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同意書	 

薬およびアルコール検査への承認について	 

違法ドラッグ、規制された物質およびアルコールの使用は、日常生活に支障をきたし、学業や運

動能力を阻害し、さらに、使用者に対して持続的な身体的で精神的損害を招きます。また、チー

ムメイト、対戦相手をはじめ使用者が関わる全ての人々に障害をもたらす危険性を高めます。従

って、IMG	 Academy	 LLP では、薬およびアルコール検査の同意承認の方針（以下これを”方針”

とする）を実施しています。その方針についてはスチューデント・ハンドブックに記載していま

す。	 

この文書に同意するすべての団体は、方針を読み理解し、また方針に背いた場合の追放処分を含

む罰則が課せられる場合があることを理解した上で受講となります。さらにこの文書に同意した

団体は、方針の期間、条件、規則すべてに同意となります。	 

13 歳以上の受講者には年間を通して検査の対象となっています。また検査をするのが妥当だと

された場合、年齢に関係なく検査の対象になります。検査は毛髪分析、尿検査、その他の IMG

が採用した方法に基づいて行われます。	 

	 

これによって私は方針の下で検査が必要だとされるような場合、薬、アルコールおよび方針によ

って網羅された他の物質の有無のため検査された生徒の毛髪、尿、他の身体の検体を所持するこ

とに同意します。また私は受講者・IMG	 Academy に対する上記のような検査結果に関する情報を

公表することを承認します。	 

	 

所有物の損害について	 

受講者およびその両親又は保護者は、受講者の部屋または IMG	 Academy で使用する他の施設が受

講者によって損傷を受けた場合、その費用を支払うのに必要なときはいつでも登録されたクレジ

ットカードで IMG によって費用が支払われることを認めます。	 

	 

メディカル個人確認カード	 

私は以下に示す重度のアレルギー、慢性的な病気及び他の日常生活をおびやかす医療的な状態に

関する情報を子供の個人確認フォームに示すことに同意します。さらに私は子供の生徒記録及び

ファイルに印刷物、電子データとして投稿することに同意します。私はこの情報が IMG	 Academy

のスタッフ間で共有されることを了解します。	 

	 

学校外でのアクティビティについて（どちらか一つ選択して下さい）	 

_	 私の子供は全ての学校外でのアクティビティに参加することができます。	 

_	 私の子供は全ての学校外でのアクティビティに参加することができません。	 
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リスクについて	 

運動活動はその本質から怪我を防ぎあるいは最小限に止めようと十分に注意管理をしていても

避けることのできない危険性やリスクをはらんでいます。IMG はサッカー、ゴルフ、テニス、野

球、フットボール、バスケットボールなどの多種のスポーツ活動や身体トレーニング、ランニン

グ、サイクリングのようなそれに関わる活動のための施設があります。これらのアクティビティ

の中には様々な筋肉を使い、体力の激しい消耗や耐久性を必要とするものや、速さや方向転換等

の俊敏な動きを必要とするもの、器具、固定された物(ゴールポスト)、他の受講者（自分より年

上や年下、体重や身長に関して自分より大きいまたは小さい受講者を含む）、様々な種類のサー

フェイスを使用するもの、神経系や心臓血管にストレスをかける耐久性を必要とするアクティビ

ティもあります。	 

そのリスクは活動によって異なりますが、それぞれの活動では、	 

1. 切り傷、打撲、肉離れ、捻挫のような軽傷から	 

2. 骨折や骨損傷、脳震盪、抜歯のような怪我	 

3. 心臓発作、頭がい骨骨折、知能・視力・聴力の損失あるいは死亡といった致命的な怪我と、

危険性の度合は幅広いものです。	 

4. 受講者はインフルエンザ、流行性の風邪、水泡、髄膜炎、はしかといった感染症や強力な

有害性のある、または致命的な病気にさらされる、あるいは他者をさらすことになるかも

しれません。	 

5. 受講者または移動中（大会、イベント、空港に向かうための車中）、多くの人がいるところ

（大きな大会や音楽コンサートのような）でリスクにさらされるかもしれません。そして、

身体的・精神的状態の治療を受ける際にリスクにさらされるかもしれません。	 

	 

受講者、その両親又は保護者は上記の文章をよみ	 

1. IMG での活動の本質を理解し受講者の健康状態や技術レベルに関連するアクティビティの

必要とするものを理解し	 

2. IMG において参加する活動の結果起こる怪我、病気の種類、外科や内科の治療に関連するリ

スクを認識します。	 

3. よって受講者や両親、保護者は IMG でのスポーツプログラムへの参加、施設やサービスの

使用を希望し、それに関わるすべてのリスクを承諾します。	 

	 

公表と同意	 

受講者やその両親又は保護者は、すべての受講者の記録、写真、動画（以下“記録”）の公表に

同意します。また IMG がこれらの記録を何時いかなるときも支払や追認なく使用すること、また

記録の使用に関する権利は IMG と IMG が認めた者が所持することに同意します。	 

	 



指導上のルールと基準の認識	 

私は IMG が IMG スチューデント・ハンドブックの４条に定められている指導上のルールと基準が

あることを理解します。私はすべての受講者、ゲスト、従業員の安全のためにこれらのルールを

遵守します。	 

	 

理解・承諾	 

受講者、その両親又は保護者は受講者に対するこの同意書を読み、その条項を完全に理解しまし

た。受講者、その両親又は保護者は受講者に対する同意書に自主的にサインしていることを承諾

し、サインによってフロリダ州の法によって定められている範囲内で IMG でのアクティビティに

参加する、見学することにより起こりうるリスクを全て理解しています。	 
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権利放棄	 

IMG	 Academy	 LLC(以下 IMG)がプログラムの受講者の登録を受け入れること、IMG の施設や物、駐

車場、土地、設備、家、食事をする場や IMG のサービスを受講者が利用することを考慮して、受

講者、その両親又は保護者は受講者本人だけでなく登録されている受講者の相続人や近親者、代

理人らのクレームを放棄し、IMG、提携会社、それらのメンバー、管理者、役員、従業員、ボラ

ンティア、スポンサー、建設業者、代理人に対して訴訟を起こ、それらに反する行為をとりませ

ん。それは受講者自身の行動、第三者の行動、建物・備品等の物の状態、IMG、IMG の役員・従

業員・代理人・IMG に属している全ての人の過失により生じる訴訟やクレームに対するものです。

受講者、その両親又は保護者はこの権利放棄、責務放棄、怪我や病気(死亡を含む)だけでなく個

人の物の盗難・紛失・損害に対するクレームを含む訴訟をしないという誓約に同意します。受講

者及び保護者はこの権利放棄、責務放棄や訴訟をしないという誓約は IMG プログラムへ参加する

時だけでなく IMG の施設等を、受講者やそのゲスト、親戚や家族が使用する時も法的効力を持つ

ことに同意しています。またそれについて受講者、その両親又は保護者は使用時に理解していま

す。	 

	 

	 

補償	 

IMG がプログラムの受講者の登録を受け入れることや IMG の施設や物、駐車場、土地、設備、家、

食事をする場や IMG のサービスを受講者が利用することをさらに考慮して、受講者、その両親又

は保護者は受講者本人だけでなく登録されている受講者の相続人や近親者、代理人のために、IMG、

提携会社、それらのメンバー、管理者、役員、従業員、ボランティア、スポンサー、建設業者、

代理人に対して補償することに同意します。それは受講者やそのゲスト、親戚や家族が IMG のサ

ービスや施設を使用した際に発生した彼らや受講者自身の怪我、あるいはものの損害に対する訴

訟費用を含めた全ての請求、要求、訴訟、損害を指します。この補償同意は以下のものも含みま

す。受講者やそのゲスト、親戚や家族による犯罪行為や故意の行為、能動的・受動的不注意から

生じる第三者によっておこされた要求、訴訟、損害を含みます。この補償同意は IMG の条件下で

発生する活動に制限されるものでなく、起こったのが IMG 内であっても外であっても、悪天候や

その他の状況下にあっても、学校や社会活動、乗馬、旅行、トレーニング、スポーツプログラム

練習、指導中に起こったものであっても、受講者やそのゲスト、親戚や家族が第三者によって提

携会社、それらのメンバー、管理者、役員、従業員、ボランティア、スポンサー、建設業者に対

して訴訟された場合その行為はこの補償同意に包含されます。さらに受講者、その両親又は保護

者はこの補償同意が全 IMG プログラムにおける受講者の登録および受講者やそのゲスト、親戚や

家族が IMG の施設等を使用する時に法的な効力を持つことに同意します。またそれについては受

講者、その両親又は保護者が使用時に理解しています。	 

承諾	 



受講者、その両親又は保護者はこの権利放棄を読みその項を全て理解します。さらに受講者、そ

の両親又は保護者はこの権利放棄がフロリダの法律下で許可されるように広く包含的に意図さ

れるものであることに同意します。もし一部が法的効力を失った場合、残りの権利放棄証書は完

全な法的効力を保持し続けます。	 

	 

	 

未成年のお子様を持つ保護者の方へ	 

この項はしっかりと注意深くお読みください。あなたはお子様が危険性を有する可能性のあるア

クティビティに参加することに同意しています。たとえ IMG がこのアクティビティを行うに当た

って細心の注意を払っていても、避けることができないリスクをはらんでいるため、参加中にお

子様が死亡したり深刻な怪我をする可能性があります。この文書にサインすることでそのアクテ

ィビティにより起こりうるリスクから生じる損害や死を含むいかなる怪我のための訴訟におい

ても IMG から賠償等を取る権利はなくなります。	 

あなたはこの文書にサインすることを辞退する権利があります。そしてもしこの文書にサインし

ない場合 IMG はお子様が参加することを拒否する権利があります。	 

	 

受講者、その両親又は保護者は同意書に自発的にサインしていることを承諾しそれらのサインに

よって法により認められた範囲で責務を完全に無条件放棄していることを理解します。	 

	 

受講者のサイン	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日付	 

	 

受講者の両親/保護者のサイン	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日付	 

（受講者が１８歳以下の場合）	 

	 

	 

	 

	 

本規則は、IMG	 Academy が受講申請書類である Registration	 Form にあるものについて、受講者

の皆様のご理解に対してご参考いただけるように Japan	 Sports	 Training が翻訳したものでござ

います。IMG	 Academy 規則の原文や運行について変更や訂正がある場合もありますのでご留意く

ださい。	 

	 

また、Japan	 Sports	 Training は、	 

1. 受講者の皆様の行旅中のトラブル(送迎サービスでのトラブルも含む)がある場合、	 

2. 受講プログラムの内容や運行で生じるトラブルがある場合、	 

3. 受講申込書に不備がある場合、内容の変更があってプログラムの受講ができない場合につ



いて一切免責されますことと併せましてご理解いただきご承諾ください。	 

4. また、代理店ではなく取次店として書類取次のみのご案内業務として関わらせていただき

ますので、基本的には書類の英訳や詳細記載のご理解・ご記入につきましても自己責任の

上完了していただきますようお願いいたします。	 

	 


