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全日本ろうあ連盟出版物の販売促進のご協力のお願い
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は当連盟出版物の普及・販売にご協力いただき、誠にありがとうございます。
さて、各県にて、耳の日集会、手話言語フォーラム、「段また段を成して」上映会、
研修会などイベントが目白押しの事と思います。
下記をご参考に、連盟出版物の販売促進の取り組みのご協力をお願いいたします。
記
【お願いしたいこと】
（１）耳の日集会、手話言語フォーラム、「段また段を成して」上映会、研修会などにお
いて、書籍などの販売コーナーを置いてください。また、各集会の合間に「連盟出
版物」を宣伝する時間を設けてください。
宣伝の際、添付の①②の連盟出版物のセールスポイントとパワーポイントをご活用
ください。
（２）添付③の「出版事業ニュース№５」を印刷し、各種集会などで配布してください。
（３）協会事務所のカウンターや書籍など販売コーナーに、『出版事業ニュース№5」を置
いて、来所した会員たちに手渡すなどして、出版物の購入を勧めてください。
１．添付①「連盟出版物のセールスポイント」PDF
添付②「連盟出版物のご案内」パワーポイント
添付③「出版事業ニュース

№５」
【連絡先】
一般財団法人全日本ろうあ連盟
担当：山口
Tel

０３－３２６８－８８４７

Fax

０３－３２６７－３４４５
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連盟出版物を購入し、ろう者・手話の

情報通
★『手話でＧｏ！』ピンバッジ★

よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？

2017 年２月 13 日現在、全国 73 の県市町村で
手話言語条例が制定されています。
手話言語法制定、地域の手話言語条例制定に向け
て、行政・議会関係者の方々への働きかけと同時に、
『手話でＧＯ！』ピンバッジも一緒にお勧めし、手話
言語法・条例等に関する理解を広げていきましょう！
併せて、地域の皆様に聞こえない人
のことや手話について知っていただく
ために、とてもわかりやすい
『新 たっちゃんと学ぼう！』の
ご活用をお願いします！

〜『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える〜

聴覚障害者にとっての「差別」とは何なのか？
一般の聞こえる人たちが想像する「差別」と、私たち聴覚障害者が
実際に体験している「差別」には大きな隔たりが依然としてあります。
「聴覚障害者の差別事例と合理的配慮事例アンケート」から、
代表的なケースを抽出し、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法を
踏まえ、解説を行っています。
・Ａ5 判 176 頁
定価 800 円＋税

地域の手話奉仕員講座または手話通訳者養成講座のカリキュラムの一コマに、
「障害者差別解消法と聴覚障害者への合理的配慮」の講義を入れる、レポートのテーマの
一つに取り上げる、副教材としてご活用する等、工夫してみましょう。

道

～ろうあ運動を支えて～

・Ｂ５判 180 ページ

定価

・『手話でＧＯ！』ピンバッジ
サイズ：22ｍｍ×22ｍｍ（ＰＰ袋入り）
500 円（税込）

1,500 円＋税

季刊みみにおよそ 10 年間にわたって掲載してまいりました連載「道～ろうあ運動を支えて～」を
１冊の本にまとめ、発行しました。
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。
その人生は、戦後の日本のろう者の貴重な記録であり、多くの悩みや苦しみを乗り越えて来た方々の
姿は、障害の有無を越えて多くの人に勇気と希望を与えます。また、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。

わたしたちの手話

新しい手話 2017

社会・自然・生活の場面で広く使われている用語のほか、
「日本国憲法」に関連する単語など 161 語を掲載してい
ます。
ろう者や、手話初心者から手話通訳者まで、必読の一冊。
さらに、本書に掲載している
新しい手話の手話動画が、
スマートフォンなどで見られる
ようになりました。
新しい手話の表現が、とても
わかりやすくなりましたので、
ぜひ、お試しください！

手話で
楽しいコミュニケーションの輪を
広げていきましょう！

他の新聞や雑誌に
載っていないろう者・
手話の情報が満載して
います。
（毎月発行）
手話を学ぶ方、
ろう者との
コミュニケーションに
必携！の新聞です。

154 号

特集
重複の仲間たちの暮らしと仕事
＜カラーグラビア＞

タブロイド判 １２頁
（１・１２面カラー）

・全日本ろうあ連盟機関紙学校 2016
・映画「段また段を成して」
～全日本ろうあ連盟創立 70 周年記念映画～

＜聴くを考える

耳の聞こえない人たちのこと

2005 年の発行以来、耳の聞こえない人たちのことや手話に
関する理解を周知してきた、『たっちゃんと学ぼう』。
この度『新 たっちゃんと学ぼう！』として装いも新たに発行
しました。
『新 たっちゃんと学ぼう！』は、聞こえないことや手話に
ついて理解してもらうことを目的に、小学校４年生のたっちゃん
の疑問に答えるかたちで、わかりやすく解説したものです。
基本情報はそのままに、聴導犬や聞こえない人との話しかたなど
新しい情報や手話単語もより多く載せましたので、子どもだけで
なく、初心者向けの手話教室など、初めて聴覚障害者に接する
一般の方にもお薦めの一冊です。
・Ａ５判 20 頁 定価 200 円＋税

☞

（2016 年冬号）

年間購読料 3,900 円
（本体 3,448 円＋税 送料込）

・Ａ５判 96 頁
定価 ９００円＋税

新 たっちゃんと学ぼう！

内容豊かな特集と
楽しいグラビアページで
ろう者の生き生きした
表情を伝えます。

視るを考える＞

宮下奈都さん
＜特報＞手話言語法制定推進事業
ベルギー調査＜１＞
本体価格 714 円＋税
税込 770 円

わたしたちの手話

学習辞典Ⅰ・Ⅱ

大ベストセラー『わたしたちの手話 学習辞典』第１巻と
第２巻！全国手話検定試験や手話通訳者全国統一試験の学
習にも最適の一冊です。
・第 1 巻…Ａ5 判 646 ページ 定価 2,600 円＋税
・第 2 巻…Ａ5 判 612 ページ 定価 2,600 円＋税

（一財）全日本ろうあ連盟出版・事業委員会（2017 年２月 23 日作成）

連盟出版物のセールスポイント
●わたしたちの手話

新しい手話 2017

社会・自然・生活の場面で広く使われている用語のほか、
「日本国憲法」に関連する
単語など 161 語を掲載しています。ろう者や、手話初心者から手話通訳者まで、必読
の一冊。
さらに、本書に掲載している新しい手話の手話動画が、スマートフォンなどで見ら
れるようになりました。新しい手話の表現が、とてもわかりやすくなりましたので、
ぜひ、お試しください！手話で楽しいコミュニケーションの輪を広げていきましょ
う！
・Ａ5 判 96 頁
定価 900 円＋税
税込 972 円

●よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？
〜『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える〜
聴覚障害者にとっての「差別」とは何なのか？一般の聞こえる人たちが想像する
「差別」と、私たち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
依然としてあります。
「聴覚障害者の差別事例と合理的配慮事例アンケート」から、
代表的なケースを抽出し、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法を踏まえ、解
説を行っています。
・Ａ5 判 176 頁
定価 800 円＋税
税込 864 円
地域の手話奉仕員講座または手話通訳者養成講座のカリキュラムの一コマに、
「障害者差別解消法と聴覚障害者への合理的配慮」の講義を入れる、レポートのテーマの一つに
取り上げる、副教材としてご活用する等、工夫してみましょう。

●新

たっちゃんと学ぼう！

2005 年の発行以来、耳の聞こえない人たちのことや手話に関する理解を周知してきた、『たっち
ゃんと学ぼう』
。
この度『新 たっちゃんと学ぼう！』として装いも新たに発行しました。
『新 たっちゃんと学ぼう！』は、聞こえないことや手話について理解して
もらうことを目的に、小学校４年生のたっちゃんの疑問に答えるかたちで、わ
かりやすく解説したものです。
基本情報はそのままに、聴導犬や聞こえない人との話しかたなど新しい情報
や手話単語もより多く載せましたので、子どもだけでなく、初心者向けの手話
教室など、初めて聴覚障害者に接する一般の方にもお薦めの一冊です。
・Ａ５判 20 頁
定価 200 円＋税
税込 216 円

●道
季刊みみにおよそ 10 年間にわたって掲載してまいりました連載「道～ろうあ運動
を支えて～」を１冊の本にまとめ、発行しました。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。
その人生は、戦後の日本のろう者の貴重な記録であり、多くの悩みや苦しみを乗り越
えて来た方々の姿は、障害の有無を越えて多くの人に勇気と希望を与えます。また、
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。
・Ｂ５判

180 ページ

定価

1,500 円＋税

税込

1,620 円

●『手話でＧｏ！ピンバッジ』
「手話でコミュニケーションできる社会へ」と、手話や聴覚障害者に対する理解を広めることを目
的とし、そのために「手話言語法」が必要であることをアピールするためのピンバッジです。
2017 年２月 13 日現在、全国 73 の県市町村で手話言語条例が制定されています。
手話言語法制定、地域の手話言語条例制定に向けて、行政・議会関係者の方々への
働きかけと同時に、『手話でＧＯ！』ピンバッジも一緒にお勧めし、手話言語法・条
例等に関する理解を広げていきましょう！
・サイズ：22ｍｍ×22ｍｍ（ＰＰ袋入り）
定価：500円（税込）

●わたしたちの手話

学習辞典Ⅰ・Ⅱ

大ベストセラー『わたしたちの手話 学習辞典』第１巻と第２巻！全
国手話検定試験や手話通訳者全国統一試験の学習にも最適の一冊です。
・第 1 巻…Ａ5 判 646 ページ
定価 2,600 円＋税
税込 2,808 円
・第 2 巻…Ａ5 判 612 ページ
定価 2,600 円＋税
税込 2,808 円

●日本聴力障害新聞
他の新聞や雑誌に載っていないろう者・手話の情報が満載しています。
手話を学ぶ方、ろう者とのコミュニケーションに必携！の新聞です。
タブロイド判 １２頁（１・１２面カラー）
年間購読料 3,900 円（本体 3,448 円＋税 送料込）

季刊 MIMI
154 号（2016 年冬号）
特集
重複の仲間たちの暮らしと仕事
1990 年代、ろう重複障害者施設の建設運動が広がり、全国にろう重複の専門性を持
つ入所施設が少しずつ増えて行きました。それから２０年─。障害者施策の大きな
転換を経て、現在、ろう重複障害者の社会資源はどういった状況にあるのでしょう
か。重複の仲間たちの暮らしと仕事の現状をご紹介します。
＜カラーグラビア＞
・全日本ろうあ連盟機関紙学校 2016
・映画「段また段を成して」～全日本ろうあ連盟創立 70 周年記念映画～
＜聴くを考える 視るを考える＞ 宮下奈都さん
＜特報＞手話言語法制定推進事業 ベルギー調査＜１＞
本体価格

714 円＋税

税込 770 円

