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 手話を学ぶ人たちの学習室―全通研学校講義集―

四六判　　文理閣／刊

本会主催の 「全通研学校」 から、 さまざまな分野の講義を収録

①社会福祉と通訳論	 	 143頁	 985円

	 福祉大転換期、 私たちはなにができるか	 ／真田是

　　　	司法通訳から考える人権	 ／長尾ひろみ	

②ていねいな相談活動とは	 	 194頁	 996 円

　　　	相談活動の理論と実践	 ／窪田暁子

　　　	手話通訳活動と相談事例	 ／市川恵美子

　　　	障害をもつ子の家族支援のために	 ／玉井邦夫

③福祉国家の姿とコミュニケーション労働	 	 157頁	 　1,153 円

	 発達保障の福祉の視点から	 ／二宮厚美

④手話通訳者のための言語学と人権	 	 155頁	 1,153 円

	 基礎から学ぶ言語学	 ／小嶋栄子

	 手話通訳活動から考える人権	 ／石川芳郎

⑤手話による心の発達と通訳者の健康	 	 123頁	 1,047 円

	 聴覚障害者 ・児の心とそだち	 ／河﨑佳子

	 対人労働にたずさわる人の仕事と健康	 ／近藤雄二

⑥現代の地域福祉と障害者の発達保障	 	 129頁	 1,153 円

	 地域福祉とボランティア活動	 ／宗澤忠雄

	 障害者の発達とコミュニケーション	 ／白石恵理子

⑦手話コミュニケーションと聴覚障害児教育	 	 117 頁	 1,153 円

	 手話とノンバーバル ・ コミュニケーション／本名信行

	 聴覚障害児教育から考える人権	 ／若狭妙子

⑧新しい福祉制度とコミュニティー通訳論	 	 136頁	 1,153 円

	 新しい福祉制度と障害者運動	 ／藤井克徳

	 コミュニティー通訳論	 ／水野真木子

⑨手話で伸びる子どもの力と障害者の福祉制度改革	 137頁	 1,153 円

	 聴覚障害児にとっての手話	 ／南村洋子

	 障害者福祉の制度改革	 ／藤原精吾
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⑩相談活動と言語としての手話	 	 160頁	 1,210 円

	 相談援助活動の基本原則と展開の方法	 ／結城俊哉

	 言語としての手話―音声言語と手話言語―	 ／長野秀樹

⑪私たちの障害者権利条約と聴覚障害者支援	 	 125頁	 1,155 円

	 障害者権利条約批准後の情勢と課題	 ／薗部英夫

	 聴覚障害者への生活支援	 ／近藤幸一

 全通研アカデミー
  本会主催の 「全通研アカデミー～全通研学校Ⅲ」 の講義を収録

	 	 	 	 	 	 四六判　　	文理閣／刊

①高齢ろう者の人生／障害者差別解消法	 160頁	 1,265 円

						聴きとりから学ぶ高齢ろう者の人生	 	／大矢暹

						障害者差別解消法の評価と課題	 	 ／池原毅和	

 手話通訳レッスン  
一般社団法人全国手話通訳問題研究会／編

宮澤典子／出演

さまざまな手話通訳場面を収録し、 教材としても活用できる DVD

対象者に合わせて 2つのタイプの手話通訳を収録

初心者コース①保育園～小学校の行事編	 	 50 分	 2,040円

	 入園式 ・入学式、 運動会、 卒園式 ・卒業式の園長先生 ・校長先生のあいさつ

	 番外編　歌 「さんぽ」 「世界がひとつになるまで」

初心者コース②各種行事編	 	 49 分	 2,040円

	 ろうあ者新年大会、 スポーツ大会、 敬老の日などのあいさつ、 本の紹介

	 番外編　歌 「TOMORROW」

初心者コース③気になる話題編	 	 40 分	 2,040円

	 競泳水着の規則、 豆腐カルボナーラ、 止まらない少子化、 新型インフルエンザ、

	 裁判員制度

	 番外編　歌 「やぎさんゆうびん」
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初心者コース④気になる話題編その 2	 	 54 分	 2,040円

	 ダイエットを成功させるための基本的心構え、 エコライフ、 新しいタイプの栄養

	 失調、 老老介護他

	 番外編　昔話 「十二支のはじまり」、 懐かしの宮城の郷土料理 「はっとう」

初心者コース⑤説明会編	 	 53 分	 2,040円

	 保育園の入園説明会、 小学校の入学説明会、 中学校の保護者会、 中学校の修学

	 旅行説明会他			番外編　宮沢賢治 「雨ニモマケズ」

初心者コース⑥医療編	 	 50 分	 2,040円

	 腹痛の患者さんの検査結果について、 血圧の薬について、 食生活の指導他

	 番外編　昔話 「うさぎとかめ」

初心者コース⑦災害編	 	 48 分	 2,040円

	 住宅用火災報知器、 地震が起きたときには、 どんな津波だったのか、 避難所

	 生活できず、 ボランティア、 計画的避難始まる他

	 番外編　「千の風になって」 「こだまでしょうか」

初心者コース⑧災害編その 2	 	 53 分	 2,040円

	 セシウム、 線量計を、 仮設住宅の防火対策、 手話通訳の設置へ、 大槌復興食堂、

	 指定避難所、 海抜表示板他

	 番外編　「源氏物語桐壺 （一部）」 「源氏物語Part Ⅱ桐壺 （一部）」

初心者コース⑨相談編	 	 55 分	 2,040円

	 風邪をひいたときの入浴、 「断捨離」 する、 子どものインターネット使用、 介護

	 の相談、 年金の相談、 いじめの相談、 借金をめぐる相談、 近隣のトラブル、 気

	 前が良過ぎる義母についての相談			番外編　ももたろう、 すももたろう

初心者コース⑩手話表現の解説編	 	 48 分	 2,040円

	 レッスン DVD初心者シリーズ①～⑨の中から9題 （1. 園長先生のあいさつ、

	 2. 敬老の日の祝辞など） を取り上げた表現方法とワンポイントアドバイス

初心者コース⑪会話編①医療場面	 	 45 分	 2,040円

	 「受付」 「問診」 「検査」 「会計」 「入院」 「見舞い」 など医療現場における会話を

	 手話表現 ｡ワンポイントアドバイス付き

初心者コース⑫会話編②育児 ・ 教育場面	 	 46 分	 2,040円

	 「保育園のお迎え」 「学校からの呼び出し」 「家庭訪問」 「面談」 など育児 ・教育

	 場面における会話を手話表現			番外編　「児童の権利に関する条約 （前文）」

初心者コース⑬会話編③職場	 	 48 分	 2,040円

	 「相談員や上司、 同僚との会話」 「個別面接」 「病欠の連絡」 「有給休暇の申請」

	 など職場における会話を手話表現			番外編　「障害者権利条約」 第 27条

初心者コース⑭会話編④生活	 	 45 分	 2,040円

	 「近所の人との会話」 「飲食店の電話予約」 「店での商品購入」 「旅行の申し込み」

	 など日常的な生活における会話を手話表現				番外編　内容はお楽しみに !!

初心者コース⑮講義編わたしと手話通訳	 	 55分	 1,840円

	 本シリーズを制作するにあたり、 工夫した表現や、 二通りの表現をした理由、

 手話通訳に臨むにあたって留意したいことなど語った講義を収録。

	 宮澤講師から手話通訳をめざす皆さんへメッセージも！ 
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 手話通訳のこと
                 温故知新 手話通訳問題研究特集シリーズ
	 														「手話通訳問題研究」 で掲載された特集記事を分野ごとに再編したシリーズ

企画 ・編集 ・発行／一般社団法人全国手話通訳問題研究会

               ① 手話通訳制度を巡る変遷  A4 判 120 頁　 1,740 円

	 　　												　手話通訳制度化の歴史や運動、 取り組み

　　　               ② 災害への対策  A4 判 82 頁　 1,330 円

	 　　												　阪神淡路大震災、 東日本大震災、 熊本地震等災害への取り組み

	 　　　　　　　③　聴覚障害者のくらし  A4 判 113 頁　 1,630 円

	 　　　　　　　　		労働、 医療、 社会資源の開発、 情報通信技術の活用の視点から

																									聞こえない人の暮らしを学ぶ

　　　　　　     Noricoda 波瀾万丈　多文化共生 ・ 中途コーダの手話通訳論

	 　　　　　		聞こえない両親を持つ聞こえる子 「コーダ」 として育った経験、 家族の

																			中で一人だけ手話ができずに悩んでいたことや、 コーダであるがゆえの

																			苦悩などを語る																									宮澤典子／著　クリエイツかもがわ刊

	 	 	 A5判 156頁	 1,760円

                  　　マンガで読む手話通訳事例集

																								『手話通訳問題研究』 に好評連載中の 「あり検事例検討マンガ」 が

																						本になりました。 手話通訳者 ､手話関係者が通訳場面で直面しうる

																						身近な事例を 4コママンガで紹介、 解説

	 	 手話通訳あり方検討委員会／編著

	 	 一般社団法人全国手話通訳問題研究会刊

	 	 	 A5判 126頁	 1,070円

手話通訳なるほど大学～翻訳技術の深化 ・ 向上と専門性～

	 手話はコミュニケーション、 通じることが最優先！

	 どう表現をすれば聞こえない人に疲れない手話通訳ができるか、 翻訳技術の深	 	

	 化と向上について語る。 また、 裁判員制度を受け、 法廷 ・取調室や病院での手	 	

	 話通訳も解明

	 	 市川恵美子／著　クリエイツかもがわ刊

	 	 	 A5判 115頁	 1,257円

手話通訳なるほど大学 DVD

	 「聞こえない人に伝わる手話」 とはなにか…？

	 全国手話通訳問題研究会元会長の市川恵美子氏の手話を映像で見られるDVD　		

	 ＊書籍 「手話通訳なるほど大学」 と合わせて学習できます

	 	 一般社団法人全国手話通訳問題研究会編集 ・発行

	 	 	 	 820円
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手話通訳なるほど講座～手話と手話通訳の力を磨く～

	 長年、 手話通訳者として多くの聞こえない人に出会い、 手話を学ぶ人とともに歩		

	 んだ 40年の経験から、 言語としての手話通訳技術、 表現を考え、 コミュニケー		

	 ション力を高めるためのコツを伝授

	 市川恵美子／著　全国手話通訳問題研究会／編

クリエイツかもがわ刊

	 	 	 A5判 123頁	 1,257円

　　　　　　　みんなでめざそうよりよい手話通訳

	 　　　　			聴覚障害者が安心していつでもどこでも手話通訳を利用でき ､手話通訳

																		者が健	康に通訳活動を続けるため ､全日本ろうあ連盟と全通研が共同

																		討議を重ね作成したパンフレット	 A5判 23頁	 210円

新 ・ 手話通訳がわかる本

	 手話通訳の基礎、 聴覚障害者の暮らし、 手話活動の始まりと今…

	 手話通訳のすべてがわかりやすく学べる本

石野富志三郎／監修　全国手話通訳問題研究会／編集

中央法規刊

	 	 	 A5判 193頁	 1,980円

手話通訳を学ぶ人の 「手話通訳学」 入門　改訂版

	 40 年余りにわたる手話通訳研究の成果と現状 ・課題を、 体系的かつ簡潔に整	 	

	 理、 手話通訳を学問 ・研究の対象と位置づけた本

林智樹／著　日本手話通訳士協会／監修　

クリエイツかもがわ刊

	 	 	 B5判 158頁	 2,200円

ろうあ者 ・ 手話 ・ 手話通訳

	 ろうあ者の権利、 手話と手話通訳など著者が思いつくままに綴ったエッセイ

松本晶行／著　文理閣刊

	 	 	 A5判 227頁	 1,870円

世界の手話通訳事情～ WASLI2007 スペイン会議国別報告～

	 2007年スペインで開催された WASLI （世界手話通訳者協会） 会議で報告さ	 	

	 れた、 国ごとの手話通訳事情。 世界中の手話通訳事業の魅力的な様子を掲載

全国手話通訳問題研究会刊

	 	 	 A5判 156頁	 1,020円

専門的な手話通訳者の雇用状況に関する調査研究事業 （2010 年 9 月）

－雇用された手話通訳者の労働と健康についての実態調査－

全国手話通訳問題研究会刊

	 	 	 A4判 160頁	　　　510円		
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手話の魅力

目で聴くテレビ番組 DVDシリーズ
発行／認定NPO法人障害者放送通信機構

    「目で聴く手話研究所」 日本手話研究所監修  
	 	 180分／2枚組	 2,900円

	 ２００９年５月より実施された裁判員制度に対応して、 日本手話研究所が整理

した刑事裁判の法廷用語についての手話５２単語を 「目で聴く手話研究所」

の教授と秘書がコントで紹介

     「物語のとびら」 （１） ～ （６）  各 1,000円
	 「ももたろう」 や 「浦島太郎」 などのおなじみの昔話から 「なぜくらげの骨は

無い？」 など珍しい昔話までさまざまな物語を手話語りで収録

     「ももくり 3 ねん…！？」 （１） （２）　　　各 1,500円 （2枚セット 2,800円）

 さまざまな職業についているろう者の仕事を紹介したドキュメンタリー

	 ※タイトルの由来… 「桃栗3年、 柿 8年」 あなたはこのお仕事、 何年？

     「村上センセーの歯のおはなし」    	2,000円

	 歯の仕組みをはじめ、 歯にまつわる病気と予防方法、 治療方法など専門用語

を交えて大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部の村上旬平先生が解説

     「ぼうさいのこころえ」 （１） （２） セット                 2,000円

	 地震、 火山、 台風、 大雨など災害に関する知識や情報を正しく理解し、 防災

力を高めるため、 大阪管区気象台の監修の下、 手話キャスターの水本博司が

解説

　　　　　　　　　　日本の手話いろいろ①～イラストで見る全国各地の手話～

	 　　　　　　　　　　地域で育まれた手話、 各地の手話をイラストで紹介。

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つひとつの手話にろうあ者の生きてきた時代の背景がみえる	　　　　　　　　　　 

手話通訳問題研究会／編　文理閣／刊

	 		 A5判 162頁	1,676円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆびもじえほん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「あいうえお」 から始まる50音順の物語	――…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どんなおはなしになるんだろうとわくわくしながら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ゆびもじ」 を覚えることができる絵本

	 	 	 株式会社クリエイツかもがわ刊　　見杉	宗則／絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B5判長型　20頁　1,760円
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動くことばみることば～手話からの提言～

	 ろう教育、 手話通訳活動に長年力を注いできた著者が、 手話の成り立ちと手話表

現、 手話通訳活動と手話通訳者の問題など、 手話にかかわるすべての人に味わ

い深く語りかける

	 伊東雋祐／著　文理閣／刊

	 		 四六判246頁	 1,708円

DVD 視ることば聴くことば
	 故大原省三氏が手話の語源を探る。 第 14 回全国手話通訳問題研

究集会での講演を収録

	 一般社団法人全国手話通訳問題研究会／刊

	 	 	 60分	 2,250円

手話通訳ビデオ演習シリーズ

『手話この魅力あることば』
『手話通訳問題研究』 の連続写真を映像化DVD	 	 　　　　　　各 2,250円

		読み起こし冊子付き

【各巻収録内容一覧】

No.
研究誌
掲載号

都道
府県

氏 名 概要
収録
時間

1

35 埼玉 向山　秀代 小咄 「こわいこわい大当たり」

60分36 兵庫 小松　　博 ろう学校 ・ろうあ運動

37 東京 牛山　翠子 戦争体験

２

38 広島 平原　洋夫 原爆の経験

60分39 三重 森　　　伸 ろう学校の教師になって

40 静岡 加茂　道昌 紋の仕事

3

41 青森 滝谷ふみゑ 私の生い立ちと戦争体験

60分42 高知 山中　睦子 手話 ・ろうあ運動

43 愛知 高村　五郎 伊勢湾台風

4

神奈川 大槻　　孝 私はデザイナー

30分

広島 岡本　祐輔 疎開先の思い出

京都 湯浅　保雄

独り暮らしの老

老人部の活動

戦時中のろうあ者

5

44 新潟 岩野　　豊 仕立ての仕事

60分46 神奈川 重野　二男 戦争体験

47 大阪 兼松　辰雄 ろう教育 ・手話法で学ぶ

６

48 鳥取 田中　正治 戦争体験 （軍事工場 ・憲兵）

60分49 京都 高倉　正次 ろうあ運動

50 秋田 円谷斌之助 ろう学校の生活
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７

51 沖縄 川上　カズ 本島のろう学校へ ・わが子の教育

60分52 北海道 玉手　芳夫 服の行商の仕事

53 福井 福田三恵子 子育て ・ろう教育 （口話と手話）

８

54 香川 吉川　集吉 軍事工場での体験

60分55 熊本 穐田　誠也 聴覚障害者の子育て

56 兵庫 高平　末広 阪神淡路大震災

9

57 奈良 森脇　由雄 キャンプの夜 ・大曽根先生の話

60分58 富山 今井英二郎 空襲体験 ・ろうあ運動

59 福岡 須堯秀一郎 私の生い立ち （神戸 ・台湾 ・大阪 ・東京 ・戦争）

10

60 愛知 伊藤三枝子 ろう者韓国人で差別を受けて

45分61 岩手 柳沢　ミキ ろう学校の生活 ・戦争体験 ・子育て

62 山梨 高石　治男 ろうあ運動 ・仕事

11

63 愛媛 豊田　秋歳 戦争体験 ・仕事

50分64 宮崎 藤村千代蔵 ろうあ協会設立運動

65 群馬 遠藤利三郎 戦争体験 ・仕事 ・病気 ・ ろうあ運動

12

66 滋賀 杉本　はつ ろう学校の生活 ・婦人部活動

60分67 岐阜 高木　光代 劇団活動 ・婦人部活動

68 京都 小山　貞夫 漆塗りの仕事 ・ろうあ運動

13

69 鹿児島 中村　一義 鹿児島市水害

75分
70 和歌山 谷口　作男 私の生い立ち （仲間のなかで変わる）

71 岡山 伴　　　　徹 195 ０年の岡山県立ろう学校の火災

72 山形 斉藤　茂子 世界ろうあ者体育大会に出場して

14

73 大分 吉田　弘芳 ろう者劇団の活動

60分
74 栃木 亀山　玲子 栃木県立ろう学校の同時法

75 長野 上原滋一郎 家具職人の仕事

76 島根 金井　和義 瓦工場の仕事

15

77 新潟 佐藤　健一 万代太鼓クラブ豊龍会

60分
78 長崎 川原　久幸 国際障害者技能大会に出場

79 茨城 鯉渕　庸子 戦後の東京と家の商売

80 山口 中村ウタ江 子どもの頃の戦争体験

16

81 千葉 樗澤加津人 私の戦争体験

60分
82 広島 土生　　晋 ろう学校の思い出、 決められた人生

83 石川 栄　　麗子 私の闘病生活

84 宮城 佐藤　光男 聴覚障害の両親に育てられて

17

85 福島 佐藤　邦子 聞こえない教師として

60分
86 北海道 長谷川金吾 タコ部屋労働

87 大阪 土居　文子 野球と私

88 徳島 安芸　正枝 私の生い立ち

18
89 東京 芝﨑　博武 生い立ちとろうあ運動

32分
90 佐賀 中山　鳥雄 みかん農園の仕事

19
91 兵庫 山村　妙子 阪神大震災の体験

36分
92 東京 斎藤日出夫 東京大空襲

20
93 静岡 太田　二郎 学童勤労動員

31分
94 沖縄 普久原初子 沖縄での戦争体験
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21
95 新潟 高山　　晶 朝鮮聾学校時代と戦争体験

35分
96 愛媛 伊藤　清高 理容店開業までの体験

22
97 石川 中谷　　勲 生い立ちとろうあ運動

33分
98 鳥取 米原　房枝 ろう学校の思い出と生活のこと

23
99 高知 野中　米喜 子どもの頃の家族との思い出

35分
100 三重 本間　豊子 ろう学校の思い出、 ろう運動に入ったきっかけ

24
101 宮城 菅原　伸也 理容の仕事、 手話講師活動で学んだもの

46分
102 和歌山 玉置　敬子 女性として母親として

25
103 大分 高橋　信明 私の生い立ち～悔しさをバネにして進む～

38分
104 京都 米澤喜代子 私の生い立ち～多くの人との関りをつむいで～

26
105 広島 村田ヨシヱ 原爆に遭って

42分
106 長野 本木　匡弘 アルペンセッター資格を取得して

27
107 鹿児島 南竹ミドリ 水害を体験して

25分
108 山形 石山　吉雄 夏休みの自転車旅行

28
109 群馬 本多健三郎 ろう先生との出会い	そして仲間との楽しい語らい

44分
110 岐阜 西尾征一郎 絵画は語る

29
111 香川 橋本　眞利 知事交渉と運転免許取得

44分
112 埼玉 佐々木倖子 韓国のろう学校

30
113 青森 荒川　光一 私の生い立ち～ろう学校の思い出、 そして戦争～

39分
114 滋賀 阪口　ユリ 波瀾万丈、 私の生い立ち

31
115 新潟 高橋　　博 父の思い出

38分
116 秋田 柏谷与四朗 私の生い立ち～がんばればできる～

32
117 奈良 岡田　善蔵 学ぶこと、 そしてろうあ運動

44分
118 千葉 水野松太郎 ろうあ運動と設計の仕事

33
119 岩手 皆川　敏美 東日本大震災の体験～友人が津波にのまれて…～

44分
120 宮城 渡邊　征二 東日本大震災の体験～大津波から逃れて～

34
121 富山 竹川　秀夫 盲唖学校のこと、 戦争のこと

41分
122 福井 松本　一義 SL の写真を撮り続けて

35
123 福岡 才原　和弘 初恋の能力を発揮した仕事を語る

45分
124 山梨 今福　　稔 映画少年が語る終戦前後の思い出と今

36
125 宮崎 山﨑　正秋 子供のころ戦争体験、 そして理容師を営む

42分
126 北海道 谷藤　静子 北の国に生きて	～樺太、 函館、 静内～

37

127 島根 齋藤　一子 ろう学校の思い出とろうあ運動

39分
128 神奈川

佐藤　　茂 あこがれの仕事そして趣味
～ヨットやウインドサーフィン～

38
129 岡山

日名　清子 私が子どもだったとき
～私と家族の思い出～ 51分

130 熊本 時松美由紀 私を変えたもの～手話との出会い～

39
131 愛知 堀場　　節 ろうあ運動と家族

44分
132 茨城 梶山　順司 子どものころの戦争体験

40
133 長崎 富永　悟子 バレーボールに誘われてろうあ運動に

47分
134 山口 山本　　雪 父を助けようと免許を取得、 そして子育ての苦労

41

135 栃木
石井　　久 空襲の記憶、 そしてろうの野球チーム、 仲間の生

活を守って
42分

136 福島
佐久間　孝 ろうあ共同作業所の設立や手話言語条例、 そして

趣味のそば打ち
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42
137 佐賀 中島　和次 幼い頃の思い出とろうあ協会の活動

43分
138 徳島 大田　　進 手話で知りたかった、 わたしの学びの原動力

43
139 大阪 梅澤　照子 私の人生　～戦争 ・差別 ・結婚～

47分
140 愛媛 山口　一夫 理容師の仕事とろうあ協会での活動

44
141 石川 鴻野　一緒 手話は誇り

48分
142 静岡 古知きよし ろう学校 ・戦争 ・ろうあ運動

45
143 鳥取 野儀　博之 私の生い立ち～鳥取聾学校と鳥取大火～

50分
144 高知 竹島　春美 家族への思いと卓球選手としての私

46
145 三重 大屋　　隆 ろう学校の思い出と趣味

47分
146 和歌山 数見　　満 おとなしかった少年時代の私がろう運動で変わった

47
147 長野 宮下　豊輔 精肉会社での仕事と多彩な趣味

46分
148 沖縄 山城　　杲 沖縄ろう学校での体験とろうあ運動

聴覚障害者問題、制度を学ぶ

Hello むこうの私 - 手で心をつないで -

本書は主人公を 「ろう者」、 「難聴者」、 「手話通訳者」 の若者に設定

して全 3 章の構成でマンガを収録。 マンガ本の後半には、 向日市内

の観光スポット等も掲載

京都府向日市／発行　　A5判 97頁　　500円

   えほん障害者権利条約

	 世界中の 6 人に 1 人は何らかの障害があるとされている今、 障害

のある人は特別な人間ではありません。 『えほん障害者権利条約』

では、障害者権利条約の誕生からめざすべき社会まで、子どもにも、

そして誰にでもわかりやすく描いている絵本

ふじいかつのり／作　里圭／絵　汐文社／刊		1,650円

私たち抜きに私たちのことを決めないで

障害者権利条約の軌跡と本質

 障害者権利条約批准年に生まれた 「障害者権利条約の奇跡と本質」 を学べる書籍

藤井克徳／著　日本障害者協議会／編　やどかり出版／刊

	 	 	 	 1,019円

全国手話通訳問題研究会情勢資料集２
	 現在の日本の様々な障害者福祉の動きなど、 今後の全通研運動の参考になる情報

をこの一冊に収録 ( ※情勢資料集１は好評につき完売 )

一般社団法人全国手話通訳問題研究会／編

1,020円
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新訂版聴覚 ・ 言語障害者とコミュニケーション
	 聴覚 ・ 言語障害者の特性やコミュニケーションについて、 基礎的総合的に学べる大

学や専門学校等の学習教材としても使える一冊

一番ケ瀬康子／監修　全国手話通訳問題研究会／編　中央法規／刊

	 	 	A5判 216頁	 2,420円

見えないけれど観えるもの

	 物事のとらえ方と運動の大切さが分かる本。 きょうされん常務理事である著者が、

日本の障害者運動と30年以上伴走し、 さまざまな角度から障害問題を提起

藤井克徳／著　やどかり出版／刊

	 	 	A5判 258頁	 2,200円

聞こえない子らのこと

	 浜松ろう学校での 14 年間の教師生活、 ろう重複障害者の作業所 「まつぼっくりの

家」 での仕事のことなど自伝的回想記

高橋節／著　文理閣／刊

	 	 	四六判210頁	 1,815円

ドンが聞こえなかった人々
	 深い沈黙の海に沈んでいた長崎被爆ろう者の体験と素顔をまとめたドキュメント

全通研長崎支部／著　豆塚猛／写真　文理閣／刊

	 	 	B5判 164頁	 2,990円

原爆を見た聞こえない人々～長崎からの手話証言～

	 10 年にわたる地道な聞き書きをもとにまとめたろう者の被爆証言集苦難の道の

　	 りが綴られている　　　長崎県ろうあ福祉協会 ・全通研長崎支部／編　文理閣／刊

	 		 四六判234頁	 1,708円

遠い声近い声～耳の神秘 ・ 聴覚障害の周辺～

	 著者の難聴体験から、 聞くことを通して日頃考えてきたことを綴ったエッセイ集

黒川美富子／著　文理閣／刊

	 	 	四六判276頁	 1,870円

どうつくる？障害者総合福祉法～権利保障制度確立への提言～

	 障害者の権利保障のための制度づくりを考え、 障害者施策の将来像を論じる

	 障害者生活支援システム研究会／編　かもがわ出版／刊

	 		 四六判 169頁	 1,650円

コミュニケーション支援事業の完全実施に向けて

	 手話通訳等支援事業実施要綱、 コミュニケーション支援事業の利用者負担を無料

	 とした自治体、 いくつかの地域の要綱などの情報が満載

全国手話通訳問題研究会／刊

	 		 A5判 67頁	 510円
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障害をもつ人々と参政権
 障害をもつ人々の参政権保障の現代的意義は？どのように政治に参加している？

	 どのような施策によって参加が可能になるのかなど紹介

井上英夫／編著　法律文化社／刊

	 	 	A5判 300頁	 3,190円

 

健康問題を考える

時をつなぐことばを紡ぐ
―頸肩腕障害と闘い続けた 手話通訳者たちの想い―

　全国手話通訳けいわん患者 ・健康を守る会 （患者会） ／発行

一般社団法人全国手話通訳問題研究会　健康対策部／協力

550 円

手話通訳者の現状から見た予防と患者支援について
実際のレントゲン写真を基にした運動器疾患の解説などをはじめ、 手話通訳に関連

する病気とその予防法などを詳しく解説しています

立川厚太郎／著　全国手話通訳問題研究会／刊

820円

手話通訳者の健康を守るために DVD
東日本大震災被災地の手話通訳者の健康について滋賀医科大学の垰田和史氏が講

演。 前半では 「心の健康管理」 を、 後半では、 手話通訳者の頸肩腕障害を解説

垰田和史／出演　全国手話通訳問題研究会／刊

	 	 	 125分	 1,020円

からだをほぐしていきいき仕事 DVD
ストレッチの方法を丁寧に指導。 見ながら覚え、 いつでもどこでもできる！

これまでになかったストレッチ DVD必携！！

	 井手政子 （ヘルスケア ・ トレーナー） ／指導　

青木恵 （全通研） ／出演

垰田和史 （滋賀医大准教授） ／監修　佐瀬駿介／監督

全国手話通訳問題研究会／刊

	 	 	 70分	 1,530円

　　　　　　　　　　手話通訳者のためのリラクゼーションテキスト～働く人々とともに～

	 　　　　　　　　　　呼吸法 ・腹式呼吸、 目の体操、 肩こり ・腰痛防止の筋力強化

	 　　　　　　　　　　……これを見ながらゆっくりマイペースに行いましょう！

佐瀬駿介／著　井手政子／企画 ・指導

全国手話通訳問題研究会／刊

	 		 	 A6 判 24頁	 210円
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　　　　　　　　　いきいきと仕事をするための身体のストレッチング

	 　　　　　　　　　パソコン使用など長時間同じ姿勢をしている人のための疲労回復 ・

　　　　　　　　　　　腰痛対策にも効果的。 「リラクゼーションテキスト」 の応用編

	 井手政子／企画 ・指導 ・著　全国手話通訳問題研究会／刊

	 		 	 A6 判 32頁	 210円

手話通訳者の健康管理マニュアル

	 手話通訳者の健康を守る取り組みと経過、 頸肩腕障害など健康障害の発生原因 ・

症状 ・予防、 チェックリストなどを網羅。 手話通訳にかかわる人々に必携の書

全国手話通訳問題研究会／編　垰田和史／監修　文理閣／刊

	 		 A5判 191頁		 1,540円

手話通訳者のメンタルヘルス

	 長年、 手話通訳者の健診にたずさわってきた著者が贈る、 いきいき手話活動へ

の 「心の健康」 メッセージ

重田博正／著　文理閣／刊

	 		 四六判 134頁	 1,320円

労働と医学
特集／手話通訳者の健康管理 （2019年版）	　社会医学研究センター刊			1,000 円

健康フォーラム 2009 －手話通訳者の労働 ・ 権利 ・ 健康を考える－

	 「福祉労働における労働者問題」 「社会福祉政策の動き」 「手話通訳者の健康」 を

テーマとした講演録。 手話にかかわる人が元気に活動できるための条件を学ぶ

一般社団法人全国手話通訳問題研究会／編

	 	 	 A5判 58頁	 820　円

健康で安全に働くための基礎～ディーセント ・ ワークの実現のために～

	 安全な環境のもとで、 健康な状態で働き続けるための手引き書。 労働と生活、

	 人間と科学技術、 健康と権利など学習することから始まる

細川汀／編著　文理閣／刊

	 		 A5判 210頁		 1,760円

ことばの天使

	 頸肩腕障害の病に苦しむふうこ。 苦しい病床にあってもなお、 人として志は失わ

	 ず大切にしている。 頸肩腕障害を題材にしたドキュメンタリー

	 ひらのりょうこ／著　文理閣／刊

	 		 A5判 167頁		 1,708円	
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コミック

　　遙かなる甲子園①～⑩	 	山本おさむ／作双葉社刊 A5 判

各 1,027円

　　わが指のオーケストラ	 	 山本おさむ／作秋田書店刊

文庫本①〜③各660円

　　どんぐりの家　	 山本おさむ／作小学館刊

A5判①～③各908円　④～⑦各912円

 

　　どんぐりの家～それから～	 山本おさむ／作小学館刊A5判 1,028円

全国手話通訳問題研究会 （全通研） がわかる

　　　　　　この手
ゆ び

話とまれ～全通研ガイドブック～

　　　　　　　　「手話を学ぶにはどうするんだろう」 「聞こえないってどんなことだろう」

本　　　　　　　　　本書籍は、 そんな疑問をもつ、 手話や聞こえない人に関わりはじめた方々　　　　

のはじ　　　　　　はじめの一歩を踏み出す手助けとなる一冊。

　　　　　　　　　　	手話サークル会員、 全通研会員にもオススメ

A5判	80 頁　1,000円

	 創立 30周年記念出版はばたこう未来へ ［CD-ROM付］

	 全通研の仲間 ・ 地域 ・ 運動 ・ 研究 ・ 未来あゆみとこれからのことがよくわかる

CD-ROM には、 全通研の歴史、 手話通訳理論 ･ 制度化への取り組みなど 66

点にもおよぶ資料が満載	 全国手話通訳問題研究会刊

A5判 152頁 1,020円

　　全国手話通訳問題研究討論集会分科会報告集　第 11 回～ 30 回

　　全国手話通訳問題研究集会～サマーフォーラム～報告集第 52 回

　	 全国手話通訳問題研究会刊

各820円
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全国手話検定試験を受験する人へ
全国手話研修センター／編集　　中央法規刊

◆筆記試験対策に

　　改訂／よくわかる！手話の筆記試験対策テキスト
	 第一線の執筆陣が聴覚障害の基礎知識を分かりやすく解説した、 全国手話
　　　	 検定試験の筆記試験学習向けの一冊	

B5判 174頁			2,420 円

◆級ごとの試験対策に

手話でステキなコミュニケーション 1 〜 5               　　　　　　　　  B5 判

　　三訂／DVDで学ぶ手話の本①　5級対応	 3,080円

　　三訂／DVDで学ぶ手話の本②　4級対応	 3,300円

　　三訂／DVDで学ぶ手話の本③　3級対応	 3,520円

　　三訂／DVDで学ぶ手話の本④　2級対応	 3,740円

　　改訂／DVDで学ぶ手話の本⑤　準 1級 1級対応	 3,960円

手話コミュニケーション能力を試す全国手話検定試験の標準テキスト

付属のDVDは各級毎に新しい基本単語の手話表現をすべて収録

すぐに使える手話表現を学ぶ教材としても最適

◆実際の試験問題で学習したい方に

　全国手話検定試験解答集 B5 判

第 1回全国手話検定試験解答集	 		88 頁	 2,420円

第2回全国手話検定試験解答集	 138頁	 （完売）

第 3回全国手話検定試験解答集	 144頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2010 （第 4回）	 124頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2011 （第 5回）	 148頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2012 （第 6回）	 160頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2013 （第 7回）	 164頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2014 （第 8回）	 160頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2015 （第 9回）	 166頁	 （完売）

これで合格！全国手話検定試験 2016 （第 10回）	 168頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2017 （第 11回）	 172頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2018 （第 12回）	 172頁	 3,520円

これで合格！全国手話検定試験 2019 （第 13回）	 172頁	 3,520円

第 1回 （2006年開催） 〜第 13回 （2019年開催） 全国手話検定試験解答集

手話サークルの学習教材としても最適試験問題映像 DVD付
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手話通訳者・士をめざす人へ

必携　手話通訳者 ・ 手話通訳士ハンドブック

手話通訳として必要な知識でありながらも不足しがちな知識を

コンパクトに学習できるテキスト	 	 	

林智樹／著

社会福祉法人全国手話研修センター／刊

1,980円

手話通訳を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ 1 ～ 5 （DVD）

〔解説書付き〕 社会福祉法人全国手話研修センター編 ・刊

8～9人のろう者が、 趣味や仕事などさまざまな体験を語る （各 2～3分）

各 2,445円
【収録内容】

読み取り学習用ビデオ①
但野直美 （北海道）、 近藤龍治 （香川県）、 中越雅愛 （高知県）、 佐藤健一 （新潟県）、

大槻功 （京都府）、 片岡鈴子 （徳島県）、 三浦弘美 （大分県）、 岡本泰典 （熊本県）、

山崎幸司 （東京都）

読み取り学習用ビデオ②
安生久子 （東京都）、 渡辺純子 （栃木県）、 栗栖広子 （広島県）、 市川竜彦 （宮崎県）、

田辺理恵子 （滋賀県）、 吉岡真人 （石川県）、 高橋幸子 （岩手県）、 杉田一 （静岡県）

読み取り学習用ビデオ③
赤井正志 （山口県）、 比嘉豪 （沖縄県）、 大屋隆 （三重県）、 戸田啓子 （京都府）、

足立節子 （愛知県）、 持田信子 （福井県）、 岩本清 （山形県）、 篠塚毅 （石川県）

読み取り学習用ビデオ④
内田茂章 （鹿児島県）、 向鉄也 （大阪府）、 福田九 （熊本県）、 中尾里美 （大阪府）、

中西久美子 （滋賀県）、 藤田由紀子 （高知県）、 沼晴道 （滋賀県）、 山口健二 （鹿児島県）

読み取り学習用ビデオ⑤
岩下忠勝 （和歌山県）、 池上芳夫 （徳島県）、 岡田恵 （千葉県）、 二宮真理 （奈良県）、

松本智佐子 （京都府）、 野中米喜 （高知県）、 古瀬常實 （大阪府）、 延木登代子 （広島県）

手話通訳者のための国語　必携 ・ 手話通訳士試験

過去の手話通訳士試験を徹底分析、 手話通訳士試験の準備に

さらに日本語力をレベルアップさせたい手話通訳者に贈るテキスト

小嶋栄子／著

全国手話通訳問題研究会 ・社会福祉法人全国手話研修センター／企画 ・編集

クリエイツかもがわ刊

A5判224頁　2,420円
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手話通訳技能認定試験 （手話通訳士試験） 模範解答集

一般社団法人日本手話通訳士協会／刊

第 27 回 （2015 年度） 手話通訳技能認定試験模範解答集	 	 1,000円

第 28 回 （2016 年度） 手話通訳技能認定試験模範解答集	 	 1,000円

第 29 回 （2017 年度） 手話通訳技能認定試験模範解答集	 	 1,000円

第 30 回 （2018 年度） 手話通訳技能認定試験模範解答集	 	 1,100円

六訂／手話通訳技能認定試験傾向と対策～手話通訳士試験合格への道～

　手話通訳士をめざす方だけでなく、 手話を学ぶ方にとっても大切な知識を掲載

手話通訳士試験傾向と対策委員会／編集

一般社団法人日本手話通訳士協会／監修

中央法規刊

B5判286頁　3,300円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材

社会福祉法人全国手話研修センター編 ・刊

統一試験 （実技） の参考解答表現を収録。 付属の解説書には筆記試験問題と解答、

手話の要約試験問題の解答例を掲載

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 1 ～ 6

　　　　　　　　　（DVD2枚+テキスト） 2000～ 2005年度試験	 5,093円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 7

　　　　　　　　　（DVD） 2006 （平成 18） 年度	 	 	 2,648円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 8

　　　　　　　　　（DVD） 2007 （平成 19） 年度	 	 	 2,648円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 9

　　　　　　　　　（DVD） 2008 （平成 20） 年度	 	 	 2,648円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 10

　　　　　　　　　（DVD） 2009 （平成 21） 年度	 	 	 2,445円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 11

　　　　　　　　　（DVD） 2010 （平成 22） 年度	 	 	 2,445円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 12

　　　　　　　　　（DVD） 2011 （平成 23） 年度	 	 	 2,546円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 13

　　　　　　　　　（DVD） 2012 （平成 24） 年度	 	 	 2,546円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 14

　　　　　　　　　（DVD） 2013 （平成 25） 年度	 	 	 2,546円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 15

　　　　　　　　　（DVD） 2014 （平成 26） 年度	 	 	 2,750円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 16

　　　　　　　　　（DVD） 2015 （平成 27） 年度	 	 	 2,750円
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手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 17

　　　　　　　　　（DVD） 2016 （平成 28） 年度	 	 	 2,750円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 18

　　　　　　　　　（DVD） 2017 （平成 29） 年度	 	 	 2,750円

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 19

　　　　　　　　　（DVD） 2018 （平成 30） 年度	 	 	 2,750円
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       一般社団法人全国手話通訳問題研究会　　事務所
　　　　〒 602-0901 京都市上京区室町通今出川下ル繊維会館内

　　　　Tel ： 075-451-4743Fax ： 075-451-3281

　　　　E-mail ： order@zentsuken.net

　　　　全通研お買い物カゴ URL ： http://zentsuken.shop-pro.jp/

　　　　◆全通研への振込先

　　　　　【銀行からお振り込みいただく場合】

　　　　　　　◎京都中央信用金庫西陣支店普通 0935442

　　　　　　　口座名義　一般社団法人全国手話通訳問題研究会事業会長渡辺正夫

　　　　　　　◎ゆうちょ銀行店名〇九九当座 0162595

　　　　　　　口座名義　一般社団法人全国手話通訳問題研究会

　　　　　　　

　　　　　【郵便局からお振り込みいただく場合】

　　　　　　　◎郵便振替 00960-7-162595

　　　　　　　口座名義　一般社団法人全国手話通訳問題研究会


