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ごあいさつ 

 この度は、「第３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46名、53作品、一般の部では36名、62作品の応募をいただきま

した。 

 

 今回で３回目の開催となりますこのコンテストは、第２回と比較しますと、一般の部の応募総

数は減ったものの、盲学校の部は1.5倍増加しました。 

 アイディアの内容は、盲学校の部では、夢があり、ユニークな作品、実現可能性の高い作品な

ど様々な作品がありました。一般の部では、日常生活の不便さを解消し、より豊かな生活を送る

ことができるようにするための作品が多く見られました。 

 それぞれのアイディアは、移動、衣服、医療機器、家電製品、金融、光学機器、住宅設備、

情報、食品、書籍、日用品、文房具、玩具などの分野に亘り、どれも今後の製品開発のヒント

になり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（盲学校の部２名、一般の部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

化ができそうなものなど） 

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高校３年生の作品でし

た。視覚障害のある人のために考えた「ファッションお助けアプリ オシャレっこ」と、埼玉県立特別

支援学校塙保己一学園中学２年生が弱視の人のために考えた「軽々デスク」でした。いずれも、

多くの視覚障害のある人達の持つニーズであり、夢のある作品でした。 

 一般の部の最優秀賞は、視覚障害のある人や盲ろうの人にとって嬉しいアイディアで、実現が

望まれる「立体手書きデジタルパッド」でした。 

 

 作品の選定に関わった審査員からは、「これまでの作品とは違った新しい視点での作品が多く、

視覚障害のある人達のニーズがよく分かる」、「作品のアピールポイントが明確に書いてあるものが

多く、内容が分かりやすい」等の総評がありました。 

 

 来年も継続してアイディアコンテストを開催する予定です。たくさんのアイディアをお待ちしており

ます。 
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盲学校の部 
《最優秀賞》 

 私は弱視で勉強をする時、書見台を使っています。書見台は書物を読んだり、書いたりする

時に使うものです。 

 私たち弱視の人は、書物を読んだり書いたりする時、顔を近づけてしまって普通の机では

姿勢が悪くなってしまいます。 

 そのため、教室外での勉強などでは書見台を持ち運びます。大きさは学校の机の平面より

一回り小さいです。重さは軽いので 

約３㎏、重いので約５㎏あり 

ます。 持ち運ぶその都度とても大 

変です。 

 キャンプ用のイスや机のようにコ 

ンパクトにたため、軽量なのにじょ 

うぶな書見台がほしいと思いまし 

た。そうすることで持ち運びが楽に 

なり勉強しやすくなると思いました。 
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河野玲那（こうの・れな）さん 
（埼玉県立特別支援学校塙保己一学園 中学２年生） 

軽々デスク 



盲学校の部 
《最優秀賞》 

毎日着る服で、悩んでしまうことはありませんか？ 

 このアプリはその悩みを解決する手助けをしてくれるのです。写真を撮って系統を選ぶだ

け！「視覚障がいのある人はどうするのか？」と思われる方もいると思いますが、大丈夫で

す。AIの会話機能を使えば簡単に操作ができます。全盲の人も、自動撮影機能を使うこと

で、同じようにアプリを使うことができます。 

 誰でも使える、簡単服選びアプリ「オシャレっこ」！ 

 

2 

松浦佑美（まつうら・ゆみ）さん 
（愛媛県立松山盲学校 高校３年生）  

ファッションお助けアプリ 
オシャレっこ 



《優秀賞》 

何か落としたときに 
運んできてくれる小さな車 
近藤未來（こんどう・みく）さん 
（愛知県立名古屋盲学校 小学５年生） 
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 小さなもの（消しゴムや点ぴつなど）をゆかに落としたときに、その車を使います。正面に小

さなカメラがついていて、上からは音声が流れます。その車を部屋中に走らせて、なかった場

合「ありませんでした」と言って、そして外に出てまたさがし回ります。（スピーカーの近くに小

さな箱があります。持ちあげるときはクレーン車のようにします。） 

 私はよく物をなくしてしまいます。一人で 

さがすといつまでたっても見つかりません。 

しかし、お母さんがさがすと一分もしない 

うちに見つかったことがあります。 



点字付き音声自動販売機 
大澤孝樹（おおさわ・こうき）さん 
（群馬県立盲学校 中学３年生） 
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 点字と音声がついている飲み物の自動販売機。飲み物があるところに点字ピンディスプ

レイがついていて、途中で入れ替えがあると自動で上書きされ、いつでも正しく表示されて

いる。 

 表示内容は、飲み物の名前・温冷の別・値段。ボタンを１回押すと、「冷たいコーラ110円

です。」と音声で知らせ、お金を入れてもう１回押すと、品物が出てくる。 

 

 点字でも、音声でも、確認ができます。見えている人も見えない人・見えにくい人も便利に

使えます。 

 

 自動で情報が更新されることにより、点字表示と違う飲み物が出てきて、悲しい思いをす

ることがなくなります。 

《優秀賞》 



《入賞》ユニークなアイディア賞 
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タッチコンタクト 
日渡優花（ひわたり・ゆか）さん 
（青森県立八戸盲学校 小学５年生） 

 

 視覚障害者のコンタクトを考えました。コンタクトは透明で見つけにくい、見えにくいです。 

なので、色をつけたら見やすくなると思いました。また見やすい色がひとそれぞれあるので、10

色から見やすい色を選べるようにしました。このコンタクトは、スマホやタブレットのアプリと連動

しています。 

 機能は三つあります。一つ目は、自分の視力を設定し、その視力に対応する機能です。二つ
目は、見やすい色を選べることです。例えば、青い色の字が見やすい人は、青色のボタンを選

ぶと字が青く見えるようになります。三つ目は、自分に合った見方が選べます。例えば、“遠く

の物が見える”や“明るく見える”のボタン 

を選ぶと自分に合った見え方になります。 

このボタンは一つだけでなく、いくつでも 

選べます。 

 今より見えるようになるとうれしいし、生 

活が楽しくなると思います。 

 作るのは難しいかもしれないけど、みん 

なに笑顔になってほしいと思って、このア 

イディアを考えました。 
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町田天音（まちだ・てん）さん 
（群馬県立盲学校 中学３年生） 
 
 商品にタッチすると商品情報がピンディスプレイに出てくる。音声機能もついていて、イヤホン

を使って聞くこともできる。情報には二つのモードがあって選ぶことができる。『解説モード』の場

合は「ミニトマト、○個入り、○○産、○円」という風に教えてくれる。『友達モード』の場合は、「私

はミニトマトよ。○個入りよ。○○から来たの。○円で買ってね」という風に教えてくれる。『友達

モード』のほうは、ＡＩが搭載されていて、ユーザーのお気に入りの商品があったり、新発売の商

品があったりするとタッチしなくても教えてくれる。 

 買い物に行ったときに、商品を触るだけでは、それがなんだか分からなくて不便だし、ただ一

個の商品のために人を探して訊くのも大変だと感じています。もっと楽に買い物ができたら良い

なあと思って考えました。  

らくらくプレート 

案内乗車口 
遠山作弥（とおやま・さくや）さん 
（群馬県立盲学校 中学３年生） 

 

 白杖を持った人が近づくと、次にホームに入る電車の乗車口を説明してくれる「こちらが、○

両目、○番目のドア乗車口です。ホームとの間に○ｃｍの段差、○ｃｍの間がありますのでご

注意ください」と説明してくれる。 

 僕が通学に使っている駅では、ホームと電車の床の段差が20ｃｍくらいあります。はじめて来

た人は驚くだろうなと思います。また、東京の駅の中にはホームと車両の間が広くあいていて、

気をつけないと落ちそうになることがあるので、そういう危険なところを教えてくれる乗車口があ

ると安心だなぁと思います。 

《入賞》実現可能なアイディア賞 
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山口達也（やまぐち・たつや）さん 
（大阪府立大阪南視覚支援学校 高校１年生） 
 
 つまんだものが何かを音声や振動で教えてくれるお箸です。 

・味付け、温度は口に入れてからでないとわからないので、食べる楽しみがある 

・カロリーをおしえてくれたり、事前に設定した塩分量やカロリーに達したときに教えてくれる 

・ネットにつながり、食材の産地などを調べることもできる 

・ご飯粒の残量を教えてくれる 

  

食べ物の情報を教えてくれる箸 

《入賞》夢のあるアイディア賞 
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稲葉潤也（いなば・じゅんや）さん 
（大阪府立大阪南視覚支援学校 高校３年生） 
 
 スマートフォン向けアプリ、または専用機器として提供。電車やバスといった公共交通機

関の空席を教えてくれる。また、乗車中に席が空いた場合などにも通知してくれる。 

  

 仕組み…公共交通機関の全ての座席の下にセンサーを埋め込み、人が座っているかどう

かを機械で判断できるようにしておく。人が座っていないことが検出された場合は、アプリま

たは機器（以下チェッカーとする）で「後ろの４人がけ座席の左手前が空いています」などと

通知してくれる。 

 音声（アプリの場合はスマートフォンに搭載されているスクリーンリーダーを仕様）の他、墨

字、点字（点字ディスプレイ等を接続）でも通知でき、弱視者や盲聾者でも容易に使うことが

できる。チェッカーにはGPＳが内蔵されていて、詳しい位置情報が取得でき、込んでいる時

でも、電車の場合はホームに到着した段階で比較的空いている車両を通知してくれる。 

 

 空席があるのに座れないという問題を避けることができる。また、空席だと思って座ろうと

したら人がいた、という問題も避けられる。 

  

空席チェッカー 

ユニークで実現可能な 
アイディア賞 

《入賞》 



一般の部 

立体手書きデジタルパッド 
矢端美幸（やばた・みゆき）さん 
（群馬県前橋市） 

 

《最優秀賞》 

 子供の「書いて消せるお絵かきボード」で遊んでいて、「この線がさわれたらもっと上手

に書けるのに・・・・」といつも思っていました。私の子供の頃の夢はイラストレーターでした

が、視力の低下とともに、絵を描くことができなくなりました。漢字もどんどん忘れてしまい、

説明が難しい感じもあるので簡単に立体が画面に出ればいいのにと思っています。 

 この商品は、お絵かき、ぬりえが手でさわりながらできるので、幼児から大人まで幅広

い年齢層に楽しんでもらえます。色の区別は浮き上がる線の形状（ザラザラ・つるつる・て

んてんなど）で表されます。 

 全盲の学生に墨字の形や図形の学習をするのにも役立ちます。社会人になってからは、

書類への書き込みや地図の確認、簡単なメモ書きにもべんりです。 

 また、中途の盲ろう者の意思疎通の手段として、点字や手話を覚えるのが困難な場合

にも活躍できるものと思います。 
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《優秀賞》 

アイ・アシスター 
近藤貞二（こんどう・ていじ）さん 
（愛知県丹羽郡） 

 

 

 

 

 

 

 私はファッションにそれほど敏感なわけではありません。けれど、それはファッション関連の
情報は視覚障碍者には分かりにくく、また見えないから自分でチェックが難しいこともあって

無難にまとめてしまいますが、自信をもって自由なおしゃれを楽しみたいという願いはいつも
あります。 

 けれど、時間が過ぎるとこの服どんな色だったっけ？と気になったり、洋服に汚れがあって
も気づかないまま…というようなこともあります。 

 家族や友人にチェックしてもらうことはできますが、いつもというわけにはいきません。また
衣服の色を教えてくれるスマートフォン用のアプリもありますが、身だしなみまでチェックでき
ません。おしゃれはもちろんですが、見えないからこそ人前で恥ずかしくない身だしなみを心

がけたいものです。 

 鏡に自分の顔や姿を映して自分でチェックすることができなければ、鏡にいろいろな機能を
持たせた「スマートミラー」があってもいいのではないかというのが「アイ・アシスター」の発想
です。視覚をアシストしてくれるという意味で「アイ・アシスター」と名付けました。 

 アイ・アシスターがあれば、視覚に障害のある人自身で自分のチェックができますので、もっ
と自由で、もっとおしゃれに関心を持った視覚障害者が増えること間違いなしでしょう。 
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橋本隆夫（はしもと・たかお）さん 
（愛知県名古屋市） 
 

 その日の予定に応じて、ＡＩが服をコーディネートしてくれます。 

 以前のコーディネートも記憶しているので、毎回同じ服になってしまうこともありません。 

 会う予定の人がクローゼットコンシェルジュを使っている場合、服がかぶらないようにも出来
ます。もう服のコーディネートに悩む必要はありません。 

 服を汚してしまった場合も、クローゼットが汚れをチェックし、洗濯したりクリーニングに出し
ます。 

 ボタンが取れかけているなどのほつれも自動で修繕してくれます。 

 体型や季節の変化に応じて、服を注文したり、レンタルしてくれます。 

 もちろん自分で購入した服も収納出来ます。 

 「見えなくたっておしゃれがしたい」と言うあなたの必需品です。 

クローゼットコンシェルジュ 



《入賞：とっておきのアイディア賞》 

上岡三誉（うえおか・みよ）さん 
（奈良県奈良市） 

  

 ＳＴＴ（盲人卓球）と視覚障害者マラソンの練習を手伝ってくれるロボットです。一台で、両方の

スポーツのサポートができます。ＳＴＴはラリーの練習と球ひろいをしてくれます。卓球台から、

落ちた球を視覚障害者が見つけられない場合、ロボットに「球、ひろって」と指示を出すと、拾っ

てくれます。ラリーは使う人のレベルをロボット自身が練習する中で判断し、プレイします。マラ

ソンの練習はトラック内を視覚障害ランナーと走ることができます。競技に用いるのと同じ伴走

用ロープをロボットに結び、反対側の端をランナーが持ちます。ロボットはトラックにひかれてい

る線を見ながら走ります。 

 卓球もマラソンも一人ではできません。練習相手や伴走者の不足を補ってくれるロボットです。 

ここどこ ウォッチ 
内田多美子（うちだ・たみこ）さん 
（東京都清瀬市） 

 

 電車に乗っていて、車内アナウンスの声が小さくて聞きにくかったり、または周りの乗客が騒

がしくてアナウンスが聞こえなくて困った事があります。特に、日ごろ乗り慣れない電車では、

駅名に聞き覚えが無いために自分の降りる駅を乗り越してしまったのではないかと不安になる

事があります。そんな時に、ここ どこ ウォッチがあったらいいなと思います。この形状はまる

で腕時計のような物で外出時に腕に付けていて、電車が各 駅のホームに近づいて来ると、そ

の駅から発信されている電波を受信することによって今から止まる駅名を次の方法で教えてく

れるという物です。 

 デジタル表示、点字表示、または音声のいずれかを選ぶ事が出来、利用者が必要な時に

ウォッチのボタンを押すと駅名を確認出来るという物です。 
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カラオケナビゲーション 
岡田太丞（おかだ・たいすけ）さん 
（兵庫県西宮市） 

 

 視覚障害者でもカラオケ好きな方々は大勢おられます。 

しかし、私を含めて、視覚障害者だけでカラオケボックスに行っても、曲名を入力する「デンモ

ク」（端末機）を操作できません。 

 そのことから、視覚障害者だけでカラオケを楽しむことが出来ません。 

 世間では、スマートスピーカーなるものが出ております。 

 その一環で、カラオケボックスに、このスマートスピーカーのカラオケバージョン＝カラオケ

ナビゲーション（以下 スピーカー）が設置されていますと、我々視覚障害者が、そのスピー

カーに向かって、歌いたい曲の歌手、曲名を伝えて該当のボタンを押すと、自動的に入力さ

れてカラオケが流れるというもの。 

この動作が基本形となります。 

 我々視覚障害者は当然ですが、私の両親＝８０代の高齢者ですが、カラオケが好きでカラ

オケボックスに行きたいと言いますが、まず、端末機の操作が分からないので、入力できな

いと言っており、その為に、好きなカラオケを断念すると耳にします。 

 

 そうした視覚障害者のみならず、高齢者にも優しいスピーカーがあれば、障害、年齢を問

わず、カラオケが好きな方々が、いつでもカラオケを楽しむことが出来ます。 

 

《入賞：とっておきのアイディア賞》 
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お夢のブレスレット型屋内ナビ
山田 夢（やまだ・ゆめ）さん 
（山口県山口市） 

 

 飛ぶ円盤と同じ夢の構想ですが、ドローンで空中遊泳が出来るハイテク時代になり、腕時計

にもナビ機能が組み込まれてる時代ですから…。 

ブレスレット式のリングに、ウォークナビ機能が組み込めるはず！ 

 室内にウォークナビと同じ能力の衛星電波を取り込めたら、夢の屋内ウォークナビになるの

ではないでしょうか?!! 

 自分が今、いったいどこにいるのか?どっちに向けば行きたい方向に行けるのか? 

 自宅の中で迷子になることは多いもの(笑い) 

 また、盲人は両手の指先を眼にして触りながら物を確認していますので、この腕輪のようなリ

ングをつけて、物に触れば、その品名を音声で、しゃべって教えてくれるマシンは出来ないもの

でしょうか?! 

 親機が手元コントロール式のものは、片手に持つので作業毎に一寸手放さなければならず、

その度に親機を探す不都合と、置き忘れで探す不便が盲人には深刻です。 

 常に身に着けておけるということが一つのポイントです。 

顔面相似器｢たま(球)ちゃん」
田村 昇（たむら・のぼる）さん 
（東京都杉並区） 

 

 有名人や話題の人がどんな顔をしているのか？ 

 ソフトボール大の大きさでネットに接続している。 

 例えばトランプさんの顔と言うと、ネット上にある画像からトランプさんの顔の３Ｄ情報を推計

する。そのデータに従ってソフトボールが自動変形する。 

 それに触れば顔や髪型が推測できる。北の若大将の髪型も文字通り手に取るように分かる。 

《入賞：とっておきのアイディア賞》 



講 評 
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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昨品 
社会福祉法人日本点字図書館 理事長 田中徹二 

 
 ３回目のせいか、前２回で入選した人たちの応募が目立った。それだけにアイディアとして堅実性
が高まったように思う。一方、目が見えないことで、日常生活で困っていることを解決できないかとい
うアイディアが減ったことと、トッピな夢物語も減ってきたように感じた。 
 また、これまで入賞したアイディアが実現していない点、残念な反面、その努力に欠けているので
はないかと思う。みんなで考えたい。 
 

審査員講評 
 

願い 
文部科学省初等中等教育局視学官（併）特別支援教育調査官 青木隆一 

 
 アイディアの根底には、それを実現させたいという願いが流れています。今回は、ファッションやお
しゃれなどに関するアイディアが多かったように感じました。学習や生活を便利にしたいという願いに、
我が人生を楽しみたい！という願いが加わってきたと言えましょう。これは、障害の有無に関係なく
だれもがもつ願いですね。この願いが一つでも実現され、皆さんの人生がより豊かなものになること
を、私は願いたい。皆さんの心にある願いは何ですか？ その願いの実現に向けて歩みだしてみま
せんか？ アイディアコンテストは応援しています。 

 

夢と現実の距離が縮まった事を実感 

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 

 
 応募作品を見て最初に感じた事は、内容を読んでも私自身があまり驚かなかったことです。それは
「興味のないアイディア」という意味ではなく、「もしかしたらこの技術の応用で、できてしまうかも」と
思ったからです。夢のようなアイディアだった物が、いよいよ現実化してきているのだなあと思います。 
 AIなどを登載した機械の開発のアイディアは夢がありとても楽しいものです。一方でお金がかから
ない小さなアイディアで見えない・見えにくい不自由さが改善されるかもしれません。そのようなアイ
ディアで社会を変化できたら楽しいのではないかと思います。 

 
 

た  な  か て つ じ 

  あ お き りゅういち 

あ ら かわ あ き ひ ろ 
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見えなくても見えていてもおしゃれは大事。 

一般財団法人製品安全協会 理事 金丸淳子 

 
 今回は、応募作品の中に洋服のコーディネートを考えてくれるアイディアがいくつも登場し、「盲
学校の部」の最優秀賞にも選ばれました。洋服の組み合わせのセンス、自分に似合っているかどう
かは、目の見える人にとっても重大な問題で、最近は、自分の体型や好みに合う洋服をアドバイス
してくれたり、組み合わせた洋服をレンタルできたりするサービスも始まっています。 
 昨今のAI技術の急速な進化で、そう遠くない将来、たくさんのアイディアが現実のものになるで
しょう。これからも、実用性、便利さと共に、生活が潤いであふれるようなアイディアを待っています。 
  

 

夢のある発想に感動 

東京都立八王子盲学校 校長 國松利津子 

 
 第３回目のアイディアコンテストに向けて、夢のあるアイディアをいっぱいありがとうございました。
ワクワクしながら見させていただき感動しました。技術革新により、夢のような発想がより実現可能
な時代になってきたことを感じます。きっと皆さんの夢が、未来を変えていくのだと思います。障害
があってもなくてもすべての人が幸せな生活が送れる豊かな社会になりますよう、これからもどん
どん夢を描いてくださいね。 
 

 

夢、あったらいいナ！＝アイディアはやがて実現！ 
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 

  
  “こんなのがあったら便利なのにナ”、応募作品には今回もとてもユニークな、また、確かにあっ
たらいいナと思われるアイディアが沢山ありました。あなたが思いついたことを発表・表現していくこ
とで、必ず誰かの五感に触れそれが起爆剤となって実現していくのです。例えば115年前、ライト兄
弟が動力飛行に成功、その後、触発された人達が更にアイディアを出し合いながら、夢と思われて
いた民間人でも宇宙旅行が実現しようとしているものです。明日を信じて、どんどんアイディアを表
出しましょう！ 
 
 

 

町の生活を広げるアイディアコンテスト 

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 

 
 年に１度のアイコンテストはとても楽しみです。参加する人は一般の視覚障害者と盲学校生徒さ
ん。今年で３回目ですが、参加者がのびのびとアイディアを出しているのがわかり楽しくなります。
眼が見えなくても、カラオケに行って人に読んでもらわなくても歌える工夫をし、外出のための服選
びに自動写真を使ったりします。その意欲は、町をひとりで歩くとき、電車や車にぶつからないか、
盲 導犬と一緒に歩くとか、生活の広場を広げていきます。これはすばらしいことです。 

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 



 

感性豊かな作品の数々。キーワードは日々を「楽しむ」。

一般財団法人日本児童教育振興財団 業務執行理事 最上龍平 

 
 初めて審査会に参加させていただき、夢溢れる作品の多さに驚き、そして多くの方がその実現に
向けて懸命に創意工夫している姿を想像し、感銘しました。特に、勉強、買い物や料理、掃除、お
出かけ、ファッションなど日々の生活を当たり前のように「楽しむ」ために、常に「気づき」に意識を研
ぎ澄ましていることの素晴らしさ。目が見えないからこそ生まれる、自由で楽しく感性豊かな発想で、
生きている今を実感できるようなアイディアを、来年度も大いに楽しみにしています。 

 

おしゃれをしたいという希望が未来の夢を実現させる。 
社会福祉法人日本盲人会連合 総合政策審議委員 宮城 正 

 
 今年度のアイディアは、おしゃれに関する応募が増えてきました。おしゃれをしたいということは、
かっこよくなった自分を誰かに見せたい若しくは、見せに行きたいという気持ちの表れなのではない
でしょうか。これは、気持ちが外向きに開いている良い状況下と思われます。 
 外向きの明るいアイディアが遠い未来の夢を現在の便利に引き寄せるエネルギーになるのでは
ないでしょうか。 
 
 

応募作品から視覚障害者のニーズが見えてくる 
全国盲学校長会 会長 矢野口 仁 

 
 今回の応募作品には、視覚障害があっても、身なりはきちんとしたいし、季節や場所に合った着
こなしもしたいという当事者の願いが反映しているものが多数ありました。受賞作品を通じて、視覚
障害者のこのような品のある意識が広く世に知られるといいなと思いました。この他にも当事者の
皆さんが夢に思うことが幾つもあると思います。自分たちの意識を世の中の人に正しく知っていた
だくためにも、引き続きそれを絵や文字にしてコンテストに応募していただけると嬉しいです。 
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も  が み  りゅうへい 

み や  ぎ  ただし 

や   の   く   ち  ひとし 
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