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文字が織りなす宇宙 自閉症の中島さん（前橋） 海外展に続々出品
上毛新聞 2018 年 7 月 16 日

細かな漢字がぎっしりと描き込まれた中島さんの作品「鶴橋Ⅰ」

ボールペンで記号や文字を無数に連ねる制作手法を特徴とする中島涼介さん（35）＝前
橋市城東町＝の作品が国内外で注目されている。昨秋のフランス国内での企画展参加を皮
切りに、スウェーデンで６、７月に開かれた企画展に展示され、９月にパリで始まる展示
会への出品も決まった。自閉症と向き合いながら制作に取り組み約 20 年。障害の有無に関
わらず表現者の創造性に触れる「アール・ブリュット（生の芸術）」の考えが浸透し始める
中、活躍の場を広げている。
◎漢和辞典や看板で文字を記憶 抽象画の趣
中島さんは幼少期に自閉症と診断され、現在は同市内の障害福祉サービス事業所、光明

園（箱田光泰管理者）に通う。15 歳ごろからボールペンで記号のような線を無数に連ねた
「絵」を描き始め、次第に漢和辞典や看板などで記憶した文字も取り入れるようになった。
紙いっぱいに埋め尽くされた記号や漢字は、抽象画のような趣がある。
中島さんの母親は「息子が描く行為は気分を落ち着かせる安定剤のようなもので、生活
の一部になっている」と話す。同園で絵画を指導する工房あかね（高崎市）の前島芳隆さ
ん（60）は作品を初めて見たとき、
「常識を揺さぶる力強さがある」と衝撃を受けたという。
全国各地で展示するうちにフランス・ナントの企画展主催者の目に留まり、昨年 10 月から
今年１月にかけて初めて海外に作品を出した。
通所施設で制作に取り組む中島さん

日本とスウェーデンの国交 150 周年を記念して文化庁などが同国
のソレンチューナ市で開いた「アール・ブリュット―日本とスウェ
ーデン」展（６月３日～７月６日）では日本人出品者８人のうちの
１人に選ばれ、８点を出品。今年９月から来年３月までパリで開か
れる「アール・ブリュット ジャポネⅡ」展（東京都など主催）へ
の出品も決まっている。
作品が世界から注目されるようになり、前島さんは「ようやく実
を結んだ」と感激。
「これからも作品の魅力が伝わっていくといい」
と話す。
光明園を運営する社会福祉法人前橋あそか会の村山良明常務理事
（55）は「軽作業の合間に絵画制作などを取り入れ、中島さんのように素晴らしい作品が
増えている。今後も芸術活動に力を入れていきたい」と話している。

自閉症と診断された 22 歳が挑む｢会社員生活｣ 障害者手帳を携帯しての就活から現在まで
草薙 厚子 : ジャーナリスト・ノンフィクション作家
東洋経済 2018 年 07 月 16 日
発達障害の社員はどう活躍しているのか？ 写真は東京海上
ビジネスサポートで働く相原聖人さん（撮影：

障害者雇用率制度が改正され、法定雇用率は 2.2%と
なった。この 4 月からは雇用義務の対象に精神障害者
が加わった。精神障害者の中に発達障害者も含まれる。
いったい企業はどう障害者を活用していけばいいの
か。障害者個人はどうすれば企業で活躍できるように
なるのか。
この連載では障害者雇用に取り組む企業と、そこで働く人々の
知られざる実態をリポートしていく。
東京駅の目の前の千代田区丸の内一丁目にある東京海上日動
ビル。東京海上日動は、毎年の学生就職人気企業ランキングで
トップクラスの人気企業だ。
このビルの中に、
「東京海上ビジネスサポート株式会社」の本社がある。同社は、東京海上
グループの特例子会社だ。
特例子会社とは、文字どおり「特例」として、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした
子会社のこと。前回記事でも紹介したとおり、2010 年に設立された同社では、308 人の従
業員のうち、155 人が障害者だ（2 月 1 日現在）
。
小学校の 3、4 年生頃に初めて知った障害
「私が自閉症であると医師から診断されたのは小学校の 3、4 年生頃でした。その時に親か
ら発達障害の自閉症について説明を受けて、初めて自分が障害を抱えているんだというこ
とを知りました。お腹の中にいる状態で、おそらくこの子はもう障害を抱えているのは確

実だということを医者から言われていたらしいのです」
そう話すのは、相原聖人さん（22 歳）
。この春、都内の大学を卒業し、同社に入社した。
東京海上グループの中での障害者雇用は、一般のグループ会社と特例子会社の採用の 2 つ
のルートがある。その違いは仕事内容と給料だ。
特例子会社は勤務時間が 6 時間と短く、そのため給与は 25％ほど低くなる。また、同社は
5 人の障害者に対して指導員 1 人がついており、個々の障害者の特性を見極めて、定着支援
のためにソーシャルスキルトレーニング研修や、臨床心理士によりカウンセリングも行っ
ており、その他のグループ会社とはシステムが異なる。
今年、東京での新卒採用 10 人中、初めて大卒を 1 人採用した。高卒も大卒も同じ処遇から
のスタートだ。実習を受けてからの採用となるため、実習を体験し、さらに給与と仕事内
容を聞いて辞退する大卒生もいるという。
2014 年から国際的な診断基準の改訂で「自閉症」は「自閉症スペクトラム」という診断名
に変更になった。
「自閉症スペクトラム」の診断基準となるのが、
「3 つの特性」と呼ばれる
「社会的なやり取りの障害」「コミュニケーションの障害」「社会的イマジネーションの障
害・こだわり行動」だ。自閉症スペクトラムは、これら 3 つの特性があることが明らかに
なっている。
「全体的に動きがちょっとバタバタしてしまいがちなので、ぎこちなかったり、反応速度
が少し緩いといった特性があります。そうしたことで相手を戸惑わせてしまったり、何や
ってるのと言われてしまうこともあり、本当にいろいろ苦労しました」
彼は 3 歳児以降の検査によって、知的障害もあることがわかり、大学病院で療育を受けて
いた。
「療育」とは、発達障害や自閉症、肢体不自由など障害のある子どもが社会的に自立
できるように医療や保育、機能訓練などを行うことだ。そのため、彼は普通の小学校では
なく特殊学級に入学することになった。しかし、現在では実際に面と向かって話し始める
と、とても礼儀正しく、見た目にもまったく違和感を感じない。
「療育機関では会話とか発音とか認知機能のテストとか、さまざまな訓練を受けていた時
代がありました。小学校の特殊学級に通いながら、そこで人とのかかわりなどの基礎を学
んでいきました。低学年の慣れていない時は、人と交わること自体がそもそも苦手で不得
意だったのですが、高学年になってくるとようやくなじんできました。低学年当時の先生
からよくしていただいたので、小学校の頃は何とか乗り越えられたという感じです。いじ
めについては特に受けてはいません」
そして中学・高校は、自宅から 1 時間半かけて神奈川県にある不登校や発達障害の生徒を
中心に教育している中高一貫校に通った。そして AO 受験で大学に入学し、そこで国際情
勢や比較文化に興味を持ったという。
その後、本人の努力のかいもあり、無事に大学を卒業できる状況になり、就職を考える時
期になった。彼の就職に対する考え方は、新卒にこだわらず、慌てずに就職することだっ
たが、周りのアドバイスにより考え方が変化してきたという。
障害者手帳を携帯しながらの就職活動が始まった
「もともと僕は大学卒業してからすぐに就職するのではなく、卒業してから 1、2 年ほど準
備期間を設けて、地元の障害者の支援機関を頼りながら地道に活動していこうと考えてい
たんです。ところが精神科の先生や、セミナーで参加していた担当者の方から、すぐに在
学中にも就職活動を始めたほうがいいのではないかということを言われました。1 年間も準
備する必要はない、より積極的に打って出るべきではないかと言われたんです。また、早
めに自分の将来を決めて親を安心させたかったという思いもありました」
障害特性が軽度であるため、周囲は新卒での就職が可能であると判断していたようだ。そ
こで障害者手帳を携帯しながらの就職活動が始まった。できるかぎり就職フェアやイベン
トに出展している企業と会い、ありとあらゆる情報を手に入れて、総当たりで当たるとこ
ろはすべて当たった。どこかを選り好みしているような余裕はまったくなかったという。
そんな考え方から 100 社ほど受けたのだが、苦戦を強いられた。一般企業の障害者枠を中

心に、特例子会社も手当たり次第受けた。早く決まった友人たちを横目に、なかなか就職
が決まらないことに何度も落ち込んだという。
「やはり落ち込みましたね。一次面接は本当に 2、3 社程度しか通らなくて。 そこで二次
面接に進んだとしても突破できないのです。厳しいなと思いながら、どこがいけないんだ
ろうかとつねに考えていました。誰かに落ちる理由を聞きたかったんです。親にどうして
俺は受からないんだろうと聞いたら、就活というのはみんなそんなもんだというふうに慰
められました。むしろ落ちるのは当たり前だと思わないと、落ち込んでいても仕方ないよ
と言われました。そんな状況が続いて YouTube を見たりして気を紛らわしていました」
周りの人の励ましを受けながら、7 月の就職フェアで、履歴書などの書類を提出した結果、
東京海上ビジネスサポートの合格を勝ち取った。苦闘の連続の結果ようやく手に入れた就
職だった。そこで入社に至る決断をした理由を聞いてみた。
特例子会社イコール楽ではないところが決め手だった
「就職フェア内で出展している唯一の特例子会社だったんです。人事担当者に会いに行っ
たらつねに仕事では最高品質を求めていると。業務の質をどんどん高めていくことは、特
例子会社も一般企業も同じだと共感し、ここに決めました。特例子会社イコール楽という
わけではなく、成長をしていく会社という説明を受けたので、ここだったら自分の実力を
遺憾なく発揮して、いいモチベーションで働けるかなと最終的には考えました」
彼の現在の仕事は自賠責保険の入力チェック業務だ。とはいえ、職業訓練を受けたことも
なかった。また、仕事はもちろんのこと、会社にいるかぎりは周囲の社員ともうまくやっ
ていかなければならない。大卒がたった 1 人という中、入る前と比べてどのような気持ち
の変化があったのだろうか。
「覚悟を決めて入社したのですが、それでも甘かったです。細かいところで一切妥協しな
いとか、品質を少しでも上に、最高を求めるといった責任の重い仕事なので、そこに対す
るプレッシャーはあります。さらにこれからは情報処理速度、スピード感をもっと養って
いかなければいけないと思っています」
新入社員は彼以外、全員が特別支援高等学校の出身だ。特別支援高等学校出身の新入社員
は、学校で職業教育を受けてきている。3 年間の間にしっかりとデータ入力のパソコンの業
務とか、軽作業の業務などの訓練を受けてきており、本人いわく、現状では自分のスキル
は年下のほかの 9 人より劣っているという。
「彼らは非常に優しいです。私が大卒だからといって変に遠慮することもなく、本当に仲
間として一緒にやっていけており、すごくありがたいと思っています。自分は大卒ではあ
りますが、業務のスピードなどはむしろ彼らのほうが訓練されていて、全体的に処理速度
が早いので、自分自身もそれを見習ってできる範囲内で極力能力を上げていかなければい
けないと思っています」
彼は他者とのコミュニケーションが苦手だったのだが、会社に就職することによって周囲
との人間関係を考えるようになったという。自閉症スペクトラム障害のある人が就職して、
すぐに辞めてしまうケースのほとんどが、この人間関係の壁によるものだ。
「入る前はただ単に嫌だという人がいたら、距離を取ることができたのですが、この職場
では同じチームとして動かなければなりません。自分自身のしゃべり方とか話し方はもち
ろんですが、相手の方の価値観を極力受け入れ、否定しないようにするということに非常
に気を使います。上司の方にも問題を指摘されたら、素直にきちんと受け止めるようにし
ています」
自閉症スペクトラム障害の人は、相互的なコミュニケーションのやり取りが苦手だ。職場
では学生時代のように好きな人とだけ話すというわけにはいかず、より複雑な人間関係を
築く必要がある。一生変わることのない特性のため、精神的なストレスがより大きくなる
場合があるのだが、彼のように素直に受け止めることができる人は残念ながら少ない。
これから就活をする人へ
そこでこれから就活をする人、現在就活している人へ自らの経験を踏まえたアドバイスを

訊いてみた。
「無理かもしれないと自分を決めつけることなくまずやってみる、試してみるということ
ですね。それと就活で頑張っているほかの障害のある方を見て、自分一人だけが大変で頑
張っているわけではないということがよくわかったので、たとえ何回も落ちたとしても、
落ち込む必要はまったくないということを伝えたいと思います」
幼い時に発達障害と診断され、障害と向き合って特殊学級から頑張って大学まで卒業し、
100 社以上の会社に応募して、ようやく採用が決まった。現在は自分の居場所を見つけた自
信からか、その未来を見据えた目は輝いているように見えた。
法定雇用率の上昇によって、障害者売り手市場といわれているが、大学を卒業してもスキ
ルがなければ相原さんのように就活で苦労するのが現実だ。しかし、あきらめずに何度も
チャレンジしていけば、必ず見てくれている人はいるのだ。
障害者雇用の門はまだ開いたばかりだ。

ゲーム依存、うつのリスク

専門家「自殺率高くなる」

大岩ゆり
朝日新聞 2018 年 7 月 15 日
日常生活に支障がでるほどにスマホでゲームやＳＮＳにはまってしまうネット依存の子
どもたちが増えている。中には、エコノミークラス症候群寸前で命を落としそうになった
り、睡眠不足で生活が乱れて、うつのような状態になったりする子もいる。
ネットゲームやＳＮＳにはまり、スマホが手放せず社会生活に支障が出るのがネット依
存症だ。世界保健機関（ＷＨＯ）は６月、このうちゲーム依存症を「ゲーム障害」として
国際疾病分類の改訂案に加えた。韓国では２００２年、２０代の男性がネットカフェで長
時間ゲームを続けてエコノミークラス症候群で死亡して社会問題化し、１６歳未満の深夜
のネットゲームの利用を規制するきっかけとなった。
国内で初めてネット依存症の専門外来を設けた、国立病院機構久里浜医療センターのネ
ット依存患者の９割はゲーム依存で、５６％が未成年だ。樋口進院長によると、子どもは
脳が十分に発達していないため短期間で依存症になりやすいという。センターで治療を受
けるゲーム依存症の患者はほぼ全員体力が低下していた。樋口院長は「うつを合併する人
も少なくない。一般の人よりも自殺率が高くなる」と警告する。

【栃木】 児童虐待相談件数、初の２０００件超え

２年連続で過去最多
東京新聞 2018 年 7 月 16 日
２０１７年度、県内の児童相談所と市町が
「児童虐待相談」を受理した件数は、過去最
多の２２１４件で、初めて２０００件を超え
たことが県のまとめで分かった。県は、住民
意識の高まりや関係機関の連携強化などか
ら通報が増えたとみている。 （北浜修）
県によると、一七年度の相談受理件数は前
年度に比べ三百五十一件、１８・８％増え、
二年連続で過去最多を更新した。二千二百十
四件のうち、県内に三カ所ある児相で千二百十七件、市町で九百九十七件を受理した。
相談をもとに調査するなど、対応した件数も二千百九十一件（児相千二百三十二件、市
町九百五十九件）と二年連続で過去最多を更新し、初めて二千件を超えた。
県こども政策課は、受理、対応件数ともに過去最多となった背景について「児童虐待へ
の地域住民の関心や意識が高まり、近隣住民からの通報が増えている。また関係機関の連
携強化で学校、警察から児相や市町への通告も増えている」とみている。

警察が家庭内暴力（ドメスティックバイオレンス、ＤＶ）に対応した際、子供への直接
の暴力などはなくても、子供の面前でのＤＶは児童虐待にあたるととらえて児相などへ通
告するケースも増えており、相談、対応件数の増加につながっているという。
児相が受理した千二百十七件の相談内容の内訳は、子供の面前でのＤＶや子供への暴言
などの「心理的虐待」（五百二十件）が最も多く、食事を与えないなどの「ネグレクト」、
殴る蹴るなどの「身体的虐待」の順だった。
また、子供を虐待したのは千二百十七件のうち「母親」（七百五十四件）が最も多く、次
が「父親」
（三百四十九件）だった。

引きこもり、悩み共有 浜松、全国家族会連が対話交流会

静岡新聞 2018 年 7 月 16 日

「家族」「幸せ」など六つのテーマで話し合った交流会＝１５
日午後、浜松市中区の市福祉交流センター

ＮＰＯ法人ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会（東
京都）は１５日、２０１６～１８年度に全国延べ３５
カ所で開催中の「ひきこもり つながる・かんがえる
対話交流会」を浜松市中区の市福祉交流センターで開
いた。県西部などの引きこもり当事者や家族、支援者
ら約５０人が参加し、悩みを共有した。
地域に引きこもり当事者らのつながりが生まれる
ことを期待した企画で、浜松市の家族会のＮＰＯ法人
てくてくと共催した。県内での開催は１７年９月の静岡市に続いて２回目。
「幸せって何だろう」
「対立することって良いの？悪いの？」「家族は他人？」など六つ
のテーマごとにテーブルを設置。参加者は自身や家族の話を打ち明け、「親が自分を認めて
くれない」
「幸せは他人と比べるものではない」などと語った。家族や支援者からは「引き
こもり当事者が集える場所がほしい」などの声も上がった。

【西日本豪雨】高校生がクラウドファンディングで資金調達

愛媛・大洲の避難所
産経新聞 2018 年 7 月 16 日

平公民館を訪れた市民に食料や生活用品を提供する高校生＝１１
日、愛媛県大洲市

豪雨災害で被災した愛媛県大洲市の避難所で、松山市
の第一学院高校３年、吉田アンドリューさん（１７）と
県立大洲高校３年の生徒計８人のグループが、自主的に
パンやジュース、トイレットペーパーなど生活物資を、
被災した市民に無償で提供した。生活物資の購入資金は
吉田さんがインターネットで協力を呼びかけるクラウド
ファンディングを利用した。さらにＳＮＳ（会員制交流サイト）を通じても支援が広がり、
物資が届いたという。
大洲高校に昨年冬まで通っていた吉田さん。同級生から送られてくるＳＮＳで、被災し
た故郷の様子に衝撃を受けた。「何かできることはないか」。いてもたってもおられず、手
元にあった約１２万円で食料や生活用品を購入し９日、大洲市に行って同級生たちと再会
した。
だが、これだけでは物資は足りなかった。そこで、同夜にクラウドファンディングを立
ち上げ、全国に協力を呼びかけた。翌１０日には目標額の３０万円が集まった。
大洲高校は午前中のみの授業だったこともあり、吉田さんたちは同日から避難所となっ
ている平公民館前にテントを張り、パンやカップ麺、ジュース、飲料水、トイレットペー
パー、育児用品、衛生用品などの提供を始めた。

支援する物資の種類や量についてはＳＮＳを通して全国からアドバイスがあったという。
平公民館には１１日現在で４８人が避難。敷地内には松山市と自衛隊から派遣された給水
タンクが設置され、地域の人たちがひっきりなしに訪れる。
同校３年の田中秀弥さん（１７）は「飲料水とパンを求める人が多い。笑顔でありがと
うと言っていただけることに、やりがいを感じています」と額の汗をぬぐった。吉田さん
は「考えるより、動かないといけないということを実感しています」と話した。

水害で床下の消毒 「原則不要」と専門家が呼びかけ
朝日新聞 2018 年 7 月 15 日
床下の消毒、いりません――。岡山県や公衆衛生の専門家が、呼びかけている。水害後の
片付けは、汚泥との闘いが中心だ。きれいにするために、なにもかも消毒したくなるが、
床下や庭土などへの消毒は原則不要。専門家は「過剰な消毒にかける手間をはぶき、他の
作業に時間を活用してください」と話す。
前岡山市保健所長の中瀬克己・吉備国際大教授（健康危機管理）は、豪雨災害を伝える
テレビニュースの中で、床下の消毒に消石灰の使用を勧める情報に懸念を感じたという。
消石灰は、鳥インフルエンザ発生時の消毒などに使うが、素人が取り扱うのは難しい。
中瀬教授は「床下までの浸水なら、そもそも消毒は原則不要。床下の掃除は土砂を取り
除いた後、水洗いし、しっかり乾かせば十分です」と話す。
県も１３日に出した通知で日本環境感染学会のガイダンス「一般家屋における洪水・浸
水など水害時の衛生対策と消毒方法」を挙げ、床下の消毒は「原則、必要がありません」
と示した。
学会のガイダンスでは、基本的に土壌の消毒は不要と明記。加えて床下浸水の洗浄・衛
生対策は「洗い流し、しっかり乾燥」と指示し、消毒は勧めていない。
床上浸水した室内の床や壁、家具などには、泥を取り除いた後の消毒を推奨。使うのは
熱湯、アルコール、塩素系漂白剤、塩化ベンザルコニウム。吸い込む恐れがある噴霧は避
け、布に含ませて拭く。
消毒薬を扱うときはゴム手袋をつけるなどの注意をはらう。岡山市では１２日、市が床
上浸水した家庭に配布した塩化ベンザルコニウム（商品名「オスバン消毒液１０％」
）を成
人女性が誤飲した事故が起きた。岡山市は「ペットボトルなどに移し替えないで！」と注
意を喚起している。
（中村通子）

薬の副作用 初のデータベース運用開始 患者 400 万人を分析
NHK ニュース 2018 年 7 月 16 日
薬の副作用などを迅速に把握するため、患者 400 万人の電子カルテの情報を集め、分析す
ることができる初めてのデータベースの運用が始まりました。
薬の副作用は、製薬会社が各医療機関から情報を聞き取り、国に報告することになってい
ますが、医師が薬の副作用と気付かなかったり、製薬会社からの報告が不十分であったり
して、正確に把握することが難しいのが現状でした。
こうした中、独立行政法人の医薬品医療機器総合機構が運用を始めたデータベースは、全
国 23 の病院のおよそ 400 万人の患者の電子カルテの情報をオンラインでつなぎ、データと
して集めています。
専用の端末は、機構の担当者が操作して調べたい薬の名称や症状で検索ができるほか、２
つの薬で副作用の発生頻度を比べることもできます。
このデータベースは 23 の病院のデータに限られるため、患者数が少ない希少疾患は分析が
難しいということですが、一般的に使用されている薬の副作用を客観的に調べることがで
きる貴重なデータベースになると期待されています。
データベースの責任者で医薬品医療機器総合機構の宇山佳明部長は「患者の安全を守るう

えでこのデータベースの意義は大きく、今後は対象となる病院の数を増やしていきたい」
と話しています

子育て支援大規模施設開所 大阪・寝屋川市
読売テレビ 2018 年 7 月 16 日
大阪府寝屋川市に、子育て支援に関するさまざまな
機能が一体となった公立の大規模な施設が１６日、オ
ープンした。 「子育てリフレッシュ館・ＲＥＬＡＴ
ＴＯ」は、天候に左右されずに、子供たちが遊べる施
設で、子育て支援の政策を積極的に進める寝屋川市が
運営する。 市民は優遇料金で利用できるほか、市民
だけが利用できる有料の一時預かり保育や、妊娠期か
ら専門家に子育ての相談ができるセンターも備わって
いる。 こうした子育て支援に関する機能を一つに集約した施設は、大阪府内では初めて
だという。 寝屋川市は「少子高齢化の中、子育て世帯獲得のために支援を進めたい」と
している。

ピアノの音色、絵で表現 南富良野で「ねむの木学園」美術展
北海道新聞 2018 年 7 月 16 日
美術展の来場者と一緒に歌を口ずさむ宮城まり子さん（手前）

【南富良野】女優の宮城まり子さん（９１）が、肢
体不自由児のために静岡県掛川市に設立し、今年で５
０年になる「ねむの木学園」の子どもたちの絵の美術
展が１５日、上川管内南富良野町保健福祉センター
「みなくる」で開幕した。
１９６８年開設の同学園と、町などの主催。開幕式
で宮城さんは「子どもたちが感性のままに描いた絵を
多くの人に見てほしい」とあいさつし、池部彰町長や学園関係者らとともにテープカット
をした。
学園出身者がサインペンやアクリル絵の具で描いた１４０
点を展示。ピアノの音色を多彩な色使いで表現した絵や、目
に涙を浮かべる雪だるまを描いた作品などが並ぶ。学園出身
者が来場者にコーラスを披露し、「少年」「やさしくね」など
の曲を歌った。

『＃社会保障、はじめました。』 猪熊律子著
読売新聞 2018 年 07 月 16 日
とかく悲観論が目につく社会保障問題に
対して、専門記者である著者は、歴史的経
緯や現在の論点をわかりやすく解説し、将
来への建設的な提言を行う。
次代を担う高校・大学生が、課題山積の
日本の現状について前向きに議論を深めていく過程が頼もしい。教育現
場でも役に立つ。
（ＳＣＩＣＵＳ、２０２５円）
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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