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1 手話 マンガで読む手話通訳事例集
2 手話 時をつなぐ　ことばを紡ぐー頸肩腕障害と闘い続けた手話通訳者たちの想いー
3～17 手話 手話通訳レッスンＤＶＤ　初心者コース　①　冊子付　
18 手話 手話通訳なるほど大学ＤＶＤ
19 手話 からだをほぐしていきいき仕事（リラクゼーションＤＶＤ）
20～41 手話 手話通訳ビデオ演習シリーズ（冊子付）手話魅力あることば27～48（ＤＶＤ版）
42 手話 手話通訳ビデオ演習シリーズ（冊子付）手話魅力あることば49（ＤＶＤ版）
43 手話 視ることば　聴くことばＤＶＤ
44 手話 手話通訳者の健康を守るために　ＤＶＤ
45 手話 全国に衝撃をあたえた手話通訳者の頸肩腕障害ーテレビ報道のすべてを収録ー
46 手話 DVD「読み取ってみよう＆表現してみよう2021
47～51 手話 これで合格！全国手話検定試験（ＤＶＤ付）
52～56 手話 ①三訂　ＤＶＤで学ぶ手話の本（手話検定対応）（ＤＶＤ付）
57 聴覚障害一般 新訂版　聴覚・言語障害者とコミュニケーション
58 手話 新手話通訳がわかる本
59 手話 手話通訳なるほど大学
60～61 聴覚障害一般 淋しいのはアンタだけじゃない
62 手話 Ｎoricoda波欄万丈
63 手話 ゆびもじえほん
64 手話 手話でつながる　世界のあいさつ
65 手話 えほん障害者権利条約
66 手話 手話通訳者のメンタルヘルス
67 手話 ことばの天使
68～69 手話 日本の手話いろいろ
70 手話 手話通訳者の健康マニュアル
71～75 手話 手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材シリーズ
76～80 手話 読み取り学習用ビデオシリーズ①～⑤
81 手話 手話通訳士試験合格への道（手話通訳士協会）
82 手話 目で聴くテレビ　ももくり３年・・・！？（２枚セット）
83 手話 目で聴くテレビ　「村上センセーの歯のおはなし」
84 手話 目で聴くテレビ　「ぼうさいのこころえ」（２枚セット）
85～86 手話 手話通訳のあり方・働き方
87 手話 手話通訳の面白さ・難しさ
88～89 手話 小桜お通のだって通訳者だもん
90～９３ 手話 読み取りＤＶＤ　
94 手話 ゆびもじ練習　あいうえお
95～96 手話 わたしたちの手話　学習辞典Ⅰ
97 手話 ＤＶＤで楽しく学べるはじめて出会う手話（ＤＶＤ付）
98 手話 聴さんと学ぼう！
99 手話 おぼえようみんなの手話
100 手話 全国地名手話マップ
101 手話 使える！スポーツ手話ハンドブック
102 手話 子どものための手話辞典
103 手話 新たっちゃんと学ぼう　耳の聞こえない人たちのこと
104 手話 目でみることわざ（ＤＶＤ）
105 手話 手話で防災
106 手話 手話で必見！医療のすべて①＜外来編＞
107 手話 手話で必見！医療のすべて②＜人間ドック・健診編＞
108 手話 手話で必見！医療のすべて③＜特定健康診査・特定保健指導編＞
109 手話 別冊　手話でわかりやすい体と病気
110 手話 新・手話教室入門対応　実用手話単語集
111 手話 日本手話のしくみ　練習帳DVD付き
112 手話 レッツトライ国際手話
113 手話 レッツトライ国際手話　２
114 手話 はじめての手話会話　ユーキャンのイラスト＆DVD
115 手話 DVD付きゼロからわかる手話入門　 谷千春
116 手話 手話通訳者になろう
117 手話 聴さん今日も行く
118～124 聴覚障害一般 聲の形１～7
125 聴覚障害一般 ろう者のトリセツ、聴者のトリセツ
126 聴覚障害一般 わくわく納得手話トーク
127 手話 ろうと手話
128 人工内耳 人工内耳装用者の実態調査Ⅳと最新Ｑ＆Ａ
129 人工内耳 がんばれ！　いんぷらきっず
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130 人工内耳 がんばれ！　いんぷらきっず２
131 人工内耳 めざせ！　未来の星
132 人工内耳 おいで、音の世界へ
133 人工内耳 工夫展示室
134 人工内耳 ＡＣＩＴＡ（人工内耳友の会）創立30周年記念誌
135 聴覚障害一般 咲む　早瀬憲太郎
136 聴覚障害一般 音から隔てられて―難聴者の声 
137 聴覚障害一般 難聴者と中途失聴者の心理学　聞こえにくさをかかえて生きる
138 要約筆記 話しことばの要約
139～140 要約筆記 要約筆記ゼミナール
141 要約筆記 要約筆記問題研究第32号～コロナ時代の新たな支援とは
142 要約筆記 要約筆記問題研究第31号～平成の30 年間、聴覚障害者支援はどう進展したのか
143～153 要約筆記 要約筆記問題研究誌
154 要約筆記 第26回全国要約筆記指導者養成講座　講義録2008
155 要約筆記 最新版◆全国統一要約筆記者認定試験過去問題集
156 要約筆記 要約筆記者養成テキスト第２版
157 要約筆記 指導案集～厚労省カリキュラム準拠・要約筆記者養成テキスト第２版上下巻対応～
158 要約筆記 DVD 学び始めたあなたのためにⅠ 耳のしくみ
159 要約筆記 DVD 学び始めたあなたのためにⅡ　失語症
160 要約筆記 初めて使う IPtalk ‐１‐
161 要約筆記 要約筆記利用ハンドブック
162 聴覚障害一般 言語聴覚障害学概論第2版
163 聴覚障害一般 聴覚障害学第3版
164～165 聴覚障害一般 聴覚障害への理解を求めて
166 聴覚障害一般 「やさしい日本語」表現辞典
167 聴覚障害一般 翻訳のレッスン
168 手話 日本手話で学ぶ手話言語学の基礎
169 聴覚障害一般 よくわかる補聴器選び２０２２版
170 手話 あそんでおぼえる手話（５）手話ソング
171 手話 手話で歌うこどものうたベスト
172 聴覚障害一般 新・病院受診ガイドブック　改訂版
173 手話 ユーキャンのこれだけ実用手話辞典
174 手話 はじめての子ども手話　谷千春
175～１７７聴覚障害一般 わが指のオーケストラ１～３
178 手話 手話で育つ豊かな世界（市執務室から文庫に移管）
179 手話 全日本ろうあ連盟７０年史（1947-2016）（市執務室から文庫に移管）
180 手話 ろうあ者　手話　手話通訳
181 手話 やさしい手話
182 手話 手話をはじめる人のために
183 手話 手話基本単語辞典
184 手話 身ぶり手ぶりで楽楽コミュニケーション
185 手話 もう一つの手話
186 手話 みんなが手話で話した島
187 その他 聴覚障害者支援用具デモ機（振動式目覚まし）ぶるぶるクラッシュ
188 その他 聴覚障害者支援用具デモ機（フィラッスイセット）
189 手話 手話によるメッセージソングベスト２５　　（伊藤嘉子）
190 手話 こどもの手話ソング
191 手話 すばらしい人体　　(山本健人）
192 手話 ろう者の祈り　　（中島隆）
193 手話 慟哭は聴こえない　デフ　ヴォイス　（丸山正樹）
194 手話 龍の耳を君に（デフ　ヴォイス新章）　　（丸山正樹）
195 手話 デフ　ヴォイス　法廷の手話通訳士　（丸山正樹）
196 手話 わたしのいないテーブルで　（丸山正樹）
197 手話 チャーリーとフロッグ手話の待ちの図書館となぞのﾒｯｾｰｼﾞ（カレン・ケイン）
198 手話 知って話そうニュースの言葉　(キッズトリビア倶楽部）
199 手話 すぐ使える手話　（深海久美子）
200 手話 やさしい手話　（緒方英秋）
201 手話 手話教室（マンガでマスター）　（早瀬憲太郎）
202 手話 手話パーフェクト辞典（米内山明宏）
203 手話 はじめての日本むかしばなし（全6巻セット）
204 手話 反対ことばカード　くもん
205 手話 りんごかもしれない（ヨシタケシンスケ）
206 手話 ころべばいいのに（ヨシタケシンスケ）
207 手話 あんなにあんなに（ヨシタケシンスケ）
208 手話 みえるとかみえないとか（ヨシタケシンスケ）


