貸出禁止（ＤＶＤ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

なし

貸禁

ゆずり葉
特典DVD付き

●

なし

貸禁

ゆずり葉
特典DVD

●

なし

貸禁

わかりやすい職場で役立つ
新しい手話DVD
～労働に関する手話～

●

なし

貸禁

手話文化村
手話の極意（入門編）

●

なし

貸禁

ろうのくに

●

NG51001

貸禁

平成18年度 標準手話研究事業報告

●

NG51002

貸禁

平成18年度
厚生労働省委託 手話普及定着事業
新しい手話

●

NG51003

貸禁

平成18年度
厚生労働省委託 手話普及定着事業
新しい手話②

●

NG51004

貸禁

平成19年度
厚生労働省委託 手話普及定着事業
新しい手話

●

NG51005

貸禁

平成19年度
厚生労働省委託 手話普及定着事業
新しい手話②

●

NG51006

貸禁

ろう者が手話講師になるために
～今までなかった！
ろう者のための手話指導！～

●

NG51007

貸禁

あいサポート運動
まず、知ることからはじめましょう
障がいのこと
（鳥取県版）

●

NG51008

貸禁

GAMARJOBAT がーまるちょば

●

NG51009

貸禁

読み取りビデオ 第14巻 DVD版

番組名

内容
主人公は、ろう者の敬一。ろう者の生活と権利を守る運動家の記録映
画製作に没頭している。。彼の挫折と、ある出会いで始まる奇跡の物
語。東京の下町から横浜の山手へ“もう一つの美しい言葉・手話”で織り
なす、二つの世代をつなぐハートフルストーリー。
ろうあ運動６０年のあゆみとこれから。
未公開シーン特集。
【ろう者＆健聴者】コラボによるメイキング。
ロケ地「谷根千」めぐり。
職場で役立つ新しい手話２１３語及びこれらの手話を使用した会話事例
８例を紹介しています。またクイズや音声・字幕切替等を付加し、学習
用ＤＶＤとしてご活用いただくことが可能となっています。
「有限会社 手話文化村」のお届けする手話学習ビデオの第２弾をＤＶ
Ｄ化しました。聴者にとってはあたりまえに使っている言葉。あたりまえ
すぎて、つい手話で表しても伝わっているだろうと思い込んでいません
か？この巻では、よく表される聴者の表現の問題を探り、ろう者に伝わ
る表現とはそのようなものか、具体的に示してあります。（全２６例文）
『ろうものがたり』シリーズ２の『ろう冗談』です。
ある日、ろうの少女が、ろうの国へ旅に出かけ、色々なろう者から面白
い『ろう冗談』をはなしてもらう、といったもの。
『ろう冗談』をもっと聞きたいというあなた、小学校からも楽しめるように
創りました。是非みんなでご覧ください。
・標準手話研究報告（168語）
・外国語手話研究報告（8語（1語につき5ヵ国ずつ手話表現。））
（カメルーン・パナマ・マレーシア・ミャンマー・スリランカ）
（編集：（標準手話研究）日本手話研究所標準手話確定普及研究部、
（外国語手話研究）日本手話研究所外国手話研究部／発行：社会福祉
法人全国手話研修センター（日本手話研究所））
平成18年度 厚生労働省委託 手話普及定着事業
新しい手話
・検索 ・チャット ・DVD ・パニック ほか40語
（手話キャスター 奥村 十貴・岩村 真一・仁木 尚美）
（制作：社会福祉法人全国手話研修センター 日本手話研究所）
平成18年度 厚生労働省委託 手話普及定着事業
新しい手話
・太刀魚 ・ひらめ ・唐辛子 ・七味唐辛子 ほか40語
（手話キャスター 奥村 十貴・岩村 真一・仁木 尚美）
（制作：社会福祉法人全国手話研修センター 日本手話研究所）
平成19年度 厚生労働省委託 手話普及定着事業
新しい手話
・ワンセグ ・セレブ ・サプライズ ・メンタル ほか40語
（手話キャスター 奥村 十貴・岩村 真一・仁木 尚美）
（制作：社会福祉法人全国手話研修センター 日本手話研究所）
平成19年度 厚生労働省委託 手話普及定着事業
・遺産 ・風化 ・モラルハザード（倫理崩壊）
・スタンス（立場） ほか40語
（手話キャスター 奥村 十貴・岩村 真一・仁木 尚美）
（制作：社会福祉法人全国手話研修センター 日本手話研究所）
１．手話の普及について
２．ろう者と健聴者がペアで教えるために
３．講師としての心構え
４．ろう者講師の役割
５．初めて学ぶ受講生について
６．手話の学習は理解を中心に
７．質問の方法を工夫する
８．翻訳アプローチ
９．テストの方法
10．講師の健康管理
１．視覚障がい
２．聴覚・言語障がい
３．盲ろう
４．肢体不自由
５．内部障がい
６．重症心身障がい
７．知的障がい
８．自閉症・発達障がい
９．精神障がい
10．依存症
11．てんかん
12．高次脳機能障がい
13．ハートフル駐車場
・～あいサポート運動は～
プロモーションPR
東京手話通訳等派遣センターの読み取りビデオは、皆さんに、たくさ
んの聞こえない方の手話を見ていただき、いろんな表現があることを学
習していただきたいと思い制作しています。
「読み取りビデオ」ですから、先ずは読み取りのトレーニングにお使い
いただきますが、それだけではなく、聞こえない方々のすぐれた描写力
も学んでいただきたいと思います。
①遠藤喜代子さん 「買い物の楽しさ」
②鈴木真由美さん 「買い物の楽しさ」
③山本理恵さん 「買い物の楽しさ」
④堀場照美さん 「思い出に残る場所」
⑤居山知子さん 「思い出に残る場所」
⑥緒方れんさん 「思い出に残る場所」
⑦遠藤喜代子さん 「思い出に残る場所」
⑧居山知子さん 「失敗談」
⑨堀場照美さん 「失敗談」
⑩鈴木真由美さん 「失敗談」
⑪山本理香さん 「成功談」
⑫緒方れんさん 「成功談」
（企画・編集・発行：東京手話通訳等派遣センター）

実時間
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松江 浜田

分類番号

区分

●

NG51010

貸禁

あいろんニュース
目で聴くテレビ賛助会員ニュース
2014年6月発行

●

NG51011

貸禁

あさいと 四国の手話①

●

NG51012

貸禁

手話読み取りDVD

●

NG51013

貸禁

手話読み取りDVD②

番組名

情報広場もっと×もっとしまね
『障がいのある方サポートします』
●

NG51014

貸禁
※DVDプレーヤーで見てください。
（パソコンでは見れません）

●

●

●

NG51015

貸禁

デフ パイロット
（マーヴィーン クーパー氏）

松江
NG51016
浜田
なし

貸禁

目でみることわざ
手話でわかる！ことわざDVD

実時間
内容
（本編）
・全国初！鳥取県で手話言語条例可決成立！
（2013年10月15日放送）
・CMのアナザータイム字幕放送
・「デフスポーツスピリッツ」
76
～ソフィアデフリンピック～ （2013年8月27日放送）
（アーカイブ）
・第10回さがの聴覚障害者映像祭(2014年2月）
・手話いろはかるた(2014年3月）
・目で聴く手話研究所～マジメ君現る～（2013年6月）
・物語のとびら「彦市どんとタヌキ」(2014年3月）
第1章 四国の手話
（愛媛県・高知県・香川県・徳島県）
第2章 手話あれ？これ？
（曜日・家族・朝昼夜・ひどい）
第3章 あさいと手話
（観光名所・名物）
第4章 えのぐ箱
・進藤 隆夫（愛媛県）
47
「初孫誕生 ちょっと不思議なおはなし」
・藤田 由紀子（高知県）
「へぇー そうなんだ 高知」
・合田 保子（香川県）
「友達との楽しい旅行」
・小笠原 宏（徳島県）
「自転車四国一周の旅」
（企画：四国手話通訳問題研究会）
（寄贈：四国ろうあ連盟・四国手話通訳問題研究会）
１．池田 宮子 「隠岐の島での暮らし」
２．百々 茂代 「たばこ屋の経営」
３．青木 保憲 「ろう学校で学んで」
４．桑谷 良子 「子供の頃の思い出」
29
５．藤原かすみ 「初めての韓国旅行」
６．藤原 保則 「鉄道の移り変わり」
７．永原 延久 「進水式の思い出」
（企画・販売：NPO法人松江市聴覚障害者協会）
１．大野たかみ 「私の家族」
２．永原 延久 「落とし物」
３．後長 邦博 「生い立ち」
25
４．石川 典子 「私の生活」
５．青木 保憲・村松 良介 「海水浴」
６．百々 茂代 「東京の思い出」
（企画・販売：NPO法人松江市聴覚障害者協会）
2015（平成27）年5月6日放送分
・島根県西部視聴覚障害者情報センター（浜田市）
点字図書館・パソコン教室・文書の朗読
・島根県聴覚障害者情報センター（松江市）
4
ライブラリービデオレンタル、相談、中継連絡サービス
・ライトハウスライブラリー
・要約筆記の様子
（企画：島根県／制作・著作：TSK山陰中央テレビ）
マーヴィン クーパー氏
1976年、ワシントンD.C で生まれる。
両親も聾者でデフファミリー。
メリーランド州立ろう学校へ入学。
高校一年生の時、インディアナ州立ろう学校へ転向して卒業。
40
メディアコンピューターウェブの資格取得。
趣味は飛行機（飛行機の建造、飛行機の操縦方法を教える）
小さい時から、パイロットになる夢を持ち続けで、
15歳にして、パイロットの資格を取得。
現在、アメリカの各地で操縦している。
「ことわざ」は世界各地にあり、日本でも昔から言い表され普通の会話
の中にもよく出てきます。「ことわざ」は言語文化のひとつです。
従来、「ことわざ」を手話で表すには意味を表現したり、日本語をその
ままなぞったりしましたが、「ことわざ」そのものをきちんと手話で表現し
たものには今までお目にかかったことがありません。それはろうあ者とし
てとても残念なことです。
そこで「ことわざ」の表現例を作ってみました。できあがったものには豊
かな視覚的表現がたくさんあります。例えば、『百聞は一見にしかず』と
62
いう「ことわざ」をご存知ですか。DVDを見て表現を学び、実際の会話の
中でどんどん表してみましょう。
（内容）
・ことわざ手話表現
・ことわざ手話解説
・ことわざ解説
・コーヒーブレイク
（制作：ことわざ手話制作委員会／著作：財団法人全日本ろうあ連盟）

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

NG51017

貸禁

日本手話とろう文化２
ろう者はストレンジャー

●

NG51018

貸禁

日本手話とろう文化３
ろう者はストレンジャー

松江
NG51019
浜田
なし

貸禁

初級手話講座
手話でつなごう 心と心
マルチ画面で学ぶ！（３枚セット）

●

NG51020

貸禁

手話文化村
歌を手話で楽しもう

●

NG51021

貸禁

手話文化村 講演シリーズ011
手話と日本語のズレ

●

●

実時間
内容
このDVDは、メルマガ「ろう者の言語・文化・教育を考える」（№21～№
40）までを日本手話に翻訳し、収録したものです。
・ろう者流の挨拶を学生に指導？
・類人猿は手話を話せるという報道について
・（語学としての）手話の本
・聴者は声を付けて手話を話すべき？
・声を付けて手話を話すということ
・サイレント・シムコム
・なぜ日本語対応手話のほうがエラく見えるのか？
・ろう者にも宿泊拒否…
・ブロードウェイ・ミュージカル『ビッグ・リバー』
134
・読み取れない上に馬鹿笑い？
・時間の正確さ
・ろう者は漢字が大好き
・語彙／かまわない／
・慣用句／目が安い／
・半澤啓子さん
・／まだ／の用法は難しい…
・人に聞く
・玄関にて
・おっせかいな聴者…？
・「ウィスキー」が「スキー」？
（木村晴美・2007年制作）
このDVDは、メルマガ「ろう者の言語・文化・教育を考える」（№41～№
61）までを日本手話に翻訳し、収録したものです。
・ろう文化や知識を共有しない人たちに話すということ
・目上の人には…（読み書きのリテラシー）
・井手指副詞／問題ない／
・ろう小噺
・「待って」と言われたら…
・同じろう文化でも大阪と東京では違う？
・「携帯は流されました」と「携帯を流されました」の違い
・あの米内山さんが言った！「調査yがろう者に手話を教えるべきだ」
・手話は透明性の高い言語か？
・ろう者の通信手段
134
・見えるフォン
・会話の運び方
・何が「不便」になってくるのか？
・日本手話の口パクパク型
・手話で話す＜ろう児達のことば＞
・腕を組む
・「すみません」
・／必要ない／
・手話の語源について（1）
・手話の語源について（2）
・手話の語源について（3）
（木村晴美・2008年制作）
このDVDをご覧になる皆さん、手話を覚え、ろう者の方々との交流の
手段として役立てて下さい。それだけにとどまらず、交流を通してろう者
の生活を知り、長年の苦労を感じ、彼ら独自の文化に触れてみて下さ
い。そうして初めて、人間同士の理解が深まるのです。あなたも積極的
にろう者と交流し、心と心をつなぐ生きた手話を身につけましょう。
DISC-1 1．自己紹介（1）あいさつ・名前
2．家族の紹介
3．自己紹介（2）年齢・誕生日
190
DISC-2 1．一日の生活
2．学校生活
3．出身・仕事・職場
DISC-3 1．福祉
2．通勤・通学・交通手段
3．予定作り
（大杉 豊・井崎 哲也・白鳥 裕司・嶋本 恭規・坂井 真由美）
（制作：国際放映／販売・財団法人全日本ろうあ連盟）
ろう者も楽しめる～歌～。
それは例えばこのようなものでしょうか？
田中清、緒方リナのお二人の歌をご堪能ください。
・北の宿から／都 はるみ （表現：田中 清）
47
・ひとつ／高橋 晴美 （表現：田中 清）
・津軽海峡・冬景色／石川 さゆり （表現：緒方 リナ）
・時の流れに身をまかせ／テレサ・テン （表現：緒方 リナ）
後半はお二人のトークショーです。
（制作：有限会社手話文化村）
2007年12月27日に手話文化村で行った講演の内容を収録しました。
今回のテーマは「手話と日本語のズレ」と題してお届けいたします。
この単語…手話と日本語ではどの様なズレが有るのでしょうか？ま
た、ズレとは具体的にどんなズレなのでしょうか？そのズレはどこからく
79
るのでしょうか？
・ちょっと ・しばらく ・わかった ・かまわない ・友達
など。
最後に「保証人」…あなたはどんな表現をしますか？
（制作：有限会社手話文化村）

松江 浜田

分類番号

区分

●

NG51022

貸禁

手話文化村 講演シリーズ012
手話における心理描写

●

NG51023

貸禁

手話文化村 講演シリーズ013
手話ガイドを考える
（社会的不利について）

●

NG51024

貸禁

手話文化村 講演シリーズ014
ろう者から見た聴者

●

NG51025

貸禁

手話文化村 講演シリーズ015
ない方がマシ？ないよりマシ？
こんな手話通訳！

●

NG51026

貸禁

手話文化村 手話翻訳
第１章 手話語彙「得意」

●

NG51027

貸禁

手話文化村 手話翻訳
第２章 手話語彙「終わり」

●

NG51028

番組名

実時間
内容
2007年12月26日に手話文化村で行った講演の内容を収録しました。
今回のテーマは「手話における心理描写」と題してお届けいたします。
通訳者にとって翻訳技術や通訳技術が大切であることは言うまでもあ
りませんが、そういった言語的な知識の他に、「ろう者の心理」も理解し
ておく必要があるのではないでしょうか？
今回はそのような事に対して参考になるような幾つかの内容につい
79
て、ろうの立場からお話しします。
・幼児期の人間関係
・トラウマ（心的外傷）
・理想と現実のギャップ
・ろう者のよく使うきまり文句
など…
（制作：有限会社手話文化村）
2008年5月18日に手話文化村で行った講演の内容を収録しました。
ろう者は現在どのようなサービスを希望しているのでしょうか？
あったらよい…ではなく、社会的に平等な生活をおくるためにはこんな
サービスが必要だ！ということを考えてみましょう。
＜例えば＞
79
・手話ガイドサービス事業
・手話通訳ネットワーク
・携帯手話サービス
・手話情報サービス
では、その具体的な内容は…DVDをご覧ください。
（制作：有限会社手話文化村）
2008年4月2日に手話文化村で行った講演の内容を収録しました。
聴者のみなさん。
あなた達はろう者からどう見られているのでしょうか？
ろう者には聴者が
１つめのグループ 手話の世界とは無縁な人たち
２つめのグループ 手話とかかわりを持っている人たち
79
のどちらに属しているか？によって自然と見方や対応が違ってきます。
それはナゼでしょうか？
また、上手でもない私の手話をどうしてろう者は褒めてくれるのか…？
…その理由もこれを見れば納得できるはずです…。
では、その具体的な内容は…DVDをご覧下さい。
（制作：有限会社手話文化村）
2008年4月1日に手話文化村で行った講演の内容を収録しました。
まずろう者を取り巻く手話通訳の状況の話から始まります。
まだ手話通訳などなかった時代の話し
手話通訳がつき始めたころの話し
85
そして今…（米内山の反省も含めて）
手話教育の失敗とは→理想の姿は？
手話通訳にとって必要なものとは？ など
では、その具体的な内容は…DVDをご覧ください。
（制作：有限会社手話文化村）
「有限会社手話文化村」の新シリーズ～手話語彙～の第1巻めとしま
して「得意」を取り上げてみました。
この手話語彙「得意」の説明でよく使われるのは
31
～がとくい／じまん／どうしたら…／ という用法です。
しかしろう者が実際に使用するのはこれだけにとどまりません。
このビデオでは39個の使い方を収録し細かく解説致しました。
「有限会社手話文化村」のお届けする手話語彙ビデオの第2弾のDVD
版。
第2章では「終わり」についての表現をご紹介します。
35
過去を意味する「～しました」の手話単語でご存知のものです。
これを34個の使用例を使ってご説明いたします。
聴者にとってはよく知っているつもりの表現…でも、はたしてろう者の
もつニュアンスまで理解できているでしょうか？

手話文化村 手話翻訳
第３章 手話語彙「見る」

「有限会社手話文化村」のお届けする手話語彙ビデオの第3弾のDVD
版。
この章では「見る」に関する表現をご紹介します。
みなさんもよく知っている「見る」、「見た」や「探す」の使い方はもとより
ろう者ならではの表現方法も盛り沢山です。
「こんな時どう表せばいいんだろう？」にお答えします。

67

貸禁

手話文化村 手話翻訳
第４章 手話語彙「言う」

「有限会社手話文化村」のお届けする手話翻訳ビデオの第4弾のDVD
版。
今回は「いう」に関する表現をご紹介します。
みなさんもよく知っている「言う」、「言った」などの使い方はもとより「絶
句」、「告白」、「もらす」、「口がかたい」等々です。
「こんな時どう表せばいいんだろう？」が見つかります。

61

貸禁

●

NG51029

●

松江
NG51030
●
浜田
なし

貸禁

手話文化村 手話翻訳
第５章 手話語彙
「理由・意味／つまらない」

●

●

松江
NG51031
浜田
なし

貸禁

手話文化村 手話翻訳
第６章 手話語彙「～中」

「有限会社手話文化村」のお届けする手話翻訳部でお第5弾のDVD
版。
今回は2つあります。
1つめは「理由・意味」に関する表現をご紹介します。
2つめは「つまらない」です。
「有限会社手話文化村」のお届けする手話学習ビデオの語彙シリーズ
の第6弾。
今回は「～中」（飛行機＋中、トイレ＋中など）を取り上げてみました。
この手話語彙は会話に中でよく使われており、難しい表現ではありま
せん。
日本語の使い方と共通する部分も多くありますがその使用範囲は日
本語よりも手話の方がはるかに広いと言えそうです。
ではろう者が実際に使用する場面を見てみましょう。

42

40

松江 浜田

分類番号

区分

●

NG51032

貸禁

●

NG51033

貸禁

●

NG51034

貸禁

松江
NG51035
浜田
なし

貸禁

●

●

番組名

実時間
内容
「有限会社手話文化村」のシリーズ～手話語彙～の第7巻めとしまし
て「合わない」と「ムカつく」の2つを取り上げてみました。
手話文化村 手話翻訳
「合わない」は手の形も幾通りもあり、非手指動作によって色々な意味
34
第７章 手話語彙
を表現します。
「合わない」「ムカつく」
「ムカつく」では手の動作は1つですがニュアンスのつがいをどう表現し
ているか見比べてください。
そして手話言語の面白さをお楽しみください。
ろう者の語りから学ぼう
「手話通訳問題研究」好評連載の連続写真がDVDになりました。
・手話通訳問題研究73号
吉田 弘芳 「ろう者劇団の活動」
・手話通訳問題研究74号
手話通訳演習シリーズ14
60
亀山 玲子 「栃木県立ろう学校の同時法」
手話この魅力あることば
・手話通訳問題研究75号
上原滋一郎 「家具職員の仕事」
・手話通訳問題研究76号
金井 和義 「瓦工場の仕事」
（企画・編集・発行：一般社団法人全国手話通訳問題研究会）
ろう者の語りから学ぼう
「手話通訳問題研究」好評連載の連続写真がDVDになりました。研究
誌と併せて学習すれば、さらに深く手話学習ができるよう編集してありま
す。
手話通訳演習シリーズ37
39
・手話通訳問題研究127号
手話この魅力あることば
齊藤 一子 「ろう学校の思い出とろうあ運動」
・手話通訳問題研究128号
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～」
関を最初に受診したときの会話を想定して作成してあります。「受付」、
「問診」、「診察」、「検査」、「治療」、「薬局」というように実際に受診した
ときに回る順番になっていますので、まず、最初から最後まで通してみ
てから、次に章ごとにじっくり見てください。
会話の合間に医療関係手話の単語表現が収録されています。医療関
係の手話は正確に覚えることが大切なので、繰り返し見て習得してくだ
さい。医療に関する手話は必要に迫られて使用されることが多かったの
で、いくつもの表現があったり、医療現場では日常的な用語の手話表現
がなかったりしています。本シリーズでは、手話表現を整理するととも
医療の手話シリーズ① 手話で必見！医 に、これまで作成されていなかった単語については日本手話研究所に
73
療のすべて＜外来編DVD＞
依頼して創作・確定しています。したがって、複数の手話表現を持つ医
療用語についてはこのDVDで採用している表現を標準的なものと考え
て覚えてください。
このDVDは特定の人のためではなくすべての人を対象としています
が、参考までに①医療機関を受診される聴覚障害者の皆さん、②手話
通訳をされる皆さん、③医療関係者の皆さん、という3つの立場に分け
て、このDVDでつかんでいただきたい要点を説明しますので、参考にし
てください。
（編集：「医療の手話」編集委員会・財団法人全日本ろうあ連盟出版局）

●

NG51036

貸禁

手話通訳レッスン 初心者コース⑩
手話表現の解説編

●

NG51037

貸禁

手話通訳レッスン 初心者コース⑪
会話編 ①医療場面

手話通訳レッスンDVDは、皆さんんの日ごろの手話通訳実践に役立
てていただこうと企画したものです。手話表現は参考としてください。皆
さんの地域の聴覚障害の方々と一緒に、対象となっているろうあ者に伝
わる手話表現や手話通訳の仕方について学習を深めていただければ
と思います。
1、保育園の入園式 園長先生のあいさつ
2、敬老の日の祝辞
3、豆腐のカルボナーラ
4、お見舞いの品を考える
5、中学校の保護者会
6、血圧の薬について
7、地震が起きた時には
8、手話通訳の設置へ
9、風邪をひいたときの入浴
（企画・編集・発行：一般社団法人全国手話通訳問題研究会）
手話通訳レッスンDVDは、皆さんんの日ごろの手話通訳実践に役立
てていただこうと企画したものです。手話表現は参考としてください。皆
さんの地域の聴覚障害の方々と一緒に、対象となっているろうあ者に伝
わる手話表現や手話通訳の仕方について学習を深めていただければ
と思います。
1、受付
6、薬局
2、問診
7、教育入院（事前説明）
3、検査（検尿）
8、教育入院（同日説明）
4、検査（採血）
9、食事指導
5、会計
10、見舞い
ここがポイント！
（企画・編集・発行：一般社団法人全国手話通訳問題研究会）
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45

松江 浜田

●

●

●

●

分類番号

NG51038

NG51039

NG51040

NG51041

区分

貸禁

貸禁

貸禁

貸禁

番組名

内容

実時間

手話通訳レッスン 初心者コース⑫
会話編 ②育児・教育場面

手話通訳レッスンDVDは、皆さんんの日ごろの手話通訳実践に役立
てていただこうと企画したものです。手話表現は参考としてください。皆
さんの地域の聴覚障害の方々と一緒に、対象となっているろうあ者に伝
わる手話表現や手話通訳の仕方について学習を深めていただければ
と思います。
1、保育園入園前の相談（子どものくせについて）
2、保育園のお迎え
3、学校からの呼び出し（いじめについて）
4、教師と相談
5、生活相談
6、家庭訪問
7、面談
8、三者面談（クラス編成について）
9、学校からの呼び出し（生活指導）
10、姉弟の会話（自転車の右側走行で罰金5万円）
付録／番外編「児童の権利に関する条約」前文
（企画・編集・発行：一般社団法人全国手話通訳問題研究会）

46

手話通訳レッスン 初心者コース⑬
会話編 ③職場

手話通訳レッスンDVDは、皆さんんの日ごろの手話通訳実践に役立
てていただこうと企画したものです。手話表現は参考としてください。皆
さんの地域の聴覚障害の方々と一緒に、対象となっているろうあ者に伝
わる手話表現や手話通訳の仕方について学習を深めていただければ
と思います。
1、相談員との面談（状況確認）
2、相談員との面談（業務上のコミュニケーションについて）
3、相談員との面談（昼休みの過ごし方）
4、係長との会話（病気など緊急に休むときの連絡方法について）
5、係長との会話（年次有給休暇について）
6、係長との会話（社内コミュニケーションについて）
7、課長と部下の個別面接（業績評価）
8、係長との会話（残業について）
9、総務課での会話（勤続15年を迎えて）
10、同僚との会話（手話サークルについて）
番外編「障害者権利条約」第27条労働及び雇用
（企画・編集・発行：一般社団法人全国手話通訳問題研究会）

48

手話通訳レッスン 初心者コース⑭
会話編 ④生活

手話通訳レッスンDVDは、皆さんんの日ごろの手話通訳実践に役立
てていただこうと企画したものです。手話表現は参考としてください。皆
さんの地域の聴覚障害の方々と一緒に、対象となっているろうあ者に伝
わる手話表現や手話通訳の仕方について学習を深めていただければ
と思います。
1、レストランの予約（電話で）
2、粗大ごみの出し方について（電話で）
3、ガス設備定期保安点検（電話で／自宅で）
4、自治会役員について（自宅で）
5、車の修理について（自宅前の路上で）
6、近所の人との会話（自宅前の路上で）
7、洋服ダンスの購入（店頭で）
8、消費生活について相談（無料法律相談コーナーで）
9、体育館の予約について（施設窓口で）
10、国内旅行の申し込み（旅行代理店で）
番外編
（企画・編集・発行：一般社団法人全国手話通訳問題研究会）

45

手話通訳を目指す人たちの
読み取り学習用ビデオ①

このビデオは、手話通訳を目指す人たちの読み取り学習用ビデオとし
て作成いたしました。
・これから手話を学ぶ方
・聞こえない方とお話しする時に「どうも読み取りが…」と、言う方
・登録手話通訳をめざして学習中の方
・手話通訳に行っているが「読み取りはにがて～」と、言う方などなど、
いろいろな法にお使いいただけます。
このビデオには、9人の聞こえない方々の手話語りが収録されていま
す。
繰り返しご覧いただき、読み取りの学習にお使いください。
1、但野 直美 （北海道）
「ろう両親へ 貴方の子どもで良かった」
2、近藤 龍治 （香川県）
「お客さん、ろう運動のため休みます」
3、中越 雅愛 （高知県）
「仕事をやめた理由」
4、佐藤 健一 （新潟県）
「交通事故！！通訳がいてよかった」
5、大槻 功 （京都府）
「趣味は汽車模型、集めた集めた3000個」
6、片岡 鈴子 （徳島県）
「家族が増えた―我が家の愛犬―」
7、三浦 弘美 （大分県）
「私の仕事はガラス業」
8、岡本 恭典 （熊本県）
「趣味はトライアスロン」
9、山崎 幸司 （東京都）
「東京のイメージはビルばかり？」
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
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松江 浜田

●

●

●

●

分類番号

NG51042

NG51043

NG51044

NG51045

区分

貸禁

貸禁

貸禁

貸禁

番組名

手話通訳を目指す人たちの
読み取り学習用ビデオ②

手話通訳を目指す人たちの
読み取り学習用ビデオ③

内容

実時間

このビデオは、手話通訳を目指す人たちの読み取り学習用ビデオとし
て作成いたしました。
・これから手話を学ぶ方
・聞こえない方とお話しする時に「どうも読み取りが…」と、言う方
・登録手話通訳をめざして学習中の方
・手話通訳に行っているが「読み取りはにがて～」と、
言う方などなど、
いろいろな法にお使いいただけます。
このビデオには、8人の聞こえない方々の手話語りが収録されていま
す。
繰り返しご覧いただき、読み取りの学習にお使いください。
1、安生 久子 東京都 「記念集会」
2、渡辺 純子 栃木県 「バレーボール」
3、栗柄 広子 広島県 「家族」
4、市川 竜彦 宮崎県 「全青研の思い出」
5、田辺理恵子 滋賀県 「職場」
6、吉岡 真人 石川県 「プロレス」
7、高橋 幸子 岩手県 「ろうあ協会に入ったきっかけ」
8、杉田 一 静岡県 「仕事について」
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：全国
手話通訳問題研究会）

20

このビデオは、手話通訳を目指す人たちの読み取り学習用ビデオとし
て作成いたしました。
・これから手話を学ぶ方
・聞こえない方とお話しする時に「どうも読み取りが…」と、言う方
・登録手話通訳をめざして学習中の方
・手話通訳に行っているが「読み取りはにがて～」と、
言う方などなど、
いろいろな法にお使いいただけます。
このビデオには、8人の聞こえない方々の手話語りが収録されていま
す。
繰り返しご覧いただき、読み取りの学習にお使いください。
1、赤井 正志 山口県 「映画のロケ」
2、比嘉
豪 沖縄県 「カルチャーショック」
3、大屋
隆 三重県 「誕生日」
4、戸田 啓子 京都府 「広島原爆記念館」
5、足立 節子 愛知県 「家族の思い出」
6、持田 信子 福井県 「山登り（白山）」
7、岩本
清 山形県 「仕事」
8、篠塚
毅 石川県 「アパート」
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：全国
手話通訳問題研究会）

21

手話通訳を目指す人たちの
読み取り学習用ビデオ④

このビデオは、手話通訳を目指す人たちの読み取り学習用ビデオとし
て作成いたしました。
・これから手話を学ぶ方
・聞こえない方とお話しする時に「どうも読み取りが…」と、言う方
・登録手話通訳をめざして学習中の方
・手話通訳に行っているが「読み取りはにがて～」と、
言う方などなど、
いろいろな法にお使いいただけます。
このビデオには、8人の聞こえない方々の手話語りが収録されていま
す。
繰り返しご覧いただき、読み取りの学習にお使いください。
1、内田 茂章 鹿児島県 「少年野球」
2、向
鉄也 大阪府 「社会に入って変わったこと」
3、福田
九 熊本県 「コーヒー」
4、中尾 里美 大阪府 「出産と子育て」
5、中西久美子 滋賀県 「視覚障害者の女性に出会って」
6、藤田由紀子 高知県 「アルミ缶集め」
7、沼
晴道 滋賀県 「ペットのこと」
8、山口 健二 鹿児島県 「趣味」
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：全国
手話通訳問題研究会）

22

手話通訳を目指す人たちの
読み取り学習用ビデオ⑤

このビデオは、手話通訳を目指す人たちの読み取り学習用ビデオとし
て作成いたしました。
・これから手話を学ぶ方
・聞こえない方とお話しする時に「どうも読み取りが…」と、言う方
・登録手話通訳をめざして学習中の方
・手話通訳に行っているが「読み取りはにがて～」と、
言う方などなど、
いろいろな法にお使いいただけます。
このビデオには、8人の聞こえない方々の手話語りが収録されていま
す。
繰り返しご覧いただき、読み取りの学習にお使いください。
1、岩下 忠勝 和歌山県 「旅行の思い出」
2、池上 芳夫 徳島県 「趣味」
3、岡田
恵 千葉県 「息子の思い出」
4、二宮 真理 奈良県 「家族と障害」
5、松本智佐子 京都府 「職場での思い出」
6、野中 米喜 高知県 「うなぎとり」
7、古瀬 常實 大阪府 「和太鼓」
8、延木登代子 広島県 「編み物」
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：全国
手話通訳問題研究会）

20

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

内容

実時間

このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2000（平成12）年度～2005（平成17）年度「手話通訳者
全国統一試験」実技試験問題と受験者の解答例が6年分収録されてい
ます。
学習の参考にご活用ください。
≪2000（平成12）年度≫
１．聞き取り通訳試験問題
２．聞き取り通訳試験参考解答例
・吉田 明子（富山県）
３．読み取り通訳試験問題
４．読み取り通訳試験参考解答例
・村上 栄子（島根県） ・山中 延子（愛知県）
５．場面通訳試験問題
６．場面通訳試験参考解答例
・出村 清美（北海道） ・濱田 ひで代（島根県）
７．手話の要約試験問題
≪2001(平成13)年度≫
１．場面通訳試験問題
２．場面通訳試験参考解答例
・益塚 麻里子（富山県） ・脇谷 由美（愛媛県）
・末吉 智美（福岡県）
３．手話の要約試験問題
解答例は冊子に掲載しています。

●

NG51046

貸禁

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
2000（平成12）～
2005（平成17）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例（2枚セット）

≪2002(平成14)年度≫
１．場面通訳試験問題
２．場面通訳試験参考解答例
・鈴木 章子（山形県）
・斎門 佳代子（福井県）
・藤本 美紀（山口県）
・戸島 優（香川県）
・西井 キミ子（宮崎県）
４．手話の要約試験問題
解答例は冊子に掲載しています。

187

≪2003(平成15)年度≫
１．場面通訳試験問題
２．場面通訳試験参考解答例
・細井 美登里（群馬県） ・山本 和奈（広島県）
・阿部 忍（香川県）
・松崎 亜紀子（鹿児島県）
５．手話の要約試験問題
解答例は冊子に掲載しています。
≪2004(平成16)年度≫
１．場面通訳試験問題
２．場面通訳試験参考解答例
・山下 弥生（北海道） ・堀内 郁美（神奈川県）
・白鳥 好美（静岡県） ・山﨑 友紀（長崎県）
・畑中 みさよ（鹿児島県）
６．手話の要約試験問題
解答例は冊子に掲載しています。
≪2005(平成17)年度≫
１．場面通訳試験問題
２．場面通訳試験参考解答例
・工藤 麻由子（神奈川県） ・長岡 章子（川崎市）
・昇 陽子（富山県）
・有野 俊明（京都府）
・河野 伴美（広島県）
７．手話の要約試験問題
解答例は冊子に掲載しています。
（企画・編集・発行：全国手話研修センター／販売：一般社団法人全国
手話通訳問題研究会）

●

NG51047

貸禁

●

NG51048

貸禁

このビデオは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材
として作成したテキストとビデオのセット教材です。
このビデオには、2006（平成18）年度「手話通訳者全国統一試験」実
技試験問題と受験者の解答例が収録されています。
手話通訳者全国統一試験をめざす人た
学習の参考にご活用ください。
ちの学習教材7
１．手話の要約試験問題
2006（平成18）年度
解答例は、テキストに掲載しています。
手話通訳者全国統一試験
２．場面通訳試験問題
実技試験問題と解答例
３．場面通訳試験 解答例
※テキストつき
・笹森 佐緒里（北海道） ・佐藤 瞳（青森県）
・鈴木 留美子（川崎市） ・大川 世津子（神奈川県）
・山田 たかこ（福岡県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：全国
手話通訳問題研究会）
このビデオは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材
として作成したテキストとビデオのセット教材です。
このビデオには、2007（平成19）年度「手話通訳者全国統一試験」実
技試験問題と受験者の解答例が収録されています。
手話通訳者全国統一試験をめざす人た
学習の参考にご活用ください。
ちの学習教材8
１．手話の要約試験問題
2007（平成19）年度
解答例は、テキストに掲載しています。
手話通訳者全国統一試験
２．場面通訳試験問題
実技試験問題と解答例
３．場面通訳試験 解答例
※テキストつき
・久川 浩太郎（茨城県） ・稲見 朋子（栃木県）
・堀岡 いぶき（東京都） ・橋本 房子（岡山県）
・天野 秀紀（福岡市）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：全国
手話通訳問題研究会）
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松江 浜田

●

●

●

●

●

●

分類番号

NG51049

NG51050

NG51051

NG51052

NG51053

NG51054

区分

番組名

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材9
2008（平成20）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材10
2009（平成21）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材11
2010（平成22）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材12
2011（平成23）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材13
2012（平成24）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材14
2013（平成25）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

実時間
内容
このビデオは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材
として作成したテキストとビデオのセット教材です。
このビデオには、2008（平成20）年度「手話通訳者全国統一試験」実
技試験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
32
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・馬場 智子（山形県） ・近藤 和代（神奈川県）
・酒井 梨歩（静岡県） ・田中 容子（京都府）
・上村 由子（高知県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：全国
手話通訳問題研究会）
このビデオは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材
として作成したテキストとビデオのセット教材です。
このビデオには、2009（平成21）年度「手話通訳者全国統一試験」実
技試験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
36
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・中川 真弓（横浜市） ・中西 恵子（三重県）
・平岡 弘美（岡山県） ・伊藤 由美子（鳥取県）
・長嶺 峰子（沖縄県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2010（平成22）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
31
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・奥友 栄子（岩手県） ・馬場 静恵（福島県）
・大西 智子（栃木県） ・田中 美行（新潟県）
・厚谷 憲章（京都府）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2011（平成23）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
31
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・永井 壽代（愛知県）
・河合 浩子（兵庫県）
・中江 さとみ（鳥取県） ・鎌田 喜久代（徳島県）
・石嶺 靖子（沖縄県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2012（平成24）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
37
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・増田 光越（福井県）
・行宗 香（高知県）
・一条 のぞみ（福島県） ・相原 範江（静岡県）
・浅野 のぞみ（長崎県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2013（平成25）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
30
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・平野 君枝（東京都） ・今井 史美加（長野県）
・坂井 宣仁（富山県） ・下門 久美子（岡山県）
・渡邉 香月（大分県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）

松江 浜田

●

●

●

分類番号

NG51055

NG51056

NG51057

区分

番組名

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材15
2014（平成26）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材16
2015（平成27）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材17
2016（平成28）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

●

NG51058

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材18
2017（平成29）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

●

NG51059

貸禁

あいろんニュース Vol.４
目で聴くテレビ賛助会員ニュース
2016年11月発行

貸禁

手話通訳者全国統一試験をめざす人た
ちの学習教材19
2018（平成30）年度
手話通訳者全国統一試験
実技試験問題と解答例
※テキストつき

●

NG51060

実時間
内容
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2014（平成26）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
36
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・村岡 紀子（東京都） ・内海 優（滋賀県）
・竹原 哲章（兵庫県） ・深牧 聖子（福岡県）
・富田 芳郎次（佐賀県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2015（平成27）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
32
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・七島 海（青森県）
・佐藤 有紀（宮城県）
・松原 佑奈（兵庫県） ・古木 緑（山口県）
・原田 朋子（長崎県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2016（平成28）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
35
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・横田 真紀（青森県） ・下坂 由美子（京都府）
・角谷 友子（兵庫県） ・天野 洋子（島根県）
・田上 雄太（宮城県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2017（平成29）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
37
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・関 美紀（新潟県）
・槻 仁美（栃木県）
・岡村 愛美（静岡県）
・中西 俊喜（滋賀県）
・日髙 美沙妃（宮崎県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
（本編）
・情報提供施設制作番組抜枠１
・情報提供施設制作番組抜枠２
（番組アーカイブ）
115
・交通のバリアフリー②
・oioiの手話体操
・ろう女性として生きた百年
・日本国憲法手話翻訳ウェブサイト開設
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2018（平成30）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
学習の参考にご活用ください。
１．手話の要約試験問題
解答例は、テキストに掲載しています。
33
２．場面通訳試験問題
３．場面通訳試験 解答例
・石井 亜弥（川崎市） ・天谷 麻紀（長野県）
・森田 眞美（京都府） ・大成 浩子（兵庫県）
・中塚 志保（岡山県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）

松江 浜田

分類番号

区分

●

NG51061

貸禁

●

NG51062

貸禁

●

NG51063

貸禁

●

NG51064

貸禁

●

NG51065

貸禁

●

NG51066

貸禁

番組名

実時間
内容
≪読み取り通訳≫
①青年部の活動
②ふるさとの思い出
③PTAでの体験
④絵本の読み聞かせ
⑤保育園の仕事
手話通訳者養成講座を
⑥私のトラウマ
40
担当する講師のための指導用教材
⑦失敗談
読み取り・聞き取り DVD④
⑧故郷
≪聞き取り通訳≫
①ホームドア設置
②ある日曜日の嬉しい出来事
③手話言語条例
（制作・編集：神奈川県手話講師養成委員会）
①Jアラート訓練
②福祉課窓口
③ヨガワークショップ
④防災訓練
手話通訳者養成講座用
22
⑤自転車盗難
場面通訳教材 DVD⑥
⑥認知機能検査の予約
⑦健康診断
⑧消費者トラブルの相談
（企画・編集：神奈川県手話講師養成委員会（2018年））
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2019（令和元）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
手話通訳者全国統一試験をめざす人た
学習の参考にご活用ください。
ちの学習教材20
１．手話の要約試験問題
2019（令和元）年度
解答例は、テキストに掲載しています。
37
手話通訳者全国統一試験
２．場面通訳試験問題
実技試験問題と解答例
３．場面通訳試験 解答例
※テキストつき
・安部 将大（埼玉県） ・金 仁寿（静岡県）
・水谷 晶子（三重県） ・久保 鈴加（三重県）
・小野 志帆（佐賀県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）
１．読取り通訳 学習のポイント
２．読取り通訳／【解説】
（１）ろう者の語り 「ろう教育」
（２）ろう者の語り 「職場の経験」
（３）ろう者の語り 「後輩に伝えたいこと」
手話通訳士試験合格への道
（４）ろう者の語り 「聴覚障害者の通信事情」
－評価項目に準拠した
（５）ろう者の語り 「身のまわりの音」
165
通訳学習のポイント－
３．聞取り通訳 学習のポイント
※解説書つき
４．聞取り通訳／【解説】
（１）聞取り通訳 「男の子の子育て」
（２）聞取り通訳 「手話言語法制定運動」
（３）聞取り通訳 「子どもがかけた鍵」
（４）聞取り通訳 「乗り物でのできごと」
（５）聞取り通訳 「広島旅行のわけ」
このDVDは、ろう者の日常の場面を再現し、それを見て実感してもらう
のを第一の目的として作成されました。しかし、手話言語を知らない人
が、日常の場面そのまま見るとまったくわからないものになってしまうで
しょう。英語を勉強した人でもネイティブの人が普通に話しだしたらまっ
たくわかりませんね。そこで、ろう者の日常のやり取りにできるだけ近く、
場面を彷彿とさせるもので、なおかつ、ジェスチャーの要素も加え、初心
者が見ても連想できるものを目指して作成しました。
このDVDには、私たちが手話言語を学習する時に大事にしなければ
ならないエッセンスが詰まっています。手話は聞こえない人の言語で
す。だから、聴覚に頼るのではなく視覚に頼ります。しかし、それは、聞
魅（み）る 手話テキスト
こえる人が「もし、聞こえなくなったらこうなるだろう」と想像するのとはか
（テキストつき）
なり違う世界なのです。
その入り口として、目で見て、この世界を実感してもらうことがこの
DVDの目的です。参考として音声の会話も加えていますが、あくまでも
映像を中心に活用してください。
また、映像の各テーマに合わせて、この冊子に短いコラムを添えまし
た。日常生活、歴史、これまで積み重ねられてきたものなどが書かれて
います。皆さんの理解の一助となれば幸いです。（公益社団法人大阪
聴力障害者協会）
Disk1 あいさつ①②③、天気①②③、食べ物①②③
Disk2 スポーツ①②、乗り物①②、趣味①②、ろう学校、職場
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2020（令和2）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
験問題と受験者の解答例が収録されています。
手話通訳者全国統一試験をめざす人た
学習の参考にご活用ください。
ちの学習教材21
１．手話の要約試験問題
2020（令和2）年度
31
解答例は、テキストに掲載しています。
手話通訳者全国統一試験
２．場面通訳試験 解答例
実技試験問題と解答例
・関野 未来（茨城県） ・東間 結子（石川県）
※テキストつき
・田中 千晴（京都府） ・竹部 知佳（兵庫県）
・熊澤 純子（岡山県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）

松江 浜田

分類番号

区分

●

ＮＧ51067

貸禁

●

ＮＧ51068

貸禁

●

NG51069

貸禁

番組名

実時間
内容
からだにあらわれる症状は、部分であったり全身であったりします。こ
りや痛みなどのからだに出てくるものやだるい、眠れないなどのストレス
によるものなど様々です。これらの症状をとるためには、充分な休養や
睡眠、適度な運動、趣味や休暇などによる気分転換とともにからだをほ
ぐす（リラクゼーション）が大切だとされています。
このＤＶＤ「からだをほぐしていきいき仕事」は、からだをほぐすための
からだをほぐして いきいき仕事
基礎的な運動をとりあげて、ほぐすための順序を考えて作成されたＤＶ
70
（※字幕、手話なし）
Ｄです。
☆からだをほぐすときは腹式呼吸
☆からだをほぐすため上半身がポイント
☆からだをほぐすため下半身がポイント
☆すこし筋肉をきたえるために
☆リピート
「手話通訳者の健康を守るために」
滋賀医科大学 社会医学講座衛生学部門 准教授
「手話通訳者の健康を守るために」
一般財団法人全日本ろうあ連盟 顧問
245
垰田 和史 氏
労働衛生コンサルタント
（※字幕、手話なし）
垰田 和史 氏の講演が録画されているＤＶＤ。
（編集・発行：一般社団法人全国手話通訳問題研究会）
このDVDとテキストは、手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学
習教材として作成された教材です。
本教材には、2021（令和3）年度「手話通訳者全国統一試験」実技試
手話通訳者全国統一試験をめざす人た
験問題と受験者の解答例が収録されています。
ちの学習教材22
学習の参考にご活用ください。
2021（令和3）年度
１．場面通訳試験問題
32
手話通訳者全国統一試験
２．場面通訳試験 解答例
筆記試験問題と解答
・岡田 雄佑（茨城県） ・本田 万葉（栃木県）
実技試験問題と解答例
・柿沼 孝仁（横浜市） ・柚原 彩（富山県）
※テキストつき
・中野 亜未（広島県）
（企画・編集・発行：社会福祉法人全国手話研修センター／販売：一般
社団法人全国手話通訳問題研究会）

