
五 七 五 その心は？ 年齢来年は 見に来れるかな 大賞を！！ 今年は入賞だったので，来年こそは大賞をとってほしい心。 4にいちゃんの さくひんわたしも やりたいな 自分もやりたくなったから 5うさぴょん じょうずだったよ えもじょうず 5えがいっぱい ステキなおへや うれしいね 5おねえちゃん さくひんみたら きれいだね 5ひまわりが ぴかぴかさくよ きれいだな！！ 心がきれいなきもちになってしゃしんのばしょにいきたいです。！ 6にいちゃんの さくひんどこだ みつけよう 6きれいだね おしゃれトンボ かわいいな 6ひろしまの ゆめやきぼうが ばくはつだ 6たいせつに 人のさくひん あつかおう 6きれいだね いろんないろで すてきだね 6こうさくは じぶんでつくる たからもの 6おにいちゃん かいたえをみて がんばるぞ 車のお兄ちゃんの絵を見てそう思ったと。 6すごいんだ ほんとにすごい すごいんだ 7びじゅつてん えがきれいだから みてみたい いろいろなえがあってきれいだった。 7かんせいと いうばあちゃんに わらうまご 7たくさんの さくひんやえが すごかった みんなのさくひんがげいじゅつてきだったからそう思いました。 7さくひんで ぼくのさくひん まじってた 7すごい絵が いっぱいすぎて かんどうだ 8わたしもね 絵やさくひんを つくりたい もっと絵やさくひんのよさをしって，たくさんのさくひんをつくりたい。 8たのしい絵 いろいろあって よかったな。 いろいろ絵があったからです。 8みんなの絵 きちんと見たら きれいだな 8さくひんが いっぱいあるな きれいだな きれいな絵がたくさんあるから 8作品見て いろんなアイデア みつけたよ たくさんのお友達の作品を見てこれからの図工の時間でのアイデアがふくらみました。 8びじゅつてん かいがにげいじゅつ きれいだね ぼくでは作れないものがいっぱいあったので，とてもげいじゅつさがつたわってきました。 8さくひんが みんなあつまる びづつかん 8それぞれの みんながちがう じょうずなえ 絵やこう作みんなそれぞれ上手できれいなえをかいていた。 8さくひんを みてかんそうは すごいなあ 8うれしいな 自分のはんがが かざられた 8さくひんは みんなのこころ ひとつずつ 8わたしの絵 たのしい絵だぞ ありがとう 8たんぽぽが きれいにさいた うれしいな 自分の絵がでてうれしかったです。 8絵を見てね すごくきれい たのしそう 絵でもちがう，はっけんでをもしろいからです。 8きれいだね みんなちがって みんないい きれいなさくひんいっぱい見ることできました。みんなちがってみんないい。 8世界でね 平和をのぞむぞ 決心だ 9せんそうは 命をとるよ やめるんだ 9きれいだな いろんな作ひん またきたい 9すごい絵が たくさんあった みんなの絵 いろんな絵でみんないろんな思いがあると思っ 9展覧会 切絵にアート いい発想 9あの絵すご まだまださきだ がんばろう 9みいんなね すごく上手で きれいだな 9すてきだね いろんなゆめが あふれてる 9全学校 スゴイ作品 ありがとう 全学校の写真，絵，工作がスゴクいんしょうにのこって，こんな思い出を作らしてくれてありがとう。という意味です。 9すごい絵が たくさんあって びっくりだ 9さくひんが みんなちがって そこがいい 9すごいよね みんなの作品 きれいだね 9名作が たくさんあるよ 美術展 いいものがたくさんあるから。 9絵やしゃしん みんなちがって みんないい 9
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すごいよね リアルなさくひん おおかった リアルなさくひんがおおかったからおもいついた。 9びじゅつかん すごいえいっぱい しゃしんかな 10しゃしんやえ どれが本物 みつけなきゃ 10こせいゆたかな 作品集まる 美術展 広島県内からいろいろな作品がおくられてくるから１つ１つの作品に色々な気持ちがこもっているか 10すごいなー 本物そっくり 天才だ 10みんなの絵 いっぱい上手で まねしたい。 10心の絵 みんなの気持ち つかみます じぶんじしんで体けんしたから 10大賞を とれたのすごい あこがれる 10弟の えんぴツリーは けっさくだ かぞくで弟のえんぴツリーをみにきてすごいと思ったから。 10さくひんで はなびをしてる たのしそう 10かんせいと いうばあちゃんが 面白い ばあちゃんがかんせいといって面白かった。 10たくさんの いい作品を ありがとう 10かきたいな サッカーボール カラフルに 10作品が げん実ばなれで すごかった げん実ばなれだったので。しかもすごかった。ゆめがあったから。 10すごすぎる とにかくすごい さくひんだ ぜんぶの作品をみたけど，どの作品も「すごい！」としかいいようがなかったので…。 10みんなの絵 一つ一つが すてきだな！ 10さくひんが おどっているよ たのしそう 作品たちがみられて，ほめられて，人間だったらうれしいだろうな。 10来年は ぼくの作品 出したいな 10げいじゅつだ すばらしい絵が かけるんだ 10うれしいな わたしの絵がね あるんだよ 10作品は 自分の気持ちの けっしょうだ。 人や自分の作品の気持ちが表れている。 10すてきな絵 私も書くよ がんばるぜ 10神楽すき オロチにしょうきに じんりんだ ぼくは神楽がすきです。同じように作品の題材になっていてうれしかったです。「しょうき」「じんりん」は神楽の演目名です。 10色からね どの作品も 作られる すべての作品がきれいだと思ったのこの五七五を作りました。 10展覧会 天才たちの つどう場所 11展覧会 げいじゅつかへの 通り道 11リアルな絵 力作ばっかり 多かった。 絵の場所に力作が多かったから。 11人の絵が たくさんあって まねしたい。 人の絵が拓さんあってすごい絵ばかりだったのでまねしたいと思いました。 11うれしいな わたしのさくひん えらばれた 11絵を描いて 心も顔も まんぞくに 11みんなの絵 がんばる気持ち つたわるよ 11作品が 出品されて うれしいな 11すてきだね たった１つの 絵なのにね たった１つの絵なのに見ていて絵の中にとけこみそうな心になりました。どの作品もすばらしかった 11たくさんの さくひんみつけ えがおでた 11美術館 いっぱい絵がある すばらしい みんなの好みがよく分かる。 11たくさんの 心のこもった けっさく品 11おとうとも 出せばうかるね このてんじ 12独創性 あふれる未来の 芸術家 いろいろな年齢に関係なく，すばらしい作品を見ることができたからです。 12私の絵 改めて見ると ほこらしい 12すごかった みんなの作品 生きている 12さくひんを よく見て思う 格の差を 12作品の 一つ一つに 思い出る 12よんでよね ごうしちごうの ボックスで 近くにボックスがあったから。 12がんばるぞ すてきな作品 作るまで 12力作だ 次は何を 描こうかな みんなの絵を見て，どれもとても良い作品だったので，また私も次頑張りたいと思った。 13



みんなのね 絵を見て自分も かんばるぞ 13すてきだな いろんな人の 作品は 13宝石だ いろとりどりの きれいな絵 13どの絵にも 人の心情 物語る 展覧会全ての絵に描いた人が「どんな事を思って描いたのか」それをよく読み取れる作品だったか 13みんなの絵 アイデアうかぶ 絵であった 13作品は 人の気持ちが やどってる 作品には，その描いた人の気持ちがあってその気持ちがこんなすごい作品を生み出したと思ったか 14すてきだね 夢いっぱいの 作品だ 14自信作！ 美術展では 影薄い 15たくさんの 個性がつまった ジュニア展 16幸せが 会場中に あふれてる この会場に足を運ぶ人々が家族，友人，そして自分の作品を見に来ます。力いっぱいののびのびとした絵が作り出す雰囲気と，成長をみんなで喜びあう姿にこちらまで幸せになりました。 20美術展 来られる方の 笑顔展 今回多くの子どもたちの作品が展示されており，その１つ１つに様々な思いがつまっていました。それを見た方は穏やかで温かな表情をされており，来客者の方々の笑顔も展示されているように感じ 21すてきだね 自分なりの 作品だ 25あかるいね 子どものこせいが あふれてる 子どもたちの明るい未来が想像できるから。 26子どもたち 夢がいっぱい つまってる 個性的でどれも夢のつまった素敵な作品でした。 28約1000点 ラストを飾る みっちゃん系 出口近くの作品はアートすぎてよく分からなかったです。 32どれもみな 笑顔あふれる 展覧会 どの作品も元気いっぱいで個性的で…家族みんな笑顔で楽しく作品をみさせていただきました。ありがとうございます。 33こどもたち えがおでつくる てんじかい 子供達の笑顔があふれていました！！ 36カボチャかな？ パンプキンかな？ 南瓜よ！ リアルすぎてビックリでした。 36○○賞 その基準は 闇の中 どの賞もとれなかった作品もすてがたい。 37ひょうげんは いろいろあって いいんだね 同じテーマでも感じ方や表現の仕方が様々で，見ていてとても楽しかった。だから，どんな表現をしてもいいということです。 37すてきだね 若い感覚 とびだした 37ちいさなて おおきながくに みらいのえ 子供の小さな手にはがくはとても大きく，中に絵がかれる絵は子供の中の（心）未来がある。 37帰宅後は 息子と一緒に 制作だ！！ すてきな作品にワクワクしました。帰宅後に息子と一緒に向かいにチャレンジしたくなりました。 38魂が キラリと光り ジュニア展 ひとりひとりの心のピアーさが出ててすごく楽しかったです。 38これからも 玉をみがいて 尚嬉し これからも玉のようにもって産まれてきた才能を研してもっと上にきてほしい。 38デザイン画 私も帰って かこうかな 39フツフツと 創造意欲 さぁ！挑戦 学生さん達のイキイキとした作品を見て，自分も何か作ってみたいと心がワクワクしたので。 39長男の 絵を見て笑顔 クリスマス 入選した息子の絵を見た感想です。 39親なれば 胸にささりし ”グレートマザー”お母さんにグレートとつける子どもの心もすばらしいですが，グレートと冠してもらえるお母さん自身がすばらしいのでしょうね。 40美しい 心の窓が 開いてる 子供たちの美しい感性は澄んだ心から生まれている。 41すてきだね 子供の心 広がって 子供たちの創造力，想像力はすごいと思ったの 41じぶんのこ すごいぞすごい さいこうだ 自分の子供の絵が美術館に展示してありビックリした。 42むげんだい こころのなかみ ふうせんだ とってもいろんな表現方法，やわらかい発想にあっとうされました。 43色どりと アイディアいっぱい 子の心 この美術展をみて，家庭の様子もわかるような明るい色どりの作品に感激しました。将来の日本に希望が持てるようです。 43



たくさんの 個性が見えて たのしいね 同テーマでも色やタッチが異なり，楽しく拝見しました。きっと作っている時も楽しんでたのかなと思いました。 44すてきだな いろんなゆめを ありがとう 夢見る少女の頃のきもちに戻れました。 44無限大 やわらかあたま 大人にも 表現や発想の自由は子供だけのものではなく，大人もそうなんだ！！と少し勇気をもらいました。 44むすめの絵 見にきてみたら 他すごい 44げんきをね もらったみたい さくひんに たくさんの作品を見ていると，元気になれる気がしました。 44情熱が とびこんでくる 色・形 作者（子どもたち）の思いが１つ１つの作品から伝わってきました。子どもたちの感性はすごいで 45わが子がね 立派にみえる 美術展 我が子の光るものを見つけた瞬間です。 49忘れてた 素直な心 振りかえる 上手とか下手とかでなく，自分の表現したい忘れていた気持ちを想い出された。 50自慢げな 我が子の顔が 頼もしい 51じまんげな わがこのかおが たのもしい 51つくること 楽しんでるね 子どもたち 脳をつかって，創造力豊かに楽しい作品ができあがってます…。 54いろづかい おどろきもものき さんしょのき 57今日もまた 無事に終った 8月6日 60様々な 心が見えて スマイルに みんな楽しそうな心が見えて自然にえがおになれそう。いやされます。 60ほのぼのと たのしい作品 観てすごす 60穏やかに 心のこもった ジュニア達 63クリスマス 大くの作品 プレゼント 皆さんのすばらしいたくさんの作品を見せていただきうれしいクリスマスプレゼントになりました。孫の作品を見に来ました。 63子供たち 四角のせかい 夢あふれ 64すばらしい 発想ですね 感動す だれも表現しなかったものを描いて。 65入選 孫のおかげで 絵の世界 66上手より 個性を伸ばす ジュニア展 学校毎にワンパターンになっている。指導者の熱意が感じられる。 66まごのえを こころにうつす びじゅつてん 66素敵だね 君は小さな 芸術家 若い皆様がとても立派な作品を作られていて，感性溢れる芸術家だと感じました。 68孫の絵に 賛辞を送る 老夫婦 孫の心の成長として，創造性，心の柔軟性等が絵を通してかいまみることができた。 68忘れてた 思いをわかす アートかな 68まごの絵は 入選だけど 一番だ 一順しても二順しても孫の絵を見る 70秋日和だ 創る目力 いとおしい 70ジュニア展 作品見つけて 感涙す 70小雪降る 孫の作品 再度見に 70すばらしい よくぞやったね まごむすめ 71おどろきね さいのうだした まごむすめ 71私でも かけそうにみえ いざできず 71孫の作 ながめて見ては 誰に似た 自分の孫だけでなくよその孫も旨い。 74よく見たね よく感じたね この作品 絵に動きがあり，絵が語りかけてくれて，しばし会話しました。 76孫の絵に 相好くずす じじとばば 奨励賞は優秀賞の間違いでは？ 78おてんばの かわいいまごが とったしょう 79すごいよね きれいにやるね さくひんだ 小２作品が どれもちがって すばらしい 小３展示見て 創る苦労の カイガアル （甲斐がある），（絵画ある） 初老手前はじめての てんらんかいは どきどきだあいさつは きちんとしようね きまりだよキラキラと 子どものゆめが つまってる 平和な世界を夢見たり，日常生活の一場面を切り取った夢あふれるすてきな作品がたくさんあったから。いつみても かんげきするよ 孫作品 私には出来なかった事をなしえるまごに感動。すごすぎる さくひんたちが ひかってる



個性がね キラリと光る 美術展 一人ひとり個性の光る素敵な作品が集まっていました。


