
　　　兵通研製作DVD一覧表
2013年度版

　　　　　２０１３年　保存版　
兵庫手話通訳問題研究会　事業班

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000

なんぎな手話 会話ルール ¥2,000

2011.1.23　市川恵美子氏　全通研法人化記念講演
全通研の魅力・手話の魅力　２枚組　　　（在庫限り）

なんぎな手話　その１　　　　　　　　　　　（2013年６月増刷）

なんぎな手話　その２　　　　　　　　　　　（2013年６月増刷）

なんぎな手話　その３　　　　　　　　　　　　　　　（残り僅か）



 2013年度全通研取り扱い書籍・ＤＶＤ類　【支部卸価格一覧】 2013/05/16

種別

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業の完全実施にむけて

手話知らんですんません

手話通訳者のためのﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾃｷｽﾄ（2012年2月8増刷）☆ 200

手話通訳事例集 (2012年1月完売)

はばたこう未来へ

世界の手話通訳事情-WASLI2007スペイン会議国別報告

討論集会報告集（第11回～27回） 各 800

500

500

500

健康フォーラム2009 800

ＤＶＤ視ることば・聴くことば★ 2,200

法廷における手話通訳 11,000

医療・労働・法廷（ビデオシナリオ付） 3,600

手話この魅力あることば1～10（ＶＨＳ） 各 3,980

手話この魅力あることば11～16（ＶＨＳ） 各 4,980

手話この魅力あることば18～19（ＶＨＳ） 各 2,200

手話この魅力あることば20～29（ＶＨＳ） 各 2,200

各 2,200

ＤＶＤからだをほぐしていきいき仕事 1,500

手話通訳レッスンDVD　初心者コース①～⑩★ 各 2,000

各 950

手話通訳なるほど大学DVD市川恵美子 各 800

私の大切な家族　（ＶＨＳ） 研修ｾﾝﾀｰ 2,625

私の大切な家族副読本 研修ｾﾝﾀｰ 210

手話通訳者登録試験をめざす人たちの学習教材1～6　ＤＶＤ　2枚セット★ 2000～2005年 研修ｾﾝﾀｰ 5,000

手話通訳者登録試験をめざす人たちの学習教材Ⅰ（ＶＨＳ） 研修ｾﾝﾀｰ 2,100

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材Ⅱ（ＶＨＳ） 2001年 研修ｾﾝﾀｰ 2,200

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材Ⅲ、Ⅳ（ＶＨＳ） 2002、2003年 研修ｾﾝﾀｰ 各 2,400

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材Ⅴ、Ⅵ（ＶＨＳ） 2004、2005年 研修ｾﾝﾀｰ 各 2,400

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 ７～９（ＶＨＳ/ＤＶＤ） 2006～2008年 研修ｾﾝﾀｰ 各 2,600

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 １０（ＶＨＳ/ＤＶＤ） 2009年 研修ｾﾝﾀｰ 各 2,400

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年 研修ｾﾝﾀｰ 2,400

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年 研修ｾﾝﾀｰ 2,500

手話通訳を目指す人たちの読み取り学習ビデオ①（ＶＨＳ） 研修ｾﾝﾀｰ 2,100

手話通訳を目指す人たちの読み取り学習ビデオ①（DVD）　 研修ｾﾝﾀｰ 2,400

手話通訳を目指す人たちの読み取り学習ビデオ②～⑤（ＶＨＳ／ＤＶＤ） 研修ｾﾝﾀｰ 各 2,400

全国手話検定試験基本単語集３級僅少（ 5・4・2級完売） 研修ｾﾝﾀｰ 各 2,300

伊東雋祐氏をしのんで（ＶＨＳ）　　　　　　　（ＤＶＤ版完売） 研修ｾﾝﾀｰ 各 1,500

登録されている手話通訳者の健康と労働についての抽出調査報告書（2007年10月調査）

　　書　籍　名 定価

全
通
研
製
作

500

1,020

いきいきと仕事をするための身体のｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ 200

1,000

1,000

1,000

支援費制度における聴覚障害者情報保障とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援の調査研究報告書（2004年3月） 1,000

社会的健康あっての人間らしい労働とくらし　（2000年労働と健康実態全国調査報告書） 700

手話通訳者が健康でよりよい仕事をするために（2005年労働と健康実態全国調査報告書）

あ
っ
せ
ん
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

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月労働と健康実態調査報告書）

みんなでめざそうよりよい手話通訳　 200

全
通
研
製
作
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

ＤＶＤ手話この魅力あることば1～5★、　21～34★

手話通訳問題研究誌保存版ＤＶＤ②14～40号　　（注意！会員価格950円・会員外定価1500円）

＊手話この魅力あることばVHS　８・13・17は完売です

一般社団法人全国手話通訳問題研究会　
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種別 　　書　籍　名
第23回手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）模範解答集 士協会 600
★第24回手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）模範解答集　 士協会 630
手話通訳者の健康管理マニュアル 文理閣 1,470
動くことばみることば 文理閣 1,680

あっせん図書 ことばの天使 文理閣 1,630
ドンが聞こえなかった人々 文理閣 2,854
原爆を見た聞こえない人々 文理閣 1,630
聞こえない子らのこと 文理閣 1,730
ろうあ者・手話・手話通訳 文理閣 1,785
遠い声近い声 文理閣 1,785
復刻 頸肩腕障害の医療と回復 文理閣 1,000
社会福祉と通訳論（全通研学校講義集①） 文理閣 940
ていねいな相談活動とは（全通研学校講義集②） 文理閣 950
福祉国家の姿とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（全通研学校講義集③） 文理閣 1,100
手話通訳者のための言語学と人権（全通研学校講義集④） 文理閣 1,100
手話による心の発達と通訳者の健康（全通研学校講義集⑤） 文理閣 1,000
現代の地域福祉と障害者の発達保障(全通研学校講義集⑥）　 文理閣 1,100
手話ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと聴覚障害児教育（全通研学校講義集⑦） 文理閣 1,100
新しい福祉制度とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（全通研学校講義集⑧） 文理閣 1,100
手話で伸びる子どもの力と障害者の福祉制度改革（全通研学校講義集⑨）★ 文理閣 1,100
日本の手話いろいろ① 文理閣 1,600
手話通訳者のメンタルヘルス 文理閣 1,260
健康で安全に働くための基礎 文理閣 1,680
新訂版　聴覚・言語障害者とコミュニケーション 中央法規 2,310
四訂　手話通訳技能認定試験傾向と対策 中央法規 3,150
新・手話通訳がわかる本 中央法規 1,890
第1回全国手話検定試験解答集（DVD付き） 中央法規 2,310
第2回全国手話検定試験解答集（DVD付き） 中央法規 3,360
第3回全国手話検定試験解答集（DVD付き） 中央法規 3,360
これで合格！全国手話検定試験2010ＤＶＤ付 中央法規 3,360
これで合格！全国手話検定試験2011ＤＶＤ付 中央法規 3,360
これで合格！全国手話検定試験2012ＤＶＤ付 中央法規 3,360
これで合格！全国手話検定試験2013ＤＶＤ付★ 中央法規 3,360
ＤＶＤで学ぶ手話の本⑤（検定準1級・1級対応） 中央法規 3,780
改訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本④（検定2級対応） 中央法規 3,570
改訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本③（検定3級対応） 中央法規 3,360
改訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本②（検定4級対応） 中央法規 3,150
改訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本①（検定5級対応） 中央法規 2,940
よくわかる手話の筆記試験対策テキスト 中央法規 2,310
聴覚障害児・者支援の基本と実践 中央法規 2,940
手話通訳士まるごとガイド ミネルヴァ 1,575
改訂版　手話通訳士をめざして 研修ｾﾝﾀｰ 1,260
介護保険と聴覚障害者 かもがわ出版 1,575
働く者の労働安全衛生入門シリーズ擦8巻　【※※別記参照】 かもがわ出版 1,680
どうつくる？障害者総合福祉法 かもがわ出版 1,575

手話を学ぶ人に贈る　目からウロコの手話通訳 ｸﾘｴｲﾂかもがわ 1,680

手話通訳者のための国語 ｸﾘｴｲﾂかもがわ 2,310
手話通訳なるほど講座 ｸﾘｴｲﾂかもがわ 1,200
手話通訳なるほど大学 ｸﾘｴｲﾂかもがわ 1,200
手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門 ｸﾘｴｲﾂかもがわ 2,100
なんやろな、それ？(手話不明解語あれこれ） ｸﾘｴｲﾂかもがわ 1,050
増補・改訂版障害者の権利条約と日本～概要と展望～☆ 生活書院 2,940
見えないけれど観えるもの きょうされん 2,100
手話で学ぶクスリの教科書 薬事日報社 2,940
障害をもつ人々と参政権 法律文化社 3,045
遙かなる甲子園（コミックス）１～１0 新価格2010/10/8 双葉社 980
わが指のオーケストラ（コミックス）１～４ 秋田書店 各 770
わが指のオーケストラ （文庫）１～３ 秋田書店 各 630
どんぐりの家　１～３ 小学館 各 866
どんぐりの家　４～７ 小学館 各 870
どんぐりの家（ワイド版）２～3 小学館 各 980
どんぐりの家（文庫）　１～５ 小学館 各 610

どんぐりの家　～それから～ 小学館 1,000

定価

【記載以前は
全て完売】

【※※働く者の

労働安全衛生入

門ｼﾘｰズ8巻】 

 

①ストレスによる

健康障害と 

その予防 

 

②現代の労働と 

メンタルヘルス対

策 

 

③労働者の疲

労・過労と健康 

 

④現代の 

コンピューター 

労働と健康 

 

⑤現代の女性 

労働と健康 

 

⑥腰痛・頸肩腕

障害の治療・予

防法 

 

⑦労災補償・労

災認定・労災保

険法・公務災害 

 

⑧やさしい労働

安全衛生法・労

働安全衛生規則 


