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（98）共用品推進機構関連記事 

 

▼「『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 3月 10日」に「わたしは 

 共用品 連載 56 クレヨンと「社会モデル」」を執筆しました。社会全体が医 

 学モデルから社会モデルへ変わるための力に、共用品がなれたらと思います。 

 

▼「『月刊トイジャーナル』に執筆しました（連載）／星川安之」 

 

  「月刊トイジャーナル（東京玩具人形協同組合）2021年 3月」に「共用品が 

 広げる新たな可能性 Vol.56 絵本『てん』からのメッセージ」を執筆しまし 

 カナダのピーター・レイノルズさんの絵本は、「あなたはあなたのままでいい 

 んだよ」と伝えてくれます。 

 

▼「『高齢者住宅新聞』に執筆しました（連載）／星川安之」 



 

  「高齢者住宅新聞（高齢者住宅新聞社）2021年 3月 10日」に「『アクセシブ 

 ルデザイン』て知っている？ 第 23回 新たな生活様式の基点づくり」を執 

 筆しました。多様な人たちの今までの工夫と新たな課題を共有することで、み 

 んなの「基点」が作られていくはずです。 

 

▼「共用品ニュースを更新しました！」 

 

 ・[講演]広島大学/アクセシビリティリーダー育成協議会 

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

    

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

 

（99）各種催しとお知らせ 

 

▼「図記号委員会： 

  カームダウン・クールダウン、男女共用お手洗ページ公開について」 

 

  標準案内用図記号の中の「カームダウン・クールダウン」「男女共用お手洗」 

 について、より多くの方にご理解いただくためのページが公開されました。 

  

  作成：(公財)交通エコロジー・モビリティ財団 

  協力：案内用図記号ガイドライン改訂版見直しに関する委員会 

 

 下記 URLからご覧になれます。 

 

  ・カームダウン・クールダウン 

    http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/calmdown-cooldown/ 

  ・男女共用お手洗 

    http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/allgender_toilet/ 

 

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

 

（100）製品関連記事 

 

▼「ゴミが見えやすい掃除機／日立グローバルライフソリューションズ」 



 

  日立グローバルライフソリューションズはこのほど、ゴミを見えやすくす 

 るスティック型のコードレス掃除機を発売すると発表した。製品名は「パワ 

 かるスティック」。従来機種に搭載されている白色の LEDに加えて緑色の LED 

 も搭載した。白色に比べて LEDによって照らされたごみを見えやすくする効果 

 があるという。見えにくかったゴミを浮かび上がらせて部屋をよりきれいに 

 掃除できる。電池は着脱式、製品の重さも 1.4kgと軽さを維持した。 

 （日経産業 3月 10日 4面より） 

 

▼「栃木トヨタ、電動車いす『ウィル』販売」 

 

  栃木トヨタ自動車は電動車いす「ウィル」の販売を始めた。ウィルはWHILL 

 (東京)が開発した電動車いす。高い操作性や小回りがきく点から、高齢者障 

 害者の行動範囲を広げると期待されている。 

 （日経産業 3月 10日 8面より） 

 

▼「介護現場に中小アイデア製品 排尿や起床を楽に 

  ／シェルエレクトロニクス、東海技研工業」 

 

  地方の中小メーカーが、介護現場の細かなニーズに応えるアイデア製品を相 

 次ぎ開発している。 

  半導体関連装置のシェルエレクトロニクス(大分県)は、カテーテルを使った 

 排尿訓練向けに映像機器を開発した。洋式トイレの便器の内側にカメラ端末を 

 引っかけ、泌尿器部分をタブレットやスマートフォンに映して座りながら自己 

 導尿できる。カメラにライトを付け、明るい映像を確認できる点が特長。 

  板金加工の東海技研工業(岐阜県)は、介護用ベッドから立ち上がりやすい手 

 すりを開発した。起き上がる人の体の上方にパイプが伸びた形状が特長で、体 

 全体の力で斜め上方向に立ち上がりやすいよう工夫した。 

 （日経産業 3月 4日 9面より） 

 

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

 

（101）サービス関連記事 

 

▼「補聴器の遠隔調整を拡大 ソフトで最適音量など操作 

  ／デマント・ジャパン」 



 

  デンマークの大手補聴器メーカー、デマントの日本法人デマント・ジャパン 

 (川崎市)は、補聴器を遠隔調整できるサービスを拡充する。補聴器は購入後も 

 店舗での継続的な調整が必要だが、新型コロナウイルスの感染拡大でリモート 

 調整の需要が増している。すでに全体の約 2割にあたる約 500店でリモート調整 

 に対応。さらに対応店舗を増やす考えだ。 

 （日経ＭＪ 3月 12日 9面より） 

 

▼「高齢者施設、ウェブ見学／メドレー」 

 

  高齢者施設の下見は、利用者や家族にとって施設選びの重要なポイントだ。 

 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの検索サイトを運営してい 

 るメドレー(東京都)は、オンライン見学サービスに取り組んでいる。サイトに 

 登録する施設のうち、600施設ほどの協力を受け、開始した。 

 （日経産業 3月 4日 9面より） 

 

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

 

（102）その他、各種関連記事 

 

▼「農業で障害者雇用の新会社／かまくらや」 

 

  耕作放棄地を活用したソバ栽培を手掛ける、かまくらや(長野県)は、農業分 

 野で障害者を雇用する「安曇野みらい農園」を設立した。栽培品目を増やしリ 

 スクを分散すると同時に、農業を通じて障害者が活躍できる場を生み出す「農 

 福連携」の実現を目指す。障害者が働きながら自立を目指す「就労継続支援 A 

 型」に分類される福祉サービスを始める予定だ。 

 （日経ＭＪ 3月 1日 12面より） 

 

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

 

（103）新刊紹介 

 

▼『発達障害・知的障害のための合理的配慮ハンドブック』 

 

 発達障害・知的障害のための合理的配慮を、社会の中でもっとも起こりやすい、 



 また遭遇しやすい事例をあげ、「法律」「医療・心理」「教育」という 3つの 

 視点から解説。判断が難しいケースへの対応の実際がわかる。 

  編：土橋圭子(どばし・けいこ)渡辺慶一郎(わたなべ・けいいちろう) 

  発行：有斐閣 

  本体価格：2,600円 (税別) 

  ISBN：978-4-641-17459-7 

 

▼『発達障害で問題児 でも働けるのは理由がある！』 

 

 「不注意と衝動性」「感情のコントロールが苦手」「感覚過敏」「短期記憶が 

 弱い」…。発達障害で課題だらけでもギリギリ就職できました！発達障書のあ 

 る息子が就職するまでをコミックで紹介。専門家の詳しい解説つき。 

  著：かなしろにゃんこ。(かなしろ・にゃんこ) 

  監修・解説：石井京子(いしい・きょうこ) 

  発行：講談社 (こころライブラリー) 

  本体価格：1,400円 (税別) 

  ISBN：978-4-06-521607-1 

 

▼『生活支援のための調理実習 第 3版』 

 

 高齢者・障害者の介護現場における調理支援に必要な知識や技術を、基礎から 

 専門的なレベルまで体系的に学ぶためのテキスト。基本の調理(和食・調理)、 

 疾患別コントロール食や摂食機能障害と調理などは特に具体的に解説する。 

  編著：田崎裕美(たざき・ひろみ)中川英子(なかがわ・ひでこ) 

  発行：建帛社 

  本体価格：1,900円 (税別) 

  ISBN：978-4-7679-3392-4 

 

▼『ヴィゴツキー理論でのばす障害のある子どものソーシャルスキル 

  日常生活と遊びがつくる「発達の社会的な場」』 

 

 障害のある子どものソーシャルスキルを、ヴィゴツキーの理論にもとづく具体 

 的な遊びを活かして育む指導法を解説。子どもの自覚や気持ち、日々の行動と 

 遊びに重きをおき、大人との関わりの中で進めるための理論と実践を説く。 

  著：アーラ・ザクレーピナ 

  訳：広瀬信雄(ひろせ・のぶお) 



  発行：明石書店 

  本体価格：2,400円 (税別) 

  ISBN：978-4-7503-5120-9 

 

▼『でこぼこした発達の子どもたち 

  感覚統合の問題と上手につきあっていくために 第 2版』 

 

 能力間の発達に差がある、でこぼこした発達の子が持つ感覚のしくみを解説す 

 るとともに、感覚統合の問題との上手なつきあいかたを紹介、感覚統合の問題 

 を持つ子の特微に関するチェックリストも多数掲載する。初版:すばる舎 2011 

 年刊。 

  著：キャロル・ストック・クラノウィッツ 

  監訳：土田玲子(つちだ・れいこ) 

  発行：金子書房 

  本体価格：4,000円 (税別) 

  ISBN：978-4-7608-2848-7 

 

▼『あっくんはねむりたい 眠りの困難と発達障害』 

 

 たびたび昼夜逆転を起こすことがある、いったん眠ったらなかなか起きられな 

 い、一度目を覚ますと朝までまったく寝られない…。発達障害による眠りの困 

 難を当事者の目線で描く。作者のお母さんの子育て記録も収録。 

  作：あっくん 

  監修：高橋智(たかはし・さとる) 

  発行：世音社 

  本体価格：1,500円 (税別) 

  ISBN：978-4-921012-37-3 

 

▼『もじをよむのがにがてなんです』 

 

 落語家の柳家花緑さんは、子どもの頃から文字を読むのが苦手で勉強にも苦労 

 した。でも、中学を卒業して入った落語の世界では、師匠から口伝えで教わる 

 のが楽しくて…。NHKE テレのアニメ「ふつうってなんだろう？」の絵本。 

  絵：姫田真武(ひめだ・まなぶ) 

  語り：柳家花緑(やなぎや・かろく) 

  発行：ほるぷ出版 (NHKふつうってなんだろう？えほん) 



  本体価格：1,800円 (税別) 

  ISBN：978-4-593-10243-3 

 

▼『ICFの視点に基づく自立生活支援の福祉用具 

  その人らしい生活のための利活用』 

 

 国際生活機能分類(ICF)が示す「社会生活モデル」の規点から福祉用具の利活 

 用とその支援アプローチを解説。また、介護保険によって提供される、福祉用 

 具(貸与)等 3分野の生活環境改善の支援なども説明する。 

  編著：伊藤勝規(いとう・かつのり) 

  監修：大橋謙策(おおはし・けんさく) 

  発行：中央法規出版 

  本体価格：3,000円 (税別) 

  ISBN：978-4-8058-8229-0 

 

▼『世界はチャレンジにあふれている 

  高齢者ケアをめぐるヨーロッパ＆中国紀行』 

 

 福祉の原点を学んだデンマーク、杜会保険の国ドイツ、芸術とエスプリの国フ 

 ランスの在宅ケア…。ポストコロナ時代の高齢者ケア・地域包括ケアを、各国 

 の事例を紹介しながら考える。 

  著：山崎摩耶(やまざき・まや) 

  発行：日本医療企画 

  本体価格：2,700円 (税別) 

  ISBN：978-4-86439-980-7 

 

▼『「えのき」の親の 30年』 

 

 親たちの願った障害のある人たちの暮らしは、「重い障害があっても、地域の 

 中で当たり前に暮らす」というもの。養護学校保護者が集まって活動を始めた、 

 社会福祉法人えのき会の 30年のあゆみを振り返る。 

  編著：えのき会 

  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：978-4-909880-21-5 

 



▼『子どもの発達障害とソーシャルスキルトレーニングのコツがわかる本』 

 

 ソーシャルスキルトレーニングは、発達障害の子どもたちへの効果的な支援方 

 法。「発達障害の子どもの特徴」や「必要なスキル」などを紹介したうえで、 

 学校や家庭などで実践できる「トレーニングの考え方とコツ」をまとめる。 

  著：西永堅(にしなが・けん) 

  発行：ソシム 

  本体価格：1,600円 (税別) 

  ISBN：978-4-8026-1293-7 

 

▼『障害のある人たちのロ腔のケア 改訂版』 

 

 訪問歯科診療、多職種・地域連携で、障害のある人たちの口腔ケアをもっと身 

 近に。主に障害児・者を抱える親御さん向けに、口腔の病気やケアについて、 

 専門用語はなるべく避けて、写真やイラストを交えわかりやすく解説します。 

  著：栗木みゆき(くりき・みゆき) 

  監修：玄景華(げん・けいか) 

  発行：クリエイツかもがわ 

  本体価格：1,400円 (税別) 

  ISBN：978-4-86342-258-2 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

  2020年度も 10日余りで終わります。この 1年を振り返ると、新型コロナウイ 

 ルス感染症に触れずにはいられません。この感染症は昨年 1月に日本で確認さ 

 れ、1年以上も私たちの生活や心にまで影響を及ぼしています。このような中 

 で、共用品推進機構はコロナ下における日常生活について、障害のある人達に 

 アンケート調査を行いました。移動に制限のある方、基礎疾患のある方から回 

 答をいただきましたが、自粛中の生活で良かったことや楽しく生活する方法な 

 どを教えていただきました。 

  来年度がどのような年になるのかわかりませんが、そのときの状況と共存し 

 ながら進んでいこうと思います。ワクチン接種が始まりましたが、全ての人に 

 いきわたるまでには時間がかかります。みなさま、どうかご自愛ください。 

                              （金丸淳子） 



 

 

 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/ 


