
休講・補講・代講
1.	 悪天候や、講師の都合でやむを得ない事情により、講座を休講とする場合があります。
　・	悪天候による全学休講
	 全学休講とする場合は、実践女子大学・実践女子大学短期大学部の決定に準じます。ホームページ

でご確認ください。個別に連絡はしません。
	 実践女子大学・実践女子大学短期大学部ホームページ
	 https：//www.jissen.ac.jp/
	 実践女子大学生涯学習センターホームページ
	 https：//www.syogai.jissen.ac.jp/
　・	講師都合による休講
	 講師の都合（病気・事故等）で休講の場合、個別に電話またはメールをします。また補講を行いま

す。あるいは講師を変更して実施する場合があります。当センターホームページで確認してください。
但し、補講に出席できない場合でも、受講料の返金はしません。
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渋谷と日野、
2つのキャンパスで学べます。

渋谷区の花「ハナショウブ」
多数の品種があり、
区内の名所としては明治神宮内苑の
菖蒲田が特に有名です。

日野市の花「菊」
日野に縁の深いカワラノギクの可憐さが
人の心を引きつけるなどの理由から
市の花に選ばれました。

本文では渋谷と日野をこの花のアイコンで表しています。

●見学・体験受講は1人1講座につき1回までです。

●予約が必要です。前日までにお電話でご予約ください。

講師肩書きは2020年2月現在のものです。

可能な講座には、
←左のマークが
ついています。

見学・体験受講について

講師肩書きについて

特別な記載がない限り、消費税を含む金額です。

受講料・教材費等について

見

体

見学・・・無料（30分程度）

体験受講・・・講座1回1,000円

　私たち実践女子大学生涯学習センターは、
みなさまが生涯にわたり学ぶことを楽しみ、
地域社会や職業生活においてその成果を生かし、
豊かな人生を送ることを応援いたします。
　そのために当大学が有する知的資産と教育施設を、
公開いたします。

　みなさまの積極的な活用を
　心よりお待ち申し上げております。

実践女子大学 生涯学習センター

実践女子大学　生涯学習センター長
　　　　　　　　　　　湯浅　茂雄

受講のご案内と注意事項　講座にお申込みされる前に必ずご一読ください。

■実践女子大学生涯学習センターについて
実践女子大学生涯学習センターは、「生涯学習講座」「リカレント教育講座」「公開講座」の 3 つの講座を展開しています。「生涯学習講座」では、文芸、教養、生活、健康、趣味講座から語学、学び直し、

資格講座までさまざまなジャンルの講座をご用意しています。「リカレント教育講座」では、社会人の皆様の学び続けたいという気持ちにお答えするためにさらに3 つのプログラムを設置しました (「履修証
明プログラム」、「専門講座」、「リカレント授業」)。「公開講座」では本学の各学科が主催する講座を広く一般の皆様に向けて無料で開催しています。
申込方法や受講についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

■生涯学習講座　受講のご案内
資料請求

「生涯学習講座」について年に2回（2月・8月）パンフレットを発行しています。お電話または、ホームペー
ジの『資料請求』よりご請求ください。

登録制
継続的に講座を受講していただくために、登録制としています。更新される場合は、初期登録した個人
情報は引き続き活用されます。
1.	 当センターの講座を初めて申込まれる場合は、初期登録料 3,300 円（税込）が必要です。講座受

講料と一緒にお支払いいただきます。
	 ＊初期登録料は、原則としてお返ししません。
2.	 登録された方には、登録カードを発行します。有効期限は、初年度を含めて最長 3 年間です。（申

込日にかかわらず 3月末まで）
	 ＊明記されている本人のみ有効です。
	 ＊	有効期限後1年以内に受講される場合は自動更新です。右記「注意事項」の「登録カードについて」

でご確認ください。

特典
1.	 年間 2 回発行のパンフレットの送付の他、各種「お知らせ」の送付をします。
2.	 一般受付前に優先して申込みができます。
3.	 実践女子大学の一部施設が利用できます。
	 ・図書館：実践女子大学図書館を受講期間内に利用できます。
	 ※別途、図書館利用証が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。
	 ・食堂：受講期間内に限り利用できます。

申込方法の流れ
申込方法
● 	以下のいずれかでお申込みいただきます。
　・ホームページ
　・FAX
　・郵送
　・センター事務室
　＊電話でのお申込みは受付していません。

申込完了後
● 	払込票（圧着ハガキ）を郵送します。
● 	払込期限が記載されていますので、期限内にコンビニエンスストアにてお支払いください。
	 ＊期限を過ぎると使用できませんのでご注意ください。
	 ＊現金のお取り扱いはしていません。

支払い完了後
● 	当センターにて受講料のお支払いが確認できた方には、講座開講決定後、「受講証」及び「キャンパ
スのご案内」を発送します。（講座開始7日前の発送が目安となります。）

	 ＊本学在学生には、受講証の発行はしていません。ご案内メールを送信します。

講座日
● 	入構時は警備員に受講証を必ずご提示ください。
● 	開場時間は、講座開始 30 分前です。
● 	登録カードは、受講日に教室で渡します。
● 	注文されたテキスト・教材は受講日に教室で渡します。

注意事項
登録カードについて
1.	 登録カード有効期限後、1年以内に開講される講座を受講される場合は、自動更新（無料）されます。
2.	 登録カード有効期限後、1年以上過ぎてから受講される際は、再登録となり1,650 円（税込）が必

要です。講座受講料と一緒にお支払いいただきます。
	 ＊再登録料は、原則としてお返ししません。
3.	 登録カードを紛失した場合は再発行手数料 550 円（税込）が必要です。

受講証について
1.	 講座申込手続きを完了した方に開講1週間前を目安に、ご自宅に郵送します。
2.	 複数講座受講の場合も、当期の発行はお1人につき1枚です。
3.	 キャンパス内では受講証を常に身に付けてください。また、お忘れの際は必ず警備室で入構手続き

を行ってください。
4.	 紛失した場合は再発行します。再発行手数料100円 (税込) が必要です。

自己都合による申込の取り消し（キャンセル）
1.	 申込後にキャンセルされる場合は、電話にてご連絡ください。ご連絡がない場合は、受講料を全額

請求させていただきます。
2.	 キャンセル受付日によってキャンセル料がかかります。

キャンセル受付日 キャンセル料
開講日の 8日前まで 1,000 円

開講日の7日前から前日 2,000 円
開講日以降 全額

〈受講料支払い後のキャンセル〉
支払い後のキャンセルは上表のキャンセル料と振込手数料を差引き、銀行振込にて返金します。た
だし、キャンセル料が受講料を上回った場合には、返金しません。
〈受講料支払い前のキャンセル〉
上表のキャンセル料を請求します。コンビニエンスストアでお支払いください。
〈講座開講日以降のキャンセル〉
支払い済の受講料は返金しません。

3.	 キャンセルした場合、テキスト、教材は買取りとなる場合があります。
4.	 支払い済の受講料を他の講座の受講料に振替えることはできません。

講座の中止
1.	 最少開講人数に満たない場合や、生涯学習センターの都合により、やむを得ず講座を中止、または

延期する場合があります。
2.	 原則、最少開講人数は10 名です。現在 9 名以下で開講している講座で、2020 年度前期後期を

通じて 9 名以下の状況が続いた際は、2021年度より中止となる場合があります。ご了承ください
ますようお願い申し上げます。

3.	 講座が中止となった場合、開講1週間前を目安にお知らせします。その場合は、受講料及び登録料（該
当の方のみ）を全額銀行振込みにて返金します。

テキスト・教材
1.	 指定されたテキスト・教材は申込時に注文してください。
2.	 注文したテキスト・教材は受講日に教室でお渡しします。
3.	 受講していない講座のテキスト・教材・資料の販売及びお渡しはできません。
4.	 参考テキストは、ご希望の方のみ各自でご購入ください。
5.	 欠席された講座日に配布資料がある場合は、後日お渡しします。

その他
1.	 住所、氏名、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は、速やかに当センターまでお知ら

せください。
2.	 車、バイクでの来校はできません。日野キャンパスのみ、自転車の駐輪場がありますので、ご利用

ください。
3.	 非常口や避難経路などは、あらかじめご確認ください。また災害発生時には職員の指示に従って行

動してください。
4.	 講義中は、携帯電話の電源をお切りになるかマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。
5.	 講師や受講生の迷惑となる行為、講義の進行を妨げる行為があった場合は受講資格の取消しや、

今後の受講をお断りする場合があります。また、取消しによる返金はしません。
6.	 講師や受講生の個人情報はお伝えできません。
7.	 貴重品は必ず手元に置き、各自で管理してください。盗難、その他事故については一切責任を負い

かねます。
8.	 大学構内は全面禁煙です。
9.	 大学構内では、許可なく録音・録画・撮影することはできません。

10.	 大学構内で金銭の授受、物品販売、勧誘行為、署名活動はかたくお断りします。
11.	 教室内での食事はご遠慮ください。

申込み
● 	受講には、事前のお申込みが必要です。
● 	受付は先着順のため、原則として定員になり次第締切ります。
	 ＊定員を拡大して受入れる場合もあります。

受講料
● 	受講料は前納です。当センターホームページまたは実践女子大学生涯学習センターパンフレットでご
確認ください。

● 	受講料のお支払いがないことをもって申込み取消し（キャンセル）とはみなしません。

優待割引
下表のいずれかに該当する場合、登録料免除、受講料割引があります。優待割引を受けるためには、自
己申告が必要です。自己申告がない場合は適用されません。また、資格講座や1回のみの講座は、割引
適用されませんのでご注意ください。

区分
登録料
（税込）

受講料
優待割引

確認事項

一般（下記以外の方） 3,300 円 割引なし

本学在学生

免除

30％割引 学生証をご提示ください

実践女子学園教職員 20％割引 教職員証をご提示ください

本学在学生保護者 10％割引 在学生学籍番号をお知らせください

本学卒業生、卒業生保護者 10％割引 卒業年度学科をお知らせください

退職教員（専任） 10％割引 学科をお知らせください

退職職員（専任） 10％割引 退職年度の所属部署をお知らせください

＊	本学在学生には、実践女子大学・実践女子大学短期大学部、実践女子学園中学校高等学校を含みます。

本内容は、予告なく変更することがあります。

重要

1


