
国際基督教大学就職相談グループ公式 Facebook 運用ポリシー 

 

当サイトでは、運用ポリシーを次のように定めています。 

 

国際基督教大学就職相談グループ公式 Facebook ページ（https://www.facebook.com/ICU.Placement/）では、在学

中の学生向けに、就職相談グループのサービスや学内外で開催されるキャリア形成支援イベント、就職活動に役立

つ各種情報等を発信します。 

 

１. 投稿／コメントへの返信について  

当ページへの投稿／コメントに対しては、原則、個別のご返信等はいたしません。 

 

2. 個別の質問に関して  

大学に関する個別の質問は、大学公式サイト「問い合わせ」ページ（http://www.icu.ac.jp/inquiry.html）をご確認

のうえ、担当部署に直接お問い合わせください。 

 

3. 投稿／コメント削除について  

当ページの運用にあたって、下記事項に該当すると判断したコメントは、コメントの投稿者に断りなく、全部または 

一部を非表示、削除、拒否する場合があります。 

 

法令等に違反するもの 

公序良俗に反するもの 

犯罪行為を助長するもの 

特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つけるもの 

本人の承諾なく個人情報を開示・漏えいする等のプライバシーを侵害するもの 

本学および第三者の著作権、知的所有権、肖像権やその他の権利などを侵害するもの 

営利を目的としたもの 

記載された内容が虚偽または著しく事実と異なるもの 

投稿内容に関係のないコメント 

その他、本学が不適切と判断したもの 

 

 ４．ページの停止／削除について 

   当ページの運用にあたって、情報の提供が困難となった場合、ページを停止、または削除いたします。 

 

５. 著作権等について  

本ページに係る著作権その他の知的財産権等一切の権利は、本学または本学がその利用の許諾を得ている第三者に帰属

します。無断で複写複製することは、著作権の侵害にあたります。 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/ICU.Placement/
http://www.icu.ac.jp/inquiry.html


 

6. 免責事項 

当ページ内での情報発信は、補助的な情報発信と位置付けています。公式発表に関しては、大学公式 WEB 

サイト（http://www.icu.ac.jp/）、就職相談グループ WEB サイト(http://subsite.icu.ac.jp/placement/) 

および学内専用ポータルサイトにて行います。 

本学は、ユーザーにより投稿されたコンテンツ（コメント、写真、動画）について一切の責任を負いません。 

本学は、ユーザーが当ページを利用したことにより、または利用できなかったことにより被った損害につい 

て一切の責任を負いません。 

本学は、当ページに関連して生じたユーザー間のトラブルまたはユーザーと第三者との間のトラブルによってユー

ザーまたは第三者の被った損害について一切の責任を負いません。 

投稿されたコンテンツの著作権等は当該投稿を行ったユーザーご本人に帰属しますが、投稿の結果、本ページ表示

されたことをもって、ユーザーは本学に対して、コンテンツの全部または一部を、ユーザーの事前承諾および

ユーザーへの対価の支払なく、全世界において非独占的に使用（複製、加工、翻訳、抜粋、公開など）する権

利を許諾したものとし、かつ、本学に対して著作権等を行使しないことに同意したものとします。 

この運用ポリシーに記述の無い事項に関しては、「Facebook コミュニティ規定」 

https://www.facebook.com/communitystandards/ 、もしくはその他の Facebook の運用規定に準じま 

す。 

本学は、本運用ポリシーを予告なしに変更することがあります。 

 

当ページは、国際基督教大学就職相談グループが管理・運用を行っています。 

TEL:0422-33-3067 

Mail：placement-office@icu.ac.jp 

http://www.icu.ac.jp/
http://subsite.icu.ac.jp/placement/
http://www.facebook.com/communitystandards/
mailto:smc@icu.ac.jp


ICU Placement Office Facebook Account Management Policy 

This site abides by the following management policy. 

 

This Official ICU Placement Office Facebook site (www.facebook.com ICU.Placement/) provides the following 

information to the students currently studying at ICU.  

 Services provided by ICU Placement Office 

   Events for students to find their career paths   

     Various useful information for hunting jobs  

 

１. Responding to feedback／comments 

ICU will, in principle, not respond to individual feedback or comments submitted to this page. 

 

２. Inquiries 

Inquiries to the university should be sent to the offices in charge through the ICU Official Website Inquiry 

page. （http://www.icu.ac.jp/inquiry.html） 

 

3. Removal of Feedback/ Comments 

ICU reserves the right to remove, delete, or reject any comment from users without their consent that contain 

the following. 

 

 That which does not abide by laws and regulations 

 That which goes against the public order and morality 

 That which fosters criminal acts 

 That which abuses particular individuals, corporations or organizations etc. or harms their reputation or 

trust 

 That which invades privacy by publicizing or leaking private information without consent 

 That which infringes copyright, as well as intellectual property, portrait or other rights of the university 

or a third party 

 That which promotes the commercial interests of the user 

 False information or something far from the truth 

 Comments unrelated to posted contents 

 Other comments that the university deems inappropriate 

 

４．Deleting the page 

  ICU will delete this page, if it becomes difficult to provide the information. 

 

5. Copyright etc. 

Intellectual property on this site belongs to the university or the third party the university has acquired consent 

from to use on this site. Unauthorized use will constitute violation of copyright. 

http://www.icu.ac.jp/inquiry.html


6. Disclaimers 

 The information contained on this site is intended as supplementary information. 

For official announcements please refer to the ICU website (http://www.icu.ac.jp/) , ICU Placement 

Office (http://subsite.icu.ac.jp/placement/) and the internal portal site. 

 The university is not responsible for material (comments, images, videos) posted by users on this site. 

 The university is not responsible for damages the user incurs for using or not being able to use the 

site. 

 The university is not responsible for any dispute occurring between users or the user and a third party, 

arising out of or connected with this Facebook page. 

 Copyright of feedback from the user belongs to that user. However, the said user grants ICU a non-

exclusive, perpetual, irrevocable license to use (copy, prepare derivative works, translate, abridge, 

display) the content or part of it without payment, royalties or other compensation. 

 Matters not mentioned in this policy should comply with Facebook Community Standards 

https://www.facebook.com/communitystand or other Facebook terms of use. 

 ICU reserves the right to revise this policy without prior notice. 

 

This site is managed by ICU Placement Office. . 

TEL:0422-33-3067 

mail:placement-office@icu.ac.jp 

http://www.icu.ac.jp/)
http://subsite.icu.ac.jp/placement/
https://www.facebook.com/communitystand
mailto:placement-office@icu.ac.jp

