
平成２8 年度 富山県要約筆記者養成講習会のご案内 

（ 手書きコース ・ パソコンコース ） 

 

 
 
 
 
 

     
 を学んでみませんか？ 

 

 

 

平成 28年 ６月 ４日(土)～平成 29年 ２月 ４日(土) 

         ※土曜日開催 全２２ 回(日程と学習内容は裏面をごらんください。) 

富山県聴覚障害者センター（富山市木場町２－２１） 

◎受 講 料；無料。 
但しテキスト「新版要約筆記者養成テキスト」＜上下巻＞ 3,400 円を購入して頂きます。 

◎受講対象；①富山県在住の方 

      ②初心者の方ＯＫ。 

      ③パソコンコースの場合は、 

       ＊自分のノートパソコンを持参できる方（ＯＳは、Ｗｉｎｄｏｗｓ７ 以降） 

         ※ Ｍａｃ（Macintosh）を使用しての養成は行っておりません 

       ＊ワープロソフトで文字入力ができる方 

      ④富山県登録要約筆記者をめざす意志のある方 

◎修了条件；２２ 回のうち、１７回以上 出席された方に修了証をお渡しします。 

◎問い合わせと申し込み；社会福祉法人 富山県聴覚障害者協会 

〒９３０－０８０６ 富山市木場町２－２１ 

            電 話（０７６）４４１－７３３１／ＦＡＸ（０７６）４４１－７３０５ 

※ 申し込み用紙を切り取ってＦＡＸしてください。 

申込み〆切日 ６月１４日（火） まで。 
----------------------------------------- 切 り 取 り 線 -------------------------------------------
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ご希望コース ○をつけてください。 

（  ）手書きコース  ／ （  ）パソコンコース 

要約筆記（ようやくひっき） 

募集中！ 

一人でも多くの申込みを 

     お待ちしています 
 



講習内容；(内容は都合により変更する場合があります) 

回 期日 時間 コース 講 習 内 容 

１ 6月 4日 (土) 13:00～17:00 共通 
開講式・オリエンテーション 
【講義】要約筆記の基礎知識Ⅰ 

２ 6月 25日 (土) 13:00～17:00 共通 【講義】聴覚障害の基礎知識 

３ ７月 2日 (土) 13:00～17:00 共通 【講義】日本語の基礎知識 

４ 7月 23日 (土) 13:00～17:00 

共通 【講義】要約筆記の基礎知識Ⅱ 

手書き 【実技】要約筆記実習 

パソコン 【実技】要約筆記実習 

５ ７月 30日 (土) 10:00～12:00 
手書き 【講義】要約筆記の基礎知識Ⅱ／【実技】要約筆記実習 

パソコン 【講義】要約筆記の基礎知識Ⅱ／【実技】要約筆記実習 

６ ７月 30日 (土) 13:00～17:00 
手書き 【講義】話しことばの基礎知識 

パソコン 【講義】話しことばの基礎知識 

７ 8月 6日 (土) 13:00～17:00 
手書き 【実技】要約筆記実習 

パソコン 【実技】要約筆記実習 

８ 8月 27日 (土) 10:00～12:00 
手書き 【実技】要約筆記実習 

パソコン 【実技】要約筆記実習 

９ 8月 27日 (土) 13:00～17:00 
手書き 【実技】要約筆記実習 ／ 総合実習 

パソコン 【実技】要約筆記実習 ／ 総合実習 

１０ 9月 10日 (土) 10:00～12:00 共通 【講義】聴覚障害運動と手話 

１１ 9月 10日 (土) 

13:00～16:00 共通 【講義】社会福祉の基礎知識Ⅰ 

16:00～17:00 
手書き 【実技】要約筆記実習 

パソコン 【実技】要約筆記実習 

１２ 9月 24日 (土) 13:00～16:00 共通 【講義】社会福祉の基礎知識Ⅰ 

１３  10月 8日 (土) 13:00～17:00 共通 【講義】伝達の学習Ⅰ / 【実技】伝達の学習Ⅱ 

１４ 10月 29日 (土) 13:00～17:00 共通 【講義】要約の学習Ⅰ / 【実技】要約の学習Ⅱ 

１５ 11月 12日 (土) 13:00～17:00 
手書き 【講義・実技】チームワークⅠ 

パソコン 【講義・実技】チームワークⅠ 

１６ 11月 19日 (土) 

10:00～12:00 
手書き 【講義】チームワークⅠ 

パソコン 【講義】チームワークⅠ 

13:00～17:00 
手書き 【実技】チームワークⅡ 

パソコン 【実技】チームワークⅡ 

１７ 11月 26日 (土) 13:00～17:00 
手書き 【講義】ノートテイクⅠ ／【実技】ノートテイクⅡ 

パソコン 【講義】ノートテイクⅠ ／【実技】ノートテイクⅡ 

１８ 12月 10日 (土) 13:00～17:00 
手書き 【実技】ノートテイクⅡ 

パソコン 【実技】ノートテイクⅡ 

１９ 12月 17日 (土) 

13:00～15:00 共通 【講義】ノートテイクⅠ 

15:00～17:00 
手書き 【実技】ノートテイクⅡ 

パソコン 【実技】ノートテイクⅡ 

２０ 1月 14日 (土) 

10:00～12:00 
手書き 【講義】２人書き ／ 【実技】演習 

パソコン 【講義】連携入力 ／ 【実技】演習 

13:00～17:00 
手書き 【実技】演習 

パソコン 【実技】演習 

２１ 1月 28日 (土) 

13:00～16:00 共通 【講義】対人援助Ⅰ 

16:00～17:00 
手書き 【実技】要約筆記実習 

パソコン 【実技】要約筆記実習 

２２ 2月 4日 (土) 
13:00～15:00 

手書き 【実技】要約筆記実習 

パソコン 【実技】要約筆記実習 

15:00～17:00 共通 【講義】要約筆記者のあり方Ⅰ／閉講式 

 


