
　

開講
オリエンテーション 7月2日 (月)

第１回　（介護過程Ⅲ）
※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ含む 9月6日 (木)

第２回　（介護過程Ⅲ） 9月13日 (木)

第３回　（介護過程Ⅲ） 9月20日 (木)

第４回　（介護過程Ⅲ・医療的ケア講義） 9月27日 (木)

第５回　（介護過程Ⅲ） 10月4日 (木)

第６回　（介護過程Ⅲ） 10月11日 (木)

第７回　（介護過程Ⅲ） 10月18日 (木)

Ａ 10月20日 (土)

Ｂ 10月22日 (月)

Ａ 10月27日 (土)

Ｂ 10月29日 (月)

修了
オリエンテーション 11月15日 (木)

無料・レポート問題対策レッスン1 (月)

無料・レポート問題対策レッスン2 (月)

無料・レポート問題対策レッスン3 (木)

無料・実技試験対策レッスン (金)

無料・筆記試験対策レッスン (金)

対象コース
保有資格 介護職員初任者研修修了者・ホームヘルパー２級修了者

申込締切日 平成30年6月20日

教室名 高岡教室

受講期間 4ヶ月

教育訓練給付制度 ○

カリキュラム 日程 時間

10：00～11：00

9：30～17：00

9：30～16：30

9：30～17：30

9：30～18：30

9：30～16：30

9：30～17：30

9：30～17：30

第８回　（医療的ケア）
※A又はＢ日程からお選びください。

高岡教室にて行います。

9：30～17：30

9：30～17：30

第９回　（医療的ケア）
※A又はＢ日程からお選びください。

高岡教室にて行います。

9：30～17：30

9：30～17：30

10：00～11：00

高岡教室

7月16日 13：30～16：30

7月30日 13：30～16：30

8月23日 13：30～16：30

9月28日 13：30～16：30

10月5日 13：30～16：30

  スクーリング9日間（61時間） 
   ※修了オリエンテーションの参加は任意となります。 

※人数により、開講しないクラスもございます。あらかじめご了承ください。 
※会場・日程など変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 ニチイオリジナルフォローアップ日程（５日間） 
※ニチイオリジナルフォローアップの為参加は任意となります。 
   

 7月 

介護福祉士実務者研修スクーリング日程表 



　

開講
オリエンテーション 7月2日 (月)

第１回　（介護過程Ⅲ）
※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ含む 11月1日 (木)

第２回　（介護過程Ⅲ） 11月8日 (木)

第３回　（介護過程Ⅲ） 11月15日 (木)

第４回　（介護過程Ⅲ・医療的ケア講義） 11月22日 (木)

第５回　（介護過程Ⅲ） 11月29日 (木)

第６回　（介護過程Ⅲ） 12月6日 (木)

第７回　（介護過程Ⅲ） 12月13日 (木)

Ａ 12月16日 (日)

Ｂ 12月17日 (月)

Ａ 12月23日 (日)

Ｂ 12月24日 (月)

修了
オリエンテーション 1月25日 (木)

無料・レポート問題対策レッスン1 (土)

無料・レポート問題対策レッスン2 (土)

無料・レポート問題対策レッスン3 (土)

無料・実技試験対策レッスン (月)

無料・筆記試験対策レッスン (月)

対象コース
保有資格 無資格者コース

申込締切日 平成30年6月20日

教室名 高岡教室

受講期間 6ヶ月

教育訓練給付制度 ○

カリキュラム 日程 時間

10：00～11：00

9：30～17：00

9：30～16：30

9：30～17：30

9：30～18：30

9：30～16：30

9：30～17：30

9：30～17：30

第８回　（医療的ケア）
※A又はＢ日程からお選びください。

高岡教室にて行います。

9：30～17：30

9：30～17：30

第９回　（医療的ケア）
※A又はＢ日程からお選びください。

高岡教室にて行います。

9：30～17：30

9：30～17：30

10：00～11：00

高岡教室

7月28日 13：30～16：30

8月25日 13：30～16：30

9月29日 13：30～16：30

12月3日 13：30～16：30

12月10日 13：30～16：30

  スクーリング9日間（61時間） 
   ※修了オリエンテーションの参加は任意となります。 

※人数により、開講しないクラスもございます。あらかじめご了承ください。 
※会場・日程など変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 ニチイオリジナルフォローアップ日程（５日間） 
※ニチイオリジナルフォローアップの為参加は任意となります。 

 7月 

介護福祉士実務者研修スクーリング日程表 



musikau 

開講
オリエンテーション 7月2日 (月)

第１回　（介護過程Ⅲ）
※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ含む 9月3日 (月)

第２回　（介護過程Ⅲ） 9月10日 (月)

第３回　（介護過程Ⅲ） 9月17日 (月)

第４回　（介護過程Ⅲ・医療的ケア講義） 9月24日 (月)

第５回　（介護過程Ⅲ） 10月1日 (月)

第６回　（介護過程Ⅲ） 10月8日 (月)

第７回　（介護過程Ⅲ） 10月15日 (月)

Ａ 10月20日 (土)

Ｂ 10月22日 (月)

Ａ 10月27日 (土)

Ｂ 10月29日 (月)

修了
オリエンテーション 11月15日 (木)

無料・レポート問題対策レッスン1 (月)

無料・レポート問題対策レッスン2 (月)

無料・レポート問題対策レッスン3 (木)

無料・実技試験対策レッスン (金)

無料・筆記試験対策レッスン (金)

対象コース
保有資格 介護職員初任者研修修了者・ホームヘルパー２級修了者

申込締切日 平成30年6月20日

教室名 砺波教室

受講期間 4ヶ月

教育訓練給付制度 ○

カリキュラム 日程 時間

10：00～11：00

9：30～17：00

9：30～16：30

9：30～17：30

9：30～18：30

9：30～16：30

9：30～17：30

9：30～17：30

第８回　（医療的ケア）
※A又はＢ日程からお選びください。

高岡教室にて行います。

9：30～17：30

9：30～17：30

第９回　（医療的ケア）
※A又はＢ日程からお選びください。

高岡教室にて行います。

9：30～17：30

9：30～17：30

10：00～11：00

高岡教室

7月16日 13：30～16：30

7月30日 13：30～16：30

8月23日 13：30～16：30

9月28日 13：30～16：30

10月5日 13：30～16：30

  スクーリング9日間（61時間） 
   ※修了オリエンテーションの参加は任意となります。 

※人数により、開講しないクラスもございます。あらかじめご了承ください。 
※会場・日程など変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 ニチイオリジナルフォローアップ日程（５日間） 
※ニチイオリジナルフォローアップの為参加は任意となります。 
   

 7月 

介護福祉士実務者研修スクーリング日程表 



１．有資格者の方 
 同封の申込書に必要事項をご記入のうえ、「資格証明書」のコピーを添えて、 

  同封の返信用封筒にてお申し込み下さい。 

２．選択制の日程について 
 後日、担当者よりご連絡致しますので、 

   希望する日程をお伝えください。 
   ※ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 

＜お問い合わせ先＞ 
株式会社 ニチイ学館 高岡校 
高岡市あわら町1-1 高岡農協会館6Ｆ 
TEL：0766-29-2888/FAX：0766--29-2889   

〒933-0911 富山県高岡市あわら町1-1 
             高岡農協会館 5Ｆ  

教室のご案内 

お申し込みあたっての注意事項 

 
学習の流れや無料振替制度など講座に関する事、お仕事の内容や就業に関する事等 
(ニチイでの仕事、派遣での仕事）疑問に感じている様々な事にお答えいたします。 
お気軽にご都合の良い時間にお越しください。 
 
高岡教室  日時： 6月3日(日) 14：00～16：00 
             7月5日(木)  14：00～16：00 
        場所：高岡市農協会館 5階 
 
砺波教室  日時：6月27日（水) 14：00～15：00 
            7月10日(火) 15：00～16：00 
         
        場所：ニチイケアセンター砺波 2F 
 
 

〒939-1363 富山県砺波市太郎丸1-8-12 
         ニチイケアセンター砺波 2Ｆ 


