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（49）共用品推進機構関連記事 

 

▼「『日本ねじ研究協会誌』に執筆しました（連載）／星川安之」 

 

  「日本ねじ研究協会誌（日本ねじ研究協会）2020年 10月号」に『「ねじ」 

 と「共用品」 その(6) 介護という言葉』を執筆しました。 

    1 はじめに 

    2 大人のおむつカバーの開発 

    3 「介護」という言葉を産み出す 

    4 危機感から生まれたスクール水泳帽 



    5 誰にも平等な水の中 

    6 100年表 

 

▼「『福祉介護テクノプラス』に執筆しました（連載）／星川安之」 

 

  「福祉介護テクノプラス（日本工業出版）2020年 11月号」に「vol.131 オン 

 ライン座談会 障害当事者が語る新型コロナウイルス感染拡大による不便さ・ 

 工夫・望むこと① より多くの人が使えるモノ・サービス」を執筆しました。 

    ・はじめに ・自己紹介 ・マスクについて 

    ・口の動きが見えないマスク ・過去の経験からマスクを備蓄 

    ・オンライン座談会をして 

 

▼「『福祉機器Web 2020』に執筆しました（新連載）／星川安之」 

 

  「国際福祉機器展」のウェブサイト「福祉機器Web 2020」に、「コロナ禍に 

 おけるアクセシブルな製品・サービス」をテーマに連載を開始しました。 

  「第 1回マスク」「第 2回消毒液」「第 3回インターホン」「第 4回宅配ボックス」 

 を執筆しました。 

   

   福祉機器Web ～ https://www.hcr.or.jp/web2020 

   連載記事  ～ https://www.hcr.or.jp/web2020/report 

  

------------------------------------------------------------------------ 

 

（50）賛助会員ニュース 

 

▼「第 15回近藤正秋賞 高橋玲子さん「共遊玩具」／タカラトミー」 

 

  名古屋ライトハウス愛盲報恩会は、社会で活躍している視覚障害者に贈る 

 「第 15回近藤正秋賞・片岡好亀賞」の受賞者を決めた。職業活動などに功績の 

 あった人をたたえる近藤賞はタカラトミーの高橋玲子さん(全盲)、福祉や文化 

 活動に向けた片岡賞は視覚障害リハビリテーション協会前会長の吉野由美子さ 

 ん(弱視)。高橋さんは 1993年、玩具メーカーのトミーに入社。幼児向け玩具の 

 開発を経て目や耳が不自由な子どもたちが共に楽しめる「共遊玩具」の基準づ 

 くりや普及活動に長く取り組んでいる。 

 （点字毎日 10月 29日 2面より） 



 

------------------------------------------------------------------------ 

 

（51）各種催しとお知らせ 

 

▼「すぎなみ地域大学『心のバリアフリーについて学ぶボランティア講座』 

  のご案内」 

  

  ・日時：12月 13日(日)午後 2時～4時 区役所 

  ・内容： 

    映画上映「インディペンデント リビング」(ショートバージョン) 

    トークショー(映画監督・田中悠輝 

           共用品推進機構専務理事・星川安之) 

    講座「共生社会の実現に向けて」(星川安之) 

  ・対象：区内在住・在勤・在学の方 

  ・定員：50名(抽選) 

  ・申し込み：11月 15日(必着) 

  ・問い合わせ：地域課地域人材育成係 03-3312-2381 

   ・詳細：ホームページ参照 

    https://member.sugi-chiiki.com/tiikidaigaku/sys_event 

    /r2-olympicparalympics/ 

 

▼「『標準案内用図記号ガイドライン 2020』公開について／図記号委員会」 

   

  標準案内用図記号ガイドライン 2020が公開されました。 

 下記 URLからご覧ください。 

   http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_top2020.html 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

（52）製品関連記事 

 

▼「補聴器などの充電も可能に／マクセル」 

 

  マクセル(東京)の消費する電流が低い小型機器でも充電できるモバイルバッ 

 テリー「MPC-CB5000P」。一般的なモバイルバッテリーには、接続した機器が 



 満充電となり電流が約 0.1アンペア以下となると充電が自動停止する機能があ 

 る。今回の商品では消費電流の低い、補聴器やワイヤレスヘッドホンの充電に 

 対応できるようにした。 

 （日経ＭＪ 10月 16日 9面より） 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

（53）サービス関連記事 

 

▼「家電修理、ARで遠隔支援 札幌のダット、熟練の動き共有」 

 

  システム開発のダットジャパン(札幌市)は家電などの修理作業を ARで遠隔支 

 援するシステムを開発した。熟練作業員が手指の動きを直感的に指示し、現場 

 と共有する。訪問修理にかかる移動コストを抑えて新型コロナウイルス対策に 

 もなり、2021年春の実用化を目指す。 

 （日経産業 10月 26日 5面より） 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

（54）その他、各種関連記事 

 

▼「障害者との職場共生 好意的姿勢で活性化を」 

 

  心理的安全性の高い組織は障害者にとっても働きやすい。障害者がやりがい 

 を持って働ける環境を生み出すための配慮を巡って、周囲の健常者が協力し合 

 うからである。効果的な支援をもたらすための健常者間の協力が促され、それ 

 が健常者同士の配慮へとつながっていく。障害者を軸として健常者相互の配慮 

 を生むには、理性に働きかけて理解を促す要因と、感情に訴えかけて積極姿勢 

 を生む要因が重要である。 

 （日経産業 10月 28日 15面より） 

  

▼「障害者の職場環境整備 日立ハイテク、個人の適正配慮」 

 

  日立ハイテクはグループの多様性(ダイバーシティー)推進の一環として、障 

 害を持つ従業員にとって働きやすい職場環境の整備に力を入れている。障害者 

 の雇用を担う特例子会社で健常者と共に効率よく快適に働くための作業手順を 



 見直したほか、グループ各社も直接雇用を増やしている。多くの企業では、特 

 例子会社が障害者雇用をまとめて一手に担うのが一般的だという。 

 （日経産業 10月 29日 15面より） 

 

▼「重度障害者雇用の可能性を切り拓くＯＫＩワークウェルの 

  『出前授業』『遠隔職場実習』」 

 

  OKIグループが障害者雇用の促進と安定を図るために設立した、特例子会社 

 OKIワークウェル。肢体不自由特別支援学校で「出前授業」「遠隔職場実習」 

 を実施。現在「遠隔職場実習」に関して障害のある社員が、遠隔で指導にあた 

 っている。こうした取り組みをはじめた理由や、どのように雇用につながって 

 いるのかなどについて、話を聞いた。 

 （情報通信研究機構 情報バリアフリーのための情報提供サイトより） 

 

 記事 URL 

  https://barrierfree.nict.go.jp/topic/service/20201028/index.html 

 

▼「障害者・高齢者の対応策定 日航・全日空コロナ対策知見を共有」 

 

  日本航空(JAL)と全日本空輸(ANA)は障害者や高齢者など支援の必要な乗客へ 

 の対応をまとめた共通ガイドラインを策定したと発表した。2社は新型コロナウ 

 イルスの感染拡大で利用客との接触を減らす感染対策を取るが、障害者や高齢 

 者を空港内で誘導するなどの支援には接触や近い距離での会話が必要になる。 

 このため 2社の知見を共有して感染症対策を明記した。ガイドラインは公益財団 

 法人の日本ケアフィット共育機構(東京)の監修のもと策定した。 

 （日経ＭＪ 11月 2日 5面より） 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

（55）新刊紹介 

 

▼『わたしの身体はままならない〈障害者のリアルに迫るゼミ〉特別講義』 

 

 わたしとあなたで、見える世界、語る言葉はどう違うのだろう？東大をはじめ 

 全国 8大学で行われた、当事者による講義〈障害者のリアルに迫るゼミ〉を書 

 籍化。伊藤亜紗らによる書き下ろし原稿も収録する。 



  著：石田祐貴(いしだ・ゆうき)ほか 

  発行：河出書房新社 

  本体価格：1,800円 (税別) 

  ISBN：978-4-309-29093-5 

 

▼『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 

  ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ』 

 

 30年後、私たちが死んだら"うちの子"はどうなる？ダウン症の娘をもつ「相続 

 のプロ」が、起こりうる困難を先読みしてつくった「親心後見」のしくみと、 

 将来にわたって妻と子が安心して暮らせるお金ののこし方を伝える。 

  著：鹿内幸四朗(しかない・こうしろう) 

  監修：杉谷範子(すぎたに・のりこ) 

  発行：大和出版 

  本体価格：1,600円 (税別) 

  ISBN：978-4-8047-1867-5 

 

▼『障害児通所支援ハンドブック 

  児童発達支援保育所等訪問支援放課後等デイサービス 新版』 

 

 障害児通所支援登場の背景や障害児通所支援 3事業の意義と原則、家族支援の 

 重要性などを詳述するとともに、障害児通所支援 3事業について、それぞれの 

 事業の概要、目的と重要性、事業の進め方を紹介する。資料編も収録。 

  編著：宮田広善（みやた・ひろよし） 

  監修：全国児童発達支援協議会 

  発行：エンパワメント研究所 

  本体価格：1,800円 (税別) 

  ISBN：978-4-907576-56-1 

 

▼『吃音のある子どもと家族の支援 保護者の声に寄り添い、学ぶ』 

 

 吃音のある子どもとその家族に向けて、科学的な吃音の基礎知識、陥りがちな 

 NG対応例や、本入の意識の持ち方、周囲への理解・啓発の働きかけ方を Q&A形 

 式で解説。 

  編著：堅田利明(かただ・としあき)菊池良和(きくち・よしかず) 

  発行：学苑社 



  本体価格：1,700円 (税別) 

  ISBN：978-4-7614-0817-6 

 

▼『発達障害のある子の相談・支援のキホン 52 

  本人理解にもとづくコミュニケーションとかかわり方』 

 

 発達障害のある子どもや大人の相談や支援に携わる人に向けて、発達障害者支 

 援のエキスパートが、支援に求められるキホン 52をエピソードを踏まえて具体 

 的に解説する。 

  著：阿佐野智昭(あさの・ともあき) 

  発行：中央法規出版 

  本体価格：1,600円 (税別) 

  ISBN：978-4-8058-8196-5 

 

▼『発達障害のある子どもの〈タイプ別〉支援スタートブック 

  実態把握・指導計画の立案に役立つ！』 

 

 発達障害のある子どものタイプに合わせた指導計画を立てよう。指導の基本的 

 な視点や、指導までの手続きをまとめ、「ひらがなを書くことに課題がある」 

 「時間を守れない」など 4つのタイプ別に、指導方法を解説する。 

  著：鬼秀範(おに・ひでのり) 

  発行：明治図書出版 (特別支援教育サポート BOOKS) 

  本体価格：2,060円 (税別) 

  ISBN：978-4-18-416524-3 

 

▼『対人関係・社会リズム療法でラクになる「双極性障害」の本 

  治療の基本と自分でできる対処法』 

 

 自分の意思に関係なく気分が上下する「双極性障害」。自分の波を把握し、安 

 定したリズムで毎日を過ごす対人関係・社会リズム療法のほか、薬の正しい飲 

 み方、家族や親しい人へのアドバイスなどを収録する。書き込み欄あり。 

  監修：坂本誠(さかもと・まこと) 

  発行：大和出版 (心のお医者さんに聞いてみよう) 

  本体価格：1,300円 (税別) 

  ISBN：978-4-8047-6354-5 

 



▼『対談・座談現代スポーツの論点 

  オリンピック・パラリンピックレガシーを語り尽くす』 

 

 スポーツ政策、障がい者スポーツなど、スポーツで知っておきたい 16のテーマ 

 を幅広く論じた対談・座談集。東京 2020に向けた日本スポーツ界の軌跡を辿る。 

 『体育科教育』『現代スポーツ評論』掲載をまとめて単行本化。 

  編著：友添秀則（ともぞえ・ひでのり) 

  発行：大修館書店 

  本体価格：2,000円 (税別) 

  ISBN：978-4-469-26899-7 

 

▼『パラスポーツマガジン 障がい者スポーツ＆ライフスタイルマガジン 

  Vol.7 動け！パラスポーツ』 

 

 障がい者スポーツ＆ライフスタイルマガジン。Vol.7は、義肢装具士、ガイド 

 やアシスタントなど、パラスポーツを支える人々を紹介。障がい者のための防 

 災方法、パラスポーツの基礎知識、香取慎吾のインタビュー等も収録。 

  発行：実業之日本社 (ブルーガイド・グラフィック) 

  本体価格：1,000円 (税別) 

  ISBN：978-4-408-06403-1 

 

▼『発達障害で生まれてくれてありがとう 

  シングルマザーがわが子を東大に入れるまで』 

 

 幼少期よりひどい癇癪、言葉の獲得の遅れ、多動があり、6歳で ADHDと診断さ 

 れた長男。地域初の発達障害児であったが、紆余曲折の後、東京大学大学院に 

 進学し…。わが子をそのまま受け入れることの大切さを問う手記。 

  著：菊地ユキ(きくち・ゆき) 

  発行：光文社 

  本体価格：1,500円 (税別) 

  ISBN：978-4-334-95183-2 

 

▼『目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる怒りと愛をこめた一方的な手紙』 

 

 常にヘレン・ケラーと比較されて育った視覚障害をもつ著者が、「奇跡の人」 

 という偶像へ、怒りと異義申し立ての手紙をつづり…。資料にもとづいた事実 



 から、ひとりの盲目の女性としてのヘレンの姿をよみがえらせる物語。 

  著：ジョージナ・クリーグ 

  訳：中山ゆかり(なかやま・ゆかり) 

  発行：フィルムアート社 

  本体価格：2,000円 (税別) 

  ISBN：978-4-8459-1919-2 

 

▼『コミュ障だった僕を激変させた公務員の「伝え方」の技術』 

 

 話し下手では公務員としてやっていけない！モノマネ話法、結論後出し法、価 

 値観インストールなど、コミュ障の税金 Gメンが 5年間の悪戦苦闘の日々を経て、 

 ようやく見つけた「伝え方の公式」を惜しみなく紹介する。 

  著：牧野浩樹(まきの・こうじ) 

  発行：学陽書房 

  本体価格：1,700円 (税別) 

  ISBN：978-4-313-15117-8 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

 最近、レトルトカレーを買う機会がありました。以前買ったときはレトルトパ 

 ウチをお湯で温めたり、袋から中身をお皿に出し、電子レンジで加熱をしてい 

 ましたが、今回買ったレトルトカレーは箱ごと電子レンジで加熱できるタイプ 

 になっていました。レンジ調理がより簡単になったため、レトルトカレーを選 

 ぶ機会が増えそうです。（田窪友和） 

 

 

 共用品推進機構公式サイト https://www.kyoyohin.org/ 

 共用品ニュース https://www.kyoyohin.org/blog/ 

 共用品推進機構公式 Facebook https://www.facebook.com/kyoyohin/ 


