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社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 

令和 3 年度 要約筆記者養成講座（パソコンコース）実施要項 
 
１ 内  容 

厚生労働省の要約筆記者養成カリキュラムに基づき、聴覚障害者への情報保障を担う、要約筆記者の養成
を行ないます。 
聴覚障害者のコミュニケーション手段として、要約筆記を行う際に必要な知識の習得及び技術の向上を目
指します。 

 
２  対  象   

・市内在住の方で要約筆記に興味のある方。 

・講座修了後、神奈川県要約筆記者認定試験（参照「12 神奈川県要約筆記者認定試験について」）を受

験し、合格後、市に登録し、要約筆記活動ができる方。なお、県の要約筆記者として活動もできます。 

・基本的なパソコン操作ができる方。 

・以下①～③の条件を満たすノートパソコンを持参できる方。 

①ウィルス対策ソフトがインストールされているもの。 

②有線 LAN に対応できること。（LAN ポートがない場合は、LAN アダプターが必要） 

③OS はWindows 8.1以上を搭載しているもの。（Windows10が望ましい。Macは不可） 

・タッチタイピング（キーボードを見ないで文字を入力すること）ができ、かつ 1 分間に日本語文章で 

70 文字以上の入力ができる方。 

 
3 講座修了の要件 

講座全体の出席日数のうち８割以上の出席が必要。 

 
4 定  員  15人  

 
5 会  場 

相模原市立障害者支援センター松が丘園 ３階研修室等（相模原市中央区松が丘 1-23-1） 
 
6 期  間   

令和 3年 10月 7 日(木)から令和 4年 6月 9 日（木）まで。 
全４３回 10:00～12:00 ＊うち 10回は 1日(午前・午後)の講座を予定しております。 
（午前の講座 10:00～12:00 午後の講座・共通の場合 13:00～15:00 専門の場合 13:30～15:30） 
＊日程等の詳細は別紙カリキュラムをご参照ください。 

 
７  受 講 料  無料 
 

８  申込方法 
別添の申込書を郵便、FAX、メールにて送ってください。 

＊消えるボールペンは使用しないで下さい。 

 

9 募集期間  令和 3 年 9 月 1 日（水）～ 9 月３0 日（木）  

 
10 養成講座受講の選考方法 

応募者多数の場合は、書類による選考を行います。合否の結果は、メールか電話でします。 
１０月４日（月）までに、連絡がなかった場合は下記にご連絡ください。 

 
11 申込み・問合せ先 

相模原市立障害者支援センター松が丘園（住所：〒252-0223 相模原市中央区松が丘１－２３－１） 
電話：０４２（７５８）２１２１ 

ホームページ：http://www.sagamihara-shafuku.or.jp/ 
          ＊応募関係書類は、ホームページからもダウンロードできます。 

 

http://www.sagamihara-shafuku.or.jp/


回数 月 日 7 教科名・内容 会      場

1 午前：開講式/聴覚障害の基礎知識（1） 松が丘園

2 午後：聴覚障害の基礎知識（2） 松が丘園

3 午前：日本語の基礎知識（１） 松が丘園

4 午後：日本語の基礎知識（2） 松が丘園

5 午前：要約筆記の基礎知識Ⅰ（１） 松が丘園

6 午後：要約筆記の基礎知識Ⅰ（２） 松が丘園

7 28 専門 要約筆記の実習（１）　基本的な表記 松が丘園

8 4 専門 要約筆記の実習（２）　基本的な表記 松が丘園

9 午前：要約筆記の実習（３）　基本的な表記 松が丘園

10 午後：要約筆記の基礎知識Ⅱ（１） 松が丘園

11 18 専門 要約筆記の基礎知識Ⅱ（２） 松が丘園

12 午前：話し言葉の基礎知識（１） 松が丘園

13 午後：対人援助Ⅰ（１） 松が丘園

14 2 専門 話し言葉の基礎知識（2） 松が丘園

15 9 専門 要約の学習Ⅰ 松が丘園

16 16 専門 要約の学習Ⅱ 松が丘園

17 23 専門 要約筆記の実習（４） 松が丘園

18 午前：対人援助Ⅰ（２） 松が丘園

19 午後：伝達の学習Ⅰ 松が丘園

20 13 専門 伝達の学習Ⅱ 松が丘園

21 午前：社会福祉の基礎知識Ⅰ（１） 松が丘園

22 午後：社会福祉の基礎知識Ⅰ（２） 松が丘園

23 27 専門 要約筆記の実習（５） 松が丘園

24 3 専門 連係入力Ⅰ 松が丘園

25 10 専門 連係入力Ⅱ（１） 松が丘園

26 17 専門 連係入力Ⅱ（２） 松が丘園

27 24 専門 連係入力Ⅱ（３） 松が丘園

28 3 専門 要約筆記の実習（６） 松が丘園

29 午前：演習 松が丘園

30 午後：チームワークⅠ（１） 松が丘園

31 17 専門 チームワークⅠ（２）　 松が丘園

32 24 専門 チームワークⅡ（１）　チームワーク技術 松が丘園

33 31 専門 チームワークⅡ（２）　チームワーク技術 松が丘園

34 7 専門 チームワークⅡ（３）　チームワーク技術 松が丘園

35 午前：ノートテイクⅠ（１）　ノートテイクの方法 松が丘園

36 午後：ノートテイクⅠ（２）　ノートテイクの方法 松が丘園

37 21 専門 ノートテイクⅡ（１）　ノートテイクの技術 松が丘園

38 28 専門 ノートテイクⅡ（２）　ノートテイクの技術 松が丘園

39 12 専門 ノートテイクⅡ（３）　ノートテイクの技術 松が丘園

40 19 専門 ノートテイクⅡ（４）　ノートテイクの技術 松が丘園

41 午前：社会福祉の基礎知識Ⅰ（３） 松が丘園

42 午後：要約筆記者のあり方 松が丘園

※ 2 予備日 松が丘園

43 9 共通 閉講式・認定試験について　登録についての説明等 松が丘園

※講座の進行状況により講義内容、会場が変更となる可能性があります。

 　変更となった場合は、その都度ご連絡させて頂きます。

専門10

14 専門

共通26

専門11

共通20

21

25

6

共通

共通

共通

2021年度　要約筆記者養成講座（パソコンコース） カリキュラム表 　　

共通

共通

7

14
10

基本会場：相模原市立障害者支援センター松が丘園

   午前の講座時間：10:00～12:00　午後の講座時間：共通13:00～15:00／専門13:30～15:30                       

4

5

6

11

12

1

2

3


