
明日 言う（話す、申します） 行く 一日
一番（先ず、先 一ヶ月 羨ましい うるさい
お母さん 起こる 教える 教わる
夫 お爺ちゃん お父さん お婆ちゃん
自然 自分 自己紹介 スムーズ
タイ（国） 試す 次（隣り） 妻
どこ 内緒（秘密） 何 無理矢理（圧迫する）
もう一度（もう一回、もう一つ） 私 私達 悪い

会う 諦める 遊ぶ（ゲーム、レクレーション） 一年間
一級 一緒（共に） お正月 解決（処理）
感が良い（ピンとくる） 簡単 きっかけ 協会
去年 癖 くだらない 繰り返す

クリスマス 群馬県 健聴者 喧嘩

個人 参加 素人 自己紹介

指示（監督） 修理 手話 手話通訳

小学校 時間が経つのが早い スキー 性格

大学 大根 ～だけ たまに（時々）
足りない（不足） 短気 地図（方向） 千葉県
中学校 注文（申し込み、申請） 付いて行けない 寺

ディズニーランド どちら 努力 内容

何時 何故（理由、訳、どうして） 似合う（～的） 似合わない

日曜日 入る（入学） 表現（表す） 恥ずかしい

ぼちぼち（少しづつ、ローン、クレジット） 名誉 目的

有名 優先 来年 両親

【逆引き手話単語】

　（指文字・空書読み取り練習）

　《利き手の指の形、手の形を基本にしています。》

★人差し指１本を伸ばして表す表現（片手）★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＶＤ　ＮＯ１

★人差し指１本を伸ばして表す表現（両手）★

1―1

２―１

２―２
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味 当てが外れる（意外、案外） 嘘 疑う（疑問、怪しい、不思議）
思う 考える 聞く（音） 頑固
白 補聴器 古い

あいさつ 足りない（不足） 聴覚障がい者 通じる
通じない 名古屋 何時 山形県（さくらんぼ）
洋食

「中指」 兄 弟 退屈
「薬指」 薬

姉 妹 意見 イメージ
インフルエンザ 海 女 結婚
しょっぱい 娘 約束（必ず）
秋田県 飽きる 穴子 案内（紹介、通訳）
いらっしゃいませ インド 応援（援助、助ける） 田舎
男（人） 我慢 五分五分（対等、互角） 試験（競う）
首相 助手 ダメ 登録
名前 慣れる 貧乏（少ない） フランス
ホームページ（国語、ポスター） 息子

明後日 イギリス（英語） 裏切り 大阪
沖縄 香り（におい、ガス、雰囲気、香港） 香川県 キレる
技術 検査（調べる、調布） 高校 午前
午後 酒 締め切り スケベ（エッチ）

ずるい タバコ トマト 富山県

妬み（やきもち、嫉妬） ホッとする 二日 間違える

見る 無視 盲者 横浜

らしい（ようだ、かも、かな） ラーメン

5―1

「小指」

「親指」

６―1

★人差し指１本を曲げて表す表現（片手）★

★人差し指１本を曲げて表す表現（両手）★

３―１

４―１

★人差し指以外１本で表す表現（片手・両手）★

★人差し指、中指２本を伸ばして表す表現（片手）★　　　　　　　　　　　　　　　ＤＶＤ　ＮＯ２
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井 医師 音楽(歌) 会社
介護 看護師 行事 コンビニ
こんにちは こんにちは 静岡県 準備
ソバ ゼロ（ない） 専門 食べる（食事）

溜める 床屋 寝たきり パソコン

ビール 広島県 病院 北海道

盲者 理解 旅行

８―１ 確認（調べる、調布） 松

椅子（座る、席、出席） エンジン オーストリア 驚く（びっくり）
診察する 診察を受ける 電車

浅草 いろいろ（など、いろんな、さまざま） 上 酒
下 上司 スイス 少ない（少し）
違う とても（すごく、大変、大） 紫

いつも（毎日、毎回） 形 京都府 しつこい（うんざり）
社会福祉法人 生活（暮す） 東京都 西
東 バス 報告（発表）

厚かましい いくら お菓子 金曜日
ケチ 神戸 声 米
探す（見学） 酒 自分自身 昭和

少し 税金 赤面 即

高い だます だまされる 見る

無料（無し） メール 物 安い

★人差し指、中指２本を伸ばして表す表現（両手）★

★人差し指、中指２本を曲げて表す表現（片手）★

７―１

★人差し指、親指２本を伸ばして表す表現（両手）★

★人差し指、親指２本を曲げて表す表現（片手、「め」の形も含む）★

★人差し指、中指２本を曲げて表す表現（両手）★

１０―１

１１―１

９―１

★人差し指、親指２本を伸ばして表す表現（片手）★

１２―１
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アルバイト 売る 営業（経営） 駅
お金持ち 買う 関係 関係ない

学生（生徒） 銀行 熊本県 恋

自分自身を見つめる タイトル（テーマ）

徳島県 奈良 普通（当たり前、一般、べき） パーティ

福岡県 不真面目 振り返る 真面目

難しい（無理、出来ない） 木曜日（木）

急ぐ（早く） 黄色（鶏） 嫌い 月曜日
ごめんなさい（すみません） 好き（欲しい、～したい、希望） 積極 大正

鳥取 なるほど 熱 パン

ひらめく（発見） プロ 朗らか（明るい） 無料

迷惑 もし 利口（賢い、頭が良い）

いきなり（突然） 同じ オリンピック 厳しい（肉）
国 地域 ツアー 日本
場合（～時、時代） 村八分（ハブになる、つまはじき） 勿体ない（損、無駄） 和食

鹿児島 参考 算数（数学、数字、ポイント） スパゲティ-
三重 三日

１週間 岐阜 行政 資格
システム 施設 ＪＲ スタッフ
ストレス 資料 先週 毎週
曜日 来週

★人差し指、中指、親指３本で表す表現（片手・両手）★　　　　　　　　　　　ＤＶＤ　　ＮＯ３

１６―１

★人差し指、親指２本で指の動きのある表現（片手）★

使う（使用する、利用する、買い物）１３―１

１４―１

１５―１

１７―１

★人差し指、親指２本を曲げて表す表現（両手「め」の形も含む）★

★人差し指、親指２本で指の動きのある表現（両手）★
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いくつ 違和感 おしゃれ 景色（眺め）
計算 断る 断られる 四国

邪魔（狭い） スムーズ ずるい 戦争

誰 何歳 何人 年配

必要（用事、要件） 必要ない（不要） 平気 法人

本当（事実、実際） 待つ 待ちぼうけ（待たされる） 四日

青 甘い（佐藤、砂糖） アメリカ ある（です、ます）
おいしい お茶の子さいさい 過去（先日、この前、以前） 火曜日
～から 空腹 血圧 位（頃）
黒 後輩（子供） 心地よい（気持ちが良い） これから（今後、今度、未来）
魚 佐賀県 仕方がない（やむおえない） 上達
水曜日 頼む（お願い） 頼まれる チェッ（舌打ち）
つまらない でも（けど、しかし、が） 当日（本番） どう
難聴者 苦手 妊娠 へ～（あっそう、なるほど）
反省 平気 （味）まずい 孫
見えない 皆 やっと 山

山口県 山梨県 夕方 夢（あこがれ）
ろう者 ろうあ者 若い わかる（知ってる）
和歌山県 わからない 私達 割り勘（忙しい）

愛（大切、重要） 青森県 愛知県 赤ちゃん
秋（涼しい） 浅い 雨 改める
ありがとう（感謝、～おかげ） 慌てる（いそぐ） 安心（落ち着く、重い） 家
池（「江」東区） 今（現在、今日、今回） 受付 浮気
一生懸命（集中） 茨城 嬉しい（楽しい） 影響を受ける

映画 愛媛県 遠慮 応援（援助、助ける）
遅れる（過ぎる、遅刻、残業） お世話（サービス） 家族 可愛い
学校（勉強） 神奈川県 草（林） 血圧

比べる（比較） グループ（クラス） 綺麗

★人差し指、中指、薬指、小指４本で表す表現（片手・両手）★

★指５本を伸ばした表現（片手）★

★指５本を伸ばした表現（両手）★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８―１

１９―１

20―1
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経験 県 曇り（あいまい） 暗い（夜）
ケーキ 講習会 今年 断る
断られる 埼玉 差別 式
死ぬ 島 島根県 しばらく（休憩）
写真 祝日 種類 手話
手話会話 事故 地震 上手（上手い）
冗談 スポーツ 説明（話す） 設立
全部（すべて） 組織 そのまま
だいたい（ほとんど） 地下鉄 疲れる 着く（止める、止まる）
丁寧 テレビ 透明 ドキドキ（緊張）
独身 流れ（経歴、履歴書） 並ぶ 新潟県
ネットワーク 根を上げる（お手上げ、参った） ノートパソコン ハイキング
はっきり 浜 流行り ばかり（あっと言うま）
林 美術 文化 下手
変 ベテラン 弁当 他（以外）
方法（～仕方） 本 負ける 街
祭り 満腹 店 宮崎

森 予定 役所 様子（状態）

イチゴ カレー（辛い、漢字） かっこいい 韓国
繰り返す 高知 困る 叱る
叱られる 邪魔（狭い） 新幹線 責任（担当、任務）
先輩 凄い そっくり
退屈 大丈夫（できる） どこ 博士

反省 ハンバーガー 不便（不幸、まずい） 平気
真似 リンゴ（渋い）

2１―１

★指５本を曲げた表現（片手）★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＶＤ　　ＮＯ４

20―３

20―２
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集まる 危ない（心配） 石 石川
忙しい 岩 岩手 お茶
汚い（ゴミ） 計算 悔しい（苦しい） 混んでいる
最高 最後（最低） 証明（免許） ショック

親友（仲良し） 自転車 成長 世界（地球、海外、外国、世田谷）
絶対（必ず） 連れて行く 弟子 友達
トラブル びっくり 必要（用事、要件） 必要ない

表情 祭り 迷う 痩せる
野菜 練習（トレーニング、訓練） わざわざ

油 覚える（記憶） 帰る 貸す
借りる ガソリン （電気）消える 興味（魅力、ひかれる）
口ごもる 寂しい 幸せ（幸い） 塩
質問（問い合わせ） 趣味 信号 信じる（信用）
素敵（素晴らしい、立派） 何歳 何人 話す
話される 福井県 福島県 バカ（アホ）

星 明治 珍しい レントゲン

新しい いつ いっぱい（たくさん） 岡山県
終わる がっかり 基本（根本） 銀座
故郷（故郷） コピー 情報 誕生日

コピー 沼 眠れない 眠る

花 福井県 福島県 ボケる（ボーっとする）
身に付く 山分け 笑う

朝 暑い（南、夏） 良い（良く、よろしく） 思いきる

風邪（咳） 充分（ぴったり、きっちり） 台湾（予算） 茶色（栗、チョコレート）
な～んだ 猫 寝坊 寝る

病気 へ～（あっっそう、なるほど） 認める 認めない

よろしくお願いします

★指５本の動きのある表現（片手）★

★指５本の動きのある表現（両手）★

22―１

23―１

24―1

25―1

★指５本を曲げた表現（両手）★

★手をグーで表す表現（片手）★
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新しい いつ 居る（住む） オートバイ
お疲れ様（ご苦労様、大変） おめでとう 面白い（マンガ） 活動（活発、運動）
決断 元気（頑張る、生） 効果 壊れる
サークル 残念 仕事（事業） 自転車

スポーツ 成功（成し遂げる） 相談（打ち合わせ） 卒業

都合（たまたま、偶然、運命） 作る 生ビール 兵庫県（相模原）

マナー マナー違反 間に合わない 磨く

身に付く 面接 レストラン

虐める 虐められる 色 恨み

選ぶ 延期（延長） お土産（プレゼント） 軽い（楽）
詳しい（細かい） 結果（ボーナス） 紅茶 コーヒー
司会 滋賀県 自慢 鈴
大学 短気 近い（短い） 中国（中華）

遠い 土曜日 特別（特に） 泣く（悲しい）

長崎県 長野県 （時間）伸びる 恥ずかしい（みっともない）

間違える

オーストラリア 企画 キス ごまかす

ごまかされる 期待

（相手が）意外な言動をした時 お茶 家族 社会

親戚（似ている、～みたい） 人生 定員 電話
得意 人々 ＦAX 歴史

28―1

29―1

26―1

27―1

★手をグーで表す表現（両手）★

★指２本～５本をつまんで表す表現（片手・両手）★

★指の形が「き」の表現（片手・両手）★

★指の形が「や」の表現（片手・両手）★
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あっそう（へ～、なるほど） 興味（魅力、魅かれる） 個人 自己紹介
赤面 つまらない 恥ずかしい 表情
負ける 間違える

油 岩手県 沖縄県 覚える（記憶）

鹿児島県 韓国 ガソリン 黒

困る 退屈 大学 ディズニーシー
ディズニーランド 寝坊 寝る ばか（アホ）

インド かっこいい 黄色（鶏） キレる

景色（眺め） 高校 神戸 午前

午後 ごめんなさい（すみません） こんにちは 邪魔（狭い）
正午（昼） 当日（本番） 丁寧 な～んだ
難聴者 病気 プロ 朗らか
ボケる（ボーっとする） 真似 迷惑 やっと
若い わざわざ 割り勘（忙しい、スケジュールいっぱい）？？？（どうして？、何で？）

朝 当てが外れる（案外、意外）
意見 イメージ 一生懸命（集中） 大阪
思う 考える 頑固 感が良い（ピンとくる）
困る 佐賀県 参考 しつこい（うんざり）
凄い 退屈 寝坊 博士
反省 夢 利口（賢い、頭が良い）

頭空っぽ（何も考えてない、頭真っ白、気にしない、楽天）

33―1

★おでこ周辺（片手・両手）★

★こめかみ周辺（片手・両手）★

30―1

31―1

32―1

（指文字・空書読み取り練習）

★頭周辺（片手・両手）★

★顔全体に対して表す表現（片手・両手）★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＶＤ　　ＮＯ５

【逆引き手話単語】
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うるさい 聞く（音） 聞えない 健聴者

情報 聴覚障がい者 電話 補聴器
ＦAX ろう者 ろうあ者

驚く（びっくり） ガラス 検査（調べる、調布） ごめんなさい（すみません）

探す（見学） 自分自身を見つめる 試す 泣く（悲しい）
寝る 眠れない ひらめく（発見） 振り返る
見る 見えない 無視 珍しい
盲者 洋食

（相手が）意外な言動をした時 イチゴ 田舎
香り（におい、雰囲気、ガス、香港） 香川県 ごまかす ごまかされる
嫉妬（やきもち、妬み） 充分（ぴったり、きっちり）
新幹線 素敵（立派、素晴らしい） スケベ（エッチ） 成功（成し遂げる）

タイ（国） 大正 台湾（予算） 天狗になる（自慢）

得意 難聴者 苦手 恥ずかしい（みっともない）

古い 平気 ホッとする まあまあ

間違え 良く（良い、よろしく） 悪い

赤 浅草 甘い（佐藤、砂糖） 案内（紹介、通訳）

味 インフルエンザ 歌（音楽） 海
羨ましい お菓子 風邪（咳） 辛い（カレー、漢字）
岐阜県 健聴者 米 酒
塩 しょっぱい スケベ（エッチ） 白
大根 タバコ 食べる（食事） 鳥取県

トマト 富山県 内緒（秘密） 日曜日
平気 報告（発表） 間違える 紫
無理矢理 餅 リンゴ（渋い） 和歌山県
笑う

★耳の周辺（片手・両手）★

★目周辺（片手・両手）★

★鼻周辺（片手・両手）★

34―1

35―1

自分自身（相手に言われた事に対して「あなただって！」と言う時

★口周辺（片手・両手）★

36―1

37―1
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石 疑う（不思議、疑問、怪しい、おかしい） 裏切り 英語（イギリス）

構わない（良い） 簡単 ケチ
幸い（幸せ、福） 実際（事実、本当）
だます だまされる 茶色（栗、チョコレート） 徳島県
なるほど 何歳（年齢） 年配

貧乏（少ない、足りない） 福井県 福島県 不便（不幸、まずい）
待つ 待ちぼうけ（待ち続ける） 明治 もう一度（もう一回、もう一つ）

青 青森 厚かましい 穴子

嘘 おいしい お母さん お爺ちゃん
お父さん お婆ちゃん 感激（感動） 質問（問い合わせ）
趣味 冗談 親戚 スムーズ
ずるい 大切 誰 慣れる
猫 （味）まずい 松 難しい（無理、できない）

もし 痩せる 横浜 両親

★あご周辺（片手・両手）★

★ほほ周辺（片手・両手）★

38―1

39―1
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暑い（夏、南） 嫌い 声 しまった
昭和 好き（欲しい、～したい、希望） 首相 喉がかわく

危ない（心配、不安） 行く 違和感 嬉しい（楽しい）

学生（生徒） がっかり 悔しい（苦しい） 恋
心地よい（気持ちが良い） 寂しい 仕方がない（しょうがない） 自分
ショック 人生 スポーツ 積極的
楽しみ 大丈夫（できる） チェッ（舌打ち） 中国（中華）

疲れる（弱い） ドキドキ（緊張） 必要（用事、要件） 必要ない

兵庫県（相模原） 服 不真面目 不満

真面目 理解 レントゲン わかる（知ってる）

私

飽きる おしゃれ 先（一番、先ず） 担当（責任、任せる）

祭り わからない

茨城県 居る（住む） （～と）兼ねる 血圧

さみしい 住所 上手（上手い） 積極的
注射 特に（特別） 流れ（履歴） 熱

医師 おしゃれ お疲れ様（ご苦労様、大変） 看護師

技術 癖 素人 性格
何時 病院 下手 ベテラン
磨く 身に付く 練習（トレーニング、訓練）

40―1

42―1

43―1

44―1

★腕周辺（片手・両手）★

★手首周辺（片手・両手）★

★胸周辺（片手・両手）★

41―1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【逆引き手話単語】　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＶＤ　　ＮＯ６

★肩周辺（片手・両手）★

（指文字・空書読み取り練習）

★首周辺（片手・両手）★
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愛（大切、重要） ありがとう（感謝、～おかげ） アルバイト 遅れる（過ぎる、遅刻、残業）
表 軽い（楽） 厳しい（肉） 外科（手術）
四国 例えば 初めて 方法（～仕方）
表面

慌てる（急ぐ） 安心（落ち着く、重い、おとなしい） 浮気 恨み
面白い（マンガ） 覚悟（思いきる） 空腹 熊本県
信じる（自信） 短気 妊娠 福岡県
迷う 満腹

生まれる 生れつき 故郷（実家） 誕生日

弟子（家来） 双子 息子 娘

46―1

47―1

45―1

★腹より下周辺（片手・両手）★

★利き手ではない方の手の甲側周辺（片手・両手）★

★腹周辺（片手・両手）★
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