
言語学における手話
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

1 質的心理学研究    第15号(2016)
日本質的心理学会『質的心理学研
究』編集委員会　編集

日本質的
心理学会

2016 1405/1/15(中央)

2 インタラクションの境界と接続  サル・人・会話研究から 木村 大治　編 昭和堂 2010 3613/46(東部)

3 ろう文化 現代思想編集部　編 青土社 2000 36927/90(東部)

4 手話学講義  手話研究のための基礎知識 神田 和幸　著 福村出版 1994 3782/45

5 少数言語としての手話 斉藤 くるみ　著
東京大学
出版会

2007 37828/53(東部)

6 手話からみた言語の起源 高田 英一　著 文理閣 2013 37828/63(東部)

7 共生の言語学  持続可能な社会をめざして 村田 和代　編 ひつじ書房 2015 80103/36(中央)

8
手話・言語・コミュニケーション    No.1　特集　聴覚障害者
と言語

日本手話研究所　編 文理閣 2014 8019/6/1(中央)

9 日本手話で学ぶ手話言語学の基礎 松岡 和美　著
くろしお
出版

2015 8019/7(中央)

10
手話の言語的特性に関する研究  手話電子化辞書のアー
キテクチャ

神田 和幸　著 福村出版 2010 8019/17

11 アフリカのことばと社会  多言語状況を生きるということ 梶 茂樹　編著 三元社 2009 8024/1(中央)

12 シリーズ朝倉<言語の可能性>    2 中島 平三　監修 朝倉書店 2009 808/3/2(中央)

「障害者権利条約」と手話
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

13 憲法学のアポリア 青柳 幸一　著 尚学社 2014 32301/98(中央)

14 概説障害者権利条約 松井 亮輔　編
法律

文化社
2010 36927/197(中央)

15 障害者の権利条約と日本  概要と展望 長瀬 修　編 生活書院 2012
36927/235/12(東
部)

16 障害者権利条約
外務省総合外交政策局人権人道
課 編

外務省
国内広報室

2015 36927/254(中央)

手話で歌い踊る
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

17
かえうた&手遊び・手話SONG BOOK  いつでもすぐに楽し
める保育の歌ベスト29

頭金 多絵　編著 いかだ社 2008 37615/102(中央)

　「千葉県手話言語条例」制定一周年記念

千葉県立西部図書館展示　平成２９年６月１７日（土）～７月２１日(金)

手話言語を広める
手話は聴覚障害者にとっての言語です。
平成１８年、国連総会にて採択された「障害者の権利に関する条約」において言語として明確に位置づけられ
ました。
千葉県でも、手話によるコミュニケーションと情報提供を保証するため、平成２８年６月に「千葉県手話言語等の
普及の促進に関する条例」（千葉県手話言語条例）が制定されています。
千葉県手話言語条例の制定から１年を迎えたことを記念して、手話という言語の豊かな世界をご案内する本を
展示します。

中央：県立中央図書館（千葉市）所蔵
東部：県立東部図書館（旭市）所蔵
それ以外は西部図書館所蔵
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No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

18 西沢佑のやさしい手話ダンス 西沢 佑　著 大揚社 1992 3782/38

19 手話で歌おう 藤野信行 著,東樹美智子 イラスト 福村出版 1995 3782/48

20 手話で歌おう    Part 2 藤野 信行　著 福村出版 1996 3782/48/2

21 手話で歌おうヒットソング集 野沢 久美子　著
日本放送
出版協会

2001 37828/N98

22 しゅわしゅわ村のだじゃれ大会 くせ さなえ　作・絵 偕成社 2015 J378/ｸｻ(中央)

23 しゅわしゅわ村のどうぶつたち くせ さなえ　作・絵 偕成社 2013 J378/ｸｻ(中央)

24 しゅわしゅわ村のおいしいものなーに? くせ さなえ　作・絵 偕成社 2013 J378/ｸｻ(中央)

教育における手話
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

25 近代盲聾教育の成立と発展  古河太四郎の生涯から 岡本 稲丸　著
日本放送
出版協会

1997 2891/ﾌﾀ1

26 聴覚障害者福祉・教育と手話通訳 植村 英晴　著
中央法規

出版
2001 36927/36

27 手話・ことば・ろう教育 鳥越 隆士　著
全日本ろう
あ連盟日本
手話研究所

2001 3782/16(東部)

28
世界最初のろう学校創設者ド・レペ  手話による教育をめ
ざして

中野 善達　著 明石書店 2005 3782/21(中央)

29 聾教育問題史  歴史に学ぶ 上野 益雄　著
日本図書
センター

2001 3782/61

30 ろう教育と言語権  ろう児の人権救済申立の全容 小嶋 勇　監修 明石書店 2004 3782/65

31 聴覚障害教育の歴史と展望 ろう教育科学会　編 風間書房 2012 3782/69

32
親と教師のための聴覚障害児の学び  教育的ニーズと根
拠に基づく支援

マーク・マーシャック　著 田研出版 2014 3782/70

33
手話の社会学  教育現場への手話導入における当事者性
をめぐって

金澤 貴之　著 生活書院 2013 37828/11

34
バイリンガルでろう児は育つ  日本手話プラス書記日本語
で教育を!

佐々木 倫子　監修 生活書院 2008 37828/27(中央)

35 手話教育今こそ!  障害者権利条約から読み解く 高田 英一　著 星湖舎 2012 37828/33(中央)

36
手話・言語・コミュニケーション    No.3　特集　聴覚障害教
育の展望

日本手話研究所　編 文理閣 2016 8019/6/3(中央)

37 みんなが主人公の学校  学校はみんなでつくる場所 保井 隆之　著
大日本
図書

2009 J372/ﾔﾀ(中央)

手話をとりまく社会
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

38 リーディングス日本の社会福祉    7 岩田 正美　監修
日本図書
センター

2011 36902/55/7(中央)

39 支援のフィールドワーク  開発と福祉の現場から 小國 和子　編
世界

思想社
2011 36904/38(東部)

40 ろう文化の歴史と展望  ろうコミュニティの脱植民地化 パディ・ラッド　著 明石書店 2007 36927/105

41 アメリカのろう文化 シャーマン・ウィルコックス　編 明石書店 2001 36927/114(東部)

42
ろう者から見た「多文化共生」  もうひとつの言語的マイノリ
ティ

佐々木 倫子　編 ココ出版 2012 36927/219(中央)
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No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

43 「ろう文化」の内側から  アメリカろう者の社会史 キャロル・パッデン　著 明石書店 2009 36927/246(東部)

44
アメリカのろう者の歴史  写真でみる<ろうコミュニティ>の
200年

ダグラス・C.ベイントン　著 明石書店 2014 36927/248(中央)

45 コーダの世界  手話の文化と声の文化 澁谷 智子　著 医学書院 2009 36927/250(東部)

46
私のアメリカ手話留学  デフ社会の日本とアメリカの文化
比較

大森 節子　著
御茶の水

書房
1994 36927/O63(中央)

47
アフリカのろう者と手話の歴史  A・J・フォスターの「王国」
を訪ねて

亀井 伸孝　著 明石書店 2006 3782/22(東部)

48 善意の仮面  聴能主義とろう文化の闘い ハーラン・レイン　著 現代書館 2007 3782/23(東部)

49 手話の世界へ オリバー・サックス　著 晶文社 1996 3782/54

50 聾の経験  18世紀における手話の「発見」 ハーラン・レイン　編
東京電機

大学
出版局

2000 3782/60

51 もうひとつの手話  ろう者の豊かな世界 斉藤 道雄　著 晶文社 1999 37828/19(東部)

52 手話を生きる  少数言語が多数派日本語と出会うところで 斉藤 道雄　著
みすず
書房

2016 37828/35(中央)

53 ことば／権力／差別  言語権からみた情報弱者の解放 ましこ ひでのり　編著 三元社 2006 80103/21(東部)

54
言語と格差  差別・偏見と向き合う世界の言語的マイノリ
ティ

杉野 俊子　編著 明石書店 2015 80103/35(中央)

55
手話・言語・コミュニケーション    No.2　特集　手話:もうひと
つの言語

日本手話研究所　編 文理閣 2015 8019/6/2(中央)

56 Sign with Me  店内は手話が公用語 柳 匡裕　著
学研教育

出版
2012 916/ﾔﾏ1(中央)

手話をめぐるものがたり
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

57 手のことば  聾者の一家族の物語 ハナ・グリーン　著
みすず
書房

1997 9337/ｸﾊ2(東部)

58 手で笑おう  手話通訳士になりたい アン・マリー・リンストローム　著 汐文社 2012 J289/ﾘｱ(中央)

59 たつくんといっしょに
「はじめてであう手話」編集委員会
編

汐文社 1994 JE/ｺｼ(中央)

60 音のない川 サラ・バーテルス　作
ブックローン

出版
1994 JE/ﾋｷ(中央)

61 がんばれ!あかね
「はじめてであう手話」編集委員会
編

汐文社 1994 JE/ﾐｺ(中央)

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

62 おかあさんは手話通訳者 西川 式子　著 文理閣 1995 2891/ﾆﾉ1(中央)

63 聴覚障害者の心理臨床    2 村瀬 嘉代子　編著
日本

評論社
2008 3782/7/2(東部)

64 手話通訳の基礎  手話通訳士をめざして 神田和幸 編
第一法規

出版
1991 3782/39

65 手話通訳者のメンタルヘルス 重田 博正　著 文理閣 2009 37828/29(中央)

66 手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門 林 智樹　著
クリエイツ
かもがわ

2010 37828/30(中央)

67 手話通訳がわかる“本” 伊東 雋祐　監修
中央法規

出版
2001 37828/SH99

手話通訳者のしごと

3 / 4 ページ



No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

68
自分探しのアメリカ留学  Challenge!かおりの日米手話通
訳

亀和田 かおり　著 随想舎 1998 916/ｶｶ1(東部)

69 医療・福祉・教育のしごと PHP研究所　編
PHP

研究所
2011 J366/ｲﾘ(中央)

70 新13歳のハローワーク 村上 龍　著 幻冬舎 2010 J366/ﾑﾘ(中央)

71
福祉にかかわる仕事  マンガ  3　福祉用具開発者 ケアマ
ネジャー 手話通訳者

ほるぷ
出版

2008 J369/ﾌｸ/3(中央)

No. 書名 著者 出版者 出版年 請求記号

72 新しい手話  わたしたちの手話  1
全日本ろうあ連盟「手話研究委員
会」 編纂

全日本
ろうあ連盟

1992 3782/35/1

73 新しい手話  わたしたちの手話  2
全日本ろうあ連盟「手話研究委員
会」　編纂

全日本
ろうあ連盟

出版局
1992 3782/35/2

74 新しい手話  わたしたちの手話  3
全日本ろうあ連盟「日本手話確定
普及研究部」　編纂

全日本
ろうあ連盟

出版局
1997 3782/35/3

75 新しい手話  わたしたちの手話  4
全日本ろうあ連盟 日本手話研究所
「日本手話確定普及研究部」　編纂

全日本
ろうあ連盟

出版局
2001 3782/62/4

76 ベーシック・アメリカ手話 ベン・バーハン　著 径書房 1996 3782/57

77 手話・日本語大辞典 竹村 茂　著
広済堂
出版

1999 37828/3

78 使えるアメリカ手話  会話編 エドガー・D.ローレンス　著 リヨン社 2000 37828/5

79 国際手話のハンドブック 大杉 豊　編 三省堂 2002 37828/7

80
日本手話と日本語対応手話<手指日本語>  間にある「深
い谷」

木村 晴美　著 生活書院 2011 37828/9

81 わたしたちの手話学習辞典    1 大杉 豊　編集
全日本

ろうあ連盟
出版局

2010 37828/10

82 基礎から学ぶ手話学 神田 和幸　編著 福村出版 2009 37828/28(中央)

83 はじめての手話  初歩からやさしく学べる手話の本  木村 晴美　著 生活書院 2014 37828/34(中央)

84 ひと目でわかる実用手話辞典  掲載日本手話約3000語 手話技能検定協会　監修
新星

出版社
2002 37828/41(東部)

85 からだに関わる日本語とその手話表現    第1巻 脇中 起余子　著
北大路
書房

2008 37828/58/1(東部)

86 からだに関わる日本語とその手話表現    第2巻 脇中 起余子　著
北大路
書房

2008 37828/58/2(東部)

87 しっかり学べるアメリカ手話<ASL> 土谷 道子　著 福村出版 2009 37828/61(東部)

88 日本手話のしくみ  文法が基礎からわかる 岡 典栄　著
大修館
書店

2011 37828/62(東部)

89
日本の手話・形で覚える手話入門  あの手話の意味はな
んだろう?

竹村 茂　著
ジアース
教育新社

2015 37828/64(東部)

90 手話の世界を訪ねよう 亀井 伸孝　著 岩波書店 2009 J378/ｶﾉ(中央)

91 手話の絵事典  基本表現がよくわかる 全国手話研修センター　監修
PHP

研究所
2011 J378/ｼﾕ(中央)

92 やってみよう!はじめての手話    1 こどもくらぶ　編・著 岩崎書店 2001 J378/ﾔﾂ/1(中央)

手話を学ぶ

千葉県立西部図書館 
〒270-2252 松戸市千駄堀657-7      

☎ 047-385-4133 
http://www.library.pref.chiba.lg.jp 
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