
ろう者との対話のために

ろう者との対話のために
（手話入門ハンドブック）

DVDまたはVHＳセットで
1,500円

700円

●価格 1,０００円

●収録時間５０分

●音声なし・字幕あり

活動に参加していただいた、

皆様からのご意見・ご感想や

地域の情報、予定など、その

他たくさんの情報を写真入り

で掲載しています。

ろうあ運動は勿論のこと、

手話通訳活動、手話サークル

活動に…記憶に残しておきた

い１コマを。

是非どうぞ！！
年間購読料 ２，０００円



毎月１回発行の機関誌

全国のろう者と連盟の活動、

海外のろう者の様子など

他の新聞や雑誌に載ってない

ろう者・手話の情報が満載！

年間購読料 4,300円（送料込み）

日
本 聴力障害新聞

M I M I 季刊みみ
年間購読料 3,800円

読み応えのある特集と

楽しいグラビアページ

聴覚障害者の表情をいきいきと

伝える、企画がいっぱい！

季節ごとに年４回発行！！ 168号
（2020夏季号）

特集 『咲む』

～広がれ、仲間たちの

元気な笑顔～

グラビア
第16回さがの映画祭

第68回全国ろうあ者大会

記念グッズ販売中

169号
（2020秋季号）

特集 当事者議員から

発信！

グラビア
ろう議員の日常

バリアフリー演劇



イエローリボン型
　　　　リフレクターキーチェーン

定価400円

もう一つの言語「手話」、「手話」をみんなのことばに

『みんなでつくる手話言語法』

私たちの先達が守り通してきた大切な宝である「手話」の

法定化を実現するときがきています。手話言語法って何？

ぜひこの本を読んで勉強しましょう。

Ａ５判・５６ページ 定価 500円

手話でＧｏ！バッジ

定価 500円

みんなちがってみんな一緒！

『障害者権利条約』改訂版
B5判・５２ページ 定価500円

手話 ・ 言語 ・

コミュニケーション Ｎｏ．８
「手話」をキーワードに、社会・文化・教育・歴史など、多様な分野

から、あなたも「手話」の世界を探究しませんか。

【本書の内容】日本手話研究所５０周年記念号

巻頭言 やさしい社会を明石から 泉 房穂

特 集 手話の歴史４

山形手話の歴史 小松幸悦

秋田手話の歴史､試(私)論 加藤 薫

｢手話の歴史｣について 大杉 豊

論 文 聾学校における手話教育の系統性の在り方（後編）

尾田将史・大杉 豊

特別寄稿 ろう教育編

京都府立聾学校文化財指定資料とその意義 酒井 弘

学生懇談会時代の思い出から 中川 綾

藤本敏文の青春 西滝憲彦

連 載 身振りから手話へ、音声から音声語へ（８） 髙田英一

ある人生「ボクの学校」 植野慶也

障害者権利条約の内容を広く市民のみ

なさんに知っていただき、日本での条約

実施をめざすためのシンボルマークで

す。

ぜひ、皆さんもイエローリボンバッジを

身につけて、イエローリボン（障害のあ

る人びとの、その人らしい自立と社会参

加をめざす）運動にご参加ください。

定価300円



Ａ４判40ページ 定価1,000円

佐藤さんファミリーと

いっしょに楽しく♪♪

手話を学ぼう！！

Ⅰ・Ⅱ共に A5判 定価2,860円

24,200円（税込）



よくわかる！

聴覚障害者への

合理的配慮とは？
聴覚障害者にとっての「差別」

とは？「聴覚障害者の差別事

例と合理的配慮不提供の事例

アンケート」から、障害者差別

解消法や改正障害者雇用促

進法を踏まえ解説を掲載。 聴覚障害者への

合理的配慮とは？

差別事例分析結果報告書

アンケートの回答データをさらに分析、聴覚

障害者に対する差別的対応の実態や合理

的配慮をめぐる聴覚障害者の具体的ニー

ズをまとめたものです。

手話で 合理的配慮

海外のろう者と国際手話で会話できる

よう、8場面（あいさつ・観光・乗り物・買

い物・レストラン・スポーツ・病院・トラブ

ル）の会話文と必要な単語を、写真と動

画で掲載。

国際手話の動画はQRコードにより確

認することができ、また、会話文・単語に

は英語を併記している為、英語の学習に

も役立ち、海外の方にも使えます。
Ａ５判 １２８ページ

定価 1,980円

<手話動画の閲覧方法>

・QRコードをスマートフォン

などで読み取ってください。

・手話動画が閲覧できます

ぜひお試しください！

GO！
GO！

合理的配慮第2弾、わたしたちが「やるべきこと」「できること」を学
ぼう!!
聞こえない人から相談が入った時はどうすればよいの？

聞こえない人と一緒に働くにはどうすればよいの？

合理的配慮って、こういうこと？！等に応えることができる内容で、

聞こえる人も聞こえない人も共に学ぶための実践集です！！

A5判 176頁 定価 880円

A4判 46頁 定価 550円

good



この本は以前、文理閣より『ナチス・ドイツと聴覚障害者』（中西喜

久司著（元全日本ろうあ連盟理事））として発行されたものの復刻

版であり、過去に40万人の障害者が不妊手術を強制された、旧優
生保護法問題を学ぶのにふさわしい内容になっています。

四六判上製 280ページ 定価2,420円

教育や就労などでろう者が受ける様々な差別や偏見の根底には手話へ

の無理解がある。手話が言語であることへの理解を広め、きこえる人に

とっての音声言語と同様にきこえない人も手話言語を自由に使って暮らせ

る社会を実現する上で何が課題かを、当事者の立場からわかりやすく解

説する。

発行 明石書店 編集 一般財団法人全日本ろうあ連盟

A5判 312頁 定価2,750円

多様な言語の共生社会をめざして

2021年東京オリンピック・パラリンピック

の開催、2025年にはデフリンピック日本

招致と海外のろう者が来日する機会が

今まで以上に増え、国際手話の必要性

も一段と増してきます。

今回想定しているのは

の８場面。必要な単語を写真

と動画（ＱＲコード）で正確に覚えられま

す。

前作同様、会話文や単語には英語を

Ａ５判 １２８ページ

定価 1,980円



歴史を学ぼう！ 東北ろうあ連盟
創立７０周年記念誌

1948(昭和23）年、宮城県仙台市で東北聾唖連盟が結成されてから70

周年を迎えました。

深い雪に閉ざされ、交通も発達していない広い東北のろう運動は、先輩

達の団結と英知による「絆」で進められ、それは全国にも影響して、誇り

得る実績であり、ここに70周年記念誌として記録しました。

「不毛の土地」であった東北は、「ろう者のねばり強い運動が実り」６県

に事務所と専従者を設置して、手話通訳者の支援事業や聴覚障害者

情報提供施設運営の取り組んできました。更に、手話は言語と認めら

れ、障害者差別解消法も制定される等、法的な面でも社会環境は一段

と充実されています。 ～編集後記より～

1948 ▶ 2017

Ａ4判 102ページ 定価 2,500円

一般社団法人

福島県聴覚障害者協会

創立６０周年記念

50年のあゆみ
～絆～

ここから、１０年！

2019年5月26日盛大に行われた
『創立60周年記念＆福島県手話言語
条例制定祝賀会』の様子も収録！！

Ａ４判 86ページ



一人ひとりが

輝ける未来へ

B5判 48ページ

定価550円

A4サイズ335ページ 全編フルカラー

定価 9,900円

『段また

段を成して』

ＤＶＤ版
45分間 字幕付き

定価 1,325円

Ａ５判 132ページ 定価 1,100円

日本聴力障害新聞で、掲載された人気マンガ『ろう者たち～権利を求

めて～』が、このたび単行本になりました！かつて、ろう者たちは、手話に
よる教育が受けられず、就職試験に合格しても採用されず、車の免許を取

ることもできない。思うような生活ができず、孤立し、差別に直面した生活を

過ごしていました。

京都で初めて開かれた全国ろうあ青年研究討論会で、全国の仲間と出会

い、同じ苦しみを、手話で語り合うことで、参加者たちの心が一つになってい

きます。 「これは差別だったのか！」

原作者の髙田英一氏を筆頭に、ろう者たちが「人間として当たり前に生き

る」権利を求めて立ち上がり、そして、闘い続けてきた軌跡を描きます。また、

この取り組みや連帯は、現在の全日本ろうあ連盟の運動に引き継がれてい

ます。

全日本ろうあ連盟

７０年史



最新刊

<手話動画の閲覧方法>

・QRコードをスマートフォン

などで読み取ってください。

・手話動画が閲覧できます

ぜひ、お試しください！A5判 96頁 定価990円

新しい手話

2008～

2013

定価 839円

※わたしたちの手話 新しい手話2012、2016 は、好評により完売致しました。

新しい手話

2014 2015

定価 880円

2017

社会・自然・

生活の場面

定価 990円

2018

自然・旅行・

宇宙・仕事

定価 990円

新しい手話

201９

言語・旅行・

自然・社会

定価 990円



 880円
聴覚障害者にとっての「差別」とは？聞こえる人たちが想像する「差別」

聴覚障害者が実際に体験している「差別」には大きな隔たりが・・・。

「聴覚障害者の差別事例と合理的配慮不提供の事例アンケート」から、

障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法を踏まえ解説を掲載。

聴覚障害者への合理的配慮とは？  550円
冊子「よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？」発行後、アンケート

の回答データをさらに分析し、聴覚障害者に対する差別的対応の実態や

合理的配慮をめぐる聴覚障害者の具体的なニーズを整理し、見やすい

レイアウトにまとめたものです。

「よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？」を補完するものといえます。

1,760円
　　　　　　　　～もうひとつのことばの仕組みと働き～

手話は人間のもうひとつのことばです。手話学と社会言語学の観点から、

手話とはどういう言語かについて、分かりやすく説明しています。

手話を学ばれている方に是非おすすめします。

1,650円
    季刊みみにおよそ10年間にわたって掲載した連載を１冊の本にまとめました。

ここには36人のろう者が、その伴侶や家族、地域の仲間と共に写った写真と

   文章で紹介されています。手話と仲間の存在がろう者にとってどれほど大切

 なものだったのかをわかっていただける一冊です。

220円
聞こえないってどんなこと何だろう？

手話って何だろう？

この本は聞こえない人たちのことをわかりやすく解説しています。

990円
市民講座、手話学習会等で指導者と一緒に学ぶための手話テキストです。

手話がはじめての方がろう者や手話について知り、自己紹介や手話での

簡単な会話ができる程度の手話を身につけることのできる内容になって

います。

2,200円
生まれた県名やいま住んでいる市・区の手話ってどうやるんだろう…？

全国の県や市・東京23区、合わせて806ヶ所を収録した日本初の地名手話

集です。手話で日本地図を楽しみましょう。



550円
いつ起きるかわからない災害から身を守るのはとても大変なことです。

聴覚障害者は「危険！」という情報をどのように知ればよいのか―

本書は、聴覚障害者や手話についてわかりやすく解説しました。

共に暮らす地域のコミュニケーションに、防災に、ぜひお役立てください

1,430円
いつ起きるかわからない災害から身を守るには？

災害が発生したとき、聴覚障害者の命や身を守るには何をすべきか。

初動対応、安否確認、救援体制のつくり方を東日本大震災時の聴覚障害者

救援活動の実例から学びます

医療の知識や用語を解説 2,200円
人間ドッグ・検診で使う会話集 2,200円
特定健康診査・特定保健指導編 2,200円

3,300円
同名の書籍に対応するDVD。映像で覚えることで、より正確に学べます。

2,750円
手話でわかりやすい体と病気

人体・病気の名称を手話で表わした単語集

3,300円
同名の書籍に対応するDVD。映像で覚えることで、より正確に学べます。

2,420円
待望の改訂版を発行！

聴覚障害者の暮らしや手話の歴史、耳の仕組み、聴覚障害者関連福祉制度

などについて、わかりやすく解説した、全国手話検定試験（2級・準1級・

1級）の学習者向け参考書。

～手話でステキなコミュニケーションＤＶＤで学ぶ手話の本～

“手話でコミュニケーション能力”を試す「全国手話検定試験」対策の

 標準テキストがついに完成しました。

　　　　  ２級対応　3,740円／準1級・1級対応　3,960円

3,520円
2019年に実施された第14回全国手話検定試験の解答解説集。

5級～1級の全6級の問題及び回答・解説を掲載。実技試験問題

収録したDVD付きで、わかりやすく解説。手話の読み取りの

ポイントや筆記試験対策の解説も充実。

※バックナンバー（2011～2018）もあります。

　　　　　５級対応　3,080円／４級対応　3,300円／３級対応　3,520円



価格には消費税１０％が含まれています。税制改革により、税額が変更になる

場合は、本の販売価格も変更になります。

お問い合わせ、お申込みは、各支部役員

または下記事務所までご連絡ください。

一般社団法人福島県聴覚障害者協会 事務局
〒960-8141 福島市渡利字七社宮111県総合社会福祉センター内

TEL 024-522-0681 ／ FAX 024-563-6228

E-mail fukushima-deaf@f-da.or.jp



　

生まれた県やいま住んで

いる市・区の手話ってどう

やるんだろう…？全国の県
や市など合わせて806ヶ所
を収録した日本初の地名

手話集です。手話で日本

地図を楽もう。

使える！

スポーツ手話

ハンドブック

DVDで楽しく学べる

はじめて出会う手話

A5判 160頁 定価 1,430円 A5判 192頁（DVD付・約60分） 定価 1,980円

手話を学ぶ人のために
～もうひとつのことばの

仕組みと働き～

道
～ろうあ運動を支えた

人びと～

新・たっちゃんと学ぼう
～耳の聞こえない

人たちのこと～

聴さんと学ぼう
～今すぐはじめる

手話テキスト～

全国地名手話マップ 手話で満腹

クッキング！ 2

A5判 132頁 定価 1,760円 A5判 160頁 定価 1,650円

A5判 20頁 定価 220円 A5判 160頁 定価 990円

B5判 132頁 定価 2,200円 A4判 64頁 定価 1,100円

腕によりをかけて、ようこ

おばさんが楽しく料理を教

えてくれます。材料紹介・レ

シピの他、バリエーション、

さらにもう一品料理など手

話と料理がぎっしり詰まっ

ています。



いつ起きるかわからない災

害から、聴覚障害者は「危

険！」という情報をどのよう

に知ればよいのか。

初動対応、安否確認、救援体

制のつくり方を東日本大震災

時の聴覚障害者救援活動の

実例から学びます。

よくわかる！

手話の筆記試験対策テキス

ト

改訂版を発行！聴覚障害者

の暮らしや手話の歴史、耳の

仕組み、聴覚障害者関連福祉

制度などについて、わかりや

すく解説。全国手話検定試験

（2級・準1級・ 1級）の学習者向

全国手話検定試験
～手話でステキなコミュニケーション ＤＶＤで学ぶ手話の本～

これで合格！

全国手話検定試験2020
（DVD付き）

2019年に実施された第14
回全国手話検定試験の解

答解説集。 5級～1級の全6
級の問題及び回答・解説を

掲載。DVD付き。※バックナ
ンバー（2011～2018）も一部
あります。

一人ひとりが輝く
～聞こえない人びとの暮らしを

支える拠点づくりのために～

手話で防災 守ろう！LIFE

東日本大震災の支援活動に取

り組んできた人々の真摯な声。

A5判 54頁

定価 550円 A4判 96頁

定価 1,430円

B5判 166頁

定価 1,650円

別冊手話でわかりやすい

体と病気

B5判 96頁 オールカラー

定価 2,750円

医療の手話シリーズ 手話で発見！医療のすべて

①外来編

B5判 125頁

定価 2,200円

③特定健康診査・

特定保健指導編

B5判 128頁

定価 2,200円

②人間ドッグ・健診編

B5判 132頁

定価 2,200円

別売り

ＤＶＤ

53分間
3,300円

準１級・１級 ２級 ３級 ４級 ５級

B5判 170頁 定価 3,520円B5判 198頁 定価 2,420円

B5判 98頁 86頁 78頁 70頁 70頁

3,960円 3,740円 3,520円 3,300円 3,080円



価格には消費税１０％が含まれています。税制改革により、税額が変更になる

場合には、本の販売価格も変更になります。

お問い合わせ、お申込みは、各支部役員

または下記事務所までご連絡ください。

一般社団法人福島県聴覚障害者協会 事務局
〒960-8141 福島市渡利字七社宮111県総合社会福祉センター内

TEL 024-522-0681 ／ FAX 024-563-6228

E-mail fukushima-deaf@f-da.or.jp


