたくさん作ってね。 

・良い催しだと思う。 

・小中学生問わずなかなか素晴らしい作品でびっくりした。ありがとうございました。 

・とてもかわいらしくて笑顔になれた。 

・子どもの作品を見て成長を確認できた。 

・山形から来た。自分の孫も作っていたため，良く見せて頂いた。皆さん細かいところまで上手に出来て

いる。 

・他校の成果や学年別などたくさんの作品を見ることができて大変良い。またやって欲しい。 

・いろんな作品があり，どれも力作で感心した。 

・とてもすばらしい作品展だった。いろんな人の作品を見ることができてとても勉強になった。 

・すばらしい作品で驚いた。 

・学校での取り組みが非常によく，理解できた。 

・かわいらしい作品がたくさんあった。どれも力作ですね。小学５年の娘は他の作品を見て作ってみたい

と言っていました。 

・中学生の作品が上手だった。オリジナリティーがあって良かった。 

・色々な製作物を見ることができてとても良かった。 

・一つひとつの作品に作った子どもの思いや苦労した過程を感じた。 

・とてもすばらしいものばかりだった。 

・とてもすてきな作品ばかりで楽しく拝見させていただいた。手作りのあたたかさを大切にしています

ね。 

・久しぶりに作品展を見に来た。たくさんの作品が展示されているのにびっくりした。先生方ご苦労様で

した。仙台市内の小中学校の作品を一同に見ることができて良かった。 

・とても楽しいひとときだった。ありがとうございました。 

・みなさんの作品に影響を受け，手作りしたいと思った。 

・思っていたよりも数多くの作品が展示されていて驚いた。 

・どの作品も力作ぞろいだった。 

・今年は会場が広く，見やすかった。 

・微笑ましい作品，驚きの作品，力作がたくさんあった。 

・手作りのぬくもりを感じた。将来が楽しみ。 

・なかなかすばらしく，楽しく拝見させていただいた。 

・子どもたちの感性のすばらしさ，器用さにびっくり。 

・すばらしい作品がたくさんあり，とてもいい作品展だった。 

・よくできていて感心した。 

・展示の仕方がとても見やすく，学年ごとに作品のレベル等気付かされることが多く，とても勉強になっ

た。 

・どの作品もすばらしい出来だった。メディアテークの会場は明るくてとても見やすかった。 

・アイディアあふれた作品がたくさんあり。なるほどなぁと感心させられた。中学生ともなると大人顔負

けで手の込んだすばらしい作品だった。参考にさせていただきます。 

・みなさん素敵な作品でした。 

・偶然にもこの展覧会に来ることができて良かったと思う。児童生徒の力すてき。先生方も頑張ってくだ

さい。 

（全体を通して 要望） 

・展示が地区ごとで見やすかった。今回の作品展はたまたま子どもから聞いて知ったため，書きぞめ展の
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ように市教研として統一のおたよりがあるといい。（あるかもしれないが，学校からは渡されなかっ

た。）ありがとうございました。 

・大変すばらしいので，もっと規模を大きくしてほしい。 

・各学校の頑張ったところが見えやすくなるような展示の工夫があったらよかった。 

・どの作品も丁寧に製作した様子がうかがえた。作品によっては，せっかく工夫した点が名札カードで隠

れてしまっている物もあり，残念だった。 

・皆さん大変うまく，興味深く拝見させてもらった。以前電力ホールで見た時より，作品数が少なかった

と思った。 

・一生懸命に取り組んだのだろうなぁと作品から伝わってきた。娘の作品も展示してあったので，誇らし

げ。５教科以外の教科にも学校側は力を入れていることがよく分かった。娘の進学する中学校は一つも

作品が見つけられず，残念だった。 

・高いところにある作品は見えづらいので作品は下に飾ったほうが良いと思う。 

・キットを組み立てただけのような作品は完成度が高くても面白味に欠ける。もっと発想重視の作品に

してはどうか？ 

・作品の規格がある程度決められているようで，あまり作品各々の個性を感じることができなかった。子

どもたちにはもっと自由な発想で製作してもらったら，楽しい作品になると思う。 

・子どもたちの立派な作品が見られて大変嬉しかった。一般の方にも回覧板などで知らせてもっともっ

と広まればいいなと思った。また楽しみにして来たい。学校関係者も大変かと思いますが頑張ってくだ

さい。ありがとうございました。良い 1日になりました。 

・みんな上手で素敵な作品がたくさんあった。学校ごとの試みなどが感じられるとなお良いと思った。 

・学校によって，許容範囲が違うというか，使うことが許されるものが違うのは少し不公平かなと思っ

た。 

・どれもこれも頑張って作った様子が伺われる。作品展のあることを孫の出展で知った。もっと PRして

はどうでしょうか。 

・中学生の作品は，さすがに小学生のものとは比べものにならないくらいクオリティーが高かった。小学

校でも独創性を活かしたものを作る活動時間があるといいですね。 

・どの作品もていねいに作られていた。工夫していて上手。中学生は広い範囲で学習していて料理もすば

らしい。娘の小学校でももっと多くの作品があるとうれしかった。作業中の写真も欲しかった。 

・キットで作成が多く，オリジナルがない。 

・今の子どもたちは運針ができないのが残念に思った。 

・昔は市販のキットを使用して作品を作ると，「自分で作ったとは言えない」と周囲からひどく言われた

ものだが，今はそうでもないのだなと思った。 

・生け花展からの流れで見せて頂いた。浴衣がミシン縫いされていて昔とは違うなぁと思った。手軽に作

れたら手軽に着ることができて良いことだと思う。たくさんの若い方々に和装に親しんでほしい。 

・色々な作品が地区毎に展示されていて見やすかった。地区毎の家庭科の先生のやる気の有無を見るの

にも良かった。中には一点も出ていない学校もあった。子どものやる気を引き出すのにもいい機会なの

で，積極的に出展すべきだと思った。 

・暑かったです。また開催してください。 

（家庭科 感想） 

・色々な素材の利用や工夫がされていて力作ぞろいだった。購入したいと思うものや自分で作ってみた

いと思うものがあり，よい時間を過ごせた。 

・楽しく拝見致しました。特にペープサートのものは色使いもあっさりしていたし作品そのものもシン

プルで良く，自分もまねしたいなと思った。 

・家庭科でいろいろな作品を作ることはとても良いことだと感じた。 

・福島から来た。福島ではこのような会はないため，仙台はすばらしいなと思った。我が子の中学に家庭

科の先生はおらず，教頭先生（男）が頑張って教えている。どの学校にも専門の先生がおられるといい

ですね。家庭科は生きていく力を育むと思う。 

・幼児向けの作品は，母になるときに役立つといいですね。 
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・浴衣がすごかった。 

・一生懸命作っているのがよく分かった。家庭科は生きる基本を学ぶ科目。子どもたちにも伝えたいこと

がたくさんある。 

・小中高と家庭科の技術が向上していく様子が見ることができて楽しかった。 

・男子生徒のマフラー・エプロンなど上手だと思った。細かい部分も。 

・エプロンやトートバックなど色々な作品に一人ひとりの個性がでていたなと実感した。すばらしい作

品ばかりだった。 

・既製品のキットが多く見受けられた中，全て手作りの作品がとても輝きを見せている。 

・家庭科教育も幅広い。楽しく拝見した。 

・小学生の作品はかわいらしいものが多かった。中学生の作品，レシピ集は感心するものばかりだった。

中学生の課題できゅうり１／２本を１分間で 20枚以上切るというのは正直驚いた。 

・生け花もすばらしかったが，子どもたちの作品もすばらしいものばかり。小学生の寿司の作品も上手に

作られていて食べたくなった。ありがとうございました。 

・館中「ばくさんのゆめ」という絵本がとてもすばらしかった。きっと心の優しい方がお作りになられた

のだろうなぁと温かい気持ちになった。 

・以前，高校で家庭科を担当しておりました。久々に子どもたちの素敵な作品に優しさとエネルギーをも

らいました。ありがとうございました。 

・小学５年生とは思えない刺繍の大作が美しかった。 

・昔家庭科で習ったことを思い出し懐かしくなった。刺し子など日本の伝統の技法も習っているようで

良いと思った。 

（技術 感想） 

・いろいろな種類の作品があり，子どもの発想の豊かさにびっくりした。特に技術分野は現代のニーズに

合わせた作品が多く，広く学校で学んでいることに感心した。 

・中学生でもあんなにすばらしい本棚が作れることに驚いた。みなさんがんばっていますネ。 

・山形の白鷹町から来た。同じ年頃の孫達がいる。とても感心させられた。私の中学校の時も木工で本棚

を作ったので大変なつかしく思い出された。 

（子どもたちより） 

・お兄ちゃんの作品がすごいと思った。なぜかと言うと，着せ替えができるからです。 

・いろいろな作品がある中で一番よかったのは，物入れ。物を入れるところにわにをぬっていたのがよか

った。 

・こまかい作品やおもしろく工夫している作品もあってとてもおもしろかった。 

・フェルトで食べ物を作っていたのがよかった。エプロンではセサミやモンスター，ガチャピンなどがと

てもかわいかった。出前ずしは一つ一つきれいでびっくりした。トートバックもしっかりぬえていてか

わいかった。また来たい。 

・私も出品したけれど，みんなとてもすごくてびっくりした。これからもいろいろ作っていきたい。 

・みんなの作品は個性が出ていてとてもうまかった。 

・とても上手だったので感激した。 

・みんなの作品がとても良かった。 

・すごかった。 

・いろいろな人の作品が見ることができてよかった。 

・どれもすばらしい作品！！自分が作るときに参考にしてみたい。 

・自分の作品がどんなもんか見に来た。やはり中学生や高校生の作品になると足元にも及ばないことが

分かった。とても勉強になった。ありがとうございました。 

・刺繍や刺し子がとてもきれいで，やってみたくなった。 

・とてもすばらしい作品だったと思う。 

・どの作品もとてもすばらしかった。 

・スバラシイ。 

・自分で作った作品のバッグが飾られていて，頑張った甲斐があったと思った。 
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・他の人は，エプロンやトートバック，まくらなど大きい作品を作っていてすごいと思った。 

・たくさんの作品を見ることができてとても楽しかった。どの作品もすごかった。 

・クオリティーが高いものがたくさんあった。 

・同じ学年の子もとてもすごい作品ばかりで驚いた。 

・みんなハイレベルで驚いた。 

・レベルが高すぎてビックリした。 

・力作を見ることができて楽しかった。 

・自分の他にもすごい物ばかり！負けてはいられない！でもすごい！ 

・他の学校の人達の作品を見ることができて良かった。 

・いかキング！！ 

・手作り感のあるものがたくさんあっていい。スペースをもう少しあけた方が，より見やすく，より楽し

めると思う。 

・私の作品が出ているという理由だけで来たが，色々な人のすごい作品がいっぱいあって私も頑張らな

きゃと思った。 

・展示されている自分の作品よりも他の人の作品のほうがすごくて私も頑張りたいと思った。 

・みんなの作品がとても個性豊かでいいなと思った。ビーズを使って細かくフェルトにデザインしてい

てとてもすごいなと思った。 

・子どもが作ったものではなく大人が作ったもののようだった。また次もあったら見に来たいと思う。 

・自分の作品も見ることができたし，他の人の作品も見ることができて良かった。木工がうまくてびっく

りした。小物がかわいらしかった。 

・来年は，もっと上手い作品を作って出せるように頑張りたい。 

・ありがとうございました。 

・みんな上手で，こんなものを作ってみたいという作品が多々あった！ 

・今後の作品の参考になった。 

・みんなとても上手だった。 

平成 27年 2月 2日（月） 

（全体を通して 感想） 

・子どもたちの楽しい発見があった。 

・小学生や中学生とは思えないほどの出来栄えの作品や斬新な作品があり楽しませて頂いた。自分の子

どもは 30歳をすぎたので。 

・子どもはこんなにいろいろと考えて作れるのだと驚いた。 

・みなさんとても上手でびっくりした。 

・初めて作品展を見に来たが，小学生や中学生とは思えない作品だった。先生方のご指導素晴らしいと思

う。秋田にいる孫に知らせます。ありがとうございました。 

・素晴らしい作品を見せて頂き，すごいなあと感心した。 

・どの作品もとてもていねいに心を込めて作られているのを感じた。コメントの字もとてもきれいだっ

た。 

・自分の子どもや通っている学校だけでなく色々な学校の作品を見ることができて良かった。子どもた

ちの頑張っている姿を想いながら楽しく見させていただいた。 

・娘の作品を見に来た。みなさん上手に仕上げていてびっくりした。 

・私は戦後の小学生だったので，今は楽しみながら技術・家庭科の時間を過ごしているようで心温まる思

いがした。 

・皆さんの力作，大変良かった。 

・子どもたちの作品に出逢うことができて，日本もこれから楽しみな人達でいっぱいだなと思った。 

・全部の作品がとても綺麗で驚いた。すごかった。 

・子どもの作品とは思えない上手な作品が多く，びっくりした。 

・かわいらしい作品，おもしろい作品が多く，生徒さん達が楽しみながら製作している姿が想像できた。

「工夫した点」「こういう風に作りたい」といったビジョンをもち，それに合う作品になっていると思
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った。 

・皆さん一生懸命なのがよく分かる。自分も昔作った覚えがあるようなものもあり，懐かしく思った。 

・つい便利な出来上がったものに手を出してしまうので，眠っている知恵をフルに使わなければと反省

した。 

・みなさん頑張って作っていて感心した。学生の頃を思い出した。ありがとうございました。 

・工夫して作られている作品が多く，自分の子どもたちが小さい時に作ったようなものもあって，懐かし

く，よい機会となった。ありがとうございました。 

・すばらしかった。職員より上手な生徒もいますね。いろいろなアイディアが浮かんできますね。参考に

なります。 

・楽しく見させて頂いた。どれも良い出来でびっくり。 

・楽しく見学した。小学生の手作り素晴らしいです。これから芽が出ます様に…。 

・物づくりに目覚めた子どもたちの姿が目に浮かぶような作品を見て嬉しくなった。一生の宝物を見つ

けて長い人生を豊かに送れることを約束されたようなものですね。 

・とても立派な作品ばかりだった。自立という面で食べること着ることは大切だし，自分なりに考え作る

ことは大切なこと。中高生がこんなにも観察していることを今日知った。 

・子どもたちの作品とは思えぬアイディア，そして子どもらしさ。100円ショップがある今，おばあちゃ

んとして恥ずかしい。ありがとう。 

・細かいところまで大変良く仕上がっていた。 

・とても上手にできていて大変すばらしい作品だった。 

・アイディアいっぱいの素晴らしい作品を見せていただきありがとうございます。 

・今の技術・家庭科は，仙台白菜を育てる，パソコンのホームページを作る，新聞の編集をする等，多様

で驚いた。私の頃とは違ってびっくり！！ 

・子どもたちの手の込んだ作品大変すばらしく感心した。いくつかの作品を参考に作ってみたいと思っ

た。 

・子どもたちのアイディアには驚き，嬉しくなった。将来役立つひらめきを期待します。可愛いですね。 

・小中高それぞれ心のこもった立派な作品ばかりで驚いたり感心したり楽しませて頂いた。私も何かし

てみようと思う。 

・数々の楽しい力作に感心しながら見物した。手芸が好きだったので若い頃を思い出した。 

・初めて来た。たくさんの作品があり，見応えがあった。どの作品もていねいで工夫されていて時間をか

けて作ったことが分かった。とても良い作品展ですね。今後も続いていくことをお祈りしています。 

・技術も家庭科も今は男女どちらも経験するのですね。とても良いことだと思う。一生懸命さが伝わって

きた。生け花展のとなりで作品展をしていて楽しく見させて頂いた。 

・中学生が作ったお弁当箱の作品が良かった。とても心が温かくなった。 

・とても良い作品を見せてもらい，これからも子どもの力を活かしてほしいと思った。 

・小中高生の様々な作品を見ることができて良かった。学校により取り組む内容もいろいろで，親として

も大変勉強になった。 

・子どもたちの発想が楽しかった。 

・力作ぞろいでどの作品もすばらしかった。 

・小中高までの成長の段階での発想が面白い作品が多かった。 

・昔子どもが小さい頃一緒に工作を作ったことが思い出された。一生懸命作った作品は大人になっても

思い出になると思う。 

・娘の作品を見に来た。みんな上手に出来ていて，感心した。自分の子どもの頃に作った作品を思い，な

つかしくなった。 

・みんな一生懸命に作った作品で感心した。孫の作品に褒めてあげたい。 

・とても素晴らしかった。服や工作のデザインをちょっと頂いて自分も作りたくなった。 

・今の子どもたちはパソコンばかりかなと思っていたけれど，手作りの素敵な作品に触れて感心した。全

部が素晴らしい。 

・自分の若い頃を思い出し，今の子ども達はアイディアマンだなぁと感心した。楽しい時間をありがと
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う！ 

・私たち親世代の技術・家庭科とはかなり様変わりしていると思った。 

（全体を通して 要望） 

・もう少し自由な発想が欲しい。 

・教育とは５教科だけではない。４教科が得意で大人になってプロになり，５教科先行だった人達を楽し

ませてくれているんじゃないだろうか。もっと授業の充実を期待する。あまり受験の為の教育になりす

ぎてはないか…。 

・５教科も大事だけれど，他の４教科にももっと力と時間をとってほしい。ゆとり教育の結果，現代の子

どもたちにとってどうなのか，首をかしげてしまう。 

（家庭科 感想） 

・特に食事は一生続くことなので，献立を考えて調理することは男女ともに身につけたほうがいいと思

った。リサイクルのバッグとても可愛かったです！ 

・絵本に感激した。中学生ならではの発想ですね。将来は絵本作家です。 

・これからは男の子にもどんどん被服・調理，子育てなど当たり前のこととして取り組んでもらいたい。

ありがとうございました。 

・現在 75歳ですが，昔を思い出した。雑物入れの袋から始まり，もんぺを縫い実際に身に着けたこと，

あの時の布地の模様もはっきり覚えている。 

・楽しんで作っている様子が微笑ましくこちらも笑顔になった。家庭科を学ぶことは生きる力になるの

ですね。 

・小中学生でも手の込んだものが作れるんだと感心した。男の子も家庭科を学習するのは将来にとって

いいことですね。 

・とても楽しく拝見させていただいた。中学生の幼児のエプロンは，孫に真似させて作ってもらいたいと

思う。 

・子どもの感性のすごさにびっくり。絵本はプロ並み，文化刺繍は小学生にしては驚く様の出来。昔を思

い出した。全部素晴らしい！ 

（技術 感想） 

・どの作品も素晴らしかった。私たちの時代にはなかった IT技術を上手に取り入れ生かされていて感心

した。「野外活動新聞」はタイトルもそれぞれ個性的で楽しかった。「Baby新聞」「私の幼児新聞」等，

自分自身を振り返り，大切な存在であることに改めて気づくことができる良い題材だと思う。 

・今の中学の技術分野の授業が近未来的で面白い。これなら実社会に根差した教育ができている感じが

する。先生方の工夫が分かりました。 

・しきりを自由に動かすことができる整理箱に感心した。 

（子どもたちより） 

・小学校や中学校の作品を見てオラフやエプロンなどのかわいい物がたくさんあり，とてもすごかった。

私はこういう物は作れないのでとても驚いた。 

・エプロンやマフラーがすっごくかわいくてすてきだった。 

平成 27年 2月 3日（火） 

（全体を通して 感想） 

・小学生，中学生の発想は素晴らしいです。毎年見に来ます。 

・広くてみやすいてんじのしかたでよかったです。 

・とてもすばらしい作品ばかりでした。ディアテークの方がゆったりとして会場としていいですね。 

・アイディアがすごい。80才の私に学ぶ所あり。 

・生活していく上で，とても大切な授業だと思います。大人になっても，小，中，高で学んだボタンをつ

ける，ゴムを通す，木工など，身についています。頑張っている作品を楽しんで見ました。受験には直

接関係なくても。 

・力作揃いですてきでした。 

・全てにおいてレベルが高く，びっくりしました。この感性がずっと続くと良いですね。 

・皆さん（生徒さん）よくなさっているなあ・・・と感心に拝見致しました。ほのぼのとするものも沢山
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あって。有難うございました。 

（全体を通して 要望） 

・学校ごとにかこんでてんじすると，さらにみやすいと思います。 

・期間が短いのが残念に思いました。（開催） 

・皆さんの心がこもっていてすばらしいですね。広く，広告した方が良いと思います。 

（家庭科 感想） 

・手作りの温かい作品にふれ心休まる思いがしました。子供の頃から針に親しんで物を大事にする大人

になるよう，布，針，糸を愛してください。76歳主婦です。 

・いろんな作品があってとてもすてきでした。家庭科では新聞やお話作りもあることがびっくりしまし

た。素晴らしい作品でした。 

・家庭科作品に興味がある児童（小５）を連れてくることができてよかったです。 

・どれもこれも甲乙つけがたい作品ばかりで只々感心するのみですが，私が一番と思いましたのは文化

刺繍でした。 

・小学生とは思えないような，素敵で上手な作品がたくさんありビックリしました。子供も一緒に来たの

で，今後の作品づくりのヒントにしたいと思います。 

・めいの娘６年生が出品ぜひ見てと，小学生でもすごい作品ばかりで楽しませていただきました。 

（子どもたちより） 

・きれいでした。 

・最高です。 

・私はトートバックを作って出品されたので見に来ました。他の人も作品もとても上手でびっくりしま

した。 

平成 27年 2月 4日（水） 

（全体を通して 感想） 

・今年もすてきな作品が多くで参考になりました。目的の中学校が出展していなくて残念でした。 

・はじめてみさせていただきました。自分の作品を展示する，とっても自信になると思います。工夫がみ

られ，まだ丁寧にやろうとする気持ちがうれしいですね。 

・子どもたちの立派な作品とてもがんばって作っているなと思いました。今と昔の内容のちがいも知る

ことができてよかったです。ありがとうございました。 

・どの作品の心がこもっていて若い人には今後もいろいろとチャレンジしてほしいと思います。 

・丁寧に製作されていてとても良い作品ばかりでした。 

・こんなにうまいです。すてきですね。 

・みなさんステキな作品ばかりでした。 

・みなさんの作品がよりよく見わたせる作品の置き方で見やすかったと思います。 

・こどもたちの好みが出ていて，それぞれ楽しく見ました。コメントから子どもたちがいろいろ工夫して

作っていることがわかりました。 

・レイアウトがわかりやすく，みやすかったです。 

・多忙な学校現場の中で子供たちはじっくり創作できた人は何人いたのでしょう。一人一人の子供たち

の情熱の作品・・・その中の一部だけでしょうが，見ることができよかった。イジメなどない全ての生

徒の作品を見たいと思います。 

・じぶんの出身学校があってよかったです。応援しています。 

（家庭科 感想） 

・子供ならではの創意工夫が見られ，とても楽しかったです。夢が一杯つまった作品ばかりでほのぼのと

なりました。 

・CO2削減の表がとても参考になり，よくまとめられてあると感心しました。 

（子どもたちより） 

・みんなの作品を見ました。すごかったです。 

・みんなの作品がとてもすばらしかったです。 

・良かった。 

 


