同志社大学サマーセッション 2022 誓約書
Letter of Consent (Doshisha Summer Session 2022)

同志社大学
日本語・日本文化教育センター所長 様
To Dean of the Center for Japanese Language and Culture, Doshisha University

私は、同志社大学サマーセッション 2022 への参加において、以下の事項を誓約いたします。
I hereby pledge to comply with the following matters with respect to my participation in the Doshisha Summer Session 2022
(this “Program”).

提供された講義に関する情報および情報媒体（講義内容を録音・撮影したデータ、スクリーンショット、テキストデ
ータなど。以下、「講義に関する情報等」という）の利用について、著作権保護の原則を遵守します。
I will comply with the principles of copyright protection regarding the use of information and information media (recording and
filming data, screenshots and text data, etc.) provided through this Program.

講義に関する情報等については、講義内容を把握する目的で適切に利用されるものとします。私は、これらの情報
を第三者（受講生以外、SNS 等）に対して、故意または過失を問わず、開示・漏えい及び提供いたしません。
I will use information regarding lectures, etc. appropriately for the purpose of obtaining lecture content. I will not disclose,
leak or provide (including by posting on social media, etc.) such information to any third party other than the students
participating in this Program, whether intentionally or negligently.

講義に関する情報等の盗難、紛失、漏えい等の事故が生じ又は生じるおそれがあることを知った場合は、速やかに
報告いたします。
I will provide a report immediately after recognizing that any accident such as theft, loss or leakage of the information related
to lectures has occurred or may occur.

受講生以外にオンライン授業接続 URL 等を提供いたしません。
I will not provide the URL for online lessons to anyone other than the students participating in this Program.

上記誓約に違反して、同志社大学又は第三者に損害を与えた場合には、同志社大学又は第三者に対して損害賠
償責任を負うものであることを認識しています。
I recognize that, in the case of causing damage to Doshisha University and/or a third party through my violation of the above
pledge, I will be liable for damages to Doshisha University and/or such third party.

受講者側の事情によりオンライン授業の受講ができない場合、同志社大学はその責を負わない旨承知します。
I acknowledge that Doshisha University will not assume any responsibility in the case that I am unable to take classes due to
circumstances on my side.

次ページ志望理由書の提出にて、上記内容を誓約したこととみなします。
When you submit the motivation letter in the next page, it will be considered that you have consented to the above mentioned
matters.
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〇同志社大学サマーセッションに参加したい理由を日本語で書いてください。200字程度で手書きで書いてくだ
さい。
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