
田原福祉グローバル専門学
校は福寿園が運営する田原
市にある介護福祉の専門学
校です。通称「たっぷく」
の愛称で親しまれています。

Ｅラーニングによる自宅学習と
７日間の対面授業でご自分の
ペースで介護福祉士国家試験に
必要な研修が受講できます！

●詳細は裏面をご覧ください

田原福祉グローバル専門学校
豊橋鉄道渥美線「三河田原駅」下車徒歩10分

● 受講料及び申込期日（※詳細はお問合せください）

豊田地区と知多地区でも
スクーリングできます！

豊田市 特養ひまわりの街

武豊町 特養くすのきの里

資格者 受講料 申込期限

無資格 107,902円 ４月１５日

初任者研修
ヘルパー２級 92,902円 ６月１５日



例えば、令和４年１月に介護福祉士国家試験を受験する場合・・・

○介護職員養成科実務者研修（通信教育）課程
○受講資格 介護に関心のある方なら資格は問いません。 〇募集定員 各地区４０名
○募集期間 令和３年３月１日（月）～開講月の前月１５日まで
○申込方法 入学願書と資格証明書の写しを各スクーリング会場にご提出ください。

入学願書は本校もしくは社会福祉法人福寿園のホームページ、各スクーリング会場
窓口で取得できます。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

◆通信教育（Ｅラーニング）とスクーリング（対面授業）の併用です。通信教育での学習のため、
インターネットが利用できるパソコンやタブレットが必要です。

◆詳しくは、お問合せください。
【田原福祉グローバル専門学校】 〒441-3421 愛知県田原市田原町中小路11-1

電話 0531-22-3939 FAX 0531-22-7340

Eメール info@tgcw.jp ホームページ https://www.tgcw.jp

◆その他のスクーリング会場
豊田地区【特別養護老人ホームひまわりの街】
〒473-0911 愛知県豊田市本町本竜４８ 電話 0565-51-0880 FAX 0565-53-8830

知多地区【特別養護老人ホームくすのきの里】
〒470-2309 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木475番 電話 0569-74-1688 FAX 0569-74-1690

Ｒ３

資格をお持ちでない方
介護職員初任者研修

または ホームヘルパー２級

3月

５月

11月

1月
Ｒ４

申込後、受講料納付

受講料 107,902 円

オリエンテーション（4/28）
テキスト受取！学習スタート！

《スクーリング（7日間 通学して対面授業）》
東三河地区：田原福祉グローバル専門学校

8月4日、11日、18日、25日、9月8日、15日、22日の水曜日
豊田地区：特別養護老人ホームひまわりの街

8月20日、27日、9月3日、10日、10月1日、15日、22日の金曜日
知多地区：特別養護老人ホームくすのきの里

8月23日、30日、9月6日、13日、27日、10月4日、11日の月曜日

8月

10月～

国家試験対策講座（無料）会場:各スクーリング会場

（開催日は改めてご連絡します）

国家試験受験！

Eラーニング（通信教育：自宅学習）
受講時間：405時間

6月
7月～

Eラーニングは、
パソコン等を使い、
インターネットを利用した
学習です。
自動採点方式で、課題の
郵送は必要ありません。
教員への質問は、メールや
電話でもOK。

スクーリングは、
田原・豊田・知多地区
から選択
【時間】
9時～17時20分

受験資格
従事経験3年(1,095日)
以上 かつ
従事日数 (450日)

以上
＋

実務者研修修了

Eラーニング（通信教育：自宅学習）
受講時間：275時間

オリエンテーション（7/1）
テキスト受取！学習スタート！

申込後、受講料納付

受講料 92,902 円

～4月

12月～

https://www.tgcw.jp/


田原福祉グローバル専門学校は福寿
園が運営する田原市にある介護福祉
の専門学校です。通称「たっぷく」
の愛称で親しまれています。

駐車場あります

Ｅラーニングによる自宅学習と
７日間の対面授業でご自分の
ペースで介護福祉士国家試験に
必要な研修が受講できます！

●詳細は裏面をご覧ください

●スクーリング会場
特別養護老人ホームひまわりの街

名鉄三河線竹村駅、土橋駅近く

●受講料及び申込期日（※詳細はお問合せください。）

資格者 受講料 申込期限

無資格 107,902円 ４月１５日

初任者研修
ヘルパー２級 92,902円 ６月１５日



例えば、令和４年１月に介護福祉士国家試験を受験する場合・・・

○介護職員養成科実務者研修（通信教育）課程
○受講資格 介護に関心のある方なら資格は問いません。 〇募集定員 各地区４０名
○募集期間 令和３年３月１日（月）～開講月の前月１５日まで
○申込方法 入学願書と資格証明書の写しを各スクーリング会場にご提出ください。

入学願書は、各スクーリング会場または、本校のホームページで取得できます。
入学願書は本校もしくは社会福祉法人福寿園のホームページ、各スクーリング会場
窓口で取得できます。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

◆通信教育（Ｅラーニング）とスクーリング（対面授業）の併用です。通信教育での学習のため、
インターネットが利用できるパソコンやタブレットが必要です。

◆詳しくは、お問合せください。
【田原福祉グローバル専門学校】 〒441-3421 愛知県田原市田原町中小路11-1

電話 0531-22-3939 FAX 0531-22-7340

Eメール info@tgcw.jp ホームページ https://www.tgcw.jp

◆スクーリング会場
【特別養護老人ホームひまわりの街】 〒473-0911 愛知県豊田市本町本竜４８
電話 0565-51-0880 FAX 0565-53-8830

※カリキュラムや学習内容に関するお問い合わせは田原福祉グローバル専門学校へ
お問い合わせください。

Ｒ３

資格をお持ちでない方
介護職員初任者研修

または ホームヘルパー２級

3月

５月

11月

1月
Ｒ４

申込後、受講料納付

受講料 107,902 円

オリエンテーション（4/28）
テキスト受取！学習スタート！

《スクーリング（7日間 通学して対面授業）》
東三河地区：田原福祉グローバル専門学校

8月4日、11日、18日、25日、9月8日、15日、22日の水曜日
豊田地区：特別養護老人ホームひまわりの街

8月20日、27日、9月3日、10日、10月1日、15日、22日の金曜日
知多地区：特別養護老人ホームくすのきの里

8月23日、30日、9月6日、13日、27日、10月4日、11日の月曜日

8月

10月～

国家試験対策講座（無料）会場:田原福祉グローバル専門学校

（開催日は改めてご連絡します）

国家試験受験！

Eラーニング（通信教育：自宅学習）
受講時間：405時間

6月
7月～

Eラーニングは、
パソコン等を使い、
インターネットを利用した
学習です。
自動採点方式で、課題の
郵送は必要ありません。
教員への質問は、メールや
電話でもOK。

スクーリングは、
田原・豊田・知多地区
から選択
【時間】
9時～17時20分

受験資格
従事経験3年(1,095日)
以上 かつ
従事日数 (450日)

以上
＋

実務者研修修了

Eラーニング（通信教育：自宅学習）
受講時間：275時間

オリエンテーション（7/1）
テキスト受取！学習スタート！

申込後、受講料納付

受講料 92,902 円

～4月

12月～

https://www.tgcw.jp/


田原福祉グローバル専門学校は福寿
園が運営する田原市にある介護福祉
の専門学校です。通称「たっぷく」
の愛称で親しまれています。

駐車場あります

Ｅラーニングによる自宅学習と
７日間の対面授業でご自分の
ペースで介護福祉士国家試験に
必要な研修が受講できます！

●詳細は裏面をご覧ください

●スクーリング会場

特別養護老人ホームくすのきの里
知多半島道路半田（南）ｲﾝﾀｰから車で１０分

● 受講料及び申込期日（※詳細はお問合せください）

資格者 受講料 申込期限

無資格 107,902円 ４月１５日

初任者研修
ヘルパー２級 92,902円 ６月１５日



例えば、令和４年１月に介護福祉士国家試験を受験する場合・・・

○介護職員養成科実務者研修（通信教育）課程
○受講資格 介護に関心のある方なら資格は問いません。 〇募集定員 各地区４０名
○募集期間 令和３年３月１日（月）～開講月の前月１５日まで
○申込方法 入学願書と資格証明書の写しを各スクーリング会場にご提出ください。

入学願書は本校もしくは社会福祉法人福寿園のホームページ、各スクーリング会場
窓口で取得できます。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

◆通信教育（Ｅラーニング）とスクーリング（対面授業）の併用です。通信教育での学習のため、
インターネットが利用できるパソコンやタブレットが必要です。

◆詳しくは、お問合せください。
【田原福祉グローバル専門学校】 〒441-3421 愛知県田原市田原町中小路11-1

電話 0531-22-3939 FAX 0531-22-7340

Eメール info@tgcw.jp ホームページ https://www.tgcw.jp

◆スクーリング会場
【特別養護老人ホームくすのきの里】 〒470-2309 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木475番
電話 0569-74-1688 FAX 0569-74-1690

※カリキュラムや学習内容に関するお問い合わせは田原福祉グローバル専門学校へ
お問い合わせください。

Ｒ３

資格をお持ちでない方
介護職員初任者研修

または ホームヘルパー２級

3月

５月

11月

1月
Ｒ４

申込後、受講料納付

受講料 107,902 円

オリエンテーション（4/28）
テキスト受取！学習スタート！

《スクーリング（7日間 通学して対面授業）》
東三河地区：田原福祉グローバル専門学校

8月4日、11日、18日、25日、9月8日、15日、22日の水曜日
豊田地区：特別養護老人ホームひまわりの街

8月20日、27日、9月3日、10日、10月1日、15日、22日の金曜日
知多地区：特別養護老人ホームくすのきの里

8月23日、30日、9月6日、13日、27日、10月4日、11日の月曜日

8月

10月～

国家試験対策講座（無料）会場:各スクーリング会場

（開催日は改めてご連絡します）

国家試験受験！

Eラーニング（通信教育：自宅学習）
受講時間：405時間

6月
7月～

Eラーニングは、
パソコン等を使い、
インターネットを利用した
学習です。
自動採点方式で、課題の
郵送は必要ありません。
教員への質問は、メールや
電話でもOK。

スクーリングは、
田原・豊田・知多地区
から選択
【時間】
9時～17時20分

受験資格
従事経験3年(1,095日)
以上 かつ
従事日数 (450日)

以上
＋

実務者研修修了

Eラーニング（通信教育：自宅学習）
受講時間：275時間

オリエンテーション（7/1）
テキスト受取！学習スタート！

申込後、受講料納付

受講料 92,902 円

～4月

12月～

https://www.tgcw.jp/


    年度 

 

実務者研修（通信教育）課程入学願書 

№  

 

  

田原福祉グローバル専門学校長 様 

フリガナ  

男・女 
生年

月日 

年  月  日生 

（   歳） 氏 名 
 

 

フリガナ  

現住所 
〒               ℡※１（    ）   －      

 

研 修 

コース 

所有する資格名(○印) 発行機関 研修時間 

(  )なし  ４６２時間 

(  )喀痰吸引等研修  ４００時間 

(  )介護職員初任者研修  ３３２時間 

(  )訪問介護員３級  ４３２時間 

(  )訪問介護員２級  ３３２時間 

(  )訪問介護員１級  １０７時間 

(  )介護職員基礎研修  ６２時間 

(  )生活援助従事者研修  ４２２時間 

(  )介護に関する入門的研修  ４４２時間 

(  )  (    )時間 

スクーリング会場 

□田原地区：田原福祉グローバル専門学校（田原市田原町地内） 

□豊田地区：特別養護老人ホームひまわりの街（豊田市本町地内） 

□知多地区：特別養護老人ホームくすのきの里（知多郡武豊町地内） 

＊希望する会場に☑を記載してください。 

所 属 

施設名  

住 所  
電

話 
 

職 歴 

    年  月から    年  月まで 

  年  月から  年  月まで 

  年  月から  年  月まで 

  年  月から  年  月まで 

  年  月から  年  月まで 

 
 

（添付書類） 資格を証明する証明書等 

※１電話番号は、日中連絡のとれるものを記載してください。 


