
1.
SIGN UP をクリック。

https://app.schooldoc.com/!/home/auth/login

https://app.schooldoc.com/!/home/auth/login


2.
メールアドレスを入力し、
BEGINをクリック。



3.
We Found You! が表示され
たら、RESET MY PASSWORD
をクリックし、パスワード
を設定してください。

そして、パスワードを設定
後、また1のログイン画面
へ戻り設定したパスワード
でログインをしてください。



住所

例: 1-2-3 Roppongi

都市

Minato-ku
都道府県

Tokyo

郵便番号

1060032

名前

Masa Furukawa

メールアドレス

Ichiro.furukawa@img.com

819012345678
※アカウントの設定から始めます。



住所

都市

都道府県（Other）

郵便番号

国籍

出生国

電話番号

携帯番号

メールアドレス

※生徒の情報をご入力ください。

例: 1-2-3 Roppongi

Minato-ku

Other

1060032

Japan

Japan

81312345678

819012345678

Masa.Furukawa@img.com



※保護者連絡先の登録です。 名前

続柄

連絡先

メールアドレス

郵送住所は生徒の住所と異なりますか？

例：Ichiro Furukawa （保護者名）

Father

819012345678

Ichiro.furukawa@img.com

※違う場合は、Yesを選択し住所をご入力ください。



例：Hanako Furukawa （保護者名）

Mother

8180321456987

Hana.Furukawa@img.com

名前

続柄

連絡先

メールアドレス

郵送住所は生徒の住所と異なりますか？



※緊急連絡先の登録です。

ご両親は離婚されていますか？

※Yesをご選択された方、追加情報をご入力する必要がございますのでご相談を
お願いいたします。

名前

続柄

英語を話しますか？

Ichiro Furukawa

Father

Japan

819012345678

国

緊急連絡番号



メールアドレス

Ichiro.Furukawa@img.com

※2人目の緊急連絡先の登録です。
ご登録希望の場合は上記同様、ご入力ください。



※服薬についての同意書です。 現在服用されている薬はありますか？

※Yesと答えた場合は、服用している薬について詳しくご記入ください。
※アカデミーにいるときにヘルスサービ
スから生徒に提供できる薬をYesかNoで
お答えください。これらは病気の場合に
のみ参加者に投与されますが、Noを選択
した場合、緊急連絡先に登録した方にこ
ちらから電話を掛けない限り、薬を提供
することはできません。
それにより治療が遅れる場合があること
を同意のうえ、下記お答えください。







※アレルギーについてお答えください。

食物アレルギーはありますか？

※Yesと答えた場合は、詳しくご記入ください。

薬アレルギーはありますか？

※Yesと答えた場合は、詳しくご記入ください。

環境アレルギーはありますか？

※Yesと答えた場合は、詳しくご記入ください。



※健康記録（問診票）。
Yesと回答した場合、全項目詳しくご入力ください。

糖尿病、発作障害、重度のアレルギー、
精神障害などの慢性疾患がある場合、
IMGアカデミーへの入学または入寮をご
遠慮いただくケースもあります。事前に
ご相談ください。

糖尿病

喘息／気管支炎

運動の最中、もしくは後に咳き込んだり、ゼーゼー息を切らしたり、
呼吸ができなくなったりすることがありますか？

てんかん／発作障害

脳震盪と診断されたことがありますか？



以前に、意識不明や記憶喪失、または頭部外傷による発作を起こし
たことがありますか？

単核球症

生徒または家族の中のいずれかが、麻酔の副作用（悪性高体温症な
ど）を発症したことがありますか？

過去または現在、摂食障害を起こしていますか？

過去または現在、精神上の問題（鬱、不安、ストレス、ADD／
ADHDなど）を抱えていますか？

精神上の問題により薬（抗鬱剤、抗不安薬、（ADD／ADHD薬）な
どを投与されていますか？

肺炎



静脈洞炎

扁桃炎

重度なる、または激しい頭痛や偏頭痛がありますか？

以前に、手足にしびれ（麻痺）や刺痛を感じたことがありますか？

注射で薬を服用していますか？

過去、または現在皮膚疾患（かゆみ、いぼ、真菌症など）を抱えてい
ますか？



※手術または入院について
Yesと回答した場合、全項目詳しくご入力ください。

手術や入院歴をお持ちですか？

そのほか健康面で気になることがあればご記入ください。

Masa Furukawa

v



※整形外科について。
外傷の既住があればご入力ください。

頭部

顎部

背部

胸部

肩

腕

肘



手首

手／指

太腿部

膝

すね／ふくらはぎ

足首

足／爪先



※予防接種記録の提出です。
母子手帳や病院の記録などを参考に、予防接種を受
けた年月日を記入します。
フロリダ州の学校に入る場合、必ず受けなくてはな
りません。記録が残っていない場合、できる限り日
本でそろえていただくようお願いいたします。

こちらから記録用紙をダウンロードし、
記入後の用紙をこちら↓にアップロード。

上記に書類をアップロードした場合は、
この欄は、無記入で大丈夫です。



ジフテリア・破傷風・百日咳

破傷風

ポリオ

はしか・おたふくかぜ・風疹

B型肝炎

水疱瘡

例: 4/23/1992 7/14/1992 8/2/1992 9/21/1993

9/4/2002

4/2/1992

12/8/1992

10/24/1991

Masa Furukawa 6/24/1991



髄膜炎

Ichiro Furukawa 7/8/2020

Ichiro Furukawa

このフォームを記入した方のサイン
署名日

このフォームを記入した方のお名前



※IMGに入学するにあたっての同意書です。
権利放棄、補償、承諾確認について。一読
ください。



Masa Furukawa

Masa Furukawa

署名

署名

署名後クリック

署名後クリック



Ichiro Furukawa Father署名（保護者） 続柄

署名後クリック



※IMGキャンパス内に設置してありますヘルス
サービスは、Johns Hopkinsによって運営されて
います。何か起こった際はしかるべき処置を致
しますが、それを行うための事前承認が必要と
なります。



※同意書をこちらからダウンロードし、
一読くださいますようお願いいたします。



Ichiro Furukawa Father署名（保護者） 続柄

IMG滞在期間

例）August 20 2020

July 05 2021



同意後にクリック

同意後にクリック

Ichiro Furukawa 署名（保護者） Father 続柄



Ichiro Furukawa Father署名（保護者） 続柄

署名後クリック



このページは何もありません。



年間スケジュールです。

こちらからダウンロードしてください。



※IMGでは、「ギア」と呼ばれる練
習着を支給しています。サイズを

ご入力ください。
Adult Medium

Adult Medium

7.5

いままでIMGで、身長・体重を計ったことはありますか？
（※新入生はNo, IMG2年目以降の人はYes）



寮に必要な生活用品等を事前にネットで購入す
ることが可能です。



※海外旅行保険をお持ちの方は、
その情報をこちらにご入力ください。
留学生はIMGの保険のご購入は必須
です。
保険の購入は、7月20日からこちら

の画面上でご購入いただけます。

保険会社名

証券番号

被保険者との関係

契約者生年月日

契約者名

保険会社電話番号

保険会社住所

例: Kaigai Ryoko Insurance

123479586

Father

July                                          8                                             1986

Ichiro Furukawa

1578961424

6-5-4 Hibiya, Tokyo  Japan 1547000



※保険証券のアップロードをお願い致します。

保険証券の裏面

保険証券の表面



Ichiro Furukawa Father
保護者名

続柄

保護者名 2 続柄

上記（保護者名２）入力した場合のみ



こちらから健康診断書の用紙をダウンロードし、
記入後の用紙をこちら↓にアップロード。

※IMGでは毎年健康診断の提出をお願い
しております。診断書はIMGが指定した
もの以外は認められませんのでご了承く

ださい。

August 15 2020

August 15 2021

健康診断書の有効期限は1年間です。診断日から1年間の期間をご入力ください。



https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:eb
8bbb6e-9a32-4723-ab41-26754328b959

※健康診断書の見本・訳になります。↑
ご参考ください。

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:eb8bbb6e-9a32-4723-ab41-26754328b959


※本人既往歴の記入になります。

Yesと答えた場合は、心電図、エコー図、
心臓内科の許可書を提出する必要があ
ります。

労作時 胸痛／不快感

失神／めまい

呼吸困難／疲労

心雑音／高血圧

心電図検査を要求されたことはありますか？

けが以外での理由でスポーツへの参加が制限されていますか？



※ご家族既往歴の記入になります。

Yesと答えた場合は、心電図、エコー図、
心臓内科の許可書を提出する必要があ
ります。

50歳未満の親族者における心臓病による早死（突然死その他）

50歳未満の親族者における心臓病による障害

その他重大な不整脈に関する特定の病気

※医者に診断された項目についてお答えく
ださい。 心雑音

大腿動脈拍動検査で判明した大動脈縮窄症

マルファン症候群の身体的兆候



上腕動脈血圧異常（座位）

上記の質問でどれかYesに選択しましたか？



※髄膜炎の予防接種について
「髄膜炎の予防接種を受けない」という
選択をお選びいただくこともできますが、
この予防接種を受けていないことによっ
て病気や、死につながることの同意にな
ります。

Ichiro Furukawa



※APDチーム（Athletic Personal 
Development）により、体組成検
査を年間に2～3回実施します。
生徒の体重・除脂肪量の変化や、
体のパフォーマンスについて追跡
します。

これらの検査についての同意書に
なります。

※16歳以上の方のみの
項目になります。



※16歳以上の方のみの
項目になります。

Ichiro Furukawa

同意後クリック



Ichiro Furukawa 生徒名

同意後クリック

※16歳以上の方のみの
項目になります。



こちらから健康診断書の用紙をダウンロードし、
記入後の用紙をこちら↓にアップロード。

※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。

※Florida High School Association では毎年
健康診断の提出をお願いしております。
診断書は指定もの以外は認められません

のでご了承ください。



https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=
urn:aaid:scds:US:1cda4715-8b01-4c5d-818e-
89639fe9a271

※健康診断書の見本・訳になります。↑
ご参考ください。

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1cda4715-8b01-4c5d-818e-89639fe9a271


Masa Furukawa

署名後クリック

同意後クリック

※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。Ichiro Furukawa Father

署名後クリック

生徒名

保護者名



※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。

Nothing 

何かお子様にさせたくないスポーツがあればご入力ください。



同意後クリック

署名後クリック

署名後クリック

Masa Furukawa

Ichiro Furukawa Father

※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。



Masa Furukawa

Ichiro Furukawa Father

※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。

署名後クリック

署名後クリック



※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。

Masa Furukawa

署名後クリック

署名後クリック

同意後クリック

Ichiro Furukawa Father



※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。

同意後クリック

署名後クリック

署名後クリック

Masa Furukawa

Ichiro Furukawa Father



※チームスポーツ競技
の方のみ、こちらの
項目があります。

同意後クリック

署名後クリック

署名後クリック

Masa Furukawa

Ichiro Furukawa Father



※服薬・サプリメントに関しての同意書
です。サプリメントの持参はご注意くだ
さい。IMGアカデミーが認可するもので
ない場合、キャンパスでの使用は禁止さ
れています。



Masa Furukawa

署名後クリック

※IMGで許可されているサプリメントのリストです。これ以外を
ご持参する場合は、相談が必要になります。

私は、私の子供がIMGでサプリメントを使用することを許可します。



Masa Furukawa

署名後クリック

同意後クリック

同意後クリック

同意後クリック

Ichiro Furukawa

署名後クリック



Ichiro Furukawa

Masa Furukawa

署名後クリック

署名後クリック



※生徒にIMGのキャンパス内および
キャンパス外で提供されるすべての
スポーツ、社会/教育活動に参加す
る許可への同意書になります。



Masa Furukawa

Ichiro Furukawa

署名後クリック

署名後クリック

※IMG Academy ドレスコードに
関する同意書です。
次ページご参照ください。











Masa Furukawa

同意後クリック

※生徒がキャンパス内でヘルス
サービスからしかるべき処置を
受け取るための内容確認です。



Masa Furukawa

署名後クリック



Masa Furukawa

署名後クリック

Ichiro Furukawa

署名後クリック



Masa Furukawa

署名後クリック



※この画面上まできたら完成です。こちらのページは特に何もしていただかなくて大丈夫です。
IMG Academy のForms係の者が、ご入力いただいた書類をチェックし
不備等がなければ、こちらの画面に「Approval」と表示されます。


