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募集テーマ：日常生活で使うもの 
（非日常生活で使うものも含む。) 



ごあいさつ 

 この度は、「第２回 目が見えない・見えにくい私だから考えついた“とっておきのアイディ

ア”コンテスト」に、たくさんのご応募をいただきありがとうございました。 

 お蔭様で盲学校の部では29名、34作品、一般の部では55名、90作品の応募をいただき

ました。 

 

 今回で2回目の開催となりますこのコンテストは、昨年度の応募と比較しますと応募総

数は減ったものの、アイディアの内容は大変充実していました。そしてそれぞれのアイ

ディアは、移動、衣服、家電製品、玩具、光学機器、書籍、情報、食品、日用品、文房具

の分野に亘り、どれも今後のモノづくりに活かせそうなものばかりでした。 

 

 審査は審査員会にて厳正に行い、盲学校の部、一般の部、共に以下の３つの視点から、

最優秀賞（各部１名）、優秀賞（各部２名）、入賞（各部５名）を選定いたしました。 

 

１．夢のあるもの（非現実的なものであるが、夢があり希望が持てるものなど） 

２．実現可能性があるもの（現実的であり、製品化可能なもの、あるいは少しの工夫で製

品化がきそうなものなど） 

３．ユニークさ（斬新さ）があるもの（アイディアの内容がユニークであり、楽しみの持てる

ものなど） 

  

 今回、盲学校の部で最優秀賞に輝いたのは愛媛県立松山盲学校中学３年生の生徒の

作品でした。弱視の人達のために考えた「ワールド ワイド グラス（WWG）」は、現時点で

の商品化は難しいかもしれませんが、そのニーズは高く、夢があり希望が持てるものでし

た。 

 一般の部の最優秀賞は、視覚障害のある人達にとってとても便利なアイディアで、今後

の技術をもってすれば実現可能なのではないかと思わせる「お醤油シートわさび味」でし

た。 

 

 作品の選定に関わった審査員からは、「アイディアにあふれた受賞作品が多く、今年も

選定することが大変だった」、「短い文章でもアピールポイントがはっきりしているものも多

く読みごたえがあった」と総評がありました。 

 

 また来年第３回のアイディアコンテストを開催する予定です。それまでたくさんのアイディ

アを温めて頂ければ幸いです。 

 

 

目が見えない・見えにくい私だから考えついた“とっておきのアイディア”コンテスト事務局 

社会福祉法人日本点字図書館 

公益財団法人共用品推進機構 
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盲学校の部 
《最優秀賞》 

 屋外に出た時、しゃ光

めがねにかけかえるわず

らわしさがない。ボタン一

つでこのみの見え方にな

る。見えにくいものも言葉

で説明してくれる。 

・Ａボタン…しゃ光レンズ 

・Ｂボタン…見えたものを

言葉で説明してくれる。 

・イヤホン…音声ガイド 

・薄型ソーラーパネル…

自動充電 
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宇佐 亮さん 
（愛媛県立松山盲学校 中学３年生） 

う   さ  りょう 



《優秀賞》 

アイ棒 
北田 佳琳さん 
（東京都立久我山青光学園 視覚障害部門 中学２年生） 

 
 

 中途視覚障害者は、AIと会話することで、トイレの個室に入ったが、流す場所がわから

ないときなど、AIが目となって説明してくれます。もちろん、どこへ行きたいと言えばイン

フォメーションしてくれますし、危険を察知して、しゃがんで、止まって、と指示してくれます。

まさに相棒となって、おしゃべりも楽しめます。 

 

 知的障害をともなう視覚障害児・者は、よく使う言葉や簡単な指示（とまれ）などを学ば

せて、会話ができるようにします。「おなかがすいた」「痛い」なども不明瞭な発音であって

も聞き取れるようにAIに学ばせ、それをAIが正確に周囲に発せるようにすることで、近し

い人以外にも意思疎通ができるようにします。学校や職場、家庭と共有することで語彙も

ひろがり、障害児・者のストレスの軽減が期待されるほか、災害時など緊急事態にも役に

立ちます。AIはバックアップもでき、万が一なくしたり、壊したりしても復旧が容易です。 

 

 特筆すべきは、盲ろう児・者にも使えることです。振動を与えて（イメージは無線信号）、

言葉の意味を振動で知らせます。たとえば、手首に巻いて「bu,bu,bu」、「bu-,bu,bu,bu」な

ど振動の種類で意味を読み取れるようにします。知的障害を併せ持つ児・者であっても、

振動のリズムを、作った側に合わせるのではなく、生活の中で学んだことを覚えさせるこ

とで使用が可能になります。しかも、その振動をAIが言葉にして周囲に知らせることがで

きるので、特定の人しか理解できなかったサインによるコミュニケーションが、誰でもわか

るようになり、盲ろう児・者に伝えることができます。また、手首などにAIを撒いておけば、

本人が、手やひざをサインのリズムをたたくことで、AIが言葉にしてくれるため、盲ろう児・

者からの呼びかけが可能になります。災害時等はもちろんですが、家庭や先生以外の人

とのコミュニケーションが拡がり、盲ろう児・者の世界がひろがります。 

 

 まさにEYE棒であり、相棒であり、愛棒なのです。 
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きただ    かりん 



音声付カラオケマシーン 
広瀬 由花さん 
（栃木県立盲学校 高校１年生） 

 
 

 カラオケを検索する機械に音声がつ
いた様なもので、見えなくても、自分で

曲を選べて歌詞も伝えてくれる。（カラ

オケハウスに置いてあって、希望すれ

ば貸し出してもらえるもの） 

 お友達どうしでカラオケハウスに行っ

て、歌が歌える。 
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ひろせ    ゆ か 



《入賞》 

なんでも読み上げマウス 
太田 愛菜さん 
（埼玉県立特別支援学校塙保己一学園 小学５年生） 

 

 「なんでも読み上げマウス」はねずみの形をしたキーホルダーです。読みたい札や商
品などに、ねずみの口先にあるセンサーをあて、おなかを押すと、書いてある文字を読
み取り、読み上げてくれます。軽くてどこにでも持ち運びできるので、品物の名前やね
だん、商品のふくろや箱に書いてある情報をその場ですぐに知ることができます。また、
レストランでは、メニューも読み上げてくれるので、視覚障害者でも一人で買い物や食
事をすることができます。 

 「なんでも読み上げマウス」は、長さ７センチくらいのぬいぐるみです。キーホル
ダーになっているので、かばんに付けてつけるので便利で、色は５種類の中から自分の
好きな色を選べます。 

 おなかを押すだけのそうさなので、どんな人でも簡単に使うことができます。 
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くろちゃんテープ 
塩原 桃華さん 
（長野県松本盲学校 小学４年生） 

 

 両面テープのはくり紙を黒色にします。画用紙に貼るときに黒いテープだとどこに貼ったのか
分かりやすいし、はくり紙をはがすときも、黒色だとはがししやすく、はがしたところと、はがして
いない所のちがいがわかりやすくなります。（白色の両面テープを使用している時、「黒なら見
えるのに」と言いました。試しに黒いテープを貼ってみたところ「見える」と言ってすぐにみつけて
はがすことができました）。 

しおはら   ももか 

おおた   ま  な 
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田中 絢士さん 
（兵庫県立視覚特別支援学校 中学１年生） 
 
 通学時、利用者の多い駅を利用しているため、急いでいる人、余裕のない人にぶつから
れることが多いです。ふつうの白杖は重複障がいの人には扱い辛く道をよけてくれない人
はいても、白杖がぶつかると文句を言われることはある…。でもなんとか視覚障害者がある
事に気づき、理解してもらいたいという願いから、ぶつかっても痛くない白杖があればと思
い、作成しました。  
 ベースは小さい子が机の角などにぶつかっても痛くないように貼る保護剤にテーピングを
巻いています。持ち手は白杖っぽくなるように黒い持ち手を付けています。 
 周りの人にはもちろんですが、もっている本人の足にあたっても痛くありません。 
 この杖で打撃を与えようとすると相当な力が必要です。（笑）またこの杖を持っている事で、
視覚障がいがある事だけでなく、「なぜ、持っているのか」と知らない方に声をかけられる事
もあり、新しい理解に繋がると考えられます。 
  

自分にも周りの人にも 
“ぶつかっても痛くない”白杖 
たなか    けんと 
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ガイドロボット『フレンド』 
長尾 悠司さん 
（徳島県立徳島視覚支援学校 中学３年生） 
 

 一緒に外出するのが楽しい、お友達みたいなロボットです。２足歩行でき、全天候型。
太陽光で充電が可能で日常会話ができる。行き先を伝えると、インターネットに接続し、
最短ルートを検索してくれる。ロボットの肩に手を添えると、一緒に歩行して、目的地
まで安全に連れて行ってくれる。車いすの場合は押してくれる。 

 店で買い物の手伝いをしてくれる。商品の場所や値段を教えてくれる。レストランで
ロボットにメニューを見せるとそれを読み上げてくれる。トイレで見つけにくいトイ
レットペーパーや洗浄ボタンの位置を教えてくれる。エレベーターで行き先の階まで案
内してくれる。 

 

 

ともだちコンパクト 
三池 心那さん 
（宮崎県立明星視覚支援学校 小学１年生） 
  

  しってるおともだちがちかづいてきたらなまえをおしえてくれる。もちはこびがかんたん
にできる。 

ながお    ゆうし 

みいけ    ここな 



一般の部 

お醤油シートわさび味 
石川 修さん 
（神奈川県足柄上郡） 

 

《最優秀賞》 

 視覚障碍者はおさしみやおすしなどを食べるときに醤油が適量かけられなかったり、わ
さびなどは適量取れず、うまく食べることが出来なかった。このアイデアでは、醤油とわさ
びを適量１枚のシートにするというものである。 

 醤油とわさびが一つのシートになっていることで、さしみの上にのせて食べたり、すしで
はごはんとねたの間にはさんでしまうことで手が汚れたりせずに食事を楽しむことが出来
る。このアイデアでは醤油とわさびの組み合わせであるが、例えば醤油と生姜などでもよ
い。またシート状になっているので持ち運びに便利であり海外旅行に行った時でも使いや
すい。 

 また、本アイデアの応用としてシート状の歯磨き粉もある。使い方は、このシートをガム
のように口に放り込み歯磨きをする。今まで歯磨き粉を歯ブラシにつけづらかったがこれ
で解消。 
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いしかわ  おさむ 



《優秀賞》 

どっこい太郎 
内田 多美子さん 
（東京都清瀬市） 

 

 

 

 

 見えない見えにくい人がものを落としてしまった時、特にそれが細かいもの、転がりやすい
もの、小銭やボタン、電池のようなすぐに探したいものだったりするときは、本当になかなか
見つけられずに大変な思いをしています。 

 そんな時に手のひらサイズで携帯にも便利な探し物名人ロボットがいて、床などに置いて、
スイッチを入れるとロボットの目が360度見回して落し物を見つけて、その方向に進み近くま

で行くと、発信音と共に手に持った虫取り網のようなものを上から被せてくれます。その網の
中に私たちが手を入れて探せば、手が触れて再びどこかに飛んで行ってしまうことなく、拾う
事ができます。 

 ものを落とした時になかなか見つけられず、手探りをしていて見つけたと思った瞬間にまた
転がしてしまったという情けない経験がよくあります。そんな時、どっこい太郎君が「どっこい
お任せください」と言って、素早く動いて探してくれたら、探し物の苦労から解放されてどんな
に助かるでしょう。「どこいったろう」と探しまわる時間が短縮され、携帯できる可愛らしいロ
ボットをお供に快適な日々を過ごせたらと思います。 
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大西 浩子さん 
（大阪府大阪市） 

 

 ポットから出すお湯の量を設定できるポット。例えば、180ccのお湯を出したい時には、音声
で案内してもらいながら、上下ボタンで設定し、スタート（出す）を押すと、設定した量がでてく
る。 

 お気に入りボタン（よく使う量を事前に設定しておく）があるとなおよし。 

 取り消しボタンを押すと、違う量を設定できる。（一度きりでリセットにならない。） 

 量お知らせボタンを押すと、ポットの残りの量を教えてくれる。先に量を設定してから（音声
案内）出せることがポイントです！ 

 最近では、水の量さえはかれば好きな量だけ沸騰できるポットがあるが、200ccや180cc以
外の量をはかるのは非常に困難である。しかし、これはどんな量でもはからずともお湯を出
すことができるので、即席のみそ汁やカップメン、お茶など、様々なものに活用できる。 

これでキミも計量マスター！ 

う ち だ    た み こ 

おおにし  ひろこ 



《入賞》 

映像・音声変換アプリ 
橋本 隆夫さん 
（愛知県名古屋市） 

  絵画や写真が見えなくても、その内容を音楽にして楽しむことが出来ます。新たな美術鑑 

 賞の形です。 

  映像から音楽へ変換するだけでなく、音楽から映像への変換も出来るため、聴覚障害者で 

 も音楽を楽しむことが出来ます。 

 

 

しずかなカサ 
近藤 貞二さん 
（愛知県丹羽郡）  

 雨の日には傘を差して出かけますが、雨の降り方によっては、傘に当たる雨音に周囲の音がかき消さ
れてしまって危険を感じることがあります。 

 そこで雨音を吸収してくれる「しずかなカサ」があったらいいなと考えました。 

 傘に張る布地の材質や加工の仕方、張り方を工夫することで、傘にたたきつける雨音も優しくなるもの
と考えます。 しずかなカサの布地の表面は、わずかな凹凸加工とわずかな弾性生地によって、強い雨
でも優しく受け止めてくれて静かです。もちろん軽量で防水と撥水加工も万全です。 

  

カビソナー君 
北村 洋子さん 
（東京都西東京市） 

 このカビソナー君は、ボタンひとつでカビの発生元をアラートで知らせてくれる、手
のひらサイズの便利なデジタルグッズです。気になる場所(例えばお風呂場、台所、食
品、はたまた塩漬け中の熟し梅を保存中の瓶など)にこのカビソナー君を向けてボタン
をぽちっ。 

 カビがあればアラートが鳴ります、カビから１メートル程離れた所では、小さな音で
間隔をあけて「ピッ・・・ピッ・・・・ピッ」 

 カビ発生元に近づくにつれて、アラートの音は大きくなり、音と音の間隔も短くなる
ので、どこがカビの発生元なのか知ることが出来ます。掃除に、食品に、革製品(靴や
鞄、上着など)の管理に役立つ、きれい好きの視覚障害者さんには欠かせない便利グッ
ズです。 

10 

こんどう  ていじ 

きたむら   ようこ 

はしもと    たかお 



 

 

 

小池 恭子さん 
（愛知県名古屋市）  

 見えない、見えにくい私たちにとって、ダンスのふりつけを理解するのは大変です。
そのため、健常者と同じスクールでダンスやエアロビクスなどを習ったり、一緒に盆踊
りを楽しんだりできないのです。 

 このドールは、てのひらにのるくらいの大きさで、ダンスのふりつけの映像を解析し
て、体を動かして踊ることができます。 

踊るスピードをかえたり、上半身と下半身に動きを分けて動いてくれたりもします。 

 視覚障害のあるユーザーは、ドールにふれながら、体の動きやリズム、タイミングな
どを理解していきます。 

 

３ｄものさし 
五十嵐 修一さん 
（北海道函館市） 

 小さな箱型で中に伸縮する棒が入っており、計測前の際に横・奥行き・高さと３方向
にそれぞれ伸びる。 

 それぞれの棒には通常のものさしと同様に長さが印字してあるのに加え、見えなくて
も長さがわかるように突起した印が付いている。 

横幅を図る際に長さ分を伸ばすと最初の小さな箱から2本の棒が伸び、次に2本のうちの
1本を奥行き文の長さだけ移動させることで、両端の奥行き分の棒が伸び四辺ができる。 

 この状態で四角ができているので、それぞれを高さ分だけ引き上げる。こうすること
で、立体的な形になるので正確な大きさを触って把握することができる。 
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With Dance 

いがらし    しゅういち 

こいけ    きょうこ 



講 評 

審査委員長講評 
 

夢がありながらさらに具体化になった応募作品 
社会福祉法人日本点字図書館 理事長 田中徹二 

 
 今年の応募作品で、私がいいなと思ったものに、雨の日に、白杖を持っていないほうの手が、傘で
ふさがれないという飛んでいる傘のアイディアでした。ところが、同じアイディアがすでに企業で考え
られていて、不採用になってしまいました。しかし、それだけ現実性のあるアイディアが出てきたとい
うことで、このコンテストの意義が高まってきているように思います。 
 一般の部で最優秀になったのは、「お醤油シートわさび味」です。確かに寿司やさしみを食べるとき、
醤油をつけるのはなかなか難しいものです。こんなシートができたら、私たちの食生活は楽しくなると
思いました。 
 
 

審査員講評 
 

発想は無限大 
文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課 特別支援教育調査官 青木隆一 

 
 「なるほど、その発想があったか！ アイディアは尽きることがないのだな。」 
審査を進める中で、何度つぶやいたことか。第１回コンテストで応募されたアイディアは多岐多様で
あり、出尽くしてしまったと思っていた。ところが、第１回をしのぐアイディアが全国から寄せられてい
たのだ。その根底には、より楽しく学習したい、より便利に生活したい、より安全に移動したいなどの
切実な願い。その願いにゴールがあるはずがないのだ。そのことに改めて気付かされた。そして、第
３回が楽しみになってきた。 
 

 

発想を変えて、あらたなアイディアを 
サイトワールド実行委員会／株式会社ラビット 代表 荒川明宏 

 
 二年目のアイディアコンテストにはあまり応募がないのではないかと少し心配していました。 
しかし、100件を超える応募が有りとても驚きました。AIやロボット、画像認識と言った内容は、急激な
進歩を遂げています。 
 今は「夢」でももしかしたら「半年後に実現」と言った物もいくつかあるのではないかと思いました。 
 このアイディアコンテストは視覚障害者当事者が「夢」を持つようなたくさんのアイディアを募集して
います。 
 少し発想を変えて、視覚障害者を支援する家族や周りのボランティアの方にとっても便利なアイ
ディアなどあったら面白いのではないかと思いました。 
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たなか てつじ 

あおき りゅういち 

あらかわ あきひろ 



アイディアを形にするチャンス 
一般財団法人製品安全協会 理事 金丸淳子 

 
 今回で２回目となるアイディアコンテスト。昨年の応募作品と比べると、少しの工夫で商品化が実
現しそうなアイディアが多かったように思います。また、自分のために思いついたものだけではなく、
自分の周りの人のことを思って考えたアイディアもありました。 
 これからも応募作品の中の様々な種類のアイディアに光を当て、コンテストに集まったみんなの
思いをさらに多くの人に知ってもらう機会になればと思います。 
  
 

 

たくさんの夢をありがとうございました 
東京都立八王子盲学校 校長 國松利津子 

 
 アイディアコンテストも２回目とあって、内容が充実し素晴らしい作品がたくさん出されて感動しま
した。便利な時代になったとはいえ、ユニバーサルデザインの視点からも有効な作品ばかりで、ま
だまだ生活全般を見回して改善の余地ありと気づかされました。また、ドラえもんの気分になり、
「私もこんなものがほしい。」「ポケットから出せたらいいな。」と思うものがたくさんありワクワクして
きました。応募作品を見させていただき、夢をいっぱいいただきました。ありがとうございました。 
 
 

 

必要は発明の母（Necessity is the mother of invention） 
社会福祉法人視覚障害者支援総合センター 理事長 榑松武男 

  
 事務局より応募書類（124件）が送付され、数日間で全てに目を通し採点していく事に少し余裕が
なく困惑したものです。応募された皆さんが日常生活の中でより便利に、より安全・安心に、より快
適に過すにはと切実に必要とされているからこそ表出されたアイディア！甲乙つけ難い考案に思
わず背筋を伸ばしました。昨年は夢(現実は難しいけどあったら素晴らしい)の作品が多く、本年は
現実に即した作品が多く見られました。真摯な応募作品に敬礼です。 
 
 

 

目が見えなくても、見えにくくてもアイディアは広がる 
社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会 理事長 高橋秀治 

 
 小さい頃からものを見るとき、見えにくかったり、まったく見えない時は、とても辛い思いをすること
があります。悔しい時もあります。それでも第２回目の応募作品は、みんなの願いと夢のこもった作
品が集まりました。見えなくともいろんなことを知ることができます。そんなことを重ねて行くうちに、
いろんなことを知りたくなってきます。面倒がらずに、見えなくても、自分のために何かを作りたく
なったら、まずアイディアコンテストに応募してみましょう。 
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かなまる じゅんこ 

たかはし ひではる 

くれまつ たけお 

くにまつ   り つ こ 



 

斬新なモチーフに溢れた作品の数々 
一般財団法人日本児童教育振興財団 業務執行理事 宮木立雄 

 
 日常の生活から感じる不便さをどうやって乗り越えるか。提案された数々のアイディアは、日々
便利さの追求を考えていなければ生み出すことのできない斬新なモチーフに溢れた作品ばかりで
す。各作品に甲乙をつけがたいのは、作品に込められた各提案者の熱意のためでしょう。共生社
会への道筋を理解するには、このような作品展が継続することが大切だと思います。 
 

 

夢が現実に近づいてきている実感がありました。 
社会福祉法人日本盲人会連合 総合政策審議委員 宮城 正 

 
 生徒さんのアイディアからは、周囲の人たちと同じように生活したいといういじらしさを感じさせて
いただき、一般の部では、このようなものがあったらもっと積極的に生きていけるのではないかとい
うたくましさを感じました。しかし、私が素敵に感じたアイディア商品が類似品として存在していること
にも驚きました。これも、参加者の想像力と事務局の努力が現実を夢に近づけていただけているの
ではないかと実感いたしました。今後もこのような活動を通して、夢が現実に近づいてきている実感
がありました。夢の実現が加速することを願っております。 
 
 

夢が具体的になってきた 
全国盲学校長会 会長 矢野口 仁 

 
 ＡＩなどの科学技術の進歩により、かつては夢物語であったものが急速に現実味を帯びるように
なる中で、具体的にどのようであったらよいのかを提案した作品が多かったと思います。一日でも
早く実現してほしいですね。応募作品の中には、ちょっとしたことでもそれが業界全体で統一して実
施された場合、健常者も含めて思いの外大きな効果が期待でそうなものがありました。そんな「シス
テム」への提案も面白そうで、今後の応募に期待したいと思います。 
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みやき  たつお 

みやぎ  ただし 

やのくち    ひとし 
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