
スクーリング日程　(2020年)

3月生

山梨

● 日建学院　山梨校　3月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　5月/15日(金)、22日（金）、29日（金）
　　　6月/  5日(金)、12日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　 8月/ 7日(金)、14日(金)

三重

● いこいの森教室　3月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（日曜日）
　　　5月/17日(日)、24日（日）、31日（日）
　　　6月/  7日(日)、14日（日）
【医療的ケア】　全2回　（日曜日）
　　　8月/  9日(日)、16日(日)

福岡

● 杜の樹教室　3月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（日曜日）
　　　  5月/ 17日（日）、24日（日）、31日（日）
　　　  6月/　 7日（日）、14日（日）
【医療的ケア】　全2回　（日曜日）
　　　  8月/  2日（日）、 9日（日）

● くましろ・いづみ館教室　3月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（木曜日）
　　　  5月/ 21日（木）、28日（木）

　　　  6月/　4日（木）、11日（木）、18日（木）

【医療的ケア】　全2回　（木曜日）

　　　  8月/ 　6日（木）、27日（木）

長崎

● 湧泉荘教室　3月生

【介護過程Ⅲ】　全5回　（火曜日）
　　　  5月/ 26日（火）
　　　  6月/　2日（火）、　9日（火）、16日（火）、23日（火）

【医療的ケア】　全2回　（火曜日）

　　　  8月/ 18日（火）、25日（火）



スクーリング日程　(2020年)

4月生

東京

● 日の出さくら教室　4月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　6月/26日(金)
　　　7月/ 35日(金)、10日（金）、17日（金）、24日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　9月/11日(金)、18日(金)

長野

● 日建学院　松本校　4月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　6月/19日（金)、26日（金）
　　　7月/  3日（金)、10日（金）、17日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　9月/  4日（金)、18日（金)

三重

● しおりの里教室　4月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（火曜日）
　　　  6月/ 23日（火）、30日（火）
　　　  7月/　 7日（火）、14日（火）、21日（火）
【医療的ケア】　全2回　（火曜日）
　　　  9月/   8日（火）、15日（火）

福岡

● フラワーハウス博多教室　4月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（月曜日）
　　　  6月/ 30日（火）
　　　  7月/　 7日（火）、14日（火）、21日（火）、28日（火）
【医療的ケア】　全2回　（火曜日）
　　　  9月/   8日（火）、15日（火）

長崎
● 笑福教室　4月生

【介護過程Ⅲ】　全5回　（月曜日）

　　　  6月/ 22日（月）、29日（月）

　　　  7月/　 6日（月）、13日（月）、20日（月）

【医療的ケア】　全2回　（月曜日）

　　　  9月/   7日（月）、14日（月）

宮崎

● 城ケ崎　小戸の家教室　4月生

【介護過程Ⅲ】　全5回　（月曜日・木曜日）
　　　  6月/ 22日（月）、29日（月）
　　　  7月/　 2日（木）、 6日（月）、13日（月）

【医療的ケア】　全2回　（木曜日・月曜日）

　　　  9月/  10日（木）、14日（月）



スクーリング日程　(2020年)

5月生

山梨

● サンコート大月教室　5月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（火曜日）
　　　7月/21日(火)、28日（火）
　　　8月/  4日(火)、18日（火）、25日（火）
【医療的ケア】　全2回　（火曜日）
　　　10月/　6日(火)、13日(火)

長野

● 日建学院　長野校　5月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　7月/ 17日(金)、31日（金）
　　　8月/   7日(金)、14日（金）、21日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　10月/ 2日(金)、 9日(金)

三重

● 松阪有徳園教室　5月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（水曜日）
　　　7月/ 22日(水)、29日（水）
　　　8月/   5日(水)、12日（水）、19日（水）
【医療的ケア】　全2回　（水曜日）
　　　10月/ 7日(水)、 14日(水)

兵庫

● やすらぎ園教室　5月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（火曜日）
　　　7月/21日(火)、28日（火）
　　　8月/  4日(火)、11日（火）、18日（火）
【医療的ケア】　全2回　（火曜日）
　　　10月/　6日(火)、13日(火)

宮崎

● のべおか老健あたご教室　5月生

【介護過程Ⅲ】　全5回　（水曜日・金曜日・月曜日）
　　　  7月/ 22日（水）、29日（水）
　　　  8月/　 3日（月）、 7日（金）、19日（水）

【医療的ケア】　全2回　（水曜日）

　　　 10月/   7日（水）、14日（水）



スクーリング日程　(2020年)

6月生

栃木

● きぬ川苑教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（火曜日）
　　　8月/18日（火)、25日（火）
　　　9月/  1日（火)、  8日（火)、15日（火）
【医療的ケア】　全2回　（火曜日）
　　11月/ 17日（火)、24日（火)

● こころ教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（土曜日）
　　　8月/22日（土）、29日（土）
　　　9月/  5日（土)、12日（土）、19日（土）
【医療的ケア】　全2回　（土曜日）
　　11月/ 21日（土)、28日（土)

● いこいの森西原教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　8月/21日（金)、28日（金）
　　　9月/  4日（金)、11日（金）、18日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　11月/ 20日（金)、27日（金)

埼玉

● はなぶさ苑教室　6月生　月曜日コース
【介護過程Ⅲ】　全5回　（月曜日）
　　　8月/ 24日（月)、31日（月）
　　　9月/   7日（月)、14日（月）、21日（月）
【医療的ケア】　全2回　（月曜日）
　　　11月/ 2日（月)、 9日（月)

● はなぶさ苑教室　6月生　水曜日コース
【介護過程Ⅲ】　全5回　（水曜日）
　　　8月/ 26日（水)
　　　9月/   2日（水)、 9日（水）、16日（水）、23日（水）
【医療的ケア】　全2回　（水曜日）
　　　11月/ 4日（水)、 11日（水)

東京

● ヨコタホーム教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（木曜日）
　　　8月/ 27日（木)
　　　9月/   3日（木)、10日（木）、17日（木）、24日（木）
【医療的ケア】　全2回　（木曜日）
　　　11月/ 5日（木)、 12日（木)

山梨

● 万寿の杜教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（火曜日）
　　　8月/18日（火)、25日（火）
　　　9月/  1日（火)、 8日（火）、15日（火）
【医療的ケア】　全2回　（火曜日）
　　　11月/10日（火)、17日（火)

● 穴山の杜教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　8月/21日(金)、28日（金）
　　　9月/  4日(金)、11日（金）、18日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　11月/13日(金)、20日(金)



スクーリング日程　(2020年)

6月生

長野

● 日建学院　長野校　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　8月/   28日(金)
　　　9月/   4日(金)、11日（金）、18日（金）、25日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　11月/ 6日(金)、13日(金)

宮崎

● まりあ教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（木・金曜日）
　　　8月/28日(金)
　　　9月/  3日(木)、10日（木）、17日（木）、24日（木）
【医療的ケア】　全2回　（木曜日）
　　　11月/ 5日(木)、17日(木)

● 昭寿園教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（木・金曜日）
　　　8月/27日(木)
　　　9月/  2日(水)、9日（水）、16日（水）、23日（水）
【医療的ケア】　全2回　（木曜日）
　　　11月/11日(水)、18日(水)

● のべおか老健あたご教室　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（水曜日）
　　　8月/27日（水)
　　　9月/  2日(水)、9日（水）、16日（水）、23日（水）
【医療的ケア】　全2回　（水曜日）
　　　11月/11日(水)、18日(水)



スクーリング日程　(2020年)

7月生

栃木

● きぬ川苑教室　7月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（火曜日）
　　　9月/29日（火)
　　10月/  6日（火)、13日（火）、20日（火）、27日（火）
【医療的ケア】　全2回　（火曜日）
　　　12月/ 8日（火)、15日（火)

● こころ教室　7月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（土曜日）
　　　9月/15日（土)、22日（土）、29日（土）
　　10月/  5日（土)、12日（土）
【医療的ケア】　全2回　（土曜日）
　　　12月/ 7日（土)、14日（土)

● いこいの森西原教室　7月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　9月/15日(金)、22日（金）、29日（金）
　　10月/  5日(金)、12日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　12月/ 7日(金)、14日(金)

山梨

● 日建学院　山梨校　7月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　10月/  2日(金)、  9日（金）、16日（金）、
　　　　　   23日(金)、30日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　12月/ 4日(金)、11日(金)

長野

● 日建学院　松本校　6月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（金曜日）
　　　  9月/25日(金)
　　　10月/  2日(金)、9日(金)、16日（金）、23日（金）
【医療的ケア】　全2回　（金曜日）
　　　12月/ 4日(金)、11日(金)

三重

● いこいの森教室　7月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（日曜日）
　　　9月/ 20日(日)、27日（日）
　　　10月/ 4日(日)、11日（日）、18日（日）
【医療的ケア】　全2回　（日曜日）
　　　12月/  13日(日)、20日(日)

宮崎

● ひなもり園教室　7月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（木曜日）
　　　9月/ 24日(木)
　　　10月/ 1日(木)、8日(木)、15日(木)、22日（木）
【医療的ケア】　全2回　（木曜日）
　　　12月/ 10日(木)、17日(木)

● 城ケ崎　小戸の家教室　7月生
【介護過程Ⅲ】　全5回　（月曜日・木曜日）
　　　9月/ 28日（月)
　　　10月/ 1日（木)、5日（月)、12日（月)、19日（月）
【医療的ケア】　全2回　（月曜日）
　　　12月/ 7日（月)、14日（月)
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