
受講のご案内と注意事項 ― 受講される講座により内容が異なります。お申込み前にご一読ください。

■自己都合による申込の取消し（キャンセル）
1. お申込後のキャンセルには受付日により表2のとおりキャンセル料が
発生します。

2. お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
絡がなく開講日が過ぎた場合は、受講料を全額請求させていただきます。

〈受講料支払後のキャンセル〉
・ 支払後のキャンセルは表2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。

〈受講料支払前のキャンセル〉
・ 表2のキャンセル料を請求します。払込票を送付しますのでコンビ
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〉
・ 支払済みの受講料は返金しません。
・ テキスト、教材は買取りとなります。
・ 支払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。

表2

■中止について
1. 最少開講人数に満たない場合や、本学の都合により、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. 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）を全額銀行振込にて返
金します。
※ 新型コロナウイルス等社会状況による中止
 国、自治体および本学の方針により、開講直前や講座途中でも対面講座を中止
する場合があります。

■休講・補講・代講
　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。
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。

■教材（書籍）・資料
1. 指定された教材（書籍）は、各自書店等でご用意ください。
2. 受講していない講座の資料の販売およびお渡しはできません。
3. 持ち物（参考書籍）は、ご希望の方のみ各自でご用意ください。
4. 欠席された講座日に配布資料がある場合は、次回お渡しします。

■注意事項
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. 講師や受講生の個人情報はお伝えできません。
3. 著作権は、実践女子大学生涯学習センターに帰属します。
4. プライバシー・肖像権や著作権を尊重してご利用ください。
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、取消しによる受講料の返金はしません。

6. 許可のない講座の録音・録画・写真撮影や、教材の複製・二次利用等は、
いかなる方法でも固くお断りいたします。

7. 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。

8. 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の
上、通話はご遠慮ください。

9.貴重品は必ず手元に置き、各自で管理してください。盗難、その他の
事故については一切責任を負いかねます。

10. 大学構内での金銭の授受、物品販売、勧誘行為、署名活動はかたく
お断りします。

11. 大学構内は全面禁煙です。
12. 教室内での食事はご遠慮ください。
13. 自席以外の席取りはご遠慮ください。
14. 駐車場はありません。公共交通機関をご利用いただくかコインパー
キングをご利用ください。

一般講座

■登録制・登録料
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。
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）。
・ 明記されている受講者本人のみ有効です。
・ 有効期限後1年以内に受講される場合は自動更新です。
※初期登録料は原則としてお返ししません。

■登録の特典
1. 各種「お知らせ」の送付をします。
2. 実践女子大学の一部施設が利用できます。
・ 受講期間内に限り、食堂、実践女子大学図書館を利用できます。
・ 図書館の利用には別途、図書館利用証が必要です。手続き等詳細
はお問い合わせください。

■受講料等
1. 受講料は前納（1回払）です。料金は各種ご案内、当センターホームペー
ジでご確認ください。

2. 受講料のお支払いがないことをもって申込取消（キャンセル）とはみな
しません。お申し込みの際はご注意ください。

3. 表示価格は税込金額です。
4. 対象者には、受講料の優待割引があります。表1をご覧ください。

■優待割引
　優待割引が適用されます。優待割引を受けるためには、申込時に自己申
告が必要です。自己申告がない場合は適用できませんのでご注意ください。

表1

■登録カード
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。
※本学在学生には、登録カードは発行していません。

■受講証
1. 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。
2. キャンパス内では受講証を常に身に着けてください。また、お忘れの
際は必ず警備室にお声かけください。

3. 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。
※本学在学生には、受講証は発行していません。

■講座申込
　受講には、事前のお申込が必要です。受付は先着順のため、原則とし
て定員になり次第締め切ります（定員を拡大して受け入れる場合もありま
す）。原則、最少開講人数は10名です。

■申込方法
　以下のいずれかの方法によりお申込みいただけます。
・ 実践女子大学生涯学習センターホームページからお申込み
・ 所定の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXか郵送

 ※電話でのお申込みは不可

■お支払方法
払込票（コンビニエンスストア支払）
・ 払込票（圧着式ハガキ）をお送りします（数日から1週間程度で到着）。
・ 払込期限内にコンビニエンスストアでお支払いください。
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区分 登録料（税込） 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、本学卒業生保護者 卒業年度学科をお知らせください
退職教員（専任） 学科をお知らせください
退職職員（専任） 退職年度の所属部署をお知らせください
※ 本学在学生とは、実践女子大学・実践女子大学短期大学部・実践女子大学大学
院および実践女子学園中学校高等学校在学生をいいます。

キャンセル受付日
開講日の8日前まで
開講日の7日前から前日

開講日以降

キャンセル料
1,000円
2,000円
全額
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資格・スキルアップ講座

ご注意ください

　登録制ではありませんので、登録料は不要です。オンデマンド講座を受
講するには、メールアドレスが必要です。講座視聴に必要なURL等は、
メールにてお知らせします。

■講座申込
1. お申込みは、当センターのホームページからのみ受付けます。
2. 「優待割引」についてはP.6 ■をご覧ください。
3. 「登録カード」「受講証」の適用および発行はありません。

■お支払方法
P.6 ■をご覧ください。

■お支払完了後
　当センターにて受講料のお支払いが確認できた方には、オンデマンド
講座視聴に必要なURLを、配信開始日の前日17：00以降にご登録のメー
ルアドレス宛にお送りします。配信期間開始日以降は順次お送りします。
※当センター休館日は対応できませんのでご了承ください。

■自己都合による申込の取消し（キャンセル）
・ URLお知らせ後のキャンセルはできません。
・ URLお知らせ前のキャンセルはP.6 ■表2に準じます。ただし、表2
の開講日は「配信開始日」とします。

■テキスト・教材（書籍）
1. 指定されたテキスト・教材（書籍）や参考テキストは各自でご用意ください。
2. 講座により、指定の教材プリント、資料がある場合は、ご視聴のため
のURLと同時にメールに添付します（受信容量の大きいパソコンメー
ルアドレス等でお申込みください）。ダウンロードしてご利用ください。

■視聴方法
　ご視聴に必要なURLとPW（パスワード）をご登録のメールアドレス宛
にお知らせします。

■オンデマンド講座に必要な機器・環境など
・ パソコン・タブレット・スマートフォンなどの端末
 ネットワークの接続と、動画の再生ができる端末が必要です。画面が
大きく操作のしやすいパソコンやタブレットでの受講をお薦めします。

・ インターネット環境（通信容量を気にせず、安定的に接続できる環境）
 講座受講時の通信にかかる費用は、受講生にご負担いただきます。イ
ンターネットに接続し、通信環境の良いところでご受講ください。容
量不足による速度制限などにならないよう、事前に契約内容をご確認
ください（固定回線に接続された有線、またはWi-Fiを推奨します）。

■注意事項
1. 受講生ご自身のパソコン・タブレット・スマートフォン等機器やイン
ターネット環境の不具合・障害等による講座受講上のトラブルは、当
センターは一切の責任を負いかねます（受講料の返金も致しません）。

2. 講座の録音・録画・写真撮影や、教材の複製・二次利用等は固くお断
りいたします。

3. 講座の視聴URL、パスワード、教材等は、お申込者本人にのみ付与さ
れます。これらを第三者と共有することは、固くお断りします。

P.6 ■1～6も併せてご参照ください。

オンデマンド講座

【重要】登録カード・受講証のお渡しについて
1. 新規ご登録の方　〈渋谷キャンパス〉〈日野キャンパス〉
登録カード・受講証を登録のご住所宛に開講1週間前を目安にお送りし
ます。

2. 既にご登録いただいている方　〈渋谷キャンパス〉
・ 初回日は警備室にお声かけの上、場所（教室）をお尋ねください。受
講証は教室でお渡しします。

・ 2回目以降は警備員に受講証をご提示後、入校してください。
3. 既にご登録いただいている方　〈日野キャンパス〉
・ 初回日は警備室にお声かけください。受講証は教室でお渡しします。
・ 2回目以降は警備室に受講証をご提示後、入校してください。

※最少開講人数に満たなかった場合または社会状況による講座の中止、日程変更等は個

別にご連絡差し上げます。

※開講の決定、中止、変更等は随時ホームページを更新いたしますのでご確認ください。

●新型コロナウイルス対策として
・ ご自宅で検温してください。37.5℃以上の発熱がある場合は、受講でき
ません。また、以下の症状のある方は受講をお控えください。
新型コロナウイルスの症状：発熱、咳、全身の強いだるさ、のどの
痛み、鼻汁、鼻閉、頭痛、下痢、筋肉痛、嘔気、嘔吐、息苦しさ、
味覚障害、臭覚障害

・ 新型コロナウイルスの「感染者」「濃厚接触者」は受講できません。
・ 必ずマスクを着用してください（不織布マスク推奨）。
・ 校内では会話を控えてください。ご友人と一緒の場合でも一定の距離を
保つようにしてください。

●クレジット決済について
　下記の方は、クレジットカード払いがご利用いただけます。
・ 一般講座をホームページからお申込で登録済の方
・ 特別講座をホームページからお申込の方
・ オンデマンド講座をお申込の方

●生涯学習センターでは
・ 手指消毒薬等をご用意しています。ご自由にお使いください。
・ 座席の間隔を空けて、お座りいただいております。
・ 窓、扉を開けて換気をしています。

今後も、感染状況の変化に応じた迅速な対応に努めます。ご理解をいただ
きますよう、よろしくお願いいたします。
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　特別講座と表記のある1回限りの講座、小中学生を対象とする講座につ
いては登録制ではありませんので、登録料は不要です。

■講座申込
1. 以下のいずれかの方法によりお申込みいただけます。
　・ 実践女子大学生涯学習センターホームページからお申込み
　・ 所定の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXか郵送
    ※電話でのお申込みは不可

2. 「優待割引」はありません。
3. 「登録カード」「受講証」の適用および発行はありません。

■お支払い方法
P.6 ■をご覧ください。

■ P.6 ■～■をご覧ください。

特別講座
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　社会状況等により、対面による講座からインターネット配信へ移行する
場合がありますのでご了承ください。

■ P.6 ■～■、■～■をご覧ください。

■登録料・受講証・優待割引
表3

※1 本学在学生とは、実践女子大学・実践女子大学短期大学部・実践女子大学大
学院および実践女子学園中学校高等学校在学生をいいます。

※2 本学関係者とは、実践女子学園教職員・本学在学生保護者・本学卒業生保護
者・退職教職員（専任）・退職職員（専任）をいいます。

■教材（テキスト）
1. 対面講座は、初日にお渡しします。
2. インターネット配信による講座は、講座開始日3日前を目安に登録の
住所宛に発送します。

※キャンセル日時によりテキストが買取りになる場合があります。ホームページを
ご確認ください。

■検定料
検定料は、社会状況等による中止以外は原則としてお返ししません。

■注意事項
・ 対面講座で受講の場合はP.6 ■■をご覧ください。
・ オンライン講座で受講の場合はP.6 ■1～6、P.7 ■■をご覧ください。
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※本内容は予告なく変更することがあります。
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受講のご案内と注意事項 ― 受講される講座により内容が異なります。お申込み前にご一読ください。

■自己都合による申込の取消し（キャンセル）
1. お申込後のキャンセルには受付日により表2のとおりキャンセル料が
発生します。

2. お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
絡がなく開講日が過ぎた場合は、受講料を全額請求させていただきます。

〈受講料支払後のキャンセル〉
・ 支払後のキャンセルは表2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。

〈受講料支払前のキャンセル〉
・ 表2のキャンセル料を請求します。払込票を送付しますのでコンビ
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〉
・ 支払済みの受講料は返金しません。
・ テキスト、教材は買取りとなります。
・ 支払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。

表2

■中止について
1. 最少開講人数に満たない場合や、本学の都合により、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. 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）を全額銀行振込にて返
金します。
※ 新型コロナウイルス等社会状況による中止
 国、自治体および本学の方針により、開講直前や講座途中でも対面講座を中止
する場合があります。

■休講・補講・代講
　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。
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。

■教材（書籍）・資料
1. 指定された教材（書籍）は、各自書店等でご用意ください。
2. 受講していない講座の資料の販売およびお渡しはできません。
3. 持ち物（参考書籍）は、ご希望の方のみ各自でご用意ください。
4. 欠席された講座日に配布資料がある場合は、次回お渡しします。

■注意事項
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. 講師や受講生の個人情報はお伝えできません。
3. 著作権は、実践女子大学生涯学習センターに帰属します。
4. プライバシー・肖像権や著作権を尊重してご利用ください。
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、取消しによる受講料の返金はしません。

6. 許可のない講座の録音・録画・写真撮影や、教材の複製・二次利用等は、
いかなる方法でも固くお断りいたします。

7. 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。

8. 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の
上、通話はご遠慮ください。

9.貴重品は必ず手元に置き、各自で管理してください。盗難、その他の
事故については一切責任を負いかねます。

10. 大学構内での金銭の授受、物品販売、勧誘行為、署名活動はかたく
お断りします。

11. 大学構内は全面禁煙です。
12. 教室内での食事はご遠慮ください。
13. 自席以外の席取りはご遠慮ください。
14. 駐車場はありません。公共交通機関をご利用いただくかコインパー
キングをご利用ください。

一般講座

■登録制・登録料
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。
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）。
・ 明記されている受講者本人のみ有効です。
・ 有効期限後1年以内に受講される場合は自動更新です。
※初期登録料は原則としてお返ししません。

■登録の特典
1. 各種「お知らせ」の送付をします。
2. 実践女子大学の一部施設が利用できます。
・ 受講期間内に限り、食堂、実践女子大学図書館を利用できます。
・ 図書館の利用には別途、図書館利用証が必要です。手続き等詳細
はお問い合わせください。

■受講料等
1. 受講料は前納（1回払）です。料金は各種ご案内、当センターホームペー
ジでご確認ください。

2. 受講料のお支払いがないことをもって申込取消（キャンセル）とはみな
しません。お申し込みの際はご注意ください。

3. 表示価格は税込金額です。
4. 対象者には、受講料の優待割引があります。表1をご覧ください。

■優待割引
　優待割引が適用されます。優待割引を受けるためには、申込時に自己申
告が必要です。自己申告がない場合は適用できませんのでご注意ください。

表1

■登録カード
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。
※本学在学生には、登録カードは発行していません。

■受講証
1. 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。
2. キャンパス内では受講証を常に身に着けてください。また、お忘れの
際は必ず警備室にお声かけください。

3. 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。
※本学在学生には、受講証は発行していません。

■講座申込
　受講には、事前のお申込が必要です。受付は先着順のため、原則とし
て定員になり次第締め切ります（定員を拡大して受け入れる場合もありま
す）。原則、最少開講人数は10名です。

■申込方法
　以下のいずれかの方法によりお申込みいただけます。
・ 実践女子大学生涯学習センターホームページからお申込み
・ 所定の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXか郵送

 ※電話でのお申込みは不可

■お支払方法
払込票（コンビニエンスストア支払）
・ 払込票（圧着式ハガキ）をお送りします（数日から1週間程度で到着）。
・ 払込期限内にコンビニエンスストアでお支払いください。
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区分 登録料（税込） 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、本学卒業生保護者 卒業年度学科をお知らせください
退職教員（専任） 学科をお知らせください
退職職員（専任） 退職年度の所属部署をお知らせください
※ 本学在学生とは、実践女子大学・実践女子大学短期大学部・実践女子大学大学
院および実践女子学園中学校高等学校在学生をいいます。

キャンセル受付日
開講日の8日前まで
開講日の7日前から前日

開講日以降

キャンセル料
1,000円
2,000円
全額

6

資格・スキルアップ講座

ご注意ください

　登録制ではありませんので、登録料は不要です。オンデマンド講座を受
講するには、メールアドレスが必要です。講座視聴に必要なURL等は、
メールにてお知らせします。

■講座申込
1. お申込みは、当センターのホームページからのみ受付けます。
2. 「優待割引」についてはP.6 ■をご覧ください。
3. 「登録カード」「受講証」の適用および発行はありません。

■お支払方法
P.6 ■をご覧ください。

■お支払完了後
　当センターにて受講料のお支払いが確認できた方には、オンデマンド
講座視聴に必要なURLを、配信開始日の前日17：00以降にご登録のメー
ルアドレス宛にお送りします。配信期間開始日以降は順次お送りします。
※当センター休館日は対応できませんのでご了承ください。

■自己都合による申込の取消し（キャンセル）
・ URLお知らせ後のキャンセルはできません。
・ URLお知らせ前のキャンセルはP.6 ■表2に準じます。ただし、表2
の開講日は「配信開始日」とします。

■テキスト・教材（書籍）
1. 指定されたテキスト・教材（書籍）や参考テキストは各自でご用意ください。
2. 講座により、指定の教材プリント、資料がある場合は、ご視聴のため
のURLと同時にメールに添付します（受信容量の大きいパソコンメー
ルアドレス等でお申込みください）。ダウンロードしてご利用ください。

■視聴方法
　ご視聴に必要なURLとPW（パスワード）をご登録のメールアドレス宛
にお知らせします。

■オンデマンド講座に必要な機器・環境など
・ パソコン・タブレット・スマートフォンなどの端末
 ネットワークの接続と、動画の再生ができる端末が必要です。画面が
大きく操作のしやすいパソコンやタブレットでの受講をお薦めします。

・ インターネット環境（通信容量を気にせず、安定的に接続できる環境）
 講座受講時の通信にかかる費用は、受講生にご負担いただきます。イ
ンターネットに接続し、通信環境の良いところでご受講ください。容
量不足による速度制限などにならないよう、事前に契約内容をご確認
ください（固定回線に接続された有線、またはWi-Fiを推奨します）。

■注意事項
1. 受講生ご自身のパソコン・タブレット・スマートフォン等機器やイン
ターネット環境の不具合・障害等による講座受講上のトラブルは、当
センターは一切の責任を負いかねます（受講料の返金も致しません）。

2. 講座の録音・録画・写真撮影や、教材の複製・二次利用等は固くお断
りいたします。

3. 講座の視聴URL、パスワード、教材等は、お申込者本人にのみ付与さ
れます。これらを第三者と共有することは、固くお断りします。

P.6 ■1～6も併せてご参照ください。

オンデマンド講座

【重要】登録カード・受講証のお渡しについて
1. 新規ご登録の方　〈渋谷キャンパス〉〈日野キャンパス〉
登録カード・受講証を登録のご住所宛に開講1週間前を目安にお送りし
ます。

2. 既にご登録いただいている方　〈渋谷キャンパス〉
・ 初回日は警備室にお声かけの上、場所（教室）をお尋ねください。受
講証は教室でお渡しします。

・ 2回目以降は警備員に受講証をご提示後、入校してください。
3. 既にご登録いただいている方　〈日野キャンパス〉
・ 初回日は警備室にお声かけください。受講証は教室でお渡しします。
・ 2回目以降は警備室に受講証をご提示後、入校してください。

※最少開講人数に満たなかった場合または社会状況による講座の中止、日程変更等は個

別にご連絡差し上げます。

※開講の決定、中止、変更等は随時ホームページを更新いたしますのでご確認ください。

●新型コロナウイルス対策として
・ ご自宅で検温してください。37.5℃以上の発熱がある場合は、受講でき
ません。また、以下の症状のある方は受講をお控えください。
新型コロナウイルスの症状：発熱、咳、全身の強いだるさ、のどの
痛み、鼻汁、鼻閉、頭痛、下痢、筋肉痛、嘔気、嘔吐、息苦しさ、
味覚障害、臭覚障害

・ 新型コロナウイルスの「感染者」「濃厚接触者」は受講できません。
・ 必ずマスクを着用してください（不織布マスク推奨）。
・ 校内では会話を控えてください。ご友人と一緒の場合でも一定の距離を
保つようにしてください。

●クレジット決済について
　下記の方は、クレジットカード払いがご利用いただけます。
・ 一般講座をホームページからお申込で登録済の方
・ 特別講座をホームページからお申込の方
・ オンデマンド講座をお申込の方

●生涯学習センターでは
・ 手指消毒薬等をご用意しています。ご自由にお使いください。
・ 座席の間隔を空けて、お座りいただいております。
・ 窓、扉を開けて換気をしています。

今後も、感染状況の変化に応じた迅速な対応に努めます。ご理解をいただ
きますよう、よろしくお願いいたします。
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　特別講座と表記のある1回限りの講座、小中学生を対象とする講座につ
いては登録制ではありませんので、登録料は不要です。

■講座申込
1. 以下のいずれかの方法によりお申込みいただけます。
　・ 実践女子大学生涯学習センターホームページからお申込み
　・ 所定の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXか郵送
    ※電話でのお申込みは不可

2. 「優待割引」はありません。
3. 「登録カード」「受講証」の適用および発行はありません。

■お支払い方法
P.6 ■をご覧ください。

■ P.6 ■～■をご覧ください。

特別講座
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　社会状況等により、対面による講座からインターネット配信へ移行する
場合がありますのでご了承ください。

■ P.6 ■～■、■～■をご覧ください。

■登録料・受講証・優待割引
表3

※1 本学在学生とは、実践女子大学・実践女子大学短期大学部・実践女子大学大
学院および実践女子学園中学校高等学校在学生をいいます。

※2 本学関係者とは、実践女子学園教職員・本学在学生保護者・本学卒業生保護
者・退職教職員（専任）・退職職員（専任）をいいます。

■教材（テキスト）
1. 対面講座は、初日にお渡しします。
2. インターネット配信による講座は、講座開始日3日前を目安に登録の
住所宛に発送します。

※キャンセル日時によりテキストが買取りになる場合があります。ホームページを
ご確認ください。

■検定料
検定料は、社会状況等による中止以外は原則としてお返ししません。

■注意事項
・ 対面講座で受講の場合はP.6 ■■をご覧ください。
・ オンライン講座で受講の場合はP.6 ■1～6、P.7 ■■をご覧ください。
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※本内容は予告なく変更することがあります。
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