
令和４年度青森県手話奉仕員養成講座〈基礎編〉開催のご案内 

 この講座は、聴覚障害、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等についての知識と手話

で日常会話を行うのに必要な語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、聴覚障

害者の社会参加促進に役立てるため、厚生労働省の手話奉仕員養成講座カリキュラムに基づ

き開催いたします。 

 

◆日   程◆    

令和４年４月３０日（土） ～ 令和５年１月１４日（土）   

 

◆内   容◆ 

28講座（45時間）〔 講義５講座（５時間）・実技23講座（40時間）〕  

 

◆会   場◆    

青森県聴覚障害者情報センター 

 

◆受講対象者◆ 

  青森県内在住で、手話奉仕員養成講座〈入門編〉または〈入門課程〉を修了している方。 

 

◆申込み方法と締切り◆ 

●申込み：受講申込書にご記入のうえ、手話奉仕員養成講座〈入門編〉修了証の写しを

添え、お申込みください。 

     なお、講座開催の案内及び受講申込書郵送希望の方は、当センターへお問合

わせください。 

●締切日：令和４年４月３日（日）必着。受講の可否は別途お知らせいたします。  

 

◆定   員◆ 

 １２名（定員を超えた場合は、抽選となりますのでご了承ください） 

 

◆受 講 料◆ 

 無料（テキスト代３，３００円（税込）は、自己負担です） 

※テキストは（社福）全国手話研修センター（2019（平成31）年3月31日第4版発行） 

「手話奉仕員養成テキスト手話を学ぼう 手話で話そう」を使用します。 

 

◆修 了 証◆ 

  ２０講座以上の出席者に対し、修了証を交付します。 

 

◆問合わせ・申込み先◆ 

青森県聴覚障害者情報センター  

〒０３０－０９４４  青森市大字筒井字八ツ橋７６－９ 

ＴＥＬ ０１７（７２８）２９２０／ＦＡＸ ０１７（７２８）２９２１ 
 



日数 講座数 内　　　　　　　　　　　　容

13:30 ～13:45 開講式・オリエンテーション

1 13:50 ～15:35 第１９講座 話しあってみましょうⅠ　表情豊かに、具体的に①

2 2 5月14日 (土) 13:30 ～15:15 第２０講座 話しあってみましょうⅠ　表情豊かに、具体的に②

3 13:30 ～15:15 第２１講座 話しあってみましょうⅠ　表情豊かに、具体的に③

4 15:25 ～16:25 講　　　 義 障害者福祉の基礎①

4 5 6月4日 (土) 13:30 ～15:15 第２２講座 話しあってみましょうⅠ　まとめ

5 6 6月11日 (土) 13:30 ～15:15 第２３講座 話しあってみましょうⅡ　主語をわかりやすく①

7 13:30 ～15:15 第２４講座 話しあってみましょうⅡ　主語をわかりやすく②

8 15:25 ～16:25 講　　　 義 障害者福祉の基礎②

7 9 7月2日 (土) 13:30 ～15:15 第２５講座 話しあってみましょうⅡ　主語をわかりやすく③

8 10 7月9日 (土) 13:30 ～15:15 第２６講座 話しあってみましょうⅡ　主語をわかりやすく④

11 13:30 ～15:15 第２７講座 話しあってみましょうⅡ　まとめ

12 15:25 ～16:25 講　　　 義 聴覚障害者活動と聴覚障害者福祉制度①

10 13 7月30日 (土) 13:30 ～15:15 第２８講座 話しあってみましょうⅢ　空間をうまく使いましょう①

11 14 8月6日 (土) 13:30 ～15:15 第２９講座 話しあってみましょうⅢ　空間をうまく使いましょう②

15 13:30 ～15:15 第３０講座 話しあってみましょうⅢ　両手や指をうまく使いましょう①

16 15:25 ～16:25 講　　　 義 聴覚障害者活動と聴覚障害者福祉制度②

13 17 9月3日 (土) 13:30 ～15:15 第３１講座 話しあってみましょうⅢ　両手や指をうまく使いましょう②

14 18 9月17日 (土) 13:30 ～15:15 第３２講座 話しあってみましょうⅢ　繰り返しの表現

19 13:30 ～15:15 第３３講座 話しあってみましょうⅢ　意味に合った手話

20 15:25 ～16:25 講　　　 義 ボランティア活動

16 21 10月15日 (土) 13:30 ～15:15 第３４講座 話しあってみましょうⅢ　まとめ

17 22 10月29日 (土) 13:30 ～15:15 第３５講座 総合練習　基本文法のまとめ１

18 23 11月5日 (土) 13:30 ～15:15 第３６講座 総合練習　基本文法のまとめ２

19 24 11月12日 (土) 13:30 ～15:15 第３７講座 総合練習　ろう者の手話スピーチを見ましょう

20 25 11月26日 (土) 13:30 ～15:15 第３８講座 総合練習　みんなで話しあってみましょう

21 26 12月10日 (土) 13:30 ～15:15 第３９講座 総合練習　ろう者と話しあってみましょう

22 27 12月17日 (土) 13:30 ～15:15 第４０講座 総合練習　まとめ（A）

28 13:30 ～15:00 第４０講座 総合練習　まとめ（B）

15:10 ～15:20 閉講式・まとめ

〔実技２３講座（４０時間）、講義５講座（５時間)〕２８講座（４５時間）　

1 4月30日 (土)

(土)

23 1月14日 (土)

3 5月21日 (土)

6 6月18日 (土)

9 7月16日 (土)

12 8月20日 (土)

15 10月1日

令和４年度青森県手話奉仕員養成講座〈基礎編〉　

日　程　及　び　内　容 

月 日 時間



青森県聴覚障害者情報センター行  　ＦＡＸ　017－728-2921

フリガナ 年　　齢

氏　　名

歳

　〒

ＴＥＬ 　    （　　　　)　 　　    －　　　　　　　　　　

ＦＡＸ 　    （　　　　）　   　　－　　　　　　　　　　

E-mail

職　　業

テキスト注文

青森県聴覚障害者情報センター記入欄

備　　考 受 　付 　日

令和４年度青森県手話奉仕員養成講座〈基礎編〉

受　講　申　込　書

受付番号

 （例：青森県手話奉仕員養成講座入門編　→　令和３年度修了）

受講が決定したら、

手話奉仕員テキスト「手話を学ぼう　手話で話そう」＜￥3,300（税込）＞を

　（　　　　）購入します。　　　（　　　　）購入しません。

住　　所

手話学習歴
※具体的に記入

して下さい

連　絡　先
（自宅）


