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【連絡先】 

Email: class＠npojass.org（受講生用） 

Email: office＠npojass.org（一般的なお問い合わせ） 

Email: tokyo-project＠npojass.org（東京都助成事業） 

T/F: 03-3264-8977 

ご意見やクレームは・・・ 

Email: ikenbako＠npojass.org 

 

２０１８年４月１日作成 
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―――  初  め  に  ――― 

 

  手話が世界共通で、手話なら一つ覚えてしまえば世界中のろう者と意志の疎通ができると思って

いる人が多いようです。しかし、日本と他の国の言語が違うように、世界の国々にはその国のそれ

ぞれの言語があります。同じ英語圏でも、イギリスやオーストラリア、ニュージーランドの手話は

アメリカの手話とは全く違います。現在のそれぞれの国で使用されている言語には、その地域の歴

史が関係しているように、各国の手話も同様にそれぞれに歴史と深くかかわっているからです。 

 

○ 言語としてのＡＳＬ 

  ＡＳＬとは、アメリカ手話（American Sign Language）の略称です。アメリカの言語学の研究

で、ＡＳＬはひとつの言語であり、英語とは異なる独自の文法体系をもち、英語に相当する複雑性

と表現性があることが明らかにされています。聴覚に基づく音声言語である英語と最も顕著に異な

るのは、ＡＳＬはあくまでも視覚を通して理解し、理解される言葉であり、ＡＳＬ文法を構成して

いるのは、手の形および手の動き、目、口、鼻などの動きで表現する顔の表情です。ですから、外

国語の学習と同じ方法でＡＳＬを学習することが望ましいです。 

  当然のことながら、ＡＳＬでも具体的な意味内容や、抽象概念を伝えることができます。哲学、

文学や政治などにとどまらず、スポーツ、娯楽や税金まで話題にすることができます。また、ＡＳ

Ｌで詩を朗読することもでき、ユーモアも皮肉も表せます。音声言語と同様、流行の変遷、技術の

革新など社会文化の変化に応じて、新しい手話が絶えず誕生します。 

 

○ ＡＳＬの歴史 

  ＡＳＬは、もともとアメリカのろう教育が開始される１８１７年以前に、当時アメリカに住んで

いたろう者が使っていたという史実があります。アメリカのろう教育の起源がフランスに求められ

るという歴史的必然で、ＡＳＬの語源のほとんどがフランス手話となっています。今のような形に

なったのは、教育方法として手話（ＡＳＬ）に基づいたろう教育の普及で標準化されたためです。

時代が下るにつれて、優れた手話環境であった全寮制ろう学校がろう者文化を形成していくように

なりました。 

  しかし１８８０年代にろう教育において手話を使用することが禁じられ、ＡＳＬが教室内に見ら

れなくなりました。それでも、ろう者社会で密かに使われ続けました。今日では、昔のように手話

はろう者である障害を表すから恥であると考える人が少なくなったばかりか、むしろＡＳＬはアメ

リカのろう者にとって自然な言語であるという認識が普通になっています。アメリカとその隣国カ

ナダにおけるＡＳＬ人口は、およそ５０万人といわれています。 

 

○ ＡＳＬ学習を始められる皆様へ 

  ＡＳＬを学習するということは、ひとつの言語を学習することであり、その学

習過程でアメリカのろう者文化を理解するとともに、同じ人間としての営みに生

じる喜怒哀楽があることを感じ取れることと思います。ひょっとしたら、アメリ

カと日本における文化の違いによるショックをも経験するかもしれません。 

  当協会からのアドバイスが皆様の今後のＡＳＬ学習の道を照らす一筋の光明になり、皆さまの学

習の励み、発展になりましたら幸いです。 
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―――  ＡＳＬを上達させるには  ――― 

 

１． ＡＳＬ学習中、日本語や英語などの音声や日本手話（ＪＳＬ）を使わないようにしましょ

う。相手が手話を使っている間に、頭の中で翻訳しないでください。手話の繰り返しや会話の

内容によってＡＳＬを学習するので、手の形や動きが覚えられなくても心配しないでください。 

 

２． 分からない時は積極的に講師に質問しましょう。 

 

３． 講師とクラス全体、講師と一人の受講生、また受講生同士で交す会話練習に常に注目して

ください。 

 

４． 視線は相手の手の動きにではなく、いつも相手の表情に注ぐようにしてください。会話中

は視線を相手からはずしてはいけません。 

 

５． 会話中、「なるほど」「へぇっ」とか「ほんとう？」などうなずいてみせたり相づちを打っ

たりして、相手の話に積極的に興味を持っていることを示しましょう。皆様が反応をしなけれ

ば、講師はそこで話を止めてしまいます。これは講師／受講生の関係のみならず、文化とも言

えるものなのです。手話の会話において聞き手は大きな役割を持っています。 

 

６． できるだけ、答えたり意見を言ったりして、自分の思うこと（賛成、反対の意思表示）を

相手に伝えるようにしましょう。学習の復習になるように積極的に会話を進めてください。ど

の言語の学習プロセスにも間違いや失敗がつきもので、それを繰り返しながら学習することは

当たり前のことですから、間違いや失敗を恐れないでください。 

 

７． 理解できなかった手話のことは心配しなくてもいいのです。会話の要点を把握するように

努めてください。会話の中によく出てくる同じ手話の意味がどうしてもわからない時は、講師

に質問してください。隣の人に手話に相当する日本語や英語の意味を尋ねないでください。理

解力の向上を目指した会話の練習ができなくなります。 

 

８． 休み時間や授業の始まる前など、学習時間以外にもＡＳＬでの会話に努め、必ずＡＳＬを

使うように心がけましょう。 

 

９． 学習クラス全体がＡＳＬを学習するひとつのグループとして進められているので、なるべ

く出席してください。特に授業がスタートする頃が大切です。 

  

・声をださない（ろう文化を尊重する） 

・日本の手話を使わない 

・隣の人に聞かない（講師に聞く） 

 

 
心構え 
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テキスト Signing Naturally Units1-6（Dawn Sign Press 社）より引用（xiv） 

Things to Remember as You Learn ASL ＡＳＬを学ぶとき覚えておくべきこと 

 

Why no English? （なぜ英語をつかわないの？） 

初めて手話を学ぶ際、手話単語に英単語が付かないことをいぶかしく思う方がいるようです。言語

を学ぶときの言語干渉（linguistic interference）と言われるもので、ある言語の構造や意味、

語彙を知っていることが、別の言語を学習しようとするときに妨げになるものです。 

つまり手話単語を英単語に当てはめようとすることがそれです。 

クラスでは、英語はクラスの外に置いておきましょう。このテキストやＤＶＤでは意図的にそのよ

うに作られています。 

 

この本では、手話の基本的な意味を初めて学ぶ方向けに合わせてあります。手話の意味は一つだけ

ではなく、様々なニュアンスや意味があり、すべてをこの入門テキストに掲載することはできませ

ん。 

だからといって、一つの手話が英単語ひとつと一致すると決めつけないでください。 

 

言語干渉には、他に、手話をしているときに同時に音声を発することもあります。 

声を出して手話をすると、自分の第一言語が、学ぼうとしている言語の文法を、とって代えてしま

うということが起こります。また、言いたいことが、間違った手話に変わってしまうということも

よくあります。 

 

ＡＳＬも英語もどちらも自然言語で、あらゆる現象を表現できますが、それぞれは別の言語です。

ＡＳＬで考えるようにしてください。どの手話が適しているかＡＳＬで考えましょう。そうするこ

とで皆さんの言語学習は飛躍的に上達することでしょう。 

 

 

Please Don’t Speak in Class （クラスでは音声禁止） 

クラス中に、隣の人にちょっと囁くように話すことも、他の受講生には迷惑となります。手話を見

ているということは、ある人が手話をしているのを注目しているということです。そのときに音声

を発すると、自分の学習の邪魔をしているだけではなく、他の受講生の学習中にその注意をそらす

ことになります。 

音声ではなく、適切な視覚表現をするようにしてください。（Ｐ３３参照） 

 

Relax and Have Fun! （楽しんで！） 

クラスでは、もしかして「わからない」とか、不安に思うこともあるかも知れません。 

覚えておいてほしいのは、自分が手話をすることが、また、他の受講生の手話を理解することが、

手話の技術向上につながっていくということです。そして、皆さんのＡＳＬは、ますますスムーズ

に楽しくなっていくでしょう。 
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――  ２０１８年度ＡＳＬ講座について  ―― 

 

Ａ．目的 

１．ＡＳＬの表現を覚え、ＡＳＬを言語として使用している人々の生活や文化に触れること。 

２．ＡＳＬが音声言語（英語）とは異なる言語であることを理解すること。 

３．ＡＳＬの学習を通して、日本の文化、ろう者文化、手話に対する理解を深めること。 

４．ＡＳＬを通して、国際交流を経験し、世界に目をむける機会を得ること。 

以上の目的を持って講座を進めています。 

 

Ｂ．受講にあたって 

１．授業は週１回１００分間で、原則として６ヶ月１８回を１学期とします。 

土曜日午後の上級ＡＳＬクラスは２時間半のクラスで２クラスとカウントし、１０回／１学期

となります。年末年始、夏休み、祝祭日、当協会の行事や講師の都合などで、代講または休講

になることもあります。台風などの天災による休講で授業回数が規定回数に満たない場合があ

っても、補講は行いません。 

クラス日程や学習内容は配布資料をご覧ください。 

 

２．受講生の都合による欠席はやむを得ないですが、欠席した日の授業の学習を授業中に講師や他

の受講生に尋ねたりするなど、授業の進行の妨げにならないように心がけてください。 

 

３．１ヶ月以上の無断欠席や申し出があった場合でも２ヶ月以上の欠席については、授業に支障が

あるとの講師の判断で、補講やクラス変更などをお願いする場合があります。 

 

４. 本講座中、実物をみてイキイキとしたＡＳＬ表現を学ぶ、クラス生同士の交流を深めるなど

の目的で、教室外で課外クラスを行うことがあります。受講料以外に諸費用（交通費、入場料、

飲食料など）がかかった場合は、受講料に含まれておりませんので、各自でご負担をお願いい

たします。課外クラス中のケガなどは協会の保険でカバーできないため、各自のご負担となり

ます。あらかじめご了承ください。 

 

Ｃ．各クラス・レッスンご案内 

レッスンは、初めはゆっくり、レベルが上がるに連れ、進度が早くなります。 

 クラスは６ヶ月ごとに募集をします。同じ曜日でＡＳＬ１０１→１０２→１０３→１０４と上が

ります。レベルにふさわしいＡＳＬを身に付けていただくことが目的です。 

 

Ｄ．テキストについて 

クラスで使うテキストは、ワークブック形式になっています。授業で講師とコミュニケーション

しながらＡＳＬを学ぶことを目的としており、そのうえで、自宅などで自己学習や復習ができるよ

うに構成されています。 

 週１回のクラス時間ではなかなか身に付けることができません。ご自宅でもＤＶＤを見て予習復

習をしてください。 
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Ｅ．受講料 

１．受講にあたっての入会金は不要です。 

２．各クラスの受講料は次の通りです。   

クラス名 ６ヶ月 

ＡＳＬ１０１～１０３ ３７，０００円（１，０００円割引） 

ＡＳＬ１０４、上級ＡＳＬ ３９，０００円（１，０００円割引） 

上記以外のクラス お問い合わせください。 

・当協会会員（正会員、一般会員）はＡＳＬ１０２以上のクラスに単発参加できる特典があり

ます。詳細は事務所までお問い合わせください。 

３．受講料は受講開始前に前納をお願いします。 

４．受講料以外の教材（テキストなど）の購入希望者は別途納入してください。 

５．開講後、受講辞退される場合は、所定の手続きに沿って計算させていただきます。事務所へ 

ご連絡ください。 

 

Ｆ．修了試験について 

・学期末（クラス最終日）には修了試験を行い、講師からの簡単な評価があります。 

・最終日／修了試験を欠席された場合は、６ヶ月間の受講態度、理解度などで評価させていただき

ます。別の日程への振り替えは、原則、行っていません。 

 

Ｇ．個人レッスン/グループレッスン 

受講される方の希望やレベルに合わせて個別レッスンを行います。お気軽に事務所までご相談く

ださい。 

短期間に集中して勉強したい方、留学を控えている方、特に自分の表現や読み取りの弱い部分を

集中して学習したい方、クラスに通っているが遅れを感じている方などにお勧めしています。 

レッスン 料 金（税別） 

個人レッスン（Private Lesson） 

１名 
６，０００円/９０分 

グループレッスン 

（Group Lesson） 

２名 ３，０００円/９０分（一人当たり） 

３名から４名 ２，５００円/９０分（一人当たり） 

料金設定は、レッスン内容により変動があります。 

 

Ｈ．講師とのよい関係作り 

・講師と受講生の関係にあることを自覚しましょう。 

・講師は受講生の皆さんが公平に学べるように配慮しています。 

・クラス（授業）中は一人だけでなくみんなが一緒に楽しく学べるよう、講師の進行にご協力をお

願いします。 

・クラス（授業）時間以外で、講師との交流などを希望される場合は、クラスの皆さん全員が納得

できるような企画にご配慮ください。 
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・クラス時間以外の企画で費用が発生するときは、事前に講師に確認をとってください。 

・事務所では、受講生の皆さんから講師への個人的な伝言をお受けすることはできません。ご了承

ください。 

 

Ｉ．東京都外国語手話普及促進事業について 

２０１４年度から、東京都外国語手話普及促進事業により、外国手話の技術習得に係る当協会講座

の受講料の一部（1/2）が助成されることになりました。 

申請は、①各学期修了前（事務所より提出〆切日を設定させていただきます） 

②東京都民、都在勤、都在学の方の証明確認（申請日の住所確認をさせていただきます） 

をお願いしています。 

事務所のほうで出席率や修了試験の結果を確認させていただきます。その後、東京都へ提出し、承

認がおりましたら、助成の可否について事務所よりご連絡いたします。 

＊助成額は、受講生一人につき年間５万円までとなりました。（平成２８年度より） 

 

 

 

詳細は、ＨＰがございますのでこちらをご覧ください。 

http://www.npojass.org/archives/11567 

この事業に関するお問い合わせは tokyo-project@npojass.org へお願いいたします。 

 

Ｊ．他講座の勧誘への対応について 

１．当協会とは別のアメリカ手話や国際手話講座や企画を、当協会の受講生を誘うことは 

営業妨害行為とみなします。 

 

２．発覚した際は、以降の受講を遠慮して頂きますので、ご承知おきください。 

 

Ｋ．受講料など記録袋 

受講料などの納付記録袋を作成しました。 

東京都外国語手話普及促進事業の助成が開始されたことを受

け、みなさんがより助成申請しやすくなるようにと、助成対

象の可・否欄を設けています。 

どの講座に参加したかな？ 受講料はいくらだった？この講座

は助成対象になるの？等、この袋があれば、一目瞭然！ 

学期末の助成金申請の際に、お役立てください。 

また、領収書代わりにもなります。ご希望の方にお作りします

のでお申し出ください。 

 

Ｌ．ＳＮＳの活用について 

当協会は事業の記録として写真や動画撮影を行わせていただきます。これらの写真や動画は、ＳＮ

Ｓ（ツイッター、フェイスブックなど）で事業の宣伝を行うことがあります。その際、クラスや企

春期講座の助成申請締め切りは８月末です（予定）。遅れないようにお申し込みをお願いい

たします。（詳細は掲示いたしますのでご覧ください） 
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画などに参加されたときの写真を掲載する場合がありますが、掲載の場合は、事前に確認をさせて

頂きますので、ご協力をお願いいたします。 

なお、掲載不可の場合はあらかじめお知らせくだされば助かります。よろしくお願い致します。 

 

Ｍ．受講生による動画や写真撮影 

事務所内での撮影は、事務所の許可を得てください。 

 

Ｎ．「受講生へ連絡ページ」について 

事務所からの連絡、ＡＳＬや講師に関する情報なども掲載しています。

http://www.npojass.org/archives/10324 
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 ★ ご参考 ★  

言語習得は、その国の文化や習慣、考えなども合わせて学習するととても効果的です。日本ＡＳＬ
協会では、講演会、ワークショップなど様々な事業を行っています。ぜひ積極的にご参加ください。 

１）書籍ご紹介（当協会にてご購入いただけます） 

「しっかり学べる 

アメリカ手話(ASL)」 

 

 

1,750 円（定価 1,944 円の１割引） 

 

 日本人向けに書かれたわかりやすいアメリカ

手話学習本です。 

 

 

 

福村出版／土谷 道子著 

＊土谷道子さんは当協会の２代目の会長でいらっし

ゃいます。 

 

２）ビデオライブラリー  

当事務所には、受講生の皆様のＡＳＬ学習にお役立て頂けるよう、視聴サービスを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他、 ＡＳＬ教材のＶＨＳやＤＶＤの視聴（リストがございます）もできます。 

 

（お願い） 

① パソコンのご利用は無料ですが、数が限られているため、事前予約をおねがいします。 

② パソコン動画やＤＶＤは、ＪＡＳＳ事務所内でご覧ください。外部持ち出し（貸出）は、行っ

ておりませんので、ご了承願います。 

当事務所には、受講生の皆様のＡＳＬ学習にお役立て頂けるよう、視聴サービスを行っています。 

①  クラスで使用している Signing Naturally Level1 と Level2 の Vocabulary、及び Key Phrases などを

撮影してまとめています。 

「先週休んじゃった・・・」 

「手話の表現がわからなくなった・・・」 そんな時、是非ご利用ください。 

②  指文字、月、州、国の手話、数字などクラスで学ぶ単語をまとめたもの 

指文字ドリルもあります。今後も追加予定です！ 

 

 

Country signs 国の手話 Manual Alphabet 指文字 Month Signs 月の手話 
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――  事務所、教室使用についてお願い  ―― 

 

１）事務所、教室内は禁煙です。 

 

２）トイレ 

・７階のフロアのトイレは男女共用です。トイレに入るドアに内鍵がありますので、必ず施錠し

てください。 

・ほかの階のトイレは使用しないでください。 

・１階のトイレの使用はＯＫです。 

 

 

トイレが１室しかありませんことから、ご不便をおかけいたします。 

飯田橋駅から来られる方は、ＪＡＳＳの近くのコンビニ（の入っているビル、東京区政会館）

には、少し大きい、きれいなトイレがあります。エドモントホテルの向かい側にあるファミ

リーマートにもきれいなトイレがあります。 

 

 

３）トイレの手前に給湯スペースがあります。 

 

４）ごみは各自お持ち帰りください。 

 

  

 

＜お願い＞ 
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――― 非常事態発生時の対応について  ――― 

 

当協会事務所が入っている飯田橋ばんらいビルは、ＡＬＳＯＫが２４時間体制で監視し、１階入

り口のセキュリティと各事務所が連動して作動しています。１階のビルに入る入口通路とエレベー

ターには監視カメラがついています。エレベーターは、１分以上停止するなど異常があれば、エレ

ベーター会社に連絡がいくシステムになっています。 

２階より上のエレベーター横に外階段があり、火災などで外階段の使用ができない時は、隣の７

０２号室に非常用はしごがあるなど、非常時の体制も整備されています。 

皆様も、非常時は慌てて行動せず、スタッフの指示及び誘導の下、落ち着いて対処するように心

がけましょう。 

 

１．火災発生時 

・ 非常ベルが鳴った時 

 ⇒ 他の人に知らせましょう。（逃げる、助けてもらうなど） 

 ⇒ 防火管理責任者が対応します。（当ビルの８階、武揚実業株式会社です） 

 ⇒ 消防署が火元を調べます。指示に従って行動しましょう。 

・ 消火器はエレベーター横にあります。使用方法は室内に掲示してありますので、 

ご参考ください。個人で対応される場合は、十分に気を付けてください。 

・ 避難する時は、エレベーターを使用しないでください。外階段はエレベーター横にあります。 

・ 階段の扉は防火扉です。下の階が燃えていても、閉めていれば火炎の侵入を防げます。 

・ 当協会事務所にはガスがなく、電気系統以外火の元になりえるものはありません。 

 

２．地震発生時 

● 地震が起こったら 

・ 慌てない。 

● 身の安全を確保 

・ 机や椅子の下などにもぐり、かばんなどで頭を守りましょう。 

・ 窓に近いところに座っている人は、中央に寄りましょう。（窓ガラスが割れる危険があります） 

● 地震がおさまったら 

・ 避難経路を確保してください（ドアを開ける）。 

・ 身に危険がなければそのまま室内で待機してください。むやみに外に出ると落下物やガラスの

破片などで逆に危険です。（参照：巻末の避難場所） 

・ 扉が開かず、閉じ込められた場合も救助を待ってください。 

・ 避難する時は、誘導灯やスタッフの指示に従い、秩序正しく行動しましょう。 

・ 軽微な地震でクラス続行の場合でも、帰宅を望む方はスタッフに知らせてください。 

 

３．けが人が出た時 

・ スタッフに知らせてください。１１９番で救急車を呼びます。 

・  受講生は帰宅します。 

・  避難するときはエレベーターを使わないでください。 
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４．台風襲来時 

● 休講は事務所から受講生へ連絡します。 

・ 事前に緊急連絡先を事務所へお知らせください。（連絡先を変更された場合も同様にお願いしま

す） 

・ クラス実施が難しいと判断した場合は、事前に休講の可能性を事務所から受講生に連絡します。 

対策１）夜８時の時点で翌日に接近・上陸すると予報が出ている場合（天気予報の的中確率は８０％

程度）→ 午後のクラスは休み、夜のクラスは当日に判断を持ち越します。 

対策２）台風が急速に近づき、東京２３区に警報が発令されたらその時点でクラスは休みにし、受

講生は帰宅します。 

※ 状況により柔軟に対応していきますので、上記の限りではありません。 

 

５．防災用品 

協会事務所には、非常時に備え、食糧、水、懐中電灯、ろうそくなどの防災用品をクラススペース

に常備してあります。ご確認ください。 

 

６．補講について 

１）地震発生や警報発令などで休講となった時は、翌週の同じ曜日、同じ時間に補講を行うことを

基本とします。 

２）ただし、クラス開始後３０分を超えてクラス終了が決まった時は、休講とはみなさず、補講は

行いません。 

３）なお、政府が激甚災害に指定するような大規模な災害があった時の補講はなしとします。 

 

 参 考  避難場所（千代田区防災ホームページより） 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/index.html 

千代田区は、東京都の調査により、震災時に大規模な延焼火災の危険性が比較的少ないと認めら

れました。 それに伴い、区内全域を広域的な避難を要しない「地区内残留地区」と指定し、平成

１５年２月１０日をもって区内の全広域避難場所の指定を解除しました。  

 また、広域避難場所の指定が解除されたため、広域避難場所に避難するために集まる一時集合場

所についても、すべて指定を解除しました。  

区民、在勤者の皆さまは、地震発生の際、すぐに避難を開始するのではなく、自宅や、ビル等に

留まり、被災状況を把握してください。  

千代田区災害対応マニュアルがありまず。ご一読ください。 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/kitaku/documents/saigaitaio270401.pdf 
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特定非営利活動法人日本ＡＳＬ協会について 

 

日本ＡＳＬ(アメリカ手話)協会は、米国留学経験のあるろう者と聴者たちが集い、１９８８年に

設立、関東を中心にＡＳＬの普及活動を行っております。 

お陰様で２００２月４月に特定非営利活動法人格を取得し、２０１８年５月には協会発足３０年

を迎えます。 

ＡＳＬに興味を持ち、学習したいという方に学習の機会を設け、アメリカのろう者の文化、歴史、

社会的背景などを知る企画を実施しています。更には一般の方にも手話という言語を認識し、聴覚

障害者の言語と文化理解ができるよう幅広い活動を続け、また、海外交流の促進に役立つよう、日々

努力しております。 

２００４年度から新事業として、海外の高等教育機関などで学びたい聴覚障害者の奨学金助成制

度として、日本財団聴覚障害者海外奨学金事業を開始しております。 

 

名称 (日本語) ：特定非営利活動法人 日本ＡＳＬ協会 

   (英語) ：NPO Japanese ASL Signers Society 

 = NPO JASS（エヌピーオー ジャス） 

E-mail ：office＠npojass.org  

ウエブサイト ：http://www.npojass.org 

Facebook ：http://www.facebook.com/npojass 

ツイッター ：＠npojass 

理 事 /会 長 ：大杉 豊 

理事/副会長 ：秋山 奈巳 

 ：太田 琢磨  

理   事 ：児島 留美子 

（50音順） ：武田 太一 

理事/事務局長 ：高草 久美子（事務全般） 

監   事 ：田閂 浩  （会計監査他定款の通り） 

事 務 職 員  ：根本 和江 （総務、会計、日本財団助成事業事務） 

 ：永井 弓子 （東京都助成事業事務） 

２０１８年４月１日現在 
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日本ＡＳＬ協会(ＪＡＳＳ) 会員募集中！ (2018 年 4 月～2019 年 3 月） 

皆様のご支援がＪＡＳＳの活動を支えています。 

 

< 主な事業内容 > 

○ アメリカ手話（ＡＳＬ）常設講座 
○ 講演会、ワークショップ、アメリカツアーなど

の企画 
○ 国際手話講座（随時） 
○ ＡＳＬ講師、ＡＳＬ/ＪＳＬ/日本語音声/英語音    

声通訳などの派遣  
○ アメリカ留学相談 

○ 日本財団聴覚障害者海外奨学金事業  
○ 会報の発行（年６回/右写真） など 

 

<  会員について  > 

○ 特  典 
・ 会報の無料購読 

・ 講演会などのイベントへの会員料金での 

参加  

 

○ 種  類 
正 会 員 この法人の活動の目的と事業内容をよく理解し、積極的に賛同し、支援する

個人。総会において議決権を持つ（ＮＰＯ法上の社員となります）。 

一般会員 この法人の活動の目的と事業内容をよく理解し、積極的に賛同する個人。 

購読会員 この法人が発行する会報の購読を希望する個人。 

家族会員 正会員又は一般会員と同居または生計を一にする個人で、この法人の活動目
的と事業内容をよく理解し、積極的に賛同する個人。 

名誉会員 過去または現在においてこの法人に積極的に支援してくださった方で協会
が定めた個人、団体。 

 

○ 会 費 ４月～翌年３月の１年間       
・正 会 員 年１０，０００円  

・一般会員 年 ５，０００円  

・購読会員 年 ３，０００円 

・家族会員 年 ２，５００円  

（正会員または一般会員１名ごとに加入可） 

 

○ 送 金 先 

郵便振替：００１１０－２－７５６７４２  日本ＡＳＬ協会 

 

＊末尾に入会申込書を添付しております。ご利用ください。 

 

 

  

 


