2019 年度東京都手話通訳者等養成講習会
受講生選考試験・一次試験全クラス共通筆記問題

１

次の文で正しいものには○、誤ったものには×をつけてください。

（1）

2018 年に、東京都の差別解消条例が施行された。国の差別解消法では、事業者（企業や
お店など）の合理的配慮が「義務」だが、東京都の差別解消条例では「努力義務」とされ
た。またペナルティ（罰則）がないなど、国よりも遅れた内容になっている。

（2）

総務省は、視聴覚に障害のある方に配慮されたテレビジョン放送を普及促進するべく取り
組んでいる。聴覚障害者向けには字幕放送と手話放送などがあり、それぞれテレビ番組の
音声などを文字や記号化して画面に表示したり、手話通訳を表示したりするサービス。手
話放送は一部のニュース番組や情報番組等で行われている。

（3）

2018 年に、聴覚障害者就労移行支援事業所、ＲＯＮＡスクールが開所した。障害者が一
般企業などに安心して就職できるよう色々と学び、企業実習を受けるなどして自分に合う
会社を見つけ、就職後も継続して働くための勉強ができる場。名称の由来は「RO」は「ろ
う」
、
「NA」は「難聴」の頭文字。18 歳から 65 歳までの聴覚障害者を対象と表している。

（4）

「手話言語の国際デー」記念イベントのパネリストとして、ジョン教授、鳥取県の石野富
志三郎知事、全日本ろうあ連盟の平井伸治理事長が登壇した。

（5）

先進国７カ国のうち、日本だけが公的な電話リレーサービスをおこなっているが、技術的
には他国も可能である。一般の音声電話と同コストで実施するためには、公的サービスと
して提供する必要がある。

２

次の文で（

）にあてはまる最も適切な語句を下のＡ～Ｔの中から選び、文を完成させ

てください。
（1）

全国の聴覚障害児者および重複・高齢聴覚障害者の福祉実践を持ち寄って、専門的に研究
する（ ① ）が 10 月 20 日と 21 日に東京学芸大学で開催された。主催は（

（2）

（

② ）
。

③ ）の下、強制的に不妊手術が行われた問題に対して、与党ワーキングチームと超

党派は議員連盟が今年の通常国会に提出する予定の法案では、前文にて真摯な反省と心か
らのお詫びを明記している。その一方で、被害者本人への個別通知をせず、（

④

）訴

訟への影響を避けるため、違憲性に触れない形にするとしています。
（3）

2018 年度は第 66 回全国ろうあ者大会が in（ ⑤
（

（4）

）で開催された。次は今年 6 月に

⑥ ）で開催される。

2018 年 5 月 11 日から 3 日間、
（ ⑦ ）で世界ろう連盟アジア地域事務局（WFDRSA）
（

⑧ ）通訳者研修会がアジアで初めて開催された。11 カ国から約 30 人のろう者と聞

こえる人が参加。日本からは川俣郁美さん（全日本ろうあ連盟）と長山綾さん（全国手話
通訳問題研究会）が代表参加した。
（5）

2018 年 11 月、明晴学園創立 10 周年記念のシンポジウム、千神祭、祝賀会が開かれ、
（

⑨ ）からは小中栄一副理事長が出席した。3 本の研究発表と、
（ ⑩ ）のこれから

をテーマにスウェーデン、アメリカ、フィリピンからのゲストによるシンポジウムが進め
られた。

３

A=東京

B=大阪

C=全日本ろうあ連盟

D=全国手話通訳問題研究会

E=国際手話

F=広島

G=旧優生保護法

H=アメリカ手話

I=ラスベガス

J=母体保護法

K=宮城

L=マカオ

M=国家賠償請求

N=第 30 回全国ろうあ高齢者大会 in かごしま

O=鹿児島県聴覚障害者協会

P=第 22 回全国聴覚言語障害者福祉研究交流集会

Q=母国語教育

R=東京聴覚障害者福祉所業協会

S=損害賠償請求

T=バイリンガルろう教育

次の事柄にかかわる語句を下の A～E の中から選びその記号を記入してください。

（1）

全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段につい
ての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択
の機会の拡大が図られること。

（2）

都道府県が実施するものと、市町村が実施するものがある。都道府県が実施するものとし
ては「専門性の高い支援」
「広域的な支援」
「人材育成」などがある。市町村は①理解促進
研修・啓発、②自発的活動支援、③相談支援、④成年後見制度利用支援、法人後見支援、
⑤意思疎通支援、手話奉仕員養成研修、⑥日常生活用具給付等、⑦移動支援、⑧地域活動
支援センター、⑨日常生活又は社会生活支援、⑩障害程度区分認定、などがある。

（3）

（１）手話で会話ができる「手話奉仕員」と、手話通訳の技術と知識を習得し手話通訳活
動ができる「手話通訳者」とを明確に区分した。
（２） 奉仕員は 80、通訳者は 90 時間の
カリキュラムを作成。講師養成の事業等を設け、全国統一的な養成が図られる。（３）市
町村は原則、奉仕員の養成、都道府県は原則、手話通訳者を養成する（ただ市町村で困難
な場合は都道府県が行う）となり、役割分担を整理した。（４）登録試験を実施し、手話
通訳者の質の確保を図った。

（4）

障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基
本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障
される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な
事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定
めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有
無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会
の実現に資することを目的とする。

（5）

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること
を目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定めている。
A=手話通訳者養成事業

B=障害者差別解消法

C=障害者基本法

D=障害者権利条約

E=地域生活支援事業

2019 年度受講生選考試験

一次読み取り問題

共通問題

地域・指導は設問解答方式
特別クラスは全文書き取り（問 1 のみ）

読み取り 1 番

「四十肩」

今、私は 44 歳です。四十肩を経験しました。
とても痛かったのは 39 歳の時、早いでしょうか。あなたはいくつの時でしょうか。40・
41 歳？ 私は 39 歳の時。
朝起きると、突然痛みがありました。肩が痛い。どうしたんだろう。でも仕事がありま
す。肩が痛いくらいで休むのはおかしいので会社に向かう途中の電車の中で、はっきり
と分かったのはつり革につかまることもできない。揺れて危ないのでドアの近くの手す
りにつかまりたいと思い、人をかき分けてやっと手すりにつかまることができホットし
ました。
その時に分かったことがあります。高齢者の気持ちです。つり革ではなく厚かましく人
をかき分けて手すりにつかまる気持ち以前は、なんだ！と思っていましたが、今は分か
ります。つり革につかまることが痛くて出来ない。せめて手すりにつかまりたい気持ち。
人生の勉強になりました。

「設問」
１．四十肩になったのはいくつですか
２．どんな時に、突然痛みが起きましたか
３．電車の中で何ができませんでしたか
４．揺れて危なかったので、どうしましたか
５．四十肩になって何を学べましたか？
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一次読み取り問題

共通問題

地域・指導は設問解答方式

読み取り 2 番

「テレビで見た食べ物の話」

たまたまテレビでみた食べ物の話をしたいと思います。
太りやすいデザートは当然ケーキだとずっと思い込んでいました。
ところが一番はみたらし団子、2 番はモンブラン、3 番はショートケーキ、4 番はチー
ズケーキ、5 番はアイスクリーム、みたらし団子が太りやすいと初めて知りました。
おやつはいつもみたらし団子と言っている友人がいる。このことを教えてあげようかや
めようか。楽しみの一つのようなので言わずにおきます。
みたらし団子のお店の前を横目でみながら欲しいなあと思っていましたが太りやすい
ことが分かってから素通りするようにしています。私はあまり甘いものが好きではあり
ませんが、夏になると毎日アイスクリームを食べます。アイスクリームは 5 番だけど、
夏が来るのが怖いな~。

「設問」
１．太りやすいデザートは何だと思っていましたか
２．太りやすいデザート 1 番は何ですか
３．太りやすいデザート 4 番は何ですか
４．友人に教えてあげましたか
５．毎日アイスクリームを食べるのはいつですか
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二次聞き取り手話表現

「薄味、腹八分目に慣れる」

地域手話通訳者クラス

（1 分 28 秒）

味付けでからだにやさしいのは薄味です。濃い味付けのおかずは、単に塩分量が多くな
る以外にごはんやお酒が進みがちになり、高血圧や心臓病の原因にもなります。
塩・しょうゆ・みそなどの調味料をできるだけ抑えるのは健康面からのからだに優しい
食べ方です。
また、もう一口食べたいところで箸を置きましょう。ほんの一口でも、度重なると肥満
の原因になります。
仮に一口を 20kcal としてこれを毎日余分に食べ続けると、1 年で約 7200kcal のエネ
ルギーがオーバーとなります。これは脂肪 1kg に相当してしまいます。
薄味、腹八分目に慣れましょう。
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二次聞き取り手話表現

「水泳で得られる効果はどんなもの？」

手話通訳者特別クラス

（1 分 44 秒）

水泳は、日常生活であまり動かすことない筋肉を使うため、陸上とは違った運動効果が
期待できます。
ちょっと体型が気になって痩せたいけれど人前では運動したくない…というときは積
極的に水に入ってしまいましょう！水泳に躊躇している人でも、まずは水に入ってみる
だけ、歩くだけから始めてみましょう。水の特性を利用して陸上では難しかった動きが
できる嬉しさや、体が引き締まってくる実感があれば続けたくなるはずです。水泳は、
有酸素運動・筋力トレーニングどちらの要素も兼ね備えています。
水の特性を利用して筋力をつけることができ、動き続けることで脂肪燃焼も期待できる
ので、ダイエットにはとても有効な種目といえるでしょう。
浮力を利用し、陸上よりも体への負荷を少なく行うことができるため、過体重によるけ
がの心配も少なくなります。
継続すると、バランスよく全身の筋力を向上させることが期待できます。
また、筋肉量が増加することで、基礎代謝量が増加し、カロリー消費にもつながります。
試してみてはいかがでしょうか。
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二次面接問題

手話指導者クラス

試験官は受験者に対し、以下のテーマを手話で伝えます。
（1） 指導者クラスを受けようと思ったのは何故ですか？
（2） あなたが指導しているときに受講生が眠ってしまいました。さぁ、あなたはどう
しますか？
（3） 春になりました。そこで質問です。
「桜」にまつわる言葉のあなたなりの手話を表現してください。

