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（81）共用品推進機構関連記事 

 

▼「『人は見た目！と言うけれど』刊行記念トークイベントのご案内」 

 

 『人は見た目！と言うけれど―私の顔で，自分らしく―』（岩波ジュニア新書） 

 の刊行を記念し、著者を招いてトークイベントを開催します。 

 見た目に目立つ症状を持つ人々がぶつかる困難を中心に、当事者たちの置かれ 

 た状況について考えていきます。 

 

    外川浩子さん （NPO法人マイフェイス・マイスタイル代表） 

        

    太田尚樹さん （LGBTエンタメサイト『やる気あり美』 編集長） 

 

 ・日時：2020年 2月 5日（金）19時 00分～20時 15分 

 ・参加費用：会場参加 1500円、オンライン参加 700円 

 ・申込みサイト 

   https://kokorome-mitamemondai.peatix.com/ 

 ・主催：神保町ブックセンター／NPO法人マイフェイス・マイスタイル（MFMS） 

 ・協力：岩波書店／合同出版／共用品推進機構／ＪＤ 

 ・問合せ先 

   神保町ブックセンター 



    〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2丁目 3-1 

     岩波書店アネックス 1F・2F・3F 

    TEL：03-6268-9068 

    MAIL：info@jimbocho-book.jp 

 

▼「『シルバー産業新聞』に執筆しました（連載）／星川安之」 

 

  「シルバー産業新聞（シルバー産業新聞社）2021年 1月 10日」に「わたしは 

 共用品 連載 55 障がい者とともに働く」を執筆しました。 

  紙面とともに、岩波ジュニア新書から発行され書籍『障害者とともに働く』 

 もぜひお手にとってみて下さい。 

 

▼「『目の不自由な人をよく知る本』出版のご案内 

  ／合同出版、（共用品推進機構協力）」 

 

  共生社会の一員として、子どもたちの偏見や間違った思い込みを取りのぞき、 

 関心を持ち、正しく理解するための新しい障害学習図鑑。「交流及び共同学習」 

 の事前／事後学習に必須の１冊！ 

   ・目の不自由な人の感覚 

   ・目の不自由な人のくらしのくふう 

   ・目の不自由な人とともに生きるための社会のくふう 

   ・目の不自由な人がのぞむこと 

   ・目の不自由な人をサポートする方法 

 

  著：田中徹二、猪平眞理 

  協力：共用品推進機構 

  発行：合同出版 

  ISBN：9784772614443 

 

▼「弱視者の体験ベースに絵本「ゆうこさんのルーペ」 幅広い世代へ向け出版 

  ／合同出版、（共用品推進機構協力）」 

 

  実際に経験した交流から生まれた絵本で、多様な人々の存在を認め合い、共 

 に生きる「共生社会」へと近づくためのヒントが盛り込まれている。企画に関 

 わったメンバーは、子供から大人まで幅広い世代に手にとってほしいと呼びか 

 けている。 



  先天性ロービジョンの芳賀優子さんの体験をベースに、絵本作家みつひろの 

 多屋光孫さんが、文と絵を手がけた。原案の芳賀さん、監修を務めた日本障害 

 者協議会代表の藤井克徳さんら、絵本づくりの企画に関わったメンバーの思い 

 が、「読者のみなさんへ」として巻末でつづられている。テキストデータの提 

 供あり。 

 （点字毎日 1月 28日 3面より） 

 

▼「共用品ニュースを更新しました！」 

 

 ・すぎなみ地域大学 オリンピック・パラリンピックに向けた特別講座で講演 

 ・『ゆうこさんのルーペ』発行！ 

 ・東大付属課題別学習オンライン授業 

 ・国際福祉機器展レポート「コロナ禍におけるアクセシブルな製品・サービス」 

  連載 

 ・1月 29日（金）19時～20時 15分 オンライントークイベント 【本の街で、 

  こころの目線を合わせる】?『ゆうこさんのルーペ』から見える「関心」と 

  「無関心」? 

 ・新刊発行『目の不自由な人をよく知る本』 

 ・2月 5日（金）19時～20時 15分 『人は見た目！と言うけれど』刊行記念 

  外川浩子さん×太田尚樹さんトークイベント 

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

 

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

 

（82）製品関連記事 

 

▼「左右どちらの腕でも計測可能／山佐時計計器」 

 

  山佐時計計器(東京都)の左右どちらの腕でも計測できる「万歩計ウォッチ万 

 歩計WATCHMANPO(ウォッチマンポ)TM-360」。従来モデルは歩数を感知するセン 

 サーが振り子式などにより左手首装着用のみだったが、今回は高性能 3D(3次元) 

 加速度センサーを搭載し、左右どちらの手首でも計測できるようにした。 

 （日経ＭＪ 1月 18日 4面より） 

 

▼「家族と同じ食事そのままやわらかく 圧力鍋を応用した家電 

  味も形も崩さない 嚥下障害あっても「おいしい！」／ギフモ」 



 

  病気や加齢で食べ物をのみ込むのが難しい人たちがいる。みんなと同じ食事 

 がしたい、そんな願いをかなえる家電を、京都のベンチャー企業「ギフモ」が 

 つくった。2020年 7月に出した「デリソフター」は、炊飯器のような機械に食事 

 を入れると、野菜なら 15分、肉なら 30分ほどで舌や歯茎でつぶせるほど軟らか 

 くなる。圧力鍋の原理を応用したもので、味や形はそのまま。唐揚げやまんじゅ 

 うなど 100品に対応する。 

 （朝日新聞夕刊 1月 20日 1面より） 

 

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

 

（83）その他、各種関連記事 

 

▼「障害者雇用に注力 営業収益の 2割近く稼ぐ 共同生活拠点の運営も 

  ／リネットジャパン」 

 

  名古屋市に本社を置くリサイクル大手のリネットジャパングループが障害者 

 雇用に力を入れている。小型家電のリサイクル事業で、数年前から分解作業の 

 担当者として本格的な採用を始めた。障害者向けの共同居住施設を運営する子 

 会社も設立した。従業員に占める障害者の割合は 4.9%と国の基準(2.2%)の 2倍 

 を超える。職住環境を整え、障害者の社会進出をさらに後押しする。 

 （日経産業 1月 26日 15面より） 

 

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

 

（84）新刊紹介 

 

▼『ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 2 

  公共施設のバリアフリー』 

 

 町のあちこちにある、ユニバーサルデザインを探しに町探検に行こう。2は、 

 病院・図書館などの公共施設で導入されているユニバーサルデザインを取り上 

 げる。コピーして使うワークシート付き。 

  監修：白坂洋一(しらさか・よういち) 

  発行：汐文社 

  本体価格：2,700円 (税別) 



  ISBN：978-4-8113-2786-0 

 

▼『これからの「共生社会」を考える 

  多様性を受容するインクルーシブな社会づくり』 

 

 多様な存在を認めあい、誰も排除されないインクルーシブな「共生社会」はい 

 かにして実現されるか。「共生社会」をめぐる現状・考え方を紹介し、「共生 

 社会学」の礎を築く。 

  監修：小山望(おやま・のぞみ)勅使河原隆行(てしがわら・たかゆき) 

  発行：福村出版 

  本体価格：2,700円 (税別) 

  ISBN：978-4-571-41066-6 

 

▼『ユニバーサルデザインの考え方を生かした学校づくり・学級づくり・授業づ 

  くり みんなが楽しい！みんながわかる！みんなができる！』 

 

 子どもにとって、学校が「楽しい」、授業で「わかった」「できた」と実感で 

 きるユニバーサルデザインを提案。具体化への道筋などを解説し、小・中学校 

 の実践を紹介。「思わず子どもたちが行動してしまう」すご技も収録する。 

  編著：山元薫(やまもと・かおる) 

  発行：ジアース教育新社 

  本体価格：2,200円 (税別) 

  ISBN：978-4-86371-558-5 

 

▼『大人の発達障害〈ASD・ADHD>シーン別解決ブック 最新版』 

 

 大人の ASDと ADHDの苦手を克服し、自信を取り戻す本。知っておきたい大人の 

 発達障害の正しい知識を解説し、よくあるシーン別に ASD・ADHDの問題を解決 

 する方法を紹介する。 

  著：司馬理英子(しば・りえこ) 

  発行：主婦の友社 (実用No.1) 

  本体価格：1,600円 (税別) 

  ISBN：978-4-07-444116-7 

 

▼『「連れ合い」と「相方」 「介助される側」と「介助する側」』 

 



 2006年に脳幹梗塞で倒れ、半身麻痺となった市民運動家。その連れ合いは、障 

 害児者の生活と権利を守る多忙な仕事と運動のさなか、介護家族となって…。 

 お互いにぶつかり合いながら積み重ねた 14年間の年月を綴る。 

  著：井上吉郎(いのうえ・きちろう)池添素(いけぞえ・もと) 

  発行：ウインかもがわ かもがわ出版 

  本体価格：1,200円 (税別) 

  ISBN：978-4-909880-18-5 

 

▼『誰だって誰かのヒーローになれる ダウン症児子育ち日誌』 

 

 あゆむは他人の感情の起伏を読み取ることが上手い。怒りや悲しみに寄り添っ 

 てくれる。ゆっくりと育つ〈あゆ〉の歩みのなかに、「ほんとうのこと」があ 

 る。ダウン症児の 0歳から 6歳までの育ちを父が綴った日誌。 

  発行：言叢社 

  本体価格：1,682円 (税別) 

  ISBN：978-4-86209-081-2 

 

▼『これでわかる自閉スペクトラム症 基礎知識・症例とサポートのヒント』 

 

 自閉スペクトラム症の基礎知識をはじめ、乳児期～学童期のサイン、相談先、 

 家庭でできるサポートのコツ、保育園・幼稚園・小学校との連携について、イ 

 ラストを交えて詳しく解説する。 

  監修：市川宏伸(いちかわ・ひろのぶ) 

  発行：成美堂出版 

  本体価格：1,300円 (税別) 

  ISBN：978-4-415-32933-8 

 

▼『知的障害・発達障害における「行為」の心理学 

  ソヴィエト心理学の視座と特別支援教育』 

 

 知的障害・発達障害における心理特性と支援について、「行為」という観点か 

 らルリヤの思想と共に論じる。「実行機能」などの今日的テーマの源流が、実 

 はソヴィエト心理学の基本的テーゼに垣間見られることを示す。 

  発行：福村出版 

  本体価格：2,300円 (税別) 

  ISBN：978-4-571-12142-5 



 

▼『盲教育史の手ざわり「人間の尊厳」を求めて』 

 

 明治初期から戦後まで、視覚障害教育の歩みを記述。歴史に埋もれていた文章 

 を掘り起こし、脚光を浴びてこなかった人物に焦点を当てる。『点字毎日』連 

 載を加筆。ジャケット表面に点字あり。テキストデータ引換券付き。 

  著：岸博実(きし・ひろみ) 

  発行：小さ子社 

  本体価格：2,800円 (税別) 

  ISBN：978-4-909782-07-6 

 

▼『発達障害のある子のサポートブック 教育・保育の現場から寄せられた不適 

  応行動・学習困難への対応策 3300 第 2版』 

 

 対人関係がうまくいかない、決まりやルールを守らない、数学上の計算が苦手 

 …。教育・保育の現場でうまくいった、発達障害のある子の不適応行動や学習 

 困難への対応策を事例ごとに紹介する。チェック欄、メモ欄あり。 

  著：榊原洋一(さかきはら・よういち)佐藤曉(さとう・さとる) 

  発行：学研教育みらい 学研プラス (学研のヒューマンケアブックス) 

  本体価格：2,300円 (税別) 

  ISBN：978-4-05-801164-5 

 

▼『精神の病気 発達障害編 

  最新脳科学と行動心理学で，発達障害のしくみがよくわかる』 

 

 発達障害の基礎知識を説明したうえで、最新の脳科学の研究成果をもとに、ASD 

 と ADHDの原因や治療法などを詳しく解説。発達障害の症状をもつ人が自分の特 

 性を生かしながら、日常生活を楽しく過ごすためのヒントも紹介。  

  発行：ニュートンプレス (ニュートンムック) 

  本体価格：1,500円 (税別) 

  ISBN：978-4-315-52298-3 

 

▼『その生きづらさ、発達性トラウマ？ 

  ポリヴェーガル理論で考える解放のヒント』 

 

 普通の子ども時代だったはずだけど、自分に自信が持てない、人とうまく関わ 



 れない、つねに不安なのはなぜ？「不適切養育」が落とす影をポリヴェーガル 

 理論をもとに論じ、トラウマからの解放法を示す。 

  著：花丘ちぐさ(はなおか・ちぐさ) 

  発行：春秋社 

  本体価格：1,800円 (税別) 

  ISBN：978-4-393-36562-5 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

  会食がままならない今、親しい人たちと一緒に味わえる幸せを懐かしくさえ 

 感じますが、通常時であっても、同じものを味わえないことがあります。今号 

 に掲載した「圧力鍋を応用した味も形も崩さない家電」のようなものが当時あ 

 ったら、とろみをつけた日本酒も取り寄せて、嚥下障害の家族と同じ食卓を囲 

 めたのかなと思いました。（松森ハルミ） 

 

 

 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/ 


