
価 格 (税込)

取り扱い終了

【在庫僅少】1,000

1,000

1,100

1,100

1,540

取り扱い終了

1,708

取り扱い終了

取り扱い終了

1,815

取り扱い終了

遠い声近い声　～耳の神秘・聴覚障害の周辺～ 【在庫僅少】1,870

社会福祉と通訳論（全通研学校講義集①） 985

ていねいな相談活動とは（全通研学校講義集②） 996

福祉国家の姿とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ労働（全通研学校講義集③） 1,153

手話通訳者のための言語学と人権（全通研学校講義集④） 1,153

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） 1,047

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）　 1,153

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） 1,153

新しい福祉制度とｺﾐｭﾆﾃｨｰ通訳論（全通研学校講義集⑧） 1,153

1,153

相談活動と言語としての手話 (全通研学校講義集⑩） 1,210

1,155

高齢ろう者の人生／障害者差別解消法（全通研ｱｶﾃﾞﾐｰ①） 1,265

日本の手話いろいろ①　～イラストで見る全国各地の手話～ 1,676

日本の手話いろいろ②　　　　　　　　　　　　　　　　★ 2,310

手話通訳者のメンタルヘルス 【在庫僅少】1,320

1,760

新訂版　聴覚・言語障害者とコミュニケーション 2,420

六訂　手話通訳技能認定試験傾向と対策 【在庫僅少】3,300

新・手話通訳がわかる本 1,980

改訂　よくわかる！手話の筆記試験対策テキスト 2,420

完売

【在庫僅少】1,760

取り扱い終了

手話通訳者のための国語　必携・手話通訳士試験 【在庫僅少】2,420

　　２０21年度　全通研書籍一覧　　　　　（2021.4月現在）

書　籍　・　D　V　D　名　　

第27回（2015年度）手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）模範解答集

動くことばみることば

第30回（2018年度）手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）模範解答集　

書
　
籍

第29回（2017年度）手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）模範解答集　

第28回（2016年度）手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）模範解答集　

聞こえない子らのこと

第31回（2019年度）手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）模範解答集　★

手話通訳者の健康管理マニュアル

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）

私たちの障害者権利条約と聴覚障害者支援（全通研学校講義集⑪）

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～

ろうあ者・手話・手話通訳

ことばの天使

ドンが聞こえなかった人々

原爆を見た聞こえない人々　～長崎からの手話証言～

改訂版　手話通訳士をめざして

働く者の労働安全衛生入門シリーズ　⑤　※他は完売

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～



価 格 (税込)

手話通訳なるほど講座　～手話と手話通訳の力を磨く～ 完売

手話通訳なるほど大学　～翻訳技術の深化・向上と専門性～ 【在庫僅少】1,257

Noricoda波瀾万丈　多文化共生・中途コーダの手話通訳論 1,760

1,019

えほん　障害者権利条約 1,650

見えないけれど観えるもの 取り扱い終了

障害をもつ人々と参政権 【在庫僅少】3,190

●遙かなる甲子園（コミックス）１～１0 完売

●わが指のオーケストラ（コミックス）１～４ 完売

●わが指のオーケストラ （文庫）１～３ 取り扱い終了

●どんぐりの家　１～３ 取り扱い終了

●どんぐりの家　４～7 取り扱い終了

●どんぐりの家（文庫）　３・４ 取り扱い終了

●どんぐりの家　～それから～ 完売

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業の完全実施に向けて 取り扱い終了

手話知らんですんません　ー手話を学ぶ人に贈る１１章 取り扱い終了

手話通訳者のためのﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾃｷｽﾄ　～働く人々とともに～ 210

いきいきと仕事をするための身体のｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ 210

マンガで読む手話通訳事例集 1,070

創立３０周年記念出版　はばたこう未来へ 1,020

世界の手話通訳事情-WASLI2007スペイン会議国別報告 取り扱い終了

　各820

　各820

720

510

510

510

みんなでめざそうよりよい手話通訳 210

取り扱い終了

820

介護保険と聴覚障害者 取り扱い終了

みんなで輝く未来を目指して 210

必携　手話通訳者・手話通訳士　ハンドブック 完売

手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門　改訂 【在庫僅少】2,200

手話通訳者の現状から見た予防と患者支援について　 820

この手話＜ゆび＞とまれ〜全通研ガイドブック　 1,000

障害者を締め出す世界は弱くもろい　 1,620

HELLOむこうの私　-手で心をつないで-　　　　　　　★ 500

手話でつながる　世界のあいさつ　　　　　　　　　　  ★ 1,760

ゆびもじえほん　 1,760

健康フォーラム2009　－手話通訳者の労働・権利・健康を考える－

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会　情勢資料集2　　

サマーフォーラム報告集　第50回(広島)第51回(沖縄)　

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)

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)

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)

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)
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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

書　籍　・　D　V　D　名　　



価 格 (税込)

労働と医学　NO.１４１　 1,000

550

温故知新①　手話通訳制度を巡る変遷　　 1,740

温故知新②　災害への対策　　 1,330

温故知新③　聴覚障害者のくらし　 1,630

ＤＶＤ視ることば　聴くことば 2,250

ＤＶＤ手話この魅力あることば1～48 　各2,250

ＤＶＤ手話この魅力あることば49　　　　　　　　　　★ 3,140

ＤＶＤからだをほぐしていきいき仕事 1,530

手話通訳レッスンDVD　初心者コース①～⑭ 　各2,040

手話通訳レッスンDVD　初心者コース⑮ 1,840

手話通訳なるほど大学DVD市川恵美子 820

高齢聴覚障害者の暮らしから学ぶ（DVD）大矢暹氏 完売

手話通訳者の健康を守るために（DVD）垰田和史氏 1,020

目で聴くﾃﾚﾋﾞ　目で聴く手話研究所　 取り扱い終了

目で聴くﾃﾚﾋﾞ　目で聴く物語のとびらｼﾘｰｽﾞ①～⑥ 各1,000

目で聴くﾃﾚﾋﾞ　ももくり３年・・・！？（２枚セット） 2,800

目で聴くテレビ　「村上センセ―の歯のおはなし」　 2,000

目で聴くテレビ　「ぼうさいのこころえ」➀➁（２枚セット）　 2,000

5,093

　各2,648

　各2,445

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 １２～１４（ＤＶＤ） 　各2,546

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 15～20（ＤＶＤ）★ 　各2,750

手話通訳を目指す人たちの読み取り学習ビデオ①～⑤（DVD）　 　各2,445

取り扱い終了

1,230

伊東雋祐氏をしのんで（VHS）　　 取り扱い終了

●第1回全国手話検定試験解答集（DVD付き） 取り扱い終了

●第3回全国手話検定試験解答集（DVD付き） 取り扱い終了

取り扱い終了

●改訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本⑤（検定準1級・1級対応） 3,960

●三訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本④（検定2級対応） 3,740

●三訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本③（検定3級対応） 3,520

●三訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本②（検定4級対応） 3,300

●三訂/ＤＶＤで学ぶ手話の本①（検定4級対応） 3,080

アクリルキーホルダー　　　　　　　　　　　　　　　　★ 510

マスキングテープ（３種類）　　　　　　　　　　　　　★
360

3種セット1,000

全国に衝撃をあたえた手話通訳者の頸肩腕障害　テレビ報道のすべてを収録

手話通訳問題研究誌保存版DVD②　14～40号　　

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　ＤＶＤ　2枚セット

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（ＤＶＤ）

手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材 １０・１１（ＤＶＤ）

時をつなぐことばを紡ぐ　ー頚肩腕障害と闘い続けた手話通訳者たちの想いー

●これで合格！全国手話検定試験ＤＶＤ付（2010～2019）
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タイトル 発売年度 価格（税込）

1 　いのち再び　手話通訳者ががんになって　（著者：大西康子氏） 2006年 1,680

タイトル 発売年度 価格（税込）

1 　なんぎな手話DVD　その１                                    (オレンジ色) 2010年

2 　なんぎな手話DVD　その２　　　　　　　　　　　　　　　　（黄緑色） 2011年

3 　なんぎな手話DVD　その３　　　　　　　　　　　　　　　　（赤色） 2012年

4 　なんぎな手話DVD　会話ルール　　　　　　　　　　 　　（ピンク色） 2013年

5 　なんぎな手話DVD　表現編　　　　　　　　　　　　　 　　（水色） 2014年

6 　なんぎな手話DVD　読み取り　日本語にする前に～　（グレー） 2015年

7 　なんぎな手話DVD　基本に返って　　　　　　　　　　 　（紫色） 2016年

8 　なんぎな手話DVD　比較編　　　　　　　　　　（水色グラデーション） 2018年

　　　　　　※　兵通研では、●印の付いた書籍、DVDの販売は行っておりません。

　　　　　　　　 お買い求めの方は兵庫県聴覚障害者協会（兵聴協）へお申し込みください。

　　　　　 　※　★は新刊または比較的新しいものです。

　　　　※　ご注文いただいた時点で完売している商品もあります。あらかじめご了承ください。

　兵通研制作DVD

各2,000円

　兵通研制作書籍
兵庫手話通訳問題研究会　事業班

なんぎな手話DVD学習会を行っています！

なんぎな手話DVDを使用した学習会を年に２～３回

様々な地域で開催しています。

なんぎな手話DVDを購入したものの

ご家庭、サークルで眠っていませんか？

1人ではなかなか学習できない…

サークルで活用するにはどうすれば？

など、色々なご意見をいただきます。

各DVDのポイント、活用方法や学習方法など一緒に学びませんか？

学習会もぜひご参加ください♪

非会員の方にもご参加いただけます。

※会員価格、非会員価格あり。

（学習会のお知らせは兵通研ニュースにて行っています。）

※ 新型コロナウィルス感染拡大の恐れがあるため、2020年度は学習会は行いませんでした。

学習会の再開の際は兵通研ニュースにてお知らせします。


