
高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物※ 備考

1月19日 1 職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本

(火) 2 介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携

1月21日 3 職務の理解 ※施設見学

(木) 4 介護保険制度

1月26日 5 介護におけるコミュニケーション技術

(火) 6 老化の理解

1月28日 7 認知症の理解

(木) 8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

2月2日 9 介護に関するこころとからだの基礎的理解

(火) 10 生活と家事

2月4日 11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング）

(木) 12 ★睡眠（シーツ交換）

2月10日 13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動）

(水) 14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗）

2月25日 15 ★整容（更衣）

(木) 16 ★整容（口腔ケア）

3月2日 17 ★食事（水分介助）

(火) 18 ★食事（食事介助）

3月4日 19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）

(木) 20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

3月8日 21 ★排泄（ポータブルへの移乗）

(月) 22 ★排泄（オムツ交換）

3月10日 23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行）

(水) 24 終末期介護

3月17日 25 ★実技振返り

(水) 26 介護過程の基礎的理解

3月19日 27 介護過程の基礎的理解

(金) 28 ★総合生活支援技術演習

3月24日 29 ★総合生活支援技術演習

(水) 30 振返り、就業への備え

3月26日 修了テスト（1時間目）

(金) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は午前9：00～12：20、午後13：20～16：40の6時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、テキスト（3冊）、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

テキスト１・２・３巻
＊第１～４回課題提出最終締切

日
(再提出も含めた締切日です）

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テ

ストを受験できます。

テキスト３巻 ＊第４回課題提出締切日

テキスト１・２・３巻 ―

テキスト１・２・３巻 ―

テキスト３巻
ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、

ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ
―

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

＊第３回課題提出締切日

テキスト３巻
ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ＊第１回課題提出締切日

テキスト３巻
夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ（持参してください）、ｺｯﾌﾟ、ﾌｪ

ｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼ

＊第２回課題提出締切日

テキスト２巻

テキスト２・３巻 ―

テキスト３巻 ―

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

早期取得コース（平日）曜日ランダム 《2021年1月開講》

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、8：40に必ずお越しください。

テキスト１巻 ―



高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物※ 備考

4月20日 1 職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本

(火) 2 介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携

4月22日 3 職務の理解 ※施設見学

(木) 4 介護保険制度

4月27日 5 介護におけるコミュニケーション技術

(火) 6 老化の理解

5月6日 7 認知症の理解

(木) 8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

5月11日 9 介護に関するこころとからだの基礎的理解

(火) 10 生活と家事

5月13日 11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング）

(木) 12 ★睡眠（シーツ交換）

5月18日 13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動）

(火) 14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗）

5月20日 15 ★整容（更衣）

(木) 16 ★整容（口腔ケア）

5月25日 17 ★食事（水分介助）

(火) 18 ★食事（食事介助）

5月27日 19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）

(木) 20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

6月1日 21 ★排泄（ポータブルへの移乗）

(火) 22 ★排泄（オムツ交換）

6月3日 23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行）

(木) 24 終末期介護

6月8日 25 ★実技振返り

(火) 26 介護過程の基礎的理解

6月10日 27 介護過程の基礎的理解

(木) 28 ★総合生活支援技術演習

6月15日 29 ★総合生活支援技術演習

(火) 30 振返り、就業への備え

6月17日 修了テスト（1時間目）

(木) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は午前9：00～12：20、午後13：20～16：40の6時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、テキスト（3冊）、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

早期取得コース（平日）火・木曜日固定 《2021年4月開講》

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、8：40に必ずお越しください。

テキスト１巻 ―

テキスト２巻

テキスト２・３巻 ―

テキスト３巻 ＊第１回課題提出締切日

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ＊第２回課題提出締切日

テキスト３巻
夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ（持参してください）、ｺｯﾌﾟ、ﾌｪ

ｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼ

―

―

テキスト３巻
ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、

ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ
＊第３回課題提出締切日

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

―

テキスト３巻
ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

＊第４回課題提出締切日

テキスト１・２・３巻
＊第１～４回課題提出最終締切

日
(再提出も含めた締切日です）

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テ

ストを受験できます。

テキスト３巻 ―

テキスト１・２・３巻 ―

テキスト１・２・３巻



高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物※ 備考

9月14日 1 職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本

(火) 2 介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携

9月16日 3 職務の理解 ※施設見学

(木) 4 介護保険制度

9月21日 5 介護におけるコミュニケーション技術

(火) 6 老化の理解

9月28日 7 認知症の理解

(火) 8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

9月30日 9 介護に関するこころとからだの基礎的理解

(木) 10 生活と家事

10月5日 11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング）

(火) 12 ★睡眠（シーツ交換）

10月7日 13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動）

(木) 14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗）

10月12日 15 ★整容（更衣）

(火) 16 ★整容（口腔ケア）

10月14日 17 ★食事（水分介助）

(木) 18 ★食事（食事介助）

10月19日 19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）

(火) 20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

10月21日 21 ★排泄（ポータブルへの移乗）

(木) 22 ★排泄（オムツ交換）

10月26日 23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行）

(火) 24 終末期介護

10月28日 25 ★実技振返り

(木) 26 介護過程の基礎的理解

11月2日 27 介護過程の基礎的理解

(火) 28 ★総合生活支援技術演習

11月4日 29 ★総合生活支援技術演習

(木) 30 振返り、就業への備え

11月9日 修了テスト（1時間目）

(火) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は午前9：00～12：20、午後13：20～16：40の6時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、テキスト（3冊）、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

早期取得コース（平日）火・木曜日固定 《2021年9月開講》

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、8：40に必ずお越しください。

テキスト１巻 ―

テキスト２巻

テキスト２・３巻 ―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ＊第１回課題提出締切日

テキスト３巻 ―

テキスト３巻
夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ（持参してください）、ｺｯﾌﾟ、ﾌｪ

ｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼ

＊第２回課題提出締切日

―

テキスト３巻
ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、

ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ
―

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

＊第３回課題提出締切日

テキスト３巻
ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

―

テキスト１・２・３巻
＊第１～４回課題提出最終締切

日
(再提出も含めた締切日です）

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テ

ストを受験できます。

テキスト３巻 ＊第４回課題提出締切日

テキスト１・２・３巻 ―

テキスト１・２・３巻



高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物※ 備考

3月2日 1 職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本

(火) 2 介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携

3月4日 3 職務の理解 ※施設見学

(木) 4 介護保険制度

3月5日 5 介護におけるコミュニケーション技術

(金) 6 老化の理解

3月8日 7 認知症の理解

(月) 8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

3月9日 9 介護に関するこころとからだの基礎的理解

(火) 10 生活と家事

3月11日 11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング）

(木) 12 ★睡眠（シーツ交換）

3月12日 13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動）

(金) 14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗）

3月15日 15 ★整容（更衣）

(月) 16 ★整容（口腔ケア）

3月16日 17 ★食事（水分介助）

(火) 18 ★食事（食事介助）

3月18日 19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）

(木) 20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

3月19日 21 ★排泄（ポータブルへの移乗）

(金) 22 ★排泄（オムツ交換）

3月22日 23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行）

(月) 24 終末期介護

3月23日 25 ★実技振返り

(火) 26 介護過程の基礎的理解

3月25日 27 介護過程の基礎的理解

(木) 28 ★総合生活支援技術演習

3月26日 29 ★総合生活支援技術演習

(金) 30 振返り、就業への備え

3月29日 修了テスト（1時間目）

(月) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は午前9：00～12：20、午後13：20～16：40の6時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、テキスト（3冊）、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

超短期コース 《2021年3月開講》

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、8：40に必ずお越しください。

テキスト１巻 ―

テキスト２巻 ―

テキスト２・３巻 ―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻
夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ（持参してください）、ｺｯﾌﾟ、ﾌｪ

ｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼ

―

テキスト３巻
ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、

ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ
―

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

―

テキスト３巻
ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

―

テキスト１・２・３巻
＊第１～４回課題提出最終締切

日
(再提出も含めた締切日です）

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テ

ストを受験できます。

テキスト３巻 ―

テキスト１・２・３巻 ＊第１～４回課題提出締切日

テキスト１・２・３巻



高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物※ 備考

8月3日 1 職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本

(火) 2 介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携

8月5日 3 職務の理解 ※施設見学

(木) 4 介護保険制度

5月6日 5 介護におけるコミュニケーション技術

(木) 6 老化の理解

8月9日 7 認知症の理解

(月) 8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

8月10日 9 介護に関するこころとからだの基礎的理解

(火) 10 生活と家事

8月12日 11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング）

(木) 12 ★睡眠（シーツ交換）

8月13日 13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動）

(金) 14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗）

8月16日 15 ★整容（更衣）

(月) 16 ★整容（口腔ケア）

8月17日 17 ★食事（水分介助）

(火) 18 ★食事（食事介助）

8月19日 19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）

(木) 20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

8月20日 21 ★排泄（ポータブルへの移乗）

(金) 22 ★排泄（オムツ交換）

8月23日 23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行）

(月) 24 終末期介護

8月24日 25 ★実技振返り

(火) 26 介護過程の基礎的理解

8月26日 27 介護過程の基礎的理解

(木) 28 ★総合生活支援技術演習

8月27日 29 ★総合生活支援技術演習

(金) 30 振返り、就業への備え

8月30日 修了テスト（1時間目）

(月) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は午前9：00～12：20、午後13：20～16：40の6時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、テキスト（3冊）、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

超短期コース 《2021年8月開講》

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、8：40に必ずお越しください。

テキスト１巻 ―

テキスト２巻 ―

テキスト２・３巻 ―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ―

テキスト３巻
夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ（持参してください）、ｺｯﾌﾟ、ﾌｪ

ｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼ

―

―

テキスト３巻
ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、

ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ
―

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

―

テキスト３巻
ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

―

テキスト１・２・３巻
＊第１～４回課題提出最終締切

日
(再提出も含めた締切日です）

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テ

ストを受験できます。

テキスト３巻 ―

テキスト１・２・３巻 ＊第１～４回課題提出締切日

テキスト１・２・３巻



高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物※ 備考

6月5日 1 職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本

(土) 2 介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携

6月6日 3 職務の理解 ※施設見学

(日) 4 介護保険制度

6月12日 5 介護におけるコミュニケーション技術

(土) 6 老化の理解

6月19日 7 認知症の理解

(土) 8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

6月26日 9 介護に関するこころとからだの基礎的理解

(土) 10 生活と家事

6月27日 11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング）

(日) 12 ★睡眠（シーツ交換）

7月3日 13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動）

(土) 14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗）

7月10日 15 ★整容（更衣）

(土) 16 ★整容（口腔ケア）

7月17日 17 ★食事（水分介助）

(土) 18 ★食事（食事介助）

7月24日 19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）

(土) 20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

7月31日 21 ★排泄（ポータブルへの移乗）

(土) 22 ★排泄（オムツ交換）

8月1日 23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行）

(日) 24 終末期介護

8月7日 25 ★実技振返り

(土) 26 介護過程の基礎的理解

8月14日 27 介護過程の基礎的理解

(土) 28 ★総合生活支援技術演習

8月22日 29 ★総合生活支援技術演習

(日) 30 振返り、就業への備え

8月29日 修了テスト（1時間目）

(日) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は午前9：00～12：20、午後13：20～16：40の6時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、テキスト（3冊）、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

早期取得コース（土日） 《2021年6月開講》

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、8：40に必ずお越しください。

テキスト１巻 ―

テキスト２巻

テキスト２・３巻 ―

テキスト３巻 ＊第１回課題提出締切日

テキスト３巻 ―

テキスト３巻 ＊第２回課題提出締切日

テキスト３巻
夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ（持参してください）、ｺｯﾌﾟ、ﾌｪ

ｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼ

―

―

テキスト３巻
ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、

ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ
＊第３回課題提出締切日

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

―

テキスト３巻
ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ

＊第４回課題提出締切日

テキスト１・２・３巻
＊第１～４回課題提出最終締切日

(再提出も含めた締切日です）

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テス

トを受験できます。

テキスト３巻 ―

テキスト１・２・３巻 ―

テキスト１・２・３巻



高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物 ※ 備考

2月15日

(月)

2月17日

(水)

2月22日

(月)

2月24日

(水)

3月1日

(月)

3月3日

(水)

3月8日

(月)

3月10日

(水)

3月15日

(月)

3月17日

(水)

3月22日

(月)

3月24日

(水)

3月29日

(月)

3月31日

(水)

4月5日

(月)

4月7日

(水)

（裏面に続きます）

16 ★整容（口腔ケア）
ｺｯﾌﾟ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼを

お持ち下さい。
―

14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗） テキスト３巻 ―

15 ★整容（更衣）
テキスト３巻

夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ

―

12 ★睡眠（シーツ交換） テキスト３巻 ―

13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動） テキスト３巻 ＊第４回課題提出締切日

10 生活と家事 テキスト３巻 ―

11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング） テキスト３巻 ＊第３回課題提出締切日

8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

テキスト２・３巻 ―

9 介護に関するこころとからだの基礎的理解 テキスト３巻 ＊第２回課題提出締切日

6 老化の理解 テキスト２巻 ―

7 認知症の理解 テキスト２巻 ＊第１回課題提出締切日

4 介護保険制度 テキスト１巻 ―

5 介護におけるコミュニケーション技術 テキスト２巻 ―

2
介護の基本
介護・福祉サービスの理解と医療との連携

テキスト１巻 ―

3 職務の理解 テキスト１巻 ―

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

平日夜間コース 月・水曜日固定《2021年2月開講》

1
職務の理解
介護における尊厳の保持・自立支援
介護の基本

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、18：10に必ずお越しください。



日時
講義
番号

科目名 持参物 備考

4月12日

(月)

4月14日

(水)

4月19日

(月)

4月21日

(水)

4月26日

(月)

4月28日

(水)

5月10日

(月)

5月12日

(水)

5月17日

(月)

5月19日

(水)

5月24日

(月)

5月26日

(水)

5月31日

(月)

6月2日

(水)

6月7日 修了テスト（1時間目）

(月) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は18：30～21：40の3時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、上記持参物に加え、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

振返り、就業への備え テキスト１・２・３巻

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テス

トを受験できます。

28 ★総合生活支援技術演習 テキスト１・２・３巻

＊第１～４回課題提出最終締切日
(再提出も含めた締切日です）

29 ★総合生活支援技術演習 テキスト１・２・３巻 ―

―

30

26 介護過程の基礎的理解 テキスト１・２・３巻 ―

27 介護過程の基礎的理解 テキスト１・２・３巻 ―

24 終末期介護 テキスト３巻 ―

25 終末期介護 テキスト１・２・３巻 ―

22 ★排泄（オムツ交換）
テキスト３巻

ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ
―

23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行） テキスト３巻 ―

20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

―

21 ★排泄（ポータブルへの移乗）
テキスト３巻

ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ
―

18 ★食事（食事介助）
テキスト３巻

ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、
ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ

―

19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）
テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ

―

17 ★食事（水分介助）
テキスト３巻

ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ
―



高知介護福祉アカデミー

日時
講義
番号

科目名 持参物 ※ 備考

9月1日

(水)

9月6日

(月)

9月8日

(水)

9月13日

(月)

9月15日

(水)

9月22日

(水)

9月27日

(月)

9月29日

(水)

10月4日

(月)

10月6日

(水)

10月13日

(水)

10月18日

(月)

10月20日

(水)

10月25日

(月)

10月27日

(水)

11月1日

(月)

（裏面に続きます）

介護職員初任者研修講座  スクーリング日程表

平日夜間コース 月・水曜日固定※《2021年9月開講》

1
職務の理解
介護における尊厳の保持・自立支援
介護の基本

テキスト１巻
オリエンテーションを行いますの
で、18：10に必ずお越しください。

2
介護の基本
介護・福祉サービスの理解と医療との連携

テキスト１巻 ―

3 職務の理解 テキスト１巻 ―

4 介護保険制度 テキスト１巻 ―

5 介護におけるコミュニケーション技術 テキスト２巻 ―

6 老化の理解 テキスト２巻 ＊第１回課題提出締切日

7 認知症の理解 テキスト２巻 ―

8
家族の心理、かかわり支援の理解（障害）
介護の基本的考え方

テキスト２・３巻 ＊第２回課題提出締切日

9 介護に関するこころとからだの基礎的理解 テキスト３巻 ―

10 生活と家事 テキスト３巻 ＊第３回課題提出締切日

11 ★快適な居住環境整備と介護（ベッドメイキング） テキスト３巻 ―

12 ★睡眠（シーツ交換） テキスト３巻 ＊第４回課題提出締切日

13 ★移動・移乗（体位変換、水平移動） テキスト３巻 ―

14 ★移動・移乗（車イスの移動・移乗） テキスト３巻 ―

15 ★整容（更衣）
テキスト３巻

夏：長袖丸首Tｼｬﾂ・冬：丸首ﾄﾚｰ
ﾅｰ

―

16 ★整容（口腔ケア）
ｺｯﾌﾟ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾌﾞﾗｼを

お持ち下さい。
―



日時
講義
番号

科目名 持参物 備考

11月4日

(木)

11月8日

(月)

11月10日

(水)

11月15日

(月)

11月17日

(水)

11月22日

(月)

11月24日

(水)

11月29日

(月)

12月1日

(水)

12月6日

(月)

12月8日

(水)

12月13日

(月)

12月15日

(水)

12月20日

(月)

12月22日 修了テスト（1時間目）

(水) 解答・解説（2時間目）⇒終了後、結果発表

＊ 講師、天災等の都合により、日程、カリキュラムが変更になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊ 講義は18：30～21：40の3時間編成となっています。

＊ スクーリング時は毎回、上記持参物に加え、筆記用具、ノート、印鑑（出席簿に押印します）を必ずお持ち下さい。

＊ ★マークの日は実技を行いますので、動きやすい服装でお越し下さい。

17 ★食事（水分介助）
テキスト３巻

ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ
※水曜が祝日のため

木曜日の開催となります

18 ★食事（食事介助）
テキスト３巻

ｺｯﾌﾟ、木製のｽﾌﾟｰﾝ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、
ｾﾞﾘｰまたはプリン、ﾖｰｸﾞﾙﾄ

―

19 ★入浴・清潔保持（浴槽の出入り）
テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ

―

20 ★入浴・清潔保持（洗髪、全身清拭）

テキスト３巻
ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（３枚程度）、ﾊﾝﾄﾞﾀｵ

ﾙ、
ﾋﾞﾆｰﾙ袋

―

21 ★排泄（ポータブルへの移乗）
テキスト３巻

ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ
―

22 ★排泄（オムツ交換）
テキスト３巻

ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ
―

23 ★移動・移乗（視覚障害、杖歩行） テキスト３巻 ―

24 終末期介護 テキスト３巻 ―

25 終末期介護 テキスト１・２・３巻 ―

26 介護過程の基礎的理解 テキスト１・２・３巻 ―

27 介護過程の基礎的理解 テキスト１・２・３巻 ―

28 ★総合生活支援技術演習 テキスト１・２・３巻 ―

29 ★総合生活支援技術演習 テキスト１・２・３巻 ―

30 振返り、就業への備え テキスト１・２・３巻
＊第１～４回課題提出最終締切日

(再提出も含めた締切日です）

31 テキスト１・２・３巻
全ての科目に出席し、全4回の課
題が合格している方のみ修了テス

トを受験できます。


