
  

平成２９年度 実務者研修 受講申込書 

1.お申し込み講座（実務者研修のみ） 

予約番号 講座コード 会場名 コース名 所有資格等区分 

     

オリエンテーション参加日 
※２つ以上の日程が記述されている方は、希望の

日程以外の記述を二重線で取り消してください。 
 

※国試対策プログラムの講座をお申し込みの方は、別紙「平成 29年度国試対策プログラム 受講申込書」を添付しておりますので、そちらもご記入下さい。 

2.お申込者 

記入日 平成     年     月    日 性別 
(○印記入) 

男 女 
証明写真貼付 

 

縦 4cm×横 3cm 

6か月以内に撮影 

正面上半身脱帽 

写真裏面に氏名記入 

フリガナ  

申込者氏名 

※ご記名下さい 

 

生年月日 
昭和 

平成      
年     月     日生  （満      歳） 

現住所 

〒    - 

連絡先電話番号１  連絡先電話番号 2  

※本校からお電話を差し上げる場合、連絡先電話番号 1→2の順番で連絡します。電話番号 2がない場合は記入不要です。 

メールアドレス 

（任意） 
                  ＠ 

勤務先名称 

法人名  

施設名 

事業所名 （□訪問 □通所 □特養 □老健 □ｸﾞﾙｰﾌﾟ □他） 

勤務先住所 

〒   －      

勤務先電話番号       －     － 
上記連絡先に連絡がとれない場合、勤務先への連絡 

          □可   □不可  

介護職としての 

通算勤務年数 
※過去の勤務先も含む 

□経験なし    □3年未満 

□3年以上 

国家試験 

受験予定 

□H29年度受験予定 

□H29年度受験予定なし 

3受講料のお支払方法等 

受講料のお支払方法 □現金振込（一括払い）  □オリコ学費サポートプラン利用（分割払い） 

教育訓練給付金 □申請予定      □申請予定なし 

【本書記載の留意事項】 
・本書の記入にあたっては、黒ボールペン（消せるものは不可）で丁寧にご記入下さい。 

・講座予約時にお知らせいただいた内容が予め印字されています。内容を確認の上、訂正がある場合は、必ず二重線で取り消して空白部にわ

かるよう修正してください。また、空白の項目はすべての項目（任意箇所を除く）を記入してください。記入漏れがある場合、受付できません。 

・□の箇所については、該当する項目にチェック（レ）を入れてください。 また押印、写真貼付も必ず行って下さい。 

※ウラ面の誓約書についても必ずご記入、押印ください。 

㊞ 

※必ず押印してください 

 受講者番号※ 



 

誓約書 

私は、受講許可となった場合、下記の項目について誓約致します。 

１．貴校の規則を守り、他の受講者および講師に迷惑をかける行為は致しません。 

2. 実務者研修のカリキュラムにおける各科目の認定の評価および修了認定については、貴校の基準に従います。 

3. 万一、本文に違背した場合は、いかなる処分に対しても意義を申し立てません。 

 

平成    年   月   日 

ユマニテク医療福祉大学校 学校長 殿 

 

（本人署名）                                   ㊞ 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 
  本校では、受講申込の際に知り得た個人情報につきましては下記に利用致します。 

   1. 実務者研修および国試対策プログラム実施における受講者管理（受講者への連絡、書類等の郵送、証明書発行等に使用）。 

   2. 実務者研修および国試対策プログラムにおける、効果的な教育や授業実施に向けた活用、および広報活動で使用する統計資料として

の使用。 

   3. 本校および本校が実施する他の講座やサービスのご案内、アンケート依頼等での使用。 

   4. 実務者研修の通信教育で使用する E レポートシステムおよび国試対策プログラムで使用するビデオセミナー（運営法人：一般社団法人

介護福祉士実務者研修センター）への受講者情報登録。 

   5. 本校および本校グループ法人での研修、サービス等におけるマーケティング調査および統計資料での活用。 

  上記以外での利用の際には、本人の承諾を得ることと致します。また、情報は厳重に管理し、上記 4 を除き他の法人に情報提供することは

致しません。 

 

 



受講申込みの手続方法 

 

講座予約を完了された方は、以下の手順に沿って申込締切日までに手続きを行って下さい。本手続きがすべて完了し

た時点で、申込み完了となります。申込締切日までに手続きが完了できない場合は、事前に本校までご連絡下さい。ご

連絡なき場合は、キャンセルとさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 

なお、講座予約をまだされていない方は、本校までお電話にてご連絡いただくか、本校公式ホームページの講座予約フ

ォームからお手続き下さい。予約番号がお手元にある方は、すでに講座予約が完了しております。 

 

受講申込みの手続方法 

 

 

 

 
1. 受講申込書の記入 

受講申込書には、講座予約時にお知らせいただいた一部の内容が予め印字されています。 印字内容をご確

認いただき、誤りがある場合は、二重線を引いて正しい内容を余白部にご記入下さい。 また、印字がない箇所に

ついては、任意の記載がある箇所を除き、すべての項目を手書きにてご記入下さい。 

記入漏れの項目がある場合は、再度ご記入いただき郵送いただくことになりますので、必ずすべての項目をご記

入いただきますようお願い致します。 

2. 受講料の納付 

受講料のお支払方法は、以下のいずれかとなります。 

（１）現金振込による一括払い 

（２）オリコ学費サポートプランを使用した分割払い（分割手数料がかかります。） 

上記いずれかを決定の上、お手続きください。 

（１）「現金振込による一括払い」の場合 

お近くの銀行窓口、ATMから下記銀行口座に受講料をお振込み下さい。受講料は、「実務者研修」と

「国試対策プログラム」の各講座の合算金額となります。 「講座予約完了通知」に記載の「受講料総額（税

込）」欄または本校の「募集要項」をご確認下さい。 

なお、お振込みの際には、下記留意事項もご確認下さい。 

振込先金融機関名 支店名 預金種別 口座番号 口座名（カナ） 

三菱東京ＵＦＪ銀行 四日市支店 普通 0233729 ガク）オオハシガクエン 

【お振込時の留意事項】 

◎振込の際の名義（振込人名）は、本校から付与する「予約番号」のうしろに続けてお申込者の方のお名前をフルネ

ームでご記入（ご入力）下さい。 

（例）お申込者が大橋花子様で予約番号が「70105」の場合 

振込人名は 70105オオハシ ハナコ と記入（入力）してください。 

◎現金による 10万円を超える振込は ATMからは利用できません。（振込人本人の預金口座がある銀行からキャッ

シュカード等を使っての振込は可能な場合があります。） 

◎銀行窓口で 10万円以上の現金振込の際は、本人確認書類（運転免許証等）が必要となります。 

 

 

裏面へ続きます 

1. 受講申込書の記入 

2. 受 講 料 の納 付 

3. 添付書類の準備 

4. 受講申込書の郵送 



（２）「オリコ学費サポートプランを使用した分割払い」の場合 

以下の手順に沿って、お手続きください。 

① 「受講申込書」の「受講料のお支払方法」欄で、「オリコ学費サポートプラン申請中」にチェック

を、受講申込書のすべての項目をご記入下さい。 

② 本誌「3. 添付書類の準備」および「4. 受講申込書の郵送」の記載に従いお手続きください。 

③ 本校に書類が到着致しましたら、折り返し「受講許可書（仮）」を郵送致します。 

④ 「受講許可書（仮）」と「講座予約完了通知」をご準備の上、下記いずれかの方法でオリコ学費サ

ポートプランの申込みを行って下さい。 

●インターネットでお申込み 

Yahoo、Google等の検索サイトから ユマニテク オリコ で検索し、「ユマニテク医療福祉大学校

指定オリコ学費サポートプラン」のページから、お手続きください。 

●お電話でお申込み 

0120-517-325（受付時間／9：30～17：30）へ電話をかけ、「オリコ学費サポートプランの申込み

をしたい」とお伝えいただき、オペレーターの指示に従ってお手続きください。  

⑤オリコ分割払い承認（本校への入金）をもって受講申込みが完了となります。 

【オリコ学費サポートプラン利用時の留意事項】 
オリコ学費サポートプランの利用は、お申込者と株式会社オリエントコーポレーションとの間で直接契約となりま

す。契約の際には審査がございます。審査の結果によっては、分割払いをご利用いただけない場合がございます

ので、予めご了承ください。 また、審査には最短でも５日程度（余裕をもって１０日程度）必要となります。 ご希

望される講座の締切日までに審査通過が受講の条件となりますので、お早目にお手続きをお願いします。 

受講申込書の送付時に、予約された講座の締切日の１０日前を切る場合には、お手数ですが本校にその旨ご

連絡下さい。 

3. 添付書類等の準備 

以下の書類等をご準備下さい。 

提出書類 部数 詳  細 

①身分証明書（写） 1部 

運転免許証、健康保険証、住民票等の公的書類で、現住所、氏

名がわかるもののコピーを A4サイズでご準備下さい。 

運転免許証において、住所変更等で裏面に現住所の記載がある

場合は、裏面もコピーして下さい。 

②資格証書（写） 
※無資格者は不要 

1部 

所有資格（「ホームヘルパー2級」「初任者研修」「介護職員基礎

研修」等）の修了証書、資格証等のコピーを A4サイズでご準備下

さい。修了証書を紛失された方は、発行先に再発行を依頼してく

ださい。 

③受講料振込を証する書類（写） 
※受講料を分割払いで納付される方は不要 

1部 

受講料の振込の際に発行される「振込控え」「払込金受領書」また

は、ATM利用時に発行される「利用明細書」のコピーを A4サイズ

でご準備下さい。ネット銀行ご利用の際は、振込を行ったことがわ

かる利用明細書等を A4用紙にプリントアウトして下さい。 

④返信用封筒（８２円切手貼付） 1枚 
本校からの「受講許可書」を返信するための封筒をご準備下さい。 

封筒のサイズは長形３号とし、表面にご自身の住所、氏名を明記

の上、８２円切手を貼付して下さい。 

4. 受講申込書の郵送 

ご記入いただいた「受講申込書」と、上記添付書類等①～④を任意のサイズの封筒にすべて封入の上、以下の

書類送付先に簡易書留郵便にて郵送して下さい。 本校に書類到着

後、折り返し封入いただいた封筒にて「受講許可書」を郵送致します。

受講許可書は、オリエンテーション時に必要ですので、大切に保管の

上、オリエンテーション参加時に持参して下さい。 

【書類送付先】 

 

 

 

ご連絡先・お問い合わせ先 

  ユマニテク医療福祉大学校 介護実務者研修科  

TEL : 052-452-6370 (受付時間：9：00～18：00 ※土、日、祝日、本校休業日を除く) 

FAX : 052-452-6371   E-MAIL : info-kaigo@humanitec.ac.jp 

〒453-0013 名古屋市中村区亀島 2-6-10-7F 

「ユマニテク医療福祉大学校 介護実務者研修科」宛 

封入物チェックリスト 

□ 受講申込書 

□ 身分証明書（写） 

□ 資格証書（写） 

□ 受講料振込を証する書類（写） 

□ 返信用封筒（切手貼付） 


