第 87 号（2004・3）
●グラビア／医療現場の第一線で／三重県：蒔田一美
写真、文：豆塚 猛 ●随想／イラク戦争でマスコミが
伝えきれなかった事／久保田弘信 画：後藤勝美 ●手
話この魅力あることば 69／土居文子 ●「手話」につい
て考えてみる えっ見えるの！パート４／長谷川達也
●教育最前線―総合的な学習の時間／渡辺正夫 ●編集
局特別企画―日本の手話いろいろ 54 ●連載―いま輝
く人／小椋英子 ●特集―手話サークル／くらしの変化
に対応しサークルの役割を話し合う・人間的な共感と共
通の願いでむすばれて・手話を学ぶことは自分の生き方
を学ぶこと・
【投稿】楽しく学習できるサークルに！ ●
特別企画―全通研リラクゼーション No.5 ●連載―社
会 福 祉 法 人 全 国 手 話 研 修 セ ン タ ー No.4
●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●伊東雋祐の全国手話行脚通信 ●
かばんの中の一冊 ●私の書評／伊東雋祐歌集「手話あ
りて」／小林英子 ●連載―追憶の晴れ間／佐瀬駿介
●チャレンジ手話クロス ●特別報告１―第 7 回全国聴
覚言語障害者福祉研究交流集会 ●第 20 回全国手話通
訳問題研究討論集会 ●ハガキで話そう ●編集後記
第 88 号（2004・6）
●グラビア／佐賀に手話の花を咲かせたい／佐賀県：重
政子 写真、文：豆塚 猛 ●随想／画面をめぐる争い
／斉藤道雄 画：後藤勝美 ●手話この魅力あることば
70／安芸正枝 ●土居文子さん甲子園へ行く！／河盛
恵美子 ●福祉最前線―三位一体改革について／山形惠
治 ●研究誌部特別企画―日本の手話いろいろ 55 ●
連載―いま輝く人／小椋英子 ●伊東雋祐の全国手話行
脚通信 ●特集―聴覚障害者と情報／1,世界の動き・2,
携帯電話やパソコンを利用した緊急時の情報保障・3,聴
覚障害者とテレビ電話の可能性
●特別企画―全通研リラクゼーション No.6 ●連載
―社会福祉法人全国手話研修センターNo.5 ●「手話」
について考えてみる／長谷川達也 ●ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●新連載―ストレスとじょうずに付き合うには／①
ストレスの理論の紹介／有賀やよい ●のぞいてみよ
う！全通研新体制 ●かばんの中の一冊 ●連載―朝明
けになる夜空／佐瀬駿介 ●View 新しい障害者団体を
立ち上げることについて／石野富志三郎 ●チャレンジ
手話クロス ●2003 年度全通研会員アンケート報告か
ら ●ハガキで話そう ●編集後記
第 89 号（2004・9）
●グラビア／新運営委員長は照れ屋さん／運営委員長：
市川恵美子 写真、文：豆塚 猛 ●随想／表情を引き
出すもの…／吉村信良 画：後藤勝美 ●手話この魅力
あることば 71／芝崎博武 ●研究誌部特別企画―日本
の手話いろいろ 56 ●連載―いま輝く人／持田隆彦
●特集／登録手話通訳者派遣の実状と課題／1,登録手話
通訳者の活動 2,登録手話通訳者の派遣事業について 3,求
められる手話通訳者とは 4,よりよい登録手話通訳活動を
支 援 し て 5, 登 録 手 話 通 訳 者 の 実 状 と 課 題
●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●連載―スト
レスとじょうずに付き合うには／②ストレスへの気づき
と対応策／有賀やよい ●連載―白夜から見えた春の兆
し／佐瀬駿介 ●チャレンジ手話クロス ●特別報告―
第 37 回全国手話通訳問題研究集会 in あいち ●連載―

社会福祉法人全国手話研修センター最終回 ●ハガキで
話そう ●速報―手話通訳事業の一般財源化の動きにつ
いて聴覚障害者団体と共同した行政要望行動の取り組み
を！―全日本ろうあ連盟が緊急手話対策会議を開催―
●やってみよう！／模擬問題【国語】 ●編集後記
第 90 号（2004・12）
●グラビア／医療と手話と青春と／栃木県：竹澤裕美子
写真、文：豆塚 猛 ●随想／ふれあいからつながりあ
いへ／二本松はじめ 画：後藤勝美 ●手話この魅力あ
ることば 72／中山鳥雄 ●教育最前線―わが国におけ
る新生児聴覚スクリーニング／田中美郷 ●新連載―手
話通訳なるほど大学／市川恵美子 ●研究誌部特別企画
―日本の手話いろいろ 57 ●連載―いま輝く人／持田
隆彦 ●特集―創立 30 周年 はばたこう未来へ・レセ
プション・30 周年のあゆみ・全通研の現在／フォーラム
（上）
・北欧視察（上）
・全通研長期ビジョン ●新連載―
僕らの原点 ●ZENTSUKEN NETWORK／リレーエ
ッセイ・のぞいてみよう支部機関紙 ●かばんの中の一
冊 ●連載―ストレスとじょうずに付き合うには／③ス
トレス疾患を知る／有賀やよい ●連載―ディーセン
ト・ワーク（Decent Work）としての手話通訳労働の明
日と未来のために／佐瀬駿介 ●チャレンジ手話クロス
●View―手話通訳事業の再編と今後の課題／木下武徳
●速報１―手話通訳も有料化？あなたの地域は、派遣事
業を知事が認めた事業所が実施していますか？ ●速報
２―日本障害フォーラムの設立により障害者運動は新た
なスタートを切った ●ハガキで話そう ●編集後記
第 91 号（2005・3）
●グラビア／障害者の生の声を聞いてほしい／山口県：
梅田晶子 写真、文：豆塚 猛 ●随想／21 世紀の憲法
9 条／小森陽一 画：後藤勝美 ●手話この魅力あるこ
とば 73／山村妙子 ●福祉最前線―災害救助と障害
者／薗田日出雄 ●研究誌部特別企画―日本の手話いろ
いろ 58 ●連載―いま輝くひと／持田隆彦 ●特集―
障害者福祉施策のあり方を考える／1．障害者自立支援法
（案）の概要・2．障害者自立支援法（案）の問題点と課
題・3．障害関係団体の意見と要望・4．障害者自立支援
法（案）への意見 ●連載―手話通訳なるほど大学／市
川恵美子 ●連載―僕らの原点／50 年前の手話研究
●ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞ
いてみよう支部機関紙 ●連載―ストレスとじょうずに
付き合うには／Q&A シリーズ／有賀やよい ●特集 2
―30 周年記念／フォーラム（下）
・北欧視察（下） ●
特別報告―第 21 回全国手話通訳問題研究討論集会 ●
チャレンジ手話クロス ●ハガキで話そう ●編集後記
第 92 号（2005・6）
●グラビア／「やまもも」がライフワーク／徳島県：戎
協子 写真、文：豆塚 猛 ●随想／ジタバタするのも
悪くない／備酒伸彦 画：後藤勝美 ●手話この魅力あ
ることば 74／斎藤日出男 ●速報―とどけ私たちの願
い～未来のために今、私たちは集い訴える～ ●福祉最
前線―日常生活圏域・地域密着型サービス・地域包括支
援センター・新予防給付・地域支援事業／薗田日出雄 ●
研究誌部特別企画―日本の手話いろいろ 59 ●連載―
いま輝くひと ●特集―聴覚障害教育をめぐる動き／1.
特別支援教育と今後の聾学校・2. 学校生活支援員とし
て・3. 新生児聴覚スクリーニングと聴覚障碍教育・4. 高
等教育機関における情報保障・5. 聴覚障害教育と手話・
6. これからのろう教育に期待するもの ●連載―第 3

回手話通訳なるほど大学／市川恵美子 ●連載―僕らの
原 点 ／ 50 年 前 の 手 話 研 究
● ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●連載―ストレスとじょうずに付き合うには／⑤福
祉職場や手話通訳者のストレスについて／有賀やよい
●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●ハガ
キで話そう ●編集後記
第 93 号（2005・9）
●グラビア／支部長は土佐のハチキン／高知県：前田真
紀 ●随想／カルチャー／梅原司平 画：後藤勝美 ●
手話この魅力あることば 75／太田二郎 ●速報―この
国の福祉のゆくえは？～障害者自立支援法案ありきの平
成 18 年度概算要求～ ●研究誌部特別企画―日本の手
話いろいろ 60 ●連載―第 4 回手話通訳なるほど大学／
市川恵美子 ●特集―聴覚障害者と災害対策～各地の取
り組みから～／台風 23 号をめぐる記録・
「防災・減災」
―今の自分たちにできること・
「災害時における聴覚障害
者に対する業務に関する協定」を新宿区と締結・緊急災
害対策３点セット・
「防災のしおり」について・宮城支部
の防災への取り組み・災害時の避難所での支援・福岡市
における手話通訳派遣システム・
「防災」を学ぶ・
“災害
対策の集い”を開催・災害時における聴覚障害者への情
報保障 ●ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセ
イ・のぞいてみよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●
チャレンジ手話クロス ●特別報告―第 38 回全国手話
通訳問題研究集会 in にいがた／命、そして人の絆をもう
一度 ●ハガキで話そう ●編集後記
第 94 号（2005・12）
●グラビア／きばいもんそ！／鹿児島県：井之上秋秀
写真、文：豆塚 猛 ●随想／現代の悪 人の命を奪うも
の／辛淑玉 画：後藤勝美 ●手話この魅力あることば
76／普久原初子 ●研究誌特別企画―日本の手話いろ
いろ 61 ●福祉最前線―個人情報保護法とは／田門浩
●特集―コミュニケーションは生きる権利～障害者自立
支援法と聴覚障害者～／市民と考えるコミュニケーショ
ン保障・障害者自立支援法におけるコミュニケーション
に関する事業について・反ノーマライゼーションとして
の「応益負担」原則・障害者自立支援法をめぐる障害者
運動の理念と運動 ●連載―第 5 回手話通訳なるほど大
学／市川恵美子 ●最終回― 僕らの原点 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ
手話クロス ●ハガキで話そう ●編集後記
第 95 号（2006・3）
●グラビア／理容師は手話に夢中／愛媛県：兵頭武志
●随想／丹田／黒坂黒太郎 画：後藤勝美 ●手話この
魅力あることば 77／高山晶 ●研究誌部特別企画―日
本の手話いろいろ 62
●連載―第 6 回手話通訳なるほど大学／市川恵美子 ●
特集―障害者権利条約を考えよう／国連における「障害
者権利条約」審議の進展とその特徴・
「障害者権利条約」
草案作りに関わって・障害者権利条約と米国の ADA、香
港の DDO など国内差別禁止法との連携効果について・
障害当事者のための条約作りをめざして・
「障害者権利条
約」と「障害者自立支援法」について・資料編 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ
手話クロス ●View 指定管理者制度について／保住
進 ●投稿―京都市の固定制難聴学級存続の署名活動と

要望書提出について／長谷川正恵 ●特別報告―第 22
回全国手話通訳問題研究討論集会／命、そして人の絆を
もう一度 ●ハガキで話そう ●編集後記
第 96 号（2006・7）
●グラビア／若い力を顕在化したい―全通研 U-35／東
京都：江原こう平、原田洋行 ●随想／ドラマ「指先で
つむぐ愛」／中村梅雀 画:後藤勝美 ●手話この魅力あ
ることば 78／伊藤清高 ●新連載―なんやろな、それ／
松本晶行 ●研究誌部特別企画―日本の手話いろいろ
63 ●連載―第 7 回手話通訳なるほど大学／市川恵美子
●福祉最前線―聴覚障害者と裁判員制度／西村隆 ●特
集―手話が法的に認められるとは／手話が認められてい
る国々・手話が法的に認められるとは－「障害者権利条
約」から考える－・障害者権利条約のポイント・のぞい
てみよう各国の法律 ●ZENTSUKEN NETWORK／
リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関紙 ●かばん
の中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●各地の取り組
みに学ぼう ●ハガキで話そう ●編集後記
第 97 号（2006・10）
●グラビア／手話かくまでに君ら育てて／伊東雋祐名誉
運営委員長を悼む ●随想／「美しい国」はどこへ行く
のか 平良夏芽さんの逮捕に接して／きくちゆみ ●手
話この魅力あることば 79／中谷勲 ●研究誌部特別企
画―日本の手話いろいろ 64 ●連載―第 2 回なんやろな、
それ／松本晶行 ●連載―第 8 回手話通訳なるほど大学
／市川恵美子 ●特集―障害者自立支援法をめぐって～
揺れる現場～／障害者自立支援法の実像と私たちの取り
組み・地域の小規模作業所のこれから・聴覚言語障害者
デイサービスセンターの今後・手話通訳者派遣事業を全
市町に広げた滋賀県の取り組み・滋賀県担当課にインタ
ビュー・区長との懇談から行政との協働へ・東京都中野
区担当課にインタビュー・全国的なコミュニケーション
支援事業の発展への継続的な取り組みの課題 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●チャレンジ手話クロス ●特別報
告 1―第 39 回 全国手話通訳問題研究集会 in えひめ ●
特別報告 2－2005 年度 手話通訳者の労働と健康につい
ての実態調査報告（上） ●ハガキで話そう ●編集後記
第 98 号（2006・12）
●グラビア／熊通研事務局長頑張る／森田文子 ●随想
／星空／國司眞 ●手話この魅力あることば 80／米原
房枝 ●速報―アジアの手話通訳者、一堂に会す ●研
究誌部特別企画―日本の手話いろいろ 65 ●連載―第 3
回なんやろな、それ／松本晶行 ●連載―第 9 回手話通
訳なるほど大学／市川恵美子 ●福祉最前線―初めての
「全国手話検定試験」を終えて／高田英一 ●特集―広
がれ！聴覚障害者の職業～夢が実現できる社会へ～／聴
覚障害者の就業の広がり・若い聴覚障害者の現状につい
・筑波技術短期大
て・
「きらめく もりろう 2005・2006」
学卒業生の就労状況と職場における聴覚障害理解・当社
の考える「障害」
、
「聴覚障害」者雇用・
「手話案内サービ
ス」による、聴覚障害者いきいき職場環境作り・
「手話案
内サービス」を通して ●ZENTSUKEN NETWORK／
リレーエッセイ・のぞいてみよう機関紙学校 ●かばん
の中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●特別報告―
2005 年度手話通訳者の労働と健康についての実態調査
報告（中） ●ハガキで話そう ●編集後記
第 99 号（2007・3）
●グラビア／はつらつ手話通訳／小林慶美 ●随想／大

人の責任／藤木勇人 ●手話この魅力あることば 81／
野中米喜 ●研究誌部特別企画―日本の手話いろいろ
66 ●連載―第４回 なんやろな、それ／松本晶行 ●
連載―第 10 回手話通訳なるほど大学／市川恵美子 ●
速報―複数配置、認められる！ ●特集―魅力あるろう
学校を求めて／はじめに・ろう教育の最近の状況と課
題・手話の活用と日本語の習得・小学部の話し合い活動・
聴覚障害児が「きこえない」自分を肯定的に見い出すた
めに・ろう学校の英語授業におけるパソコンノートテイ
ク・ろう教育の専門性における聴覚障害教職員の役割・
ろう学校の言語教育と障害者権利条約 ●特別報告 1―
2005 年度手話通訳者の労働と健康についての実態調査
報告（下） ●ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッ
セイ・のぞいてみよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊
●チャレンジ手話クロス ●特別報告 2―第 23 回全国手
話通訳問題研究討論集会 in 京都 ●ハガキで話そう
●編集後記
第 100 号（2007・6）
●グラビア／これからも全国の人たちと／全通研事務所
●随想／怒りと感動と／安藤豊喜 ●手話この魅力ある
ことば 82／本間豊子 ●研究誌部特別企画／日本の手
話いろいろ 67 ●新連載―あり検事例検討マンガ No1
／マンガ：池内のりえ ●連載―第 5 回なんやろな、そ
れ／松本晶行 ●連載―第 11 回手話通訳なるほど大学
／市川恵美子 ●トピックス―障害者権利条約が発効す
るまで ●特集―『手話通訳問題研究』100 号／研究誌
で見る全通研（その１）
・
『手話通訳問題研究』特集のあ
ゆみ・研究誌で見る全通研（その 2）
・研究誌を使った支
部の取り組み・はばたこう未来へ 今、集まる若い力 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ
手話クロス ●ハガキで話そう ●編集後記
第 101 号（2007・9）
●グラビア／教師と手話と仲間たちと／山崎桂子 ●随
想／目からウロコ／大熊由紀子 ●手話この魅力あるこ
とば 83 菅原伸哉 ●連載―第 12 回手話通訳なるほど
大学／市川恵美子 ●研究誌部特別企画―日本の手話い
ろいろ 68 ●連載―第６回なんやろな、それ／松本晶行
●連載―あり検事例検討マンガ Vol.2／マンガ：池内のり
え ●トピックス―応益負担撤廃！私たち抜きに私たち
のことを決めないで！ ●特集―手話通訳事業推進の課
題／・コミュニケーションの自由と社会政策・コミュニ
ケーション支援事業における受益者負担をどう考える・
手話通訳有料を廃止に追い込んだ取り組み・ヒューマン
サービス労働者としての手話通訳者の健康問題・手話通
訳労働を考える・コミュニケーション支援事業有料化自
治体の実態 ●ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッ
セイ・のぞいてみよう支部機関紙 ●
チャレンジ手話クロス ●特別報告 1―第 40 回全国手話
通訳問題研究集会 in みやぎ講座報告 ●特別報告 2―
研究活動育成強化事業 2006 年度事業報告 ●ハガキ
で話そう ●編集後記
第 102 号（2007・12）
●グラビア／人と人をつないでいくのが仕事／清水久美
子 ●随想／手話こそ世界語に！／早坂暁 ●手話この
魅力あることば 84／玉置敬子 ●研究誌部特別企画―
日本の手話いろいろ 69 ●連載―第 7 回なんやろな、そ
れ／松本晶行 ●連載―あり検事例検討マンガ Vol.3／
マンガ：池内のりえ ●連載―第 13 回手話通訳なるほ

ど大学／市川恵美子 ●特集―聴覚障害者のくらしの
“今”を見つめる～くらしを支える実践から～／社会福
祉制度の流れと私たちのくらし・施設における仲間の暮
らしと相談・高齢者の暮らしと相談・在宅ろう者に対す
る相談業務・職場における相談活動・社会資源としての
相談機関・相談援助者の立場から・若いろう者たちが豊
か に 暮 ら し て い く た め に
● ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●
ハガキで話そう ●編集後記
第 103 号（2008・3）
●グラビア／ろうあ者福祉のあがしこつけで／今清孝
●随想／タウン・ミーティング／秋葉忠利 ●手話この
魅力あることば 85／高橋信明 ●研究誌部特別企画―
日本の手話いろいろ 70 ●連載―第 8 回なんやろな、そ
れ／松本晶行 ●連載―あり検事例検討マンガ Vol.4／
マンガ：池内のりえ ●連載―第 14 回手話通訳なるほ
ど大学／市川恵美子 ●特集―手話の広がり／私の暮ら
しと手話の広がり・私の人生を振り返って・職場におけ
るコミュニケーション環境の変遷・ろう教育現場におけ
る手話のひろがり・介護分野を通じて・昔と今の子育て・
「障害者権利条約」採択を受けて・全国手話検定試験か
ら見える手話の広がりと展望・ろう者に聞く ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●チャレンジ手話クロス ●特別報
告―討論集会報告 ●ハガキで話そう ●編集後記
第 104 号（2008・6）
●グラビア／手話は人生を変える／村上栄子 ●随想／
心象の処理／高柳和江 ●手話この魅力あることば 86
／米澤喜代子 ●研究誌部特別企画―日本の手話いろい
ろ 71 ●連載―第 9 回なんやろな、それ／松本晶行 ●
新連載―アジアを旅して①ミャンマー編／高井恵美 ●
連載―あり検事例検討マンガ Vol.5／マンガ：池内のりえ
●連載―第 15 回手話通訳なるほど大学／市川恵美子
●特集―聴覚障害者と医療／聴覚障害者と医療をめぐっ
て・全国手話通訳問題研究討論集会 医療分科会 24 年の
つみあげ・医療班からこんにちは・聴覚障害者対象の健
康医療相談・"いのち"を考える会 20 年のあゆみ・聴覚
障害者の医療に関心をもつ医療関係者のネットワーク
（
「聴障・医ネット」
）の活動について ●ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙
●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス
●ハガキで話そう ●編集後記
第 105 号（2008・10）
●グラビア／いつでも今が『旬』でありたい／花山教子
●随想／美術館が街を変える／蓑豊 ●手話この魅力あ
ることば 87／村田ヨシヱ ●研究誌部特別企画―日本
の手話いろいろ 72 ●連載―第 10 回なんやろな、それ
／松本晶行 ●連載―アジアを旅して②カンボジア編／
高井恵美 ●連載―あり検事例検討マンガ Vol.6／マン
ガ：池内のりえ ●連載―第 16 回手話通訳なるほど大
学／市川恵美子 ●特集―登録手話通訳者の問題／登録
手話通訳者の現状と課題・手話通訳派遣事業に思うこ
と・座談会、派遣コーディネート業務について ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●チャレンジ手話クロス ●かばん
の中の一冊 ●特別報告 1「第 41 回 全国手話通訳問題
研究集会 in 山口」 ●特別報告 2「研究活動育成強化
事業 事業報告」 ●ハガキで話そう

第 106 号（2009・1）
●グラビア／同時代を共に生きる／酒井一恵 ●随想／
みんな 大好き!!／山本加津子 ●手話この魅力あること
ば 88／本木匡弘 ●研究誌部特別企画―日本の手話い
ろいろ 73 ●連載―第 11 回なんやろな、それ／松本晶
行 ●新連載―父、伊東雋祐のこと①／伊東恵司 ●連
載―アジアを旅して③ラオス編（上）／高井恵美 ●連
載―あり検事例検討マンガ Vol.7／マンガ：池内のりえ
●連載―第 17 回手話通訳なるほど大学／市川恵美子
●特集―メンタルヘルスと手話通訳／1.座談会、手話通
訳にかかわる労働とメンタルヘルスについて・2.現代の
労働とメンタルヘルス対策・3.横浜市のメンタルヘルス
対策の現状・4.職場でのメンタルヘルスに取り組む・5.
援助職のストレスケアについて・6.私のストレス解消法
～全通研支部・山口集会でのアンケートより～ ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ
手話クロス ●投稿 「日本語対応手話」の謎? ／高田英
一 ●ハガキで話そう ●編集後記
第 107 号（2009・3）
●グラビア／たのしみは心をおかぬ手話友と 食べてし
ゃべって知恵を出すとき／坂本建彦 ●随想／心豊かな
ニッポンを夢見て／栗原美和子 ●手話この魅力あるこ
とば 89／南竹ミドリ ●研究誌部特別企画―日本の手
話いろいろ 74 ●連載―第 12 回なんやろな、それ／松
本晶行 ●連載―アジアを旅して④ラオス編（下）／高
井恵美 ●連載―父、伊東雋祐のこと②／伊東恵司 ●
連載―あり検事例検討マンガ Vol.8／マンガ：池内のりえ
●連載―第 18 回手話通訳なるほど大学／市川恵美子
●特集―裁判員制度と手話通訳／1.現行の刑事裁判にお
ける手話通訳者の仕事と役割・2.裁判員制度の概要・3.
刑事手続と「司法改革」の意義・4.裁判員裁判における
手話通訳者の仕事と役割・5.刑事裁判と通訳人・6.裁判
員制度開始を間近にしての全国の状況
●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●特別報告―
第 25 回全国手話通訳問題研究討論集会 in 千葉 ●チ
ャレンジ手話クロス ●ハガキで話そう ●編集後記
第 108 号（2009・6）
●グラビア／フレッシュ富山三人衆／新船洋平・水木宏
一・清水歩 ●随想／文化財を活用する／三輪嘉六 ●
手話この魅力あることば 90／石山吉雄 ●研究誌部特
別企画―日本の手話いろいろ 75 ●連載―第 13 回なん
やろな、それ／松本晶行 ●連載―アジアを旅して⑤ベ
トナム編（上）／高井恵美 ●連載―父、伊東雋祐のこ
と③伊東恵司 ●連載―あり検事例検討マンガ Vol.9／
マンガ：池内のりえ ●福祉最前線―総務省において「政
見放送手話通訳士研修会」が開催される／村石彰 ●連
載―第 19 回手話通訳なるほど大学／市川恵美子 ●特
集―全通研の魅力を語る～だから私は全通研～／1.だか
ら会員になってほしいの！～全通研が目指すもの～・2.
座談会１. 元気がいいぞ！ 兵通研・3.座談会 2. 仲間・
社会の窓口それが通研・4.全国の仲間の声・5.この人も
会 員 で す ！ ・ 6. 会 員 へ の エ ー ル ● ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●かばんの中の一冊 ●投稿／文章を要約する方法
／長野芳樹 ●チャレンジ手話クロス ●ハガキで話そ
う ●編集後記
第 109 号（2009・9）

●グラビア／紀の国にしっかりと根を張って／松岡敬周、
夕紀 ●随想／鎖国？ それとも開国？／春原憲一郎
●手話この魅力あることば 91／本多健三郎 ●研究誌
部特別企画―日本の手話いろいろ 76 ●連載―アジア
を旅して⑥ベトナム編（下）／高井恵美 ●連載―父、
伊東雋祐のこと④／伊東恵司 ●連載―あり検事例検討
マンガ No.10／マンガ：池内のりえ ●連載―第 20 回手
話通訳なるほど大学／市川恵美子 ●特集―コミュニケ
ーション支援事業・三年目の見直し～完全参加と平等を
目指して～／1.コミュニケーションは生きる権利・2.コ
ミュニケーション支援事業の拡がりと展望・3.全国実態
調査から見えてきたもの・4.コミュニケーション支援事
業運営連絡会について・5.広域派遣（県外への派遣）の
体制について・6.市町村の手話通訳者判断基準について
の現状と課題・7.手話通訳士（者）設置の拡大・8.行政
が担う聴覚障害者支援・9.「情報・コミュニケーション
法」
（仮称）の立法を!! ●ZENTSUKEN NETWORK／
リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関紙 ●かばん
の中の一冊 ●投稿―若い力で全通研をさらに大きく！
ろう青年とも連帯を／江原こう平 ●特別報告―第 42
回 全国手話通訳問題研究集会 in 兵庫 ●チャレンジ
手話クロス ●ハガキで話そう ●編集後記
第 110 号（2009・12）
●グラビア／心のネットワークを広げて／杉下多恵子
●随想／漫画先生／白石昌則 ●手話この魅力あること
ば 92／西尾征一郎 ●研究誌部特別企画―日本の手話
いろいろ 77 ●連載―アジアを旅して⑦ネパール編
（上）／高井恵美 ●連載―父、伊東雋祐のこと⑤／伊
東恵司 ●連載―あり検事例検討マンガ No.11／マン
ガ：池内のりえ ●連載―第 21 回手話通訳なるほど大
学／市川恵美子 ●特集―全通研の魅力を語る～ゆたか
な支部活動～／・目次「私たちがんばってま～す」方言・
支部アンケート、うちの支部のここが自慢、うちの支部
のここが悩み・
「私たちがんばってま～す」
・全通研の魅
力 を 語 る ・「 お 取 り 寄 せ い か が 」 ● ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●
ハガキで話そう ●編集後記
第 111 号（2010・3）
●グラビア／大分のずっこけ三銃士／武原孝司・長祐一
郎・廣瀬亮 ●随想／神が与える特別な魅力／堀田力
●手話この魅力あることば 93／橋本眞利 ●研究誌部
特別企画―日本の手話いろいろ 78 ●連載―アジアを
旅して⑧ネパール編（下）／高井恵美 ●連載―父、伊
東雋祐のこと⑥／伊東恵司 ●連載―あり検事例検討マ
ンガ No.12／マンガ：池内のりえ ●連載―第 22 回手話
通訳なるほど大学【最終回】／市川恵美子 ●特集―動
きだした福祉制度改革 みんなで動けばかえられる！
／・全通研近藤副運営委員長に聞く―これまでの経過と
これからの活動について―・障害者自立支援法の廃止と
今後の障害者施策・聴覚障害者の願い―現場からの声①
～⑧―・聴覚障害者制度の改革は私たちの手で！―全日
本ろうあ連盟の取り組み―・民主党に聞きました・障が
い者制度改革推進会議の目的と今後の取り組み・資料
● NEWS ― 全 通 研 法 人 化 に つ い て 聞 き ま し た ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ
手話クロス ●特別報告―第 26 回全国手話通訳問題研
究討論集会 in 岩手 ●ハガキで話そう ●編集後記

第 112 号（2010・6）
●グラビア／原爆資料館を手話で案内／ヒロシマ ピー
ス ボランティア ●随想／「関係の貧困」について／宇
都宮健児 ●手話この魅力あることば 94／佐々木倖子
●研究誌部特別企画―日本の手話いろいろ 79 ●連載
―父、伊東雋祐のこと⑦／伊東恵司 ●連載―あり検事
例検討マンガ No.13／マンガ：池内のりえ ●特集―聴
覚障害者と就職活動／目次「私の就職活動」
・新潟聾学校
における就職指導・同志社大学における障がい学生の就
職支援等について・聴覚障害者の職業訓練、職業指導の
実際について・ハローワークのいまは…・民間のコンサ
ルティング会社から見た、障害者雇用の現状と展望・東
京での聴覚障害者に対する就労支援の取り組みについ
て・聴覚障害者の労働問題・資料 ●福祉最前線―障が
い者制度改革推進会議はいま／石川芳朗 ●新連載―映
像 を 伝 え る 言 葉 ／ 長 谷 川 達 也 ● ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●
特別報告―「働く聴覚障害者の情報保障：実態と課題」
―聴覚障害者の労働場面における情報保障のあり方の研
究事業―／木下武徳●ハガキで話そう ●編集後記
第 113 号（2010・9）
●グラビア／ひまわりのように輝いて／山田明子 ●随
想／心の言語／高遠菜穂子 ●手話この魅力あることば
95／荒川光一 ●研究誌部特別企画―日本の手話いろ
いろ 80 ●連載―父、伊東雋祐のこと⑧【最終回】／伊
東恵司 ●連載―あり検事例検討マンガ No.14／マン
ガ：池内のりえ ●連載―映像を伝える言葉 第２回／長
谷川達也 ●特集―手話通訳制度の中の登録手話通訳者
／目次・登録手話通訳者の周辺を考える・登録手話通訳
者の声・登録手話通訳者を守る法律・多様な働き方と、
働く人を守る法律の適用・登録手話通訳者の「労働性」
と「労働者性」 ●福祉最前線―障がい者制度改革推進
会議はいまⅡ／石川芳朗
● ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●特別報告―全国手話通訳問題研究集会 in 埼玉
●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●ハガ
キで話そう ●編集後記
第 114 号（2010・12）
●グラビア／こころは川の流れるように／菅原由美子
●随想／雷龍の恵み／西水美恵子 ●手話この魅力ある
ことば 96／阪口ユリ ●研究誌部特別企画―日本の手
話いろいろ 81
●連載―あり検事例検討マンガ No.15
／マンガ：池内のりえ ●連載―映像を伝える言葉 第３
回／長谷川達也 ●福祉最前線―障がい者制度改革推進
会議はいまⅢ／近藤幸一●特集―地域の手話サークル／
目次・座談会―全通研の基盤は手話サークルにあり！ 理
事、監事に聞く「あなたにとって手話サークルとは？」
―・地域の手話サークルの力を高めるために・各地の手
話サークル活動紹介・全通研と手話サークルの誕生を振
り返って・全日本ろうあ連盟の「手話サークルに関する
指針」を読み解く・資料 ●ZENTSUKEN NETWORK
／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関紙・お取り
寄せいかが ●「魅力あることばが舞台に！」―『ふた
つの青空』 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話ク
ロス ●ハガキで話そう ●編集後記
第 115 号（2011・3）
●グラビア／夢は必ず叶う「淡路ふくろうの郷」誕生物

語／湊百江 ●随想／「葉落帰根」／城戸幹 ●手話こ
の魅力あることば 97／高橋博 ●研究誌部特別企画―
日本の手話いろいろ 82 ●連載―あり検事例検討マン
ガ Vol.16／マンガ：池内のりえ ●連載―映像を伝える
ことば第 4 回／長谷川達也 ●特集―情報機器と聴覚障
害者のくらし／1.筑波技術大学における文字による情報
保障手法について・2.すべての住民を火災や災害から守
るために・3.情報機器と聴覚障害者の暮らし・4.聴覚障
害者のくらしと情報提供施設の役割と取り組みについ
て・5.聴覚障がい者に向けた携帯電話の活用とソフトバ
ンクモバイルの取り組み・6.聴覚障がい者に向けた携帯
電話技術 ・7.ドコモ・ハーティスタイル・8.PSP を使
用した要約筆記 -聴覚障がい者のスキルアップ-・9.「IP
た lk」を利用したコミュニケーション改善 10.情報通信
機器とろう者・聴覚障害者のくらし ●障がい者制度改
革推進会議はいまⅣ／近藤幸一 ●もっと知ろう！『We
Love パンフ」 ●ZETSUKEN NETWORK／リレーエ
ッセイ・のぞいてみよう支部機関紙 ●かばんの中の一
冊 ●チャレンジ手話クロス ●特別報告 第 27 回全
国手話通訳問題研究会集会 in 滋賀 ●ハガキで話そう
●編集後記
第 116 号（2011・6）
●グラビア／太陽、青空とともに成長して／福本尚子
●随想／「私の大事な言葉」／野村知紗 ●手話この魅
力あることば 98／粕谷与四郎 ●福祉最前線―障がい
者制度改革推進会議はいまⅤ／石川芳郎 ●連載―あり
検事例検討マンガ Vol.17／マンガ：池内のりえ ●連載
―映像を伝えることば第 5 回 ●特集―自治体手話通訳
者の雇用と聴覚障害者のくらし／1.座談会 自治体にお
ける手話通訳者の仕事・2.手話通訳設置（雇用）と国及
び地方自治体の責務について・3.全日本ろうあ連盟にと
っての手話通訳者の設置・4.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から ●研究誌部特別企画
―日本の手話いろいろ 83 ●NEWS―東日本大震災後
のうごき ●ZENTSUKEN NETWORK／のぞいてみ
よう支部機関紙・リレーエッセイ ●かばんの中の一冊
●チャレンジ手話クロス ●ハガキで話そう ●編集後
記
第 117 号（2011・9）
●グラビア／学ぶ、つながる、育てる／武居みさ ●随
想／「障害者差別と闘う中で見えてきたもの」／小池公
夫 ●手話この魅力あることば 99／岡田善藏 ●研究
誌部特別企画―日本の手話いろいろ 84 ●連載―あり
検事例検討マンガ Vol.18／マンガ：池内のりえ ●連載
―映像を伝えることば第 6 回 ●特集―被災地への手話
通訳派遣／1.座談会 被災地のくらしを支援する手話通
訳・2.手話通訳派遣活動報告・3.座談会「被災地のくら
しを支援する手話通訳」を受けて・4.東日本大震災聴覚
障害者救援中央本部における震災支援のこれまでと今後
●特別報告 1―第 44 回全国手話通訳問題研究集会 in 大
分 ●特別報告 2―埼玉県及び県内市町村登録手話通訳
者の健康等実態調査 ●福祉最前線―障がい者制度改革
推進会議はいまⅥ 障害者総合福祉法の骨格に関する総
合 福 祉 部 会 の 提 言 ／ 西 滝 憲 彦 ● ZENTSUKEN
NETWORK／リレーエッセイ・のぞいてみよう支部機関
紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●
投稿―～全国組織と繋がった市町村単位の健聴者集団
（地域班）づくりの取り組み～ ●ハガキで話そう ●
編集後記 ●編集後記

第 118 号（2011・12）
●グラビア／手話の原点を追い求めて／藤戸裕 ●随想
／「映画 見ていますか」／石川芳郎 ●手話この魅力あ
ることば 100／水野松太郎 ●研究誌部特別企画―日本
の手話いろいろ 85 ●連載―あり検事例検討マンガ
Vol.19／マンガ：池内のりえ ●福祉最前線―We Love
コミュニケーション！情報・コミュニケーション法の成
立を求める全国集会 ●特集― 一人ひとりが社会の財
産／1.会員であること、そしてあなたにできること―あ
なたにも何かができるはず！―・2.こんなにあるぞ、社
会資源―「わたしのまちの手話マップ」―・3.地域の人
とともに歩む施設―ともに学び、育ち合う仲間として
―・4.聴覚障害当事者の専門家集団―専門分野を活かし
て取り組んでいます―・5.私は地域の財産です―仕事場
で、地域でこんなことをしています―・6.一人ひとりが
社会の財産 ●連載―映像を伝えることば 第 7 回 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ
手話クロス ●NEWS―みんなでつくる手話言語法
●ハガキで話そう ●編集後記
第 119 号（2012・3）
●グラビア／震災と向き合って／庄子陽子 ●随想／
「映画『アイ・コンタクト』と日本語字幕」／中村和彦
●連載―あり検事例検討マンガ Vol.20／マンガ：池内の
りえ ●手話この魅力あることば 101／皆川敏美 ●特
集―被災地のなかまたち／1.宮城支部からの報告 私た
ちの取り組みと知ってほしいこと・2.宮城：取材ルポ・
3.支援の手 県外からの手話通訳者を受け入れて・4.岩手
支部からの報告 被災地の仲間と共に・5.岩手：取材ル
ポ・6.福島支部からの報告 福島支部の今まで 仲間の経
験、苦悩を自分のものに・7.福島・取材ルポ ・8.東日
本大震災と手話通訳者の健康問題 垰田和史 ●福祉最
前線―高松訴訟／小山秀樹 ●特別報告―第 28 回全国
手話通訳問題研究討論集会 ●市川恵美子氏を偲ぶ「市
川恵美子氏をしのぶ会」報告 私の偲ぶ会／近藤幸一 ●
ZENTSUKEN NETWORK／のぞいてみよう支部機関
紙・リレーエッセイ ●チャレンジ手話クロス ●かば
んの中の一冊 ●ハガキで話そう ●編集後記
第 120 号（2012・6）
●グラビア／手話は多忙な日々のオアシス／小林裕太
●随想／「言葉にならない言葉を想像する」／石井光太
●手話この魅力あることば 102／渡邊征二 ●研究誌部
特別企画―日本の手話いろいろ 86 ●連載―あり検事
例検討マンガ Vol.21／マンガ：池内のりえ ●連載―映
像を伝えることば第 8 回 ●特集―今こそ！『情報・コ
ミュニケーション法』実現へ／1. 石川会長の私の視点－
情報・コミュニケーション法について－・2.「情報・コ
ミュニケーション法（仮称）
」が私たちの暮らしを変える
～「情報・コミュニケーション（仮称）
」の骨格提言の内
容について 全日本ろうあ連盟 小中栄一副理事長にイン
タビュー～・情報コミュニケーションへの期待 全国視覚
障 害 者 情 報 提 供 施 設 協 会
野 々 村 好 三
NPO 法人日本障害者協議会事務局長 荒木 薫・3.大切
にすべき視点と障がい者制度改革推進会議での試み－今
こそ最前線の感覚と役割を－ 藤井克徳・4.奮闘中！ 情
報・コミュニケーションの保障を求めて 高松市手話通訳
市外派遣拒否訴訟弁護団の一員として 弁護士 杉山晴
代 代読裁判を通じて学んだこと 代読裁判弁護団 岡
本浩明 ●福祉最前線 No.1―児童福祉法「改正」と保

育 所 の 今 後 藤 井 伸 生 ● 福 祉 最 前 線 No.2 ―
No.2 障 害 者 総 合 支 援 法 伊 藤 正 ● ZENTSUKEN
NETWOR／のぞいてみよう支部機関紙・リレーエッセ
イ ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●
ハガキで話そう ●全通研取り扱い商品一覧 ●編集後
記
第 121 号（2012・9）
●グラビア／支部長は郵便局長／菅原浩二 ●随想／
「生きるために闘う」／山本太郎 ●手話この魅力ある
ことば 103／竹川秀夫 ●新連載―ことばの砂場第 1 回
／小嶋栄子 ●研究誌部特別企画―日本の手話いろいろ
87 ●連載―あり検事例検討マンガ Vol.22／マンガ：池
内のりえ ●連載―映像を伝えることば第 9 回／長谷川
達也 ●特集―欠格条項の今とこれから／1．民法 969
条改正運動のきっかけと成果、今後の課題 聴覚障害者問
題研究会代表 野澤克哉・2．法律の改正によって得た資
格－私はこんな仕事をしています－ ①薬剤師として働
いています 昭和大学病院薬剤部 早瀬久美 ②臨床工学
技士として働いています 医療法人豊田会 刈谷豊田病院
臨床工学科 杉山美千代 ③看護師として働いています
筑波大学付属病院看護部 鈴木怜子・3．差別禁止法に求
めるもの－障害者権利条約の批准と今後にむけて－ 障
害者欠格条項をなくす会 事務局長 臼井久実子・4．欠格
条項の完全撤廃をめざして 財団法人全日本ろうあ連盟
理事 小出真一郎 ●福祉最前線―障害者虐待防止法／
門倉美樹子 ●ZENTSUKEN NETWORK／リレーエ
ッセイ ・のぞいてみよう支部機関紙 ●かばんの中の一
冊 ●チャレンジ手話クロス ●特別報告―第 45 回全
国手話通訳問題研究集会 in 高知 ●ハガキで話そう
●編集後記
第 122 号（2012・12）
●グラビア／北海道の大地から／吉野州正・木の実 ●
随想／「心に花を咲かせよう」
山下泰三 ●手話こ
の魅力あることば 104／松本一義 ●研究誌部特別企画
―日本の手話いろいろ 88 ●連載―あり検事例検討マ
ンガ Vol.23／マンガ：池内のりえ ●新連載―ことばの
砂場第 2 回／小嶋栄子 ●連載―映像を伝えることば第
10 回／長谷川達也 ●特集―聴覚障害者のくらしと相
談窓口／1. すべての障害者の暮らしと相談支援が充実
するための課題 武田康晴（京都華頂大学准教授・京都府
特別アドバイザー）
・ 2. 聴覚障害者にとって気楽に相談
ができるところ ①設置通訳者は最初の相談窓口 利根川
圓（南アルプス市役所保健福祉部福祉課 手話通訳士）②
相談者の笑顔のために 佐藤久子（福岡県筑紫野市 聴覚
障害者相談員）
・3. 専門的な相談機関①名古屋第二赤十
字病院の医療福祉相談室について 山田優作（名古屋第
二赤十字病院 医療社会事業部医療社会事業課 医療ソー
シャルワーカー(愛通研名古屋班)）②犯罪被害者の相談
にのっています 福田正彦（特定非営利活動法人おうみ犯
罪被害者支援センター専務理事 事務局長）③成年後見人
制度 西川健一（特定非営利活動法人あさがお）
・4. 聴覚
障害者への相談業務を考える相談業務に関わる立場から
川根紀夫（全通研自治体業務・政策研究委員会） ●福
祉最前線―障害者政策委員会／石野冨志三郎 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞいて
みよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレンジ
手話クロス ●特別報告―手話通訳設置事業に先進的に
取り組む自治体紹介【紀の川市】 ●ハガキで話そう ●
編集後記

第 123 号（2013・3）
●グラビア／ジャージの天使／伊藤勝子 ●随想／「い
いことさがし」／斉藤とも子 ●手話この魅力あること
ば 105／才原和広 ●研究誌部特別企画―日本の手話い
ろいろ 89 ●連載―あり検事例検討マンガ Vol.24／マ
ンガ：池内のりえ ●連載―ことばの砂場第 3 回／小嶋
栄子 ●連載―映像を伝えることば第 11 回／長谷川達
也 ●特集―盲ろう者と／「盲ろう者」とは 庵 悟（盲
ろう者、社会福祉法人全国盲ろう者協会職員）
・盲ろう者
のくらしとコミュニケーション 1.盲ろう者としての教
員生活 石黒昌道（栃木県立聾学校）2.私の学生生活と生
い立ち 森 敦史（ルーテル学院大学院総合人間学部社会
福祉学科２年）3.盲ろう者の暮らしとコミュニケーショ
ン ～41 人の盲ろう者が集ったクリスマス会～ 藤鹿一
之（認定 NPO 法人東京盲ろう者友の会理事長） 4.手さ
ぐりで一緒に触れる支援を 嵯峨崎友華（光道園ライフト
レーニングセンター 生活支援員）・コミュニケーション
支援 1.盲ろう者向け通訳・介助員の養成と派遣の現状と
課題 前田晃秀（認定 NPO 法人東京盲ろう者友の会 東
京都盲ろう者支援センターセンター長） 2.亀岡市におけ
る盲ろう者コミュニケーション支援の取り組み 小西貴
美子（全通研京都支部・亀岡市障害者福祉センター） 3.
支援者の声 盲ろう者から学ぶ 松本雅美（特定非営利活
動法人えひめ盲ろう者友の会） ろう者の介助員として
甘中真由美（京都府・盲ろう通訳介助員） 4.利用者の声
手を差し伸べて 村田煕代賀（福岡県盲ろう者協会）願い
を託して… 佐藤吉宥（札幌盲ろう者福祉協会 副会長）・
盲ろう者への支援の現状と今後の展望 山下正知（社会福
祉法人全国盲ろう者協会 事務局長） ●福祉最前線―障
害者総合支援法における地域生活支援事業／服部 剛
●ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ ●か
ばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●特別報告
―第 29 回全国手話通訳問題研究討論集会 in あいち ●
ハガキで話そう ●編集後記
第 124 号（2013・6）
●グラビア／テニス、プラス手話人生／伊久美礼子 ●
随想／「子供の質問に答える」／矢島 稔 ●手話この
魅力あることば 106／今福 稔 ●研究誌部特別企画―
日本の手話いろいろ 90 ●連載―あり検事例検討マン
ガ Vol.25／マンガ：池内のりえ ●連載―ことばの砂場
第 4 回／小嶋栄子 ●新連載―Noricoda 波瀾万丈第１回
／宮澤典子 ●連載―映像を伝えることば第 12 回／長
谷川達也 ●特集―手話奉仕員・手話通訳者養成事業／
障害者総合支援法における手話奉仕員養成及び手話通訳
者養成の現状と課題 中橋道紀（一般財団法人全日本ろう
あ連盟 情報・コミュニケーション委員会 委員長）
・座
談会 これまでの養成事業の現状と地域での工夫・実践に
ついて 出席者 松倉義弘（一般社団法人青森県ろうあ協
会理事）
、北田朋子（社団法人奈良県聴覚障害者協会理事）
、
戎 協子（徳島県手話講師団講師）
、進行役 石川芳郎（全
通研会長）
、
・テキスト改訂中!! 手話奉仕員養成過程 小中
栄一（全国手話研修センター改訂テキスト編集委員会手
話奉仕員養成グループ責任者）
・テキスト改訂中!! 手話通
訳者養成過程 坂井田美代子（全国手話研修センター改訂
テキスト編集委員会手話奉仕員養成グループ責任者）
・資
料 平成 17 年度聴覚障害者のコミュニケーション支援の
現状把握及び再構築検討事業報告書 ●福祉最前線―
「成年後見人」制度と選挙権／花田克彦
●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ ●かば

んの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●ハガキで話
そう ●編集後記
第 125 号（2013・9）
●グラビア／演劇と手話と青春と／香取裕依 ●随想／
「心に残る一通の手紙」／大谷昭宏●手話この魅力ある
ことば 107／山﨑正秋 ●研究誌部特別企画―日本の手
話いろいろ 91 ●連載―あり検事例検討マンガ Vol.26
／マンガ：池内のりえ ●連載―ことばの砂場第 5 回／
小嶋栄子 ●連載―Noricoda 波瀾万丈第 2 回／宮澤典子
●連載―映像を伝えることば第 13 回／長谷川達也 ●
特集―障害者差別解消法と聴覚障害者／障害者差別解消
法の評価と課題 障害者政策委員会差別禁止部会委員 池
原毅和氏にインタビュー・聴覚障害にかかわる裁判や差
別事例を振り返る 田門 浩（弁護士）
・全国初の障害者差
別禁止条例（通称）ができて早６年… 植野 慶也（社会
福祉法人千葉県聴覚障害者協会理事長・千葉聴覚障害者
センター所長）
・障害者差別解消法に対するさまざまな団
体の“声”全通研研究誌部・全日本ろうあ連盟としての
今後の運動 石野 富志三郎（一般財団法人全日本ろうあ
連盟理事長）
・全通研の精神はこれからも社会を創るカギ
伊藤 正（全通研事務局長） ●福祉最前線―改正障害者
雇用促進法～概要と今後の課題～／松本正志 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ・のぞい
てみよう支部機関紙 ●かばんの中の一冊 ●チャレン
ジ手話クロス ●特別報告―第 46 回全国手話通訳問題
研究集会 in ぎふ ●ハガキで話そう ●編集後記
第 126 号（2013・12）
●グラビア／仕事も手話もチームワーク／早川かつみ
●随想／「目で聴く、耳で観る」／コロッケ ●手話こ
の魅力あることば 108／谷藤静子 ●研究誌部特別企画
―日本の手話いろいろ 92 ●連載―あり検事例検討マ
ンガ Vol.27／マンガ：池内のりえ ●連載―ことばの砂
場第 6 回／小嶋栄子 ●連載―Noricoda 波瀾万丈第 3
回／宮澤典子 ●連載―映像を伝えることば第 14 回／
長谷川達也 ●特集―高齢聴覚障害者のくらし／インタ
ビュー・高齢聴覚障害者の“明日を創ること”大矢 暹（淡
路ふくろうの郷）・聴覚障害者の認知症は診断困難!? 加
藤ひとみ（聴覚障害者支援事業所ほっとくる）
・地域活動
支援事業（デイサービス）土屋教子（NPO 法人岡山聴覚
障害者支援センター）、中山靖子（手作り工房夢屋）
・聴
覚・言語障害者養護老人ホーム田尻苑・特別養護老人ホ
ーム明風園 岸 宏武・特別養護老人ホーム「ななふく苑」
速水千穂 ●福祉最前線―鳥取県手話言語条例／石橋大
吾 ● ZENTSUKEN NETWORK ／ リ レ ー エ ッ セ イ
●かばんの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●ハガ
キで話そう ●全通研取り扱い商品一覧 ●編集後記
第 127 号（2014・3）
●グラビア／心に「朝日茂さん」の火をともして／宮原
裕美子 ●随想／「憲法を読もう」／松本晶行 ●手話
この魅力あることば 109／齋藤一子 ●研究誌部特別企
画―日本の手話いろいろ 93 ●連載―あり検事例検討
マンガ Vol.28／マンガ：池内のりえ ●連載―ことばの
砂場第 7 回／小嶋栄子 ●連載―Noricoda 波瀾万丈第 4
回／宮澤典子 ●連載―映像を伝えることば第 15 回
（最
終回）／長谷川達也 ●特集―被災地の今と防災／取材
ルポ 被災地のことを忘れないでほしい 若杉義光・取材
ルポ 生きていく力－復興から新たなステージへ－ 長山
綾・現地からの取材ルポ 福島の今～半活動再開に向けて
動き出した！～・映画『生命のことづけ』にこめた想い 早

瀬憲太郎（映画監督）
・防災マニュアル作成の取り組み 粟
野達人（東京都聴覚障害者連盟）
・聴覚障害者への理解を
広げる取り組み 石川範光（防府市聴覚障害者災害対策協
議会）・地域住民に“気付き”を与える働きかけを 岩谷
誠司（京都府向日市健康福祉部障がい者支援課）
・聴覚障
害者災害救援中央本部の取り組み 石野富志三郎（全日本
ろうあ連盟理事長） ●かばんの中の一冊 ●福祉最前
線―生活保護法～保護費の切り下げ～／相川浩一 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ
●チ
ャレンジ手話クロス ●特別報告―第 30 回全国手話通
訳問題研究討論集会 in 大阪 ●ハガキで話そう ●編
集後記
第 128 号（2014・6）
●グラビア／こころはこころで癒やす／西 暢三 ●随
想／「ヒューマンふれあいコンサート」に出演して／李
広宏 ●手話この魅力あることば 110／佐藤 茂 ●研
究誌部特別企画―日本の手話いろいろ 94 ●連載―あ
り検事例検討マンガ Vol.29／マンガ：池内のりえ ●連
載―ことばの砂場第 8 回（最終回）／小嶋栄子 ●連載
―Noricoda 波瀾万丈第 4 回／宮澤典子 ●特別報告―手
話関係者の健康フォーラム 2013in 東京 ●特集―ろう
教育がめざすもの／聴覚障害教育をめぐる動向 小田侯
朗・ろう学校としての役割を考える～集団保障と将来の
見通しを確保するために～ 剱持弥貴（奈良県立ろう学
校）・チャレンジ精神と活力ある生徒の育成を目指して
井上通子（大阪府立だいせん聴覚高等支援学校）
・明晴学
園校長 榧 陽子氏へインタビュー 子どもが学校を作
る・全国聴覚障害教職員協議会の取り組み 堀谷留美（全
国聴覚障害教職員協議会）
・早期教育をめぐる状況 南村
洋子（全国早期支援研究協議会）
・子どもらしい当たり前
・豊かな表現力
の放課後を 村上栄子（NPO 法人つくし）
と自由な想像力と行動力、そして高い志を子どもたちに
西滝憲彦（全日本ろうあ連盟理事） ●教育最前線―教
育委員会制度「改正」と問題点／三坂彰彦 ●
ZENTSUKEN NETWORK／リレーエッセイ ●かば
んの中の一冊 ●チャレンジ手話クロス ●特別報告―
第 30 回全国手話通訳問題研究討論集会 in 大阪 ●ハガ
キで話そう ●編集後記

