
年間の開講スケジュール表

Ｈ30 Ｈ31
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成３０年  ３月開講   3月  15日（木）～  5月 17日（木）

昼間コース
毎週２日（計１６日）

９：００～１６：４０

平成２９年  １０月開講

7月 31日（火）～ 9月 20日（木）

平成３０年  ５月開講

平成３０年 ７月開講

  5月  29日（火）～  7月 19日（木）

  10月 17日（火）～ 12月 7日（木）

コース

初任者研修

昼間コース

初任者研修

夜間コース

初任者研修

日曜コース

  11月 6日（月）～  3月 7日（水）

夜間コース
毎週２日（計３１日）
１８：３０～２１：４０

平成３０年  11月開講

平成３０年  1月開講
日曜のみコース

毎週1日（計１６日）

平成３０年  ６月開講

平成２９年 １１月開講

  2月 5日（月）～  6月 6日（水）平成３０年  ２月開講

  6月  24日（日）～ 11月 4日（日）

  1月 21日（日）～  5月  13日（日）

  11月 14日（水）～ 3月  25日（月）

平成３０年  ６月開講

  6月 18日（月）～ 10月  22日（月）

 10月  2日（火）～ 11月 22日（木）

 7月  31日（火）   9月  20日（木）平成３０年  ７月開講

平成３０年１０月開講

開講がまだ先のコースでもお申込可能ですので、

お気軽にご予約・ご連絡ください。

（TEL：088-855-7502）



平成29年
10月開講コース

平成30年
３月開講コース

平成30年
５月開講コース

平成30年
７月開講コース

平成30年
10月開講コース

平成29年10月17日 平成30年3月15日 平成30年5月29日 平成30年7月31日 平成30年10月2日

(火) (木) (火) (火) (火)

平成29年10月19日 平成30年3月20日 平成30年5月31日 平成30年8月2日 平成30年10月4日

(木) (火) (木) (木) (木)

平成29年10月24日 平成30年3月27日 平成30年6月5日 平成30年8月7日 平成30年10月9日

(火) (火) (火) (火) (火)

平成29年10月26日 平成30年3月29日 平成30年6月7日 平成30年8月9日 平成30年10月11日

(木) (木) (木) (木) (木)

平成29年10月31日 平成30年4月3日 平成30年6月12日 平成30年8月14日 平成30年10月16日

(火) (火) (火) (火) (火)

平成29年11月2日 平成30年4月5日 平成30年6月14日 平成30年8月16日 平成30年10月18日

(木) (木) (木) (木) (木)

平成29年11月7日 平成30年4月10日 平成30年6月19日 平成30年8月21日 平成30年10月23日

(火) (火) (火) (火) (火)

平成29年11月9日 平成30年4月12日 平成30年6月21日 平成30年8月23日 平成30年10月25日

(木) (木) (木) (木) (木)

平成29年11月14日 平成30年4月17日 平成30年6月26日 平成30年8月28日 平成30年10月30日

５日目

６日目

７日目

８日目

９日目

毎週２日（計１６日）  ９：００～１６：４０

介護職員初任者研修 昼間早期取得コース

１日目
（８：４０～開講

オリエンテーション）

２日目

３日目

４日目

(火) (火) (火) (火) (火)

平成29年11月16日 平成30年4月19日 平成30年6月28日 平成30年8月30日 平成30年11月1日

(木) (木) (木) (木) (木)

平成29年11月21日 平成30年4月24日 平成30年7月3日 平成30年9月4日 平成30年11月6日

(火) (火) (火) (火) (火)

平成29年11月28日 平成30年4月26日 平成30年7月5日 平成30年9月6日 平成30年11月8日

(火) (木) (木) (木) (木)

平成29年11月30日 平成30年5月8日 平成30年7月10日 平成30年9月11日 平成30年11月13日

(木) (火) (火) (火) (火)

平成29年12月5日 平成30年5月10日 平成30年7月12日 平成30年9月13日 平成30年11月15日

(火) (木) (木) (木) (木)

平成29年12月7日 平成30年5月15日 平成30年7月17日 平成30年9月18日 平成30年11月20日

(木) (火) (火) (火) (火)

平成29年12月12日 平成30年5月17日 平成30年7月19日 平成30年9月20日 平成30年11月22日

(火) (木) (木) (木) (木)

１５日目

１６日目
（修了評価）

１１日目

１２日目

１３日目

１４日目

目

１０日目



平成29年
１月開講コース

平成29年
６月開講コース

平成30年1月21日 平成30年6月24日

(日) (日)

平成30年1月28日 平成30年7月1日

(日) (日)

平成30年2月4日 平成30年7月8日

(日) (日)

平成30年2月11日 平成30年7月15日

(日) (日)

平成30年2月18日 平成30年7月29日

(日) (日)

平成30年2月25日 平成30年8月5日

(日) (日)

平成30年3月4日 平成30年8月19日

(日) (日)

平成30年3月11日 平成30年8月26日

(日) (日)

平成30年3月18日 平成30年9月9日

(日) (日)

５日目

６日目

７日目

８日目

９日目

介護職員初任者研修 昼間(土・日)コース

毎週 日曜日（計１６日）  ９：００～１６：４０

１日目
（８：４０～開講

オリエンテーション）

２日目

３日目

４日目

(日) (日)

平成30年3月25日 平成30年9月16日

(日) (日)

平成30年4月1日 平成30年9月30日

(日) (日)

平成30年4月8日 平成30年10月7日

(日) (日)

平成30年4月15日 平成30年10月14日

(日) (日)

平成30年4月22日 平成30年10月21日

(日) (日)

平成30年4月29日 平成30年10月28日

(日) (日)

平成30年5月13日 平成30年11月4日

(日) (日)

１１日目

１２日目

１３日目

１４日目

１５日目

１６日目
（修了評価）

１０日目



平成29年
11月開講コース

平成30年
２月開講コース

平成30年
６月開講コース

平成30年
11月開講コース

平成29年11月6日 平成30年2月5日 平成30年6月18日 平成30年11月14日

(月) (月) (月) (水)

平成29年11月8日 平成30年2月7日 平成30年6月20日 平成30年11月19日

(水) (水) (水) (月)

平成29年11月13日 平成30年2月14日 平成30年6月25日 平成30年11月21日

(月) (水) (月) (水)

平成29年11月15日 平成30年2月19日 平成30年6月27日 平成30年11月26日

(水) (月) (水) (月)

平成29年11月20日 平成30年2月21日 平成30年7月2日 平成30年11月28日

(月) (水) (月) (水)

平成29年11月22日 平成30年2月26日 平成30年7月4日 平成30年12月3日

(水) (月) (水) (月)

平成29年11月27日 平成30年2月28日 平成30年7月9日 平成30年12月5日

(月) (水) (月) (水)

平成29年11月29日 平成30年3月5日 平成30年7月11日 平成30年12月10日

(水) (月) (水) (月)

平成29年12月4日 平成30年3月7日 平成30年7月18日 平成30年12月12日

３日目

４日目

５日目

６日目

介護職員初任者研修 夜間週２日ゆったりコース

毎週２日（計３１日）  １８：３０～２１：４０

１日目
（８：４０～開講

オリエンテーション）

２日目

７日目

８日目

目
平成29年12月4日 平成30年3月7日 平成30年7月18日 平成30年12月12日

(月) (水) (水) (水)

平成29年12月6日 平成30年3月12日 平成30年7月23日 平成30年12月17日

(水) (月) (月) (月)

平成29年12月11日 平成30年3月14日 平成30年7月25日 平成30年12月19日

(月) (水) (水) (水)

平成29年12月13日 平成30年3月19日 平成30年7月30日 平成31年1月9日

(水) (月) (月) (水)

平成29年12月18日 平成30年3月26日 平成30年8月1日 平成31年1月16日

(月) (月) (水) (水)

平成29年12月20日 平成30年3月28日 平成30年8月6日 平成31年1月21日

(水) (水) (月) (月)

平成29年12月25日 平成30年4月2日 平成30年8月13日 平成31年1月23日

(月) (月) (月) (水)

平成30年1月10日 平成30年4月4日 平成30年8月15日 平成31年1月28日

(水) (水) (水) (月)

平成30年1月15日 平成30年4月9日 平成30年8月20日 平成31年1月30日

(月) (月) (月) (水)

平成30年1月17日 平成30年4月11日 平成30年8月22日 平成31年2月4日

(水) (水) (水) (月)

平成30年1月22日 平成30年4月16日 平成30年8月27日 平成31年2月6日

(月) (月) (月) (水)

（裏面に続く）

１１日目

１２日目

１３日目

１４日目

９日目

１０日目

１５日目

１６日目

１７日目

１８日目

１９日目



平成29年
11月開講コース

平成30年
２月開講コース

平成30年
６月開講コース

平成30年
11月開講コース

平成30年1月24日 平成30年4月18日 平成30年8月29日 平成31年2月11日

(水) (水) (水) (月)

平成30年1月29日 平成30年4月23日 平成30年9月3日 平成31年2月13日

(月) (月) (月) (水)

平成30年1月31日 平成30年4月25日 平成30年9月5日 平成31年2月18日

(水) (水) (水) (月)

平成30年2月5日 平成30年5月7日 平成30年9月12日 平成31年2月20日

(月) (月) (水) (水)

平成30年2月7日 平成30年5月9日 平成30年9月19日 平成31年2月25日

(水) (水) (水) (月)

平成30年2月14日 平成30年5月14日 平成30年9月26日 平成31年2月27日

(水) (月) (水) (水)

平成30年2月19日 平成30年5月16日 平成30年10月1日 平成31年3月4日

(月) (水) (月) (月)

平成30年2月21日 平成30年5月21日 平成30年10月3日 平成31年3月6日

(水) (月) (水) (水)

平成30年2月26日 平成30年5月23日 平成30年10月10日 平成31年3月13日

(月) (水) (水) (水)

平成30年2月28日 平成30年5月28日 平成30年10月15日 平成31年3月18日

(水) (月) (月) (月)

２０日目

２１日目

２２日目

２３日目

２８日目

２９日目

２４日目

２５日目

２６日目

２７日目

平成30年3月5日 平成30年5月30日 平成30年10月17日 平成31年3月20日

(月) (水) (水) (水)

平成30年3月7日 平成30年6月6日 平成30年10月22日 平成31年3月25日

(水) (水) (月) (月)

３１日目
（修了評価）

３０日目


