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大阪ＹＭＣＡランゲージセンター 土佐堀校 
 

 

英検一次試験対策講座 

受講案内 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

      

     大阪 YMCA ランゲージセンター 土佐堀校 

     〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-5-6 6 階 

     TEL：06-6459-1777 FAX：06-6443-7510 

     E-mail：tosabori-language@osakaymca.org 

     HP：https://osakaymca.ac.jp/languagecenter/ 

     受付時間：火曜日～金曜日 13 時～20 時・土曜日 9 時～17 時 

     日曜日・月曜日・祝日はお休みです。 
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英検一次対策講座 募集要項 
【日 程】   2023 年 4 月 22 日(土), 5 月 13 日(土), 5 月 20 日(土), 5 月 27 日(土), 6 月 3 日(土) 

      *5 回セットのみです。 

      *欠席や遅刻される回があっても、補講・時間延⾧・返金はいたしかねます。 

【時 間】 5 級・4 級          13:30-14:20（50 分) 

      3 級・準 2 級・2 級  14:40-16:00（80 分） 

【受講料】 5 級・4 級             15,000 円（税込）50 分 5 回セット 

      3 級・準 2 級・2 級     20,000 円（税込）80 分 5 回セット 

【定 員】 1 クラス 12 名 *3 名以上での開講となります。 

【対 象】 小学生・中学生  

【講 師】 日本人講師 

【申込方法】 

① 大阪ＹＭＣＡランゲージセンターの土佐堀校用の申込フォームよりお申込みください。 

  *必ず事前にこちらの募集要項をよくお読みになり、ご同意のうえお申込みください。 

② ご予約の確認メールが届きます。（この時点では予約確定ではございません。） 

  Google フォームから入力内容の確認メールが届きます。24 時間経ってもメールが届かない場合は 

  ご入力いただいたメールアドレスに誤りがある場合がございます。 

  その場合は、当校までお問合せください。 

  また、メールの受信に制限がある方は、事前に(forms-receipts-noreply@google.com)を解除して 

  からお申込みください。 

  *こちらのメールは、システムにより自動配信されております。返信はお受けできません。 

③ 受付から 2 週間程度で当校から予約状況の確認メールをお送りします。 

  大阪ＹＭＣＡランゲージセンターにご在籍の方はれんらくアプリからご連絡いたします。 

  ご在籍でない方には(tosabori-language@osakaymca.org)よりメールをお送りいたします。 

  2 週間以上経ってもメールが届かない場合は、当校までお問合わせください。 

 

  受講確定の場合 

  お支払い案内を記載した受講確定のメールを受け取られましたら、受講料を期日内に 

下記いずれかの方法で受講料をお支払いください。 

  ●銀行振込：受講日の 3 日前までに下記振込口座までお振込みください。 

        *振込手数料はお客様ご負担です。  

        銀行）三菱 UFJ 銀行 

        支店）阿倍野橋（072） 

        口座）普通 0011166 

        名義）学校法人 大阪 YMCA ガク）オオサカワイエムシーエー 

        ※必ず受講される方のお名前でお振り込みください。 

  ●クレジットカード：当校 6 階受付にてお支払いください。*一括払いのみです。 
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  キャンセル待ちの場合 

  キャンセルがでましたら、当校からご連絡いたします。 

  上記の受講確定の場合をご確認のうえお手続きください。  

 

④ お支払いが完了した時点で予約完了となります。 

  講座開始時刻 10 分前に受付までお越しください。教室へご案内いたします。 

 

【変更およびキャンセル締切】 変更またはキャンセル締切は 2023 年 4 月 14 日(金) 16:00 までです。 

               *キャンセル締切後にキャンセルされた場合は、返金いたしかねます。 

 

【申込最終締切】2023 年 4 月 14 日（金）16:00 

 

【ご注意】 

  2023 年度第 1 回英検本試験は 2023 年 6 月 4 日(日)です。 
  ※英検本試験へは別途お申し込みが必要です。 
  ※大阪ＹＭＣＡランゲージセンター在籍生の方は 4 月 11 日（火）20:00 までに受付で 

お申し込みいただけます。 
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個人情報の保護について 
大阪 YMCA では、皆様からいただいた個人情報を厳重に管理し、プライバシーを保護いたします。ご不
明な点などがございましたら、お問い合わせください。 
ここでの個人情報とは、大阪 YMCA 内部において文書、図画若しくは電磁的記録等により処理されてい
る氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、大阪 YMCA の事業での在籍・参加・利用
の内容と履歴、その他「特定の個人に結びついた情報」のことを指します。 
 
１．個人情報の収集について 
下記のような場合に皆様の個人情報をお聞きし、利用する場合があります。いずれの場合も、必要な範
囲で個人情報を収集いたします。 
 

・イベントへの参加申込 
・プログラムへの参加申込 
・各種問合せ及びご案内 
・プログラムの実施上の資料 
・プログラムの次回募集の告知 
・大阪 YMCA 主催または関係団体主催のイベントの告知 
・機関誌の送付 

 
２．個人情報の管理について 
皆様からいただいた個人情報は収集目的範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、皆様の承諾
なく第三者に開示・提供することはありません。個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、厳重
なセキュリティ対策を講じています。個人情報は一般の利用者がアクセスできない安全な環境下に保管
しています。 
 
３．個人情報の共同利用について 
大阪 YMCA では、下記の範囲内で必要な場合に限り、個人情報を関連法人間で共同利用することがあり
ます。共同利用の実施にあたっては、法律を遵守いたします。 
 
（１）業務の遂行のために、関連法人間で、以下のとおり、個人情報を共同して利用いたします。 
   ①共同利用する個人情報 
    氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、大阪 YMCA の事業での在籍・ 
    参加・利用の内容と履歴  
   ②共同利用する関連会社の範囲 
    公益財団法人大阪 YMCA 

学校法人大阪 YMCA 
学校法人大阪 YMCA 学院 
社会福祉法人大阪 YMCA 

（２）共同利用における利用目的 
   関連法人としての会員管理業務の遂行ならびに本人および保護者へのプログラム･イベント等の   

案内・提供およびその判断、本人および保護者への付加価値向上に資する各種業務のため 
（３）個人情報管理責任者 
   公益財団法人大阪 YMCA 
 
写真等の撮影・使用について 
大阪 YMCA ランゲージセンターでは、ご入会およびプログラムへのご参加において、写真・動画（以下
「写真等」とする）の撮影と、撮影した写真等を下記の目的と方法で使用することにご承諾いただいて
おります。ご不明な点などがございましたら、お問い合わせください。 
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写真等の撮影・使用方針 
1． 撮影した写真等は、大阪 YMCA ランゲージセンターが行う事業報告、広報活動、プログラム参加者  

への配布または販売のために使用し、これら以外の目的には使用いたしません。 
2． 大阪 YMCA ランゲージセンターの広報活動の情報伝達手段には、パンフレット、ホームページ、   

Facebook、各種 SNS、ポスター、チラシ等があります。 
3． ３．プライバシー保護のため、写真等の使用に氏名は掲載いたしません。 
 
※撮影した写真等の使用の承諾について、ご事情がある場合はお申し出ください。個人が特定できるも

のは使用しない、加工するなどの配慮をいたします。 
 
◆緊急時における授業実施・中止について 
・以下の場合は休講とし、補講は行いません。休講分の授業料は、以降の月や短期集中プログラムなど

他の授業料や学費・費用に充当したり、返金することはできません。予めご了承ください。 
・実施の有無に関しては、ホームページにてご確認ください。 
 
１．暴風警報もしくは各種特別警報が発令された場合 
＊授業開始 2 時間前から開始時間までに暴風警報もしくは各種特別警報が大阪市に発令されている場合

休講となります。 
この場合、当センターから休講の連絡はいたしません。(ホームページでお知らせいたします。) 

＊ただし、暴風警報もしくは各種特別警報以外の気象警報でも交通事情や当センターが危険と判断した
場合は休講となります。 

 この場合に限り、当センターから休講の連絡をいたします。(ホームページでもお知らせいたします。) 
＊居住されている地域に同等の警報が発令されている場合は、通学をお控えいただくなど各自でご判断

ください。 
２．主要交通機関でストライキや計画運休が発生した場合 
３．地震、天災、疫病、その他当センターの事由以外で休講とせざるを得ない場合 
 
◆YMCA 付近での駐停車について 
YMCA にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。 
近隣の方のご迷惑になりますので、路上駐車はご遠慮ください。 
駐車場(有料コインパーキング)もございますが数に限りがございます。 
 
◆その他 
・住所・氏名・電話番号・緊急連絡先・メールアドレスなどに変更があった場合は、早急に受付まで 

お申し出ください。 
・新型コロナウイルス、インフルエンザ、水痘、おたふく風邪、風疹、麻疹や溶連菌など集団感染の 

恐れのある症状がある、もしくは発熱がある場合は、YMCA のプログラムには参加いただけません。 
ご家族に同様の症状がある場合もご配慮くださいますようお願いいたします。 
受講中でも保護者の方にお迎えに来ていただくことになりますのでご了承ください。 
また学校や近親者などで感染された方がいる場合は、お申し出ください。 

・学校で集団感染が発生し学級閉鎖、自宅待機などになっている場合、YMCA のレッスンにはご参加 
いただけません。 

・ほかの受講生の迷惑となる行為があった場合、受講をお断りさせていただくことがございます。 
・講師や受講生の方々の住所・電話番号はお問い合わせいただいてもお答えできません。。 
・校内/館内はすべて禁煙です。玄関前付近での禁煙にもご協力をお願いいたします。 
 


