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親権者同意書 

学生名前 
 

研修期間 
 

上記の学生は未成年者としてフィリピン語学研修期間中にCG学校の管理規定（外出、外泊を除く）を遵守することを

約束し、違反した場合、CG校の措置に従うことに同意します。 (未成年者 門限時間 21時 厳守）  

 未成年者のみでの外出は許可しない、外出される場合は、保護者代わりの成人が同行する必要があり、学校側社員に

事前に許可を受ける必要があります。外出時、すべて起きたの事には、生徒に責任があります。（外出時及び復帰時

は、必ず、大人の保護者と一緒に戻って来なければいけません。旅行をしたい時に両親と通話後許諾いたします。） 

自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・研修機関等の各種規則な

どに違反した際の責任や損害賠償責任は学生本人に帰属し、当校はその責任を負いません。ま

た、留学中、観光ツアー等に参加する場合は、上記学生の自己責任とし、交通事故や災害・事

故による損害に対して当校は一切の責任を負いかねます。（旅行に行かれる際、親権者の方に

承諾確認の連絡をすることもございます。）  

加えて学校の規定とは別に、未成年者がいけない行為（例：飲酒、喫煙）などをした時に、管理者の指示に応じないな

どCG校がもはや管理を行うことができないと判断するときは、直ちに退校·帰国措置させることができ、これに伴う残

余期間の返金はないことを確認します。※CG学校の規定は、以下の内容を参照してください。 

また、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊施設の事故、日本または海外の官公署の命令・出入国規制、伝染病に

よる隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更、陸海空における不慮

の事故、その他、不可抗力の事由により生じた損害に関しましては当校は免責となります。 

上記内容について理解し、上記者の法定代理人親権者として民法第５条１項により同意・承諾致しま

す。 

   
  

年 
  

月 
  

日 
                    

                               

         
親権者または後見人の氏名 

 
                  

 
印 

         
本人との関係 

 
                      



         
本人氏名 

 
                  

 
印 

 

 

<CG 語学院 規定> 
※必ず、きちんと ご自分で再度お読みになってください。 

1. 授業に関する規定 

1) 授業変更 ⇒ 毎週 水曜日午前7：30～午前9時 受付【Officeにて名前記入】※変更の可能性あり /木曜日 変更実行 

        ※代筆された場合 無効となります。 

① レベルや担当講師は特別な理由がない限り、個人での変更は不可となります。講師の欠勤や早退による空いてしまったクラスに関して

は１００％補講クラスがあります。講師が退社する。または、学生との間に問題がある場合、相談後、講師変更が可能となります。 

② 授業変更は毎週木曜日午前07：30より決められた順番にて変更可能です。お一人当たり変更時間5分間となりますので、必ず時間厳守

でよろしくお願いします。万が一、ご本人の順番に事務所に来られない場合、変更不可となり、自動的に次の番号へ移ります。※先生

の退社などによる変更の場合、優先点： +
プラス

 5点となります。要申請必要! 

(順位決めの基準：前の週の単語テストの総合点数 －
マイナス

前 1週間の罰点<遅刻、欠席、ペナルティーなど 全て適応>)  

 

2) 正規 Level Test ※前日は授業８時間目まで、それ以降 自習 (翌日のテストの向けてお勉強しましょ！) 

① 毎月 最終金曜日は正規 Level Testを 実施致します。*携帯持込禁止！ 

② 全ての学生が必須で受けなければなりません。（例え最終週の学生であっても）万が一試験を受けない場合、 

修了書が交付されず、当校の規定に基づきペナルティも追加されます。 

③ 試験を放棄される場合、罰点及び修了書が交付されません。 【ペナルティー】 ５０ポイント 

④ 試験結果または、意図的な試験を偽造し脱落する場合（例：レベルupを回避するため意図的に試験点数を 

低くする場合や最善を尽くさない場合など）は見つかり次第、再試験を行いますので、最善を尽くしてください。 

 ⑤正規レベル前日はevening class以降はなく、翌日の自習をしていただく時間となります。(外出禁止) 

 ⑥テスト順番などは前日 2階の掲示板に 貼りだされます。ご自身でご確認宜しくお願いします。 

3) 遅刻 及び 欠席 

① 授業開始ベルが鳴る前に、教室に入室しなければなりません。 

② 遅刻 : ベルが鳴り 3分 以降、授業へ参加された場合、遅刻扱いとなります。（2ポイント） 

③ 欠席 : ベルが鳴り 5 分以降、授業へ参加された場合、欠席扱いとなります。（5ポイント） (勿論、受講可能！) 

④ 授業時間の半分以上(25分)以上 過ぎた場合、授業放棄として欠席扱いとなります。 5ポイント 

⑤ 病欠（*ただし、総合授業出席率には含まれる/）。 (授業変更の順位決めの際、点数減点対象！) 

- カレンダー1ヶ月基準（1日～30又は31日）/ 8時間（月途中入学者：1週間/2時間 ）病欠による欠席が認められています。 

- 欠席回数は1ヶ月ごとに更新され、前回の残り回数は繰り越されません。 

⑥ 早退 : 管理者からの許可なく早退および授業終了ベルが鳴る前に退室した場合、罰点処理致します。 

4) Evening Class ⇒こちらは 必須選択していただくクラスです。（各CO1 -CO6の教室のドアをみて、選択する！） 

 

Grammar 

（CO2） 

<Basic grammar> 

TOEIC Listening 

（CO1） 

<TOIEC LC1000> 

IELTS（向うの建物） 

 

<プリント教材> 

Elementary ~ High Beginner Evening Class(3つの内1つ)を受けるか self Studyを選択することが可能。 

 Self Studyを選択した方は決められた場所にてStudyを進行します。 Low Intermediate ~ Advance  

※一度、決められたEvening classに関しては、授業変更を申し込まない限り、変更不可となります。 

よく お考えになってお決めください。 OT後翌日、ご自身で入られたい教室へ入って頂きますと、固定されます。 

5) Daily Vocabulary Test ※ 病欠<1ヶ月8回>を超えた場合、その日の出席の罰点はテスト結果に適用されます。 

① 毎日決まった数の単語を暗記し、例文を作成しなければなりません。(単語スペルチェック / 完璧な文書) 

② Vocabulary Test Penalty 基準 （※2013年10月7日以降 単語20個、長文10個へ変更！） 

- 週4回のテスト結果中、点数が2回 ５０％以下の場合：その週  金曜日 外出禁止 

- 週4回のテスト結果中、点数が3回 ５０％以下の場合：その週  金曜日 及び 土曜日 外出禁止 

- 週4回のテスト結果中、点数が4回 ５０％以下の場合：その週  金曜日・土曜日 及び 日曜日 外出禁止 

注） 病欠残ってない設定 ：本日の 単語テスト結果 18点/ 本日 1コマ クラス 抜けた。  

例1） 授業1コマ欠席した場合、 テスト結果  18点- 5点（欠席）＝13点 よって 不合格扱いとなる。（※１５点未満） 

例2） 例え 体調が悪くて テストを欠席した場合、テスト結果は 0点-5点（欠席）＝-5点 よって 不合格扱いとなる。 

（注）ただし！授業変更の順番決めの際は全て適用される！！！病欠でも1回当り/ -5ポイントとなる。） 

6) Essay ※必ず、遅くても 夜10時まで 提出<教室前、机の上>、遅延しペナルティー 【マイナス5点】 

- 各学生、一人ひとりに1冊のノートが与えられます。自習学習時間が終了する際、管理者が全てのノートを集め、 

 直接先生にチェックしてもらい、翌日Essayクラスが始まる際、廊下 に置いてある各自のノートを取りにいく。 

- 適当量のEssayを書く必要があり, 万が一 管理者が足りないと判断した場合、追加作成し、提出する必要があります。 

7) フィリピン国の祝日及び 指定休日には授業がありません。また、補習もございません。 



8) CG語学院は運営中のプログラムを事前通報後、変更することが出来ます。 

9) 職員との交際、学校外で会うことは一切禁止となっており見つかり次第、学生は退学処置先生は退社処置致します。 

10) 当校職員との金銭面でのやり取りなども一切禁止となり、見つかり次第、学生は退学処置先生は退社処置致します。 

11) 講義室内での飲食は禁じており、授業時間中、食べ物のデリバリーも禁じております。【ペナルティー】 ２０ポイント 

2. 寄宿舎関連規定 <個人物はきちんと 個人で管理してください。戸締りしっかりしましょ！> 

1) せっけん、歯磨きセット、シャンプー＆リンス、トイレットペーパーなど 個人の消耗品はご本人負担となり、管理者に特別に保管申請

をしない限り、個人の物が紛失や盗難にあった場合、学校側は一切の責任を負いませんので、ご自身でしっかりとご管理ください。 

 

2) 掃除 及び 洗濯  

 

棟/曜日 ＃1 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 ＃10 ＃11 ＃12 ＃13 ＃14 ＃15 ＃16 

月         ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

火 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎         

水                 

木         ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ 

金 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎         

棟/曜日 ＃17 ＃18 ＃19 ＃20 ＃21 ＃22 ＃23 

 月 ◎ ◎      ◎マーク； 寄宿舎建物 部屋のドア前まで、トイレ階段 

及びゴミ箱 注）ドア前にあるゴミ箱のみ 

火   ◎ ◎    

水     ◎ ◎ ◎ 各お部屋の掃除希望される場合は申請を！！ 

木        

金 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

1） お部屋の掃除 – 掃除担当の職員が掃除いたします。（必ず要 事前予約） 

-個人のお部屋の掃除希望される場合、事前に予約をしていただき、決まっている時間、お部屋のどなたかお一人が 

必ず付き添う必要があります。付き添いがいない場合お部屋の掃除は出来なくなります。 

-紛失などの事故を事前に避けるため、貴重品は事務所に預けることをおすすめ致します。受取は本人確認の為、学生証持参    

-現金などは見えない場所に保管されるか、必ずお持ちになり、事前に紛失の予防対策してください。 

また、事務所に委託保管されてない紛失物に関しましては、学校側は一切の責任を負いません。ご注意ください。 

2） 洗濯 （約2日- 3日ほどかかります。担当洗濯スタッフがお知らせします。） 

-洗濯希望される日(月曜日～金曜日まで)に 直接 洗濯バケツを16棟の横にある洗濯場所へ持って行き、担当職員に預けてください。 

-洗濯物を預ける際、学生と担当職員が一緒に選択の数量・種類を確認し、保管書（委託書）を作成してください。 

-保管書（委託書）を受取り、きちんと保管してください。洗濯物を取りにいかれる際、この保管書（委託書）に書かれている内容と同一

するかその場で確認する必要があります。 

-少量の洗濯は不可となり、洗濯バケツの半分以上が溜まったら、委託洗濯が可能となります。（指定洗濯バケツのみ） 

-保管書（委託書）紛失による数量・種類が合わない場合に関しましては、学院は一切責任を負いません。 

万が一、保管書へ書かれている内容通り洗濯物が返却されない場合、下記の通り弁償致します。 

ワンピース / 長ズボン ⇒ 500ペソ    Tシャツ / 半ズボン ⇒ 300ペソ 

-高級衣類 及び 専門洗濯が必要な物 （ニット、手洗い用、ジーパンなど）は直接 手洗いされるか、 

校外のランドリーショップに個人的に預けることをおすすめ致します。 

-その他 靴下、タオル、下着などは、直接 個人で手洗いすることをお願い致します。それでもご本人が希望されるのであれば洗濯致し

ます。（ただし、紛失/変形/変色の際、学院側は、一切の責任を負いません。）  

-靴、帽子、鞄などは洗濯不可となります。ご自身でお願いします。 

-洗濯の際、脱色や変色、伸縮、紛失（ポケットの中の物）に関しては一切責任を負いませんので予めご了承ください。 

-洗濯物 ご自身で勝手に 干し竿から持っていかれた場合        ペナルティー50点 

3) 部屋の鍵を紛失された場合は、1,000ペソの罰金が発生致します。（ドアノブを変える為） 

4) 各部屋のエアコンに設置されている計量器またはコンセントを意図的にねつ造された場合、計量器の数値とは 

関係なく、見つかった時点を基準とし、それまで期間の使用した電気代を1か月基準 3,000ペソとして、計算し請求 

致します。また、罰点も付加されます。 

5) 寄宿舎と学院 建物内にて 飲酒は絶対に禁止となり、飲酒搬入を試みたり、飲酒行為が見つかり次第、 

罰点または退学処置されます。（学院のガードは飲酒搬入を防止するため、学生の所持品確認を致します。） 

  また、飲酒行為が見つかった場合、ご本人及び同行者全員が同じ処罰を受け、万が一、空きビンなどが部屋やUnitで見つかった場合はす

べての周りの学生もが処罰を受けることになりますのでご注意ください。 

6) 異性のユニット及びお部屋への出入りは厳重禁止となり見つかり次第、罰点又は退学扱いとなります。(友人のお部屋も禁止) 

7) 喧嘩・暴力・騒動・性的嫌がらせなどが見つかり次第、どんな理由があろうと即退学扱いとなります。 

8) ダイニングより余った食事又は食器は持ち出し禁止となり、もちろん、部屋への持ち込みも禁止となります。ただし、搬出理由がある場

合（病人のお友達のため部屋へ持って行くなど）は、事前に管理者より許可をもらう必要があります。 

万が一使った場合、その日のうち必ず返却してください。 

9) 学生が台所への出入りは一切禁止となっております。 

10) 本校は、不穏な目的または根拠のない噂により学生たちを主導したり、集会を開き学院側へ損害をもたらしたり、 

勉学の雰囲気を妨げる場合、該当学生を警告なく退学させることが可能です。 

11) 学院内にて窃盗、恐喝、銃器、麻薬使用など犯罪行為につながる行為が見つかる次第、即退学処置致します。 

12) その他 傲慢不遜な態度による管理者の指示に従わず、反抗する行為をされた場合、警告せず退学処置することが出来ます。 

13) 学院内にて 学生証は必ず首にかけて行動してください。紛失された/ 個人理由による再発行は、 

作成費として100ペソがかかります。 

14) 夜12時以降の飲食デリバリーの注文および受け取りは禁じており、この時間以降にデリバリーされた物に関しては、搬入を禁止致します。

予めご了承ください。(但し, Fast Foodに限る、例：韓国レストランなどのデリバリーは一切不可) 

 デリバリーの仕方については、売店でご確認ください。デリバリーの際、発生した問題は全て学生責任となります。 

3. その他  

掃除 平日 12：00-13：00 /18：00-19：00  週末 13：00―16：00 ※要事前予

約 

洗濯 平日 17：00まで(お預り/お返し)   土/日/祝日 11:00-14:00（お返しのみ） 

トイレットペーパーはゴミ箱

へ！ 



1) 教科書販売 (オフィスにて) ⇒ 平日7：50～17：00  / 週末及び祝日  購入不可 

売店利用時間 ⇒平日 07:00 ～23:00  / 週末及び祝日 10:00～19:00  * 状況により時間変更になる場合もあります。 

2) 各 施設利用時間 ＜夜12；00 学校内 公共の電気は消灯されます。＞ 

- プール、卓球場、運動器具 : 08:00～24:00まで         ※卓球のボールは購入していただくシステム。 

- バスケット場/コート: 08:00～20:00 (実際バスケットは週末利用)※ボール、縄跳びは売店で貸出してます。（学生証） 

- 自習室＆インターネット室《教室：CO1 》  : 08:00～01:00まで   

3) プール使用及び注意事項 （⇒要注意！）  

※プールでの出来事 連帯責任となります！＜関係の無い周りにも迷惑がかかりますので、やめましょう！＞ 

① プール利用時、必ず水着を着用しなければなりません。(半ズボン, Ｔシャツなど服を着て入ることを禁じています。) 

  洋服のまま、足だけをプールに入れることも禁じてます。もし、水着の上にＴシャツを着る場合、無地の白Ｔシャツのみ可能。※ 要！

水着着用 (ペナルティー 50点) 連帯責任！ 

② 事前に事故を回避する為、ダイビング、人を投げる, プールサイドを走り回る行為などは一切禁じております。*連帯責任 

③ 特に心臓麻痺などの事故を避けるため、飲酒後の利用は絶対的に禁じております。厳守してください。 

④ プール利用し騒いだりして、周囲に迷惑をかける場合、ペナルティーとなります。（罰点：50） *連帯責任 

 

4. 門限時間 及び 外出について  ---外出時はタクシー利用をしてください！絶対歩かないこと！ 

1) 平日（基本月曜日～金曜/授業ある日）は旅行及び外出は一切不可となります。（病院/家族訪問は除外） 

2) 出入り要領 <すべての出入り基準は正門となります。＞ 

（注）門限時間内に戻られていたとしてもGATE PASSを受け取られて無い場合、戻って来てないと見なします。 

① 外出される場合GATE PASSをGuardに渡してください 

② 戻られる場合 学生証をGuardに見せて渡したGATE PASSを必ず受け取ってください。 

学生証とGATE PASSは異なりますのでなくさないように気をつけてください。紛失の場合、再発行に各100ペソかかります。 

3) 門限時間  <すべての出入り基準は正門となります。＞ 

① 金曜日/ 土曜日 及び 祝日前日夜  ⇒ 門限 夜 12:00 

② 日曜日または、祝日最終日(翌日に授業がある場合)  ⇒  門限 夜 9:00 

※全ての門限時間厳守、 例え1分でも 遅れたら ペナルティー対象となります！ 

※時間厳守！どのよう遅延理由であろうと、認められません！） 

※祝日前日夜 が平日の場合は除く。平日通常通り外出禁止。）  

※土曜日/日曜日/休日 外出は 朝6：00以降となります。 特別な理由が無い限り 朝 6：00以前の出入りは不可。 

※週末、自習室は1：00amまでご利用いただけます。その他の施設は12:00 amまでとなります。 

4)外泊不可：旅行以外での外泊は一切許可されず、金曜日午後１７時まで（ 休日前日の平日夕方17時迄） 

旅行計画書をオフィスの担当者に提出しなければなりません。提出時間厳守のため遅れた場合は、認められませんので 

ご注意ください。授業後、夕方からの旅行は認められませんのご注意ください。 

5) 旅行： セブ市内は旅行と認められません。 

マクタン島以上に離れたリゾート地や違う島、海外などのみ許可。マクタン島内ホテルは指定されたホテル以外 

 許可致しません。<無断外泊扱いとなる。> （基本：金曜日夜出発の旅行不可。金曜が祝日なら可能。）  

マクタン島内指定ホテル： 

Crimson Resort & spa , Shangri-la’s Mactan Resort, Bee Resort, Plantation BayResort & Spa,  Imperial Palace Waterpark Resort & 

Spa, Maribago Blue Water, Movenpick Hotel Mactan Island cebu, Costabella , Best Western Sand Bar Resort, Coralpoint Gardens 

Resort, Palm Beach Resort, Kon Tiki Marina Suites 

※親族が旅行に来る場合：（研修期間中1回のみ許可/平日5日間 - 例； 水、木、金、土、日、月、火） 

親族である証拠書類など事前にオフィスに提出必要（往復ｅチケット/ホテル宿泊書など） ※友人/知人 不可 

6) 旅行計画書を提出した全ての学生は月曜日 午後18時まで 証拠書類 (宿泊領収書、同行者全員の顔が確認できる写真） 

必ずを提示し、確認をしてもらう必要があり、万が一月曜日 18時まで 証拠書類がない場合は 無断外泊扱いとなります。 

7)日曜日門限時間（21：00）に戻らず、翌日授業がある月曜日の午前7：00以降に戻った場合、さらに追加100点となります。 

よって、無断外泊100点+追加 100点 ＝ 即 退学となります。 

 

5. 罰点制度 及び 退学 

1) 罰点処置事項 

①  50点 : 1週間 外出禁止    ② 100点 : 2週間 外出禁止   ③ 150点 : 3週間 外出禁止    ④ 200点 : 退学  

※ 罰点は研修終了までの期間 累積されます。ただし4ヶ月以上研修される方に限って、遅刻＆欠席＆早退のポイントのみ  リセットされ

ます。（4ヶ月目よりリセット） 

2) 罰点事項 

項 目 点数 

授業 遅刻(正規クラス, Evening Class, Group Study, Vocabulary Test, Essay, 夜間 自習学習) 2 

授業 欠席(正規クラス, Evening Class, Group Study, Vocabulary Test, Essay, 夜間 自習学習) 5 

管理者の許可なく早退又は授業ベルが鳴る前に授業を終わらせクラスから出てくる場合 2 

全ての講義室への食べ物 持込及び 飲食は 禁止 20 

無断で外部者を出入りさせる場合 20 

寄宿舎 喫煙(化粧室含む) 及び 禁煙地区にて喫煙    20 

外出時、夕方１９時以降、トライシクル利用一切禁止。 20 

学生同士間で部屋の交換 30 

ダイニングより食べ物 及び 食器の搬出した場合 / 食器をお部屋に持ち込まれた場合  30 

洗濯物 ご自身で勝手に 干し竿から持っていかれた場合 50 

学内にて うるさくしたり周りに迷惑をかける行動 ＜プール、休憩所 全て 含む＞ 50 

正規 Level Test 不参加（放棄・欠席など）※レベルテスト中、携帯電話持込禁止！！/修了書なし 50 

電気 計量器 または コンセントの 偽装  ※罰金もあり。 50 

門限時間 1時間以内の遅延  50 

語学院内で 炊事されたり、炊事道具持ち込みされた場合 50 



アルコールの持込みを謀ったり、飲酒が見つかった場合  どんな状況であってもペナルティ-対象となる！ 

*寄宿舎又は学校GATE前にて飲酒禁止/寮で見つかった場合、見つかった棟在住全員の連帯責任となる。 
100 

異性の棟又は部屋へ出入りした場合 100 

門限時間１時間以上遅延 及び 無断外泊1泊あたり(旅行計画書提出後、証拠書類を提示出来ない方も含め） 

※日曜日無断外泊し月曜日7：00amを超える場合、さらに無断外泊追加100ｐｔとなる。 
100 

週中 外出禁止事項 違反 100 

不健全 または 危ない場所への出入禁止 【例：カジノ、KTV, Club(Juliana,alcｈoｌoｇｙ) など】 100 

校内 賭博禁止 100 

学院内 施設を意図的に破壊する行為  100 

Guard 指示に従わない場合 100 

勉学雰囲気を邪魔する行為、学生の不適切は言行及び態度による学院側又はほかの学生との間に問題が発生した場合。 100 

壁越行為 200 

お酒の飲みすぎによる騒動及び他人に迷惑をかける、又は学院に被害を及ぼす場合 200 

※ その他 管理者により罰点が必要だと考えられる場合は、上記 事項とは別に罰点追加することがあります。 

3) 退学関連 

退学となった場合は、すべての返金はなく、即退室となります。紹介社およびご両親へこの事実をお知らせ致します。 

4）その他 

 研修最終週に ペナルティーー ５０点以上 になってしまって １日もしくは、２日 早めに 退室される学生さんもいらっしゃいます。

そのような場合、すべてのお荷物を 持参して 退室していただく決まりとなってます。早めに退室されて、万が一のことがあった場合、

本校では、責任を負いませんのであらかじめご了承くださいませ。お荷物をお預かりすることは致しません。 

6. 払戻し規定  

出国 2週以前に払戻しを要請された場合 入学金を除く全額返金 

出国 2週前より出発日前日の間、払戻しを要請された場合 入金額の80% 返金 

研修開始後 研修期間の25％以内 払戻しを要請された場合 授業済みの週を除く50% 返金 

研修開始後 研修期間の25％～50％以内 払戻しを要請された場合 授業済みの週を除く20% 返金 

研修開始後 研修期間の50％以上過ぎ 払戻しを要請された場合 返金不可 

7. 責任について 

1) 自然による災害 又は 紛争が起きた場合、航空の遅延及びキャンセルなど不可抗力により発生した問題に関しては、本校CGアカデミー

は一切の責任を負いません。 

2) 全ての事故や事故に対する責任は全てに本人に責任があり、学院、寄宿舎以外の個人的な外出、旅行先での出来事には、一切、学院側と

は関係がなく、本校CGアカデミーは責任を負いません。 

3) 研修期間中､発生する紛失及び事故に備えて、必ず 事前にご本人にて留学生保険又は旅行者保険にご加入頂く必要があり、ご加入され

てない方は、被害にあわれても学院は一切 責任を負いません。 

 


