
セミナリー登録書
セミナリーの登録：(1) この登録書を使用する。(2) seminary.lds.org でオンラインにより登録する。

注：リリーストタイムプログラムの生徒は，学校のスケジュールにリリーストタイム（自由時間）がなければな
りません。

生徒の情報　楷書体ではっきりと記入してください。
氏名〔フリガナ〕（姓，ミドルネーム，名） 通称

生年月日 ワード／支部 ステーク／地方部

性別
□ 男　□ 女

宗教
□ LDS　□ その他

学年 学校／セミナリー

第1の連絡先情報（親または保護者）
氏名〔フリガナ〕（姓，名）

郵送先住所：郵便番号　都道府県　市町村 自宅の電話　□ 希望する連絡方法

国 職場の電話　□ 希望する連絡方法

電子メールアドレス　□ 希望する連絡方法 携帯電話　　□ 希望する連絡方法

第2の連絡先情報（親または保護者）
氏名〔フリガナ〕（姓，名）

郵送先住所：郵便番号　都道府県　市町村 自宅の電話　□ 希望する連絡方法

国 職場の電話　□ 希望する連絡方法

電子メールアドレス　□ 希望する連絡方法 携帯電話　　□ 希望する連絡方法

署名　本登録書に署名した場合，下記の同意事項に承諾したものとみなされます。
生徒 日付

親（または，保護者） 日付

同意事項

セミナリーへの参加の許可
セミナリーへの参加は特権であり，わたしたちはあなたを歓迎しま
す。あなたとあなたのお子さん（以下，まとめて「あなた」と呼びま
す）はセミナリーの話し合いと活動，クラスに参加することに同意
し，また参加することを許可します。あなたがリリーストタイムセミ
ナリーに登録する場合，それには通学日の一部の時間を含みます。
あなたはセミナリーの方針（クラスに定期的に時間どおりに出席す
ることを含む）に従い，また宗教教育セミナリー・インスティテュート，
末日聖徒イエス・キリスト教会大管長法人の部門，ならびにその関
連法人機関（以下，まとめて「わたしたち」と呼びます）にはあなた
がこれらの方針に従わないことで生じたいかなる損害に対しても責
任がないことに同意します。

生徒の情報に関するプライバシーポリシー
あなたのセミナリーへの登録と参加に関する目的のために，またあ
なたがセミナリーにいる間に生じた問題に対処するために，わたし
たちがこのフォームから，また（あなたが末日聖徒イエス・キリスト

教会の会員である場合）あなたの会員記録からあなたの個人情報
を集めて手続きを取ることに，あなたは同意します。あなたの個人
情報がアメリカ合衆国の教会本部に転送されることがあることをあ
なたは理解しており，その場合にあなたはこの転送に同意します。
あなたの個人情報は教会歴史の永久記録の一部として無期限に保
存されることがあります。わたしたちはあなたの情報を決して売却
しません。わたしたちは，技術的また組織的手段を用いて，わたし
たちが受理する個人情報を紛失，誤用，無許可での変更から保護し，
またその機密を保ちます。

調査研究と調査：あなたは，調査研究や調査に参加するように求め
られる場合，その参加がまったく任意であること，またどの時点で
も参加を取りやめられることを理解しています。あなたが調査研究
の一部として提供する個人情報（電子メールアドレスや携帯電話番
号，など）は，将来の研究や調査の参加についてあなたに連絡す
る用途でのみ使用されます。あなたはそのような連絡を受けること
を辞退できます。
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セミナリー登録書（続き）

画像の使用に対する免責
あなたはわたしたちに，セミナリーに関連してあなたを対象として
作成された画像や録音物を使用する権利と許可，ならびに時間，
数量，言語，地理，媒体（現在知られている媒体と将来の媒体を含む）
に制約されずその画像と録音物を再生し，配布し，展示し，上映し，
二次的著作物を作成し，二次ライセンスを与える権利と許可を与え，
その権利と許可を取り消すことができません。あなたはわたしたち
に，あなたをインタビューしてそのインタビューを記録し，あなた
の名前，声，画像，肖像，演奏・演技を使用あるいは記録し，また
記録したものを使用するためにわたしたちの独自の裁量でコピーし，
再生し，改変し，編集し，要約する権限を与えます。あなたはわた
したちに，わたしたちの独自の裁量で画像や記録物を再生，販売，
著作権所有，展示，放送，電子的保存，ならびに配布を行うことを
認めます。この同意契約によって，あなたはこのような使用と出版
に関してわたしたちの責任をすべて免除します。また，あなたは上
記のものに対する報酬を要求する権利を放棄します。

インターネットとオンラインの利用規定
あなたがわたしたちの施設や備品，あるいはオンラインコンテンツ
にアクセスする技術リソースを使用するとき，わたしたちはあなた
のウェブブラウザから情報を集めることがあります。この情報には，
あなたの IP アドレス，ブラウザの種類，オペレーティングシステム，
言語設定，あなたがわたしたちのサイトに来る前に訪れていた参照
ウェブページ，それぞれの訪問の日時，あなたがわたしたちのサイト
で検索する情報が含まれます。わたしたちはまた，オンラインで情
報を集めるためにクッキーとクリアGIFも使用します。あなたはクッ
キーを受け取るのをやめるために，あるいはあなたが訪問するサイ
トからクッキーを受け取る前にプロンプトを表示するために，あな
たのウェブブラウザの設定を変更することができます。しかし，あ
なたがクッキーやクリアGIF を受け取らないようにあなたのウェブ
ブラウザの設定を行うと，あなたはわたしたちのサイトの一部のセ
クションや機能を使えないことがあります。

セミナリープログラムを進めるために使用されるウェブサイト，ソフ
トウェア，コンテンツ，サーバー，その他の技術と資料（以下，「セミ
ナリーツール」）は，わたしたちが所有，認可，あるいは運営してい
ます。わたしたちは，不適切な，あるいは違法なコンテンツのため
にセミナリーツールが使用あるいは実行されないように，すべての
通信（電子メール，携帯メール，ソーシャルメディア，など）を監視す
ることがあります。また，学生と教会の利益を守るために必要に応
じて宗務指導者や警察当局にそれを転送することがあります。あな
たはこの監視と転送に同意します。わたしたちは幾つかの通信を監
視することがありますが，すべての通信を監視することはできませ

ん。電子通信は安全ではありません。わたしたちは，あなたが有害
なメッセージや資料，ウィルス，その他のマルウェアにさらされない
とは保証しません。不適切なコンテンツが含まれているメッセージ
は予告なしに削除されることがあり，また指定されている受信者に
送付されないことがあります。あなたは不道徳，中傷，違法，ある
いは不快な内容のメッセージや，ほかの人の権利を侵害あるいは冒
瀆するメッセージを送付あるいは再送しないことに同意します。セ
ミナリーツールは，福音に関連したテーマと行事に関してほかの生
徒や教師，宗務指導者と通信する場合にのみ利用することができま
す。あなたはセミナリーツールからテキストや画像，音声，ビデオファ
イルをダウンロード，再配布，あるいは（YouTube やフェイスブッ
クなどに）投稿することはできません。

あなたがセミナリーツール，またはそこで提供されている資料やメッ
セージを使用したことによって生じた損害，またはあなたがそれを使
用する能力を欠いていたことによって生じた損害（データの消失を含
む），あるいはほかの利用者やリンク先のサイトが原因で生じた損害
に対して，わたしたちは責任を負いません。セミナリーツールは「現状
のまま」で提供されます。わたしたちはタイトル，商品性，特定目的
への適合性を含め，すべての明示的あるいは黙示的保証を否認しま
す。わたしたちは，セミナリーツールの機能は途切れることやエラー
を生じることがないとは保証しません。不具合の修正についても保証
しません。セミナリーツールを利用できるウェブサイトやサーバーに
はウィルスやその他の有害なコンポーネントがないとも保証しません。

その他

あなたは地元のすべての法律と規則に従う責任があります。しかし，
この同意事項は，抵触法の原則にかかわらず，アメリカ合衆国ユタ
州法に準拠するものとします。この同意事項やセミナリーに関して
起こされた訴訟はすべて，アメリカ合衆国ユタ州ソルトレーク郡に
所在する州裁判所，または連邦裁判所に持ち込まれます。この同意
契約によって，あなたは上記の裁判所の対人管轄権に同意し，提出
することになります。この同意事項に違法，無効，あるいは全体ま
たは部分を執行できない条項が何かあるとしても，わたしたちが独
自の裁量で同意事項を修正できる場合，わたしたちがその無効ある
いは執行できない条項を同意事項の基本条項であると判断しない限
り，残りの条項は影響を受けません。

あなたがお子さんをセミナリーに参加させたいにもかかわらず，この
同意事項の一部またはすべてを受け入れられない場合は，あなたの
懸念事項を電子メールでsiregistration@ldschurch.orgに送るか，
地元のセミナリー・インスティテュート教育長に連絡して支援を受け
てください。
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