
提出日：  

  誓 約 書 (Pledge)

大阪経済法科大学 学長 殿 

私は、大阪経済法科大学海外留学・体験プログラムに参加するにあたり、留学が危険を伴うことを理解した

うえで、参加者個人の自覚と責任において、安全と健康に十分な注意を払うことを、保証人（保護者）連署

の上、誓約いたします。そして、以下の事項を承諾・厳守することを誓約します。なお、誓約事項に反した

場合は、派遣の資格や奨学金・助成を含む貴学の支援を取り消されても異議を申し立てません。

学籍番号

氏 名

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本誓約内容を了承した上で、上記の者が海外留学・体験プログラムに参加することに同意致します。 

なお、本プログラムに係る財政的な保証は、留学申請者、または保証人が行います。 

家族等関係者（保証人） 氏名  （本人との続柄：    ） 

保証人連絡先 〒   電話  



Ⅰ 遵守事項

１．本学の学生としての本分をわきまえ、学修に専念し、本人の自覚と責任において行動することを原則とすること。また、本学の名誉を傷付け

る行動をとらないこと。

２．出発前のオリエンテーション、事前・事後学修会等がある場合には、出席すること。やむを得ない事情がある場合には、必ず事前連絡の上、

指示に従うこと。

３．今後の国際情勢の変化やその他止むを得ない事情によっては、本学の判断により、プログラムの中止や延期、帰国勧告を決定することがある

ので、これらの事態等が生じることを理解し、本学の指示に速やかに応じること。

４．プログラム参加に際して、日本出国から帰国まで途切れなく有効な海外旅行（留学）保険に加入するとともに、健康診断を受診し、必要に応

じて予防接種を行うこと。

５．海外派遣に必要な手続き（ビザの取得、派遣費用の支払い等）は、本人が自らの責任で行うこと。

６．派遣先国の法令及び派遣先大学の諸規則を順守するとともに、本学及び派遣先大学の教員、担当者等の指示に従い、滞在国の公序良俗に反す

ることのないよう注意すること。

７．求められる集団行動をとり、他の参加者、本学教職員、派遣先大学、ホストファミリー等に迷惑をかけるような行動は慎むこと。派遣先国で

は、不必要に危険な行為をしないこと。（派遣期間中、危険と思われる場所、及び風紀上好ましからざる場所には、一切立ち入らないこと。）

８． 万が一、派遣期間中に、不測の事故や病気等の事情が発生した場合には、本学並びに派遣先大学に速やかに連絡をするとともに、本学並び

に派遣先大学が健康維持、安全のための処置を決定した場合には、その実施に協力すること。

９．奨学金が支給される場合において、本学から支給される奨学金の額を超える費用は自己の責任において支弁すること。

１０．本学より指示のある場合には、本学派遣プログラム担当部署への現地到着報告、帰国報告等の報告を行うこと。

１１．本学のプログラム申請時及び派遣期間中に本学へ届け出た本人の個人情報は、本学、派遣先大学、関係省庁、在外公館及び本学が指定する

旅行会社等が事故時の対応、学生及び保証人の連絡、本プログラム運営のために利用、共有する場合があることを了承すること。

１２．本学は、今回提出された個人情報を利用して、本学が主催するプログラム説明会へ留学体験者としての出席依頼などの連絡をする場合があ

ることを了承すること。また、プログラム中に撮影された写真を、本学が学内行事における広報のため使用することを承諾すること。

１３．その他、必要に応じ本学が別途定める事項を守ること。

Ⅱ 帰国命令及び奨学金の返還等 

１．本学は、次の(1)～(8)の場合は、派遣留学を中止させ、帰国を命じることがある。 

(１) Iの遵守事項に違反した場合

(２) 申請書類等に虚偽の記載があった場合

(３) 勉学・生活態度の面で第三者に著しく迷惑をかける等の行為を行った場合

(４) 予定した留学期間に満たなかった場合（満たなかった期間において支給済みの奨学金の返還）

(５) 海外渡航前および渡航中に本学の学籍を失った場合（除籍・退学など）

(６) 本学または派遣先大学において懲戒処分を受けた場合

(７) 派遣終了後、本学における学修を継続しなかった場合

(８) 留学等報告書の提出を怠り、督促を受けてもなお提出しない場合

２．本学は，派遣留学生が前項による帰国命令を受けたとき、自己都合による留学の中止を行ったとき、または派遣留学生がⅠの遵守事項を違反し

たときには、奨学金支給の取り消しまたは既に支給した奨学金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。また、その場合の帰国費用等

は、派遣留学生が負担するものとする。 

Ⅲ 大阪経済法科大学が責任を負わない損害 

本学は、派遣留学生が被った人的・物的損害または派遣留学生が故意又は過失により与えた人的・物的損害が次の１～５のいずれかにあたる場

合は、その賠償責任を負わない。 

１．天災地変、海難、火災、政府や公共団体の指令、戦争、暴動、ストライキ、盗難、隔離、テロリズム、ハイジャック、航空機事故、交通事故、

犯罪、流行病、税関規則、航空機等の突然のスケジュール変更、その他の不可抗力により生じた損害。 

２． 派遣留学生の法令または公序良俗に反する行為により生じた損害。 

３． 派遣留学生の故意または過失により生じた損害。 

４． 派遣留学の趣旨・目的から逸脱した行為により生じた損害。 

５． 派遣留学生の個人的問題から生じた損害。
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２０２０ 健康チェックカード 

※このカードは、2020年海外留学プログラムに参加する学生さん

の健康状態を事前にお聞きし、留学先で安全に生活できることを確

認するものです。記載して頂いた情報を目的以外に使用することは

ありません。

１．私は薬のアレルギーが  

 drug allergies  

ピリン系薬剤 anti-pyrine drugs

その他の痛み止め・解熱剤 other pain-relief pills/antifebrile

ペニシリン penicillin

その他の抗生物質 other antibiotic

鎮痛剤 pain pill

胃薬 stomach medicine 風邪薬 cold medicine

２．定期的に服用している薬が

 prescription medications 

→薬品名︓List all of the prescription drug(s) you take

（  ）

３．私は食べ物のアレルギーが

エビ shrimp /カニ crab

サバ chub mackerel

その他の魚介類 other fish and seafood

牛乳 milk ナッツ類 nutsタマゴ egg

牛肉 beef / 鶏肉 chicken / 豚肉 pork

その他の肉類 other meat

４．私は喘息が 

I have a history of asthmatic symptoms. 

5. 私は麻疹（ハシカ Measles）、風疹（フウシン Rubella）の

予防接種を

⇒予防接種歴︓母子手帳を確認してください。

このチェックカードに記載した内容は真実であることを 

誓約いたします。 

申請者署名   ________________________  

（裏面に続く） 

記入日 

学籍番号 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

氏 名 

性別 血 液 型 

生年月日 (西暦) 

渡航先 国名： 

大学名： 

プログラム名： 

＜今年度＞

本学の健康診断を受診しましたか︖ はい

緊急連絡先 電話
番号 続柄 

氏名 

麻疹・風疹ワクチン 2回接種が必要です。 

①1回接種で、十分免疫ができなかった場合を考え 2回

接種の機会を設けています。

②1回接種では加齢とともに免疫が低下するので、追加

接種により十分な抗体を得るようにするため 2回必要と

いうものです。
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６．私の既往症は My pre-existing condition is :when I was at: すべて該当しません　　Not Applicable



□新規登録 □変更登録

(西暦)

振込口座届 

以下のとおり、振込口座を届け出いたします。 

学籍番号（ 7 桁 ） 

氏   名 

カナ

漢字 

Alphabet 

電話番号 

振
込
先

銀  行  コ ー ド 

銀 行 名 

支  店  コ ー ド 

支 店 名 

預   金   種 別     １．普通 

口   座   番 号 

口座名義 

※本人名義のみ有効

カナ

漢字 

Alphabet 



 年度 

春学期・秋学期 

☑新規登録 □変更登録

(西暦)   2018 年  4 月 19 日 

振込口座届 

以下のとおり、振込口座を届け出いたします。 

学籍番号（ 7 桁 ） 1 8 I 0 2 0 0 

氏   名 

カナ ユウセイ タロウ

漢字 郵政 太郎 印 

Alphabet YUSEI TARO 

電話番号 090 ― 1234 ― 1234 

振
込
先

銀  行  コ ー ド 9 9 0 0 

銀 行 名 ゆうちょ銀行 

支  店  コ ー ド 1 9 8 

支 店 名 一九八 

預   金   種 別 １．普通 

口   座   番 号 0 1 2 3 4 5 6 

口座名義 

※本人名義のみ有効

カナ ユウセイ タロウ

漢字 郵政 太郎 

Alphabet YUSEI TARO 

下に預金通帳あるいはカードの写しを貼付すること(ゆうちょ銀行の場合、通帳の見開きページ) 

記入例（SAMPLE） 



  年度 

春学期・秋学期 

振込口座届(個人用)記入要領 

 

 

【全般について】 

 

・全ての項目について、必ずご本人が記入（入力）してください。 

・新規登録・変更登録にかかわらず、すべての項目について記入してください。 

・提出先：国際教育交流センター（花岡キャンパス E号館 1階） 

 

【振込先情報について】 

 

・必ず通帳（見開きページ）と照らし合わせいただき、記入誤りがないようお願いします。 

またフリガナも忘れずに記入して下さい。（フリガナが一文字異なるだけでも振込不能おなります）

なお、振込先は本人名義の口座に限りますので、ご注意ください。 

・ゆうちょ銀行の場合、「記号・番号」ではなく、「振込用の店番・預金種目・口座番号（通帳見開

きページの下側に表示されています）」の記入が必要ですのでご注意ください。 

               

 

【通帳写し提出のお願い】 

 

・下記に該当される方は、通帳のコピー（見開きページ）を一緒に提出してください。 

ゆうちょ銀行口座の方（口座番号等を確認するためです） 

 

【その他】 

 

・振込口座届に記載された情報、並びに提出された添付書類は、振込業務のために利用し、他用いた

しません。 

・記載内容に変更が生じた場合は、振込口座届を再提出し、早急に変更手続きを行ってください。 
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