
必要事項を記入
本紙２枚目に簡易サークル情報（サークル名、代表者名、連絡先等）
を含め、アンケートなどすべての必要事項を記入してください。 

１. サークル登録の手順

※一部のページが不足している場合は express2018.circle@e-mile.com または大隈銅像付近の当ブースまで

仮登録確認証は、サークル様の本誌仮登録を証明するものです。受付時に当会より発行します。
来春の本誌発行まで大切に保管してください。
また、本登録は、仮登録から１週間以内にウェブ上で行ってください。よろしくお願い致します。
なお、本登録情報の変更はウェブ上で2018年１月31日まで受け付けております。
仮登録確認証を紛失された場合は速やかに右記の宛先までご連絡ください。

２. 仮登録確認証・本登録について

先着100 サークル様は巻頭写真企画に掲載いたします。

ブースで受付
科目チェックや本登録方法のご説明などを当会員が行うため、
少々お時間をいただきます。予めご了承ください。最後に「仮登
録確認証」をお渡しします。登録の関係上できるだけ代表者１の
方が直接お越しください。

「ウェブ」で本登録
入力事項や注意事項などは２枚目に記載してありますので、
それらに従って入力をお願いします。 

2

3

1

本紙 本誌
アンケート

ゼミ
登録用紙

科目
記入用紙

サークル
仮登録用紙

p.１ p.５～８p.４p.３p.２

サークル情報 登録のご案内

必要事項を記入
本紙 2枚目に簡易サークル情報（サークル名、代表者名、連絡先等）
を含め、アンケートなどすべての必要事項を記入してください。 

１. サークル登録の手順

※一部のページが不足している場合は express2019.circle@e-mile.com  または大隈銅像付近の  当ブース  まで

ブースで受付
科目チェックや本登録方法のご説明などを当会員が行うため、
少々お時間をいただきます。予めご了承ください。最後に「仮登
録確認証」をお渡しします。登録の関係上できるだけ代表者の方
が直接おこしください。

「ウェブ」で本登録
入力事項や注意事項などは２枚目に記載されておりますので、
それらに従って入力をお願いします。

2

3

1

本紙 本誌
アンケート

ゼミ
登録用紙

科目
記入用紙

サークル
仮登録用紙

  p.1 p.６～9p．3～４ p.５   p.2

サークル情報 登録のご案内

11/24      ～ 12/06

３. 登録上の注意

まで

４. ゼミ情報で科目数優遇！

2. 登録用紙受付日時

・サークル本登録に進める条件は以下３点の提出とさせていただきます。

   ①サーク報 　②本誌アンケート　③科目情報記入用紙【35科目分】 

  ※すべて記入されていない場合、本登録はできません。 また仮登録のみではサークル登録はされま
　  せん。ウェブ上での本登録をお忘れのないようご注意ください。

・サークル情報は無料で掲載いたします。 
・記入事項に不備がある場合や、サークル情報が公序良俗に反していると当会が判断した場合は、
掲載できない場合がございます。 
・記入内容について後日当会から確認の連絡を差し上げることがございます。 
・本誌に掲載される科目情報、ゼミ情報ならびにサークル情報はこの用紙とウェブ上アンケート 
  に基づきます。 できる限り詳しく正確にご記入下さい。 

⚠ご記入いただきました個人情報は本誌への掲載を目的としています。個人情報の管理には
   細心の注意を払っており、第三者に不当に公開することは決してありません。

ゼミアンケートをお持ちいただいたサークル様には
科目情報数の優遇が適用されます。

ゼミ
ゼミ×２＝５科目分

としてカウントします。

登録用紙の回収は当会ブースでのみ行います。 
〆切直前は大変混み合うことが予想されます
ので、なるべく早い時期にご登録ください。

2 限～ 5 限　※日曜日は受け付けておりません

早稲田キャンパス大隈銅像前 

６. お問い合わせ先

express201 8.circle@e-mile.com
サークル情報統括

佐藤いつか

土 木

Milestone
Express

2019

土

⚠Milestone Express 2019 では
       先着 100サークルを対象とした巻頭写真企画は行いません



11/24          　12/06

３. 登録上の注意

４. ゼミ情報で科目数優遇！

  5.所沢キャンパスの登録用紙受付日時

・サークル本登録に進める条件は以下３点の提出とさせていただきます。

①サークル仮登録情報 ②本誌アンケート ③科目情報記入用紙【35科目分】 

※すべて記入されていない場合、本登録はできません。 また仮登録のみではサークル登録はされま
　  せん。ウェブ上での本登録をお忘れのないようご注意ください。

・待機列での順番と、受付の完了する順番は前後する場合がございます。 
・記入事項に不備がある場合や、サークル情報が公序良俗に反していると当会が判断した場合は、
掲載できない場合がございます。
・記入内容について後日当会から確認の連絡を差し上げることがございます。 
本誌に掲載される科目情報、ゼミ情報ならびにサークル情報はこの用紙とウェブ上アンケート 
に基づきます。 できる限り詳しく正確にご記入下さい。 

⚠ご記入いただきました個人情報は本誌への掲載を目的としています。個人情報の管理
　には細心の注意を払っており、第三者に不当に公開することは決してありません。

ゼミアンケートをお持ちいただいたサークル様には
科目情報数の優遇が適用されます。

ゼミ ×１＝２科目分 
ゼミ ×２＝５科目分

としてカウントします。

登録用紙の回収は当会ブースでのみ行います。 
〆切直前は大変混み合うことが予想されます
ので、なるべく早い時期にご登録ください。

~
2 限～ 5 限　※日曜日は受け付けておりません 

早稲田キャンパス大隈銅像前 

６. お問い合わせ先

掲載いたします。 受付〆切     12月６日(水) ご登録はお早めに！

express201 8.circle@e-mile.com
サークル情報統括

佐藤いつか

金 水

･複数ジャンルにサークル情報を掲載したい場合は、その掲載数分の登録用紙が必要
   になります。

12/12  　  ～12/13  
2～４限　※５限は受け付けておりません

100 号館食堂

登録用紙の回収は当会ブースでのみ行います。
〆切直前は大変混み合うことが予想されます
ので、なるべく早い時期にご登録ください。

6. お問い合わせ先
サークル情報統括

　　    栗原拓未　　　

水 木

･

･ サークル情報は無料で掲載いたします。

⚠Milestone Express 2019 では
       先着 100サークルを対象とした巻頭写真企画は行いません

５.所沢キャンパスでの登録用紙受付日時

受付〆切  12月６日( 木 )　　ご登録はお早めに！運営公式Twitter　　@Mile_Circle

運営公式 Twitter　　@Mile_Circle



◆アカデミック
  ・出版
  ・政治･経済
  ・社会問題
  ・放送･広告
  ・国際研究･国際交流
  ・語学
  ・地理･歴史
  ・法学
  ・思想･哲学
  ・コンピュータ･インターネット
  ・自然科学･工学
  ・アカデミックその他

◆趣味
  ・旅行
  ・アウトドア
  ・競馬･麻雀･ギャンブル
  ・漫画･アニメ
  ・ゲーム
  ・グルメ
  ・自然愛好
  ・芸能研究･ファンクラブ
  ・趣味その他

◆芸術
  ・映画
  ・演劇
  ・ダンス
  ・美術
  ・文芸
  ・古典芸能
  ・写真
  ・演芸･お笑い
  ・工芸
  ・芸術その他

◆音楽
  ・ロック･フォーク
  ・ジャズ･フュージョン
  ・クラシック
  ・コーラス
  ・音楽研究 
     (ファンクラブ･リスナーズ)
  ・音楽その他

◆スポーツ
  ・テニス
  ・スキー･スノボ
  ・野球
  ・サッカー
  ・フットサル
  ・バスケットボール
  ・バレーボール
  ・バドミントン
  ・ラグビー･アメフト
  ・ホッケー
  ・ゴルフ
  ・武道･格闘技
  ・登山･探検
  ・マリン
  ・自転車･バイク･自動車
  ・多種混合
  ・マイナースポーツ
  ・観戦･研究
  ・スポーツその他
  ・体育局各部

◆その他
  ・オールラウンド
  ・企画
  ・ボランティア
  ・稲門会･早稲田精神
  ・既成ジャンル外

※稲門会･体育局については
　登録後確認させていただきます。

※所沢･理工キャンパスを拠点と
　するサークルはジャンルの隣の
　欄に○をつけて下さい。

  ・インカレOK
  ・オールワセダ
  ・男は早大、女はインカレ
  ・掛け持ち不可
  ・掛け持ちＯＫ
  ・随時入会可能
  ・社会人OK
  ・院生OK
  ・入会審査あり
  ・冷やかしお断り
  ・チャラ男不可
  ・会費なし

  ・実績がウリ
  ・将来性あり
  ・機材が充実
  ・強さが自慢
  ・プロの指導あり
  ・少数精鋭
  ・まったり系
  ・サークル内恋愛奨励
  ・上下関係なし
  ・体育会系
  ・来る者拒まず去る者追わず
  ・オールイケメン
  ・マネージャー歓迎
  ・留学生歓迎
  ・雀士歓迎
  ・コミュ障歓迎
  ・オタク歓迎
  ・貧乏歓迎
  ・喫煙者歓迎
  ・留年歓迎
  ・多浪歓迎
  ・一人暮らし歓迎
  ・腐女子歓迎
  ・コネバイトあり
  ・就職に有利 
  ・テスト時有利
  ・合コン多数あり
  ・イベント多数
  ・いわゆる12大サークル
  ・もっと評価されるべき
  ・2017年度新設
  ・2018年度新設(予定)

サークルジャンル

アピールポイント(３つ)

  ・部室あり
  ・飲みに自信あり
  ・飲みに自信なし
  ・イッキ強制なし
  ・非レギュラー制
  ・真剣にやれる人希望
  ・楽しむことが最優先
  ・授業優先
  ・初心者歓迎
  ・経験者歓迎
  ・経験者多数
  ・完全プロ志向
  ・即レギュラー可能

会則事項(２つ)

掲載例

※上記の掲載例はExpress 2017 のサーク
　ル情報を参考にしたものです。掲載時
　とは異なりますのでご注意下さい。

Milestone Express 2018サークル情報登録用紙 No. C
メアド･URLは丁寧に記入して下さい。間違って記入された場合の責任は負いかねます。

『Milestone Express2018』では、原則として貴サークル

ら誤りのないようにご回答下さい。また、無回答の場合その項目を省略して掲載させていただく場合もありますのでご了承下さい。ご協力をお願い致します。

※必須項目の非掲載をご希望の場合は、その項目は適当にお答えいただいた上で、備考の欄に非掲載の旨を入力してください。

新設時期
ふりがな

フリガナ

①サークル名

代表者 (来年度) ②苗字
(　　　　)③TEL

④メールアドレス

名前
ふりがな ふりがな②～④

メールアドレスのフリガナ
は｢０」と｢o｣(ゼロとオー)
や｢-｣と｢ ｣(ハイフンとアン
ダーバー)などが分かるよう
に記入してください。

掲載

当会記入欄 写 担当：201 6 年度以降 201 5 年度以前

キャッチフレーズ
活動内容
の下書きは

裏面にございます
是非ご利用ください

Milestone Express 2018サークル情報登録用紙 No. C
メアド･URLは丁寧に記入して下さい。間違って記入された場合の責任は負いかねます。

新設時期
ふりがな

フリガナ

①サークル名

代表者 (来年度) ②苗字
(　　　　)③TEL

④メールアドレス

名前
ふりがな ふりがな②～④

メールアドレスのフリガナ
は｢０」と｢o｣(ゼロとオー)
や｢-｣と｢ ｣(ハイフンとアン
ダーバー)などが分かるよう
に記入してください。

掲載

当会記入欄 写 担当：2017年度以降 2016年度以前

※情報登録手続きをされる方と代表者が異なる場合は
　前者のメールアドレスを記入してください

活動日時 ●

活動場所 ●

たまり場 ●

人　　数 ●

入 会 金 ● 会費 ●

設　　立 ● 合宿 ●

マイルストーン編集会
まいるすとおんへんしゅうかい

福士 智史
ふくし さとし 

info@e-mile.com
長谷川 豪祐

男・60人 女・50人
1978年

無 無

曜日不定･随時
11号館2階ラウンジ
11号館2階ラウンジ

年2回

オールワセダ
掛け持ちOK

新1･2年

初心者歓迎
実績がウリ
強さが自慢

みんなで作ろうマイルストーン
日本最大規模の出版サークルです！マイルスト
ーンエクスプレス以外にもフリーペーパーや文
芸誌も制作しています。興味のある方はぜひ！

www.e-mile.com/ @milestonewaseda

本登録の手順は右側に
書いてあるよ！
よく読んで登録してね！

当会記入欄 写 担当：

※情報登録手続きをされる方と代表者が異なる場合は
　前者のメールアドレスを記入してください

新歓期用のアドレスを記入してくださ
本誌掲載用

⑨ LINE ID
必須ではありませ
力なさらな
登録を可に設定しておいて下さい。

！ご注意下さい！

当会記入欄 写 担当：
当会記入欄 写 担当：
当会記入欄 写 担当：当会記入欄 写 担当：

＿

創設時期

サークルジャンル

・待機列の順番と登録完了の順番は前後する場合がございます。ご了承ください。
・混雑する初日や最終日を避けてお越しください。
・仮登録時に当会よりお送りしたメールは３月の本誌発行まで保管してください。
・登録の際に使用するサークル番号は他サークルなど外部に伝えないでください。
・仮登録から１週間以内に本登録をお済ませください。
・仮登録確認証はサークル様の本誌仮登録を証明するものです。受付時に当会より発行します。
   ３月の本誌発行まで大切に保管してください。
・仮登録確認証を紛失された場合は速やかに 1枚目の連絡先までご連絡ください。

Milestone Express 2019

2017年度以前2018年度以降

⚠ご注意ください

サークル情報仮登録用紙 DL 版

Milestone Express  2019
◆アカデミック 
・出版
・政治･経済 
・社会問題 
 ・放送･広告 
 ・国際研究•国際交流 
・語学　　　　　　　　 
・地理•歴史
・法学
・思想•哲学 
・コンピュータ•インターネット 
・自然科学•工学 
・アカデミックその他

◆趣味
・旅行
・アウトドア 
・競馬•麻雀•ギャンブル 
・漫画•アニメ 
・ゲーム
・グルメ
・自然愛好 
・芸能研究•ファンクラブ 
・趣見その他

◆芸術
・映画
・演劇
・ダンス
・美術
・文芸 
・古典芸能
・写真
・演芸•お笑い
・工芸
・芸術その他 

◆音楽
・ロック•フォーク
・ジャズ•フュージョン
・クラシック
・コーラス
・音楽研究 
　(ファンクラブ・リスナーズ )
・音楽その他

◆スポーツ
・テニス 
・スキー•スノボ 
・野球
・サッカー 
・フットサル 
・バスケットボール 
・バレーボール 
・バドミントン
・ラグビー•アメフト 
・ホッケー 
・ゴルフ
・武道•格闘技

◆スポーツ
 ・登山•探検
・マリン 
・自転車•バイク•自動車 
・多種混合 
・マイナースポーツ 
・観戦•研究 
・スポーツその他 
・体育局各部 

◆その他 
・オールラウンド 
・企画 
・ボランティア 
・稲門会•早稲田精神 
・既成ジャンル外 

⑤メールアドレス

※情報登録手続きをされる方と代表者が異なる場合は
　前者のメールアドレスを記入してください
　　　　　　　　　

担当者 :



【基本情報】
①拠点キャンパス　 また、サークル名称に
｢早稲田大学｣や｢早大｣と付く場合は省略して下さい｡
( 例 : 早大マイルストーン編集会→マイルストーン編集
会 )。

部となっている場合にはそのまま入力して下さい。

② サークル名ふりがな
すべてひらがなで入力してください。伸ばし棒は大文字
のひらがなで入力して下さい。( 例 : マイルストーン→ま
いるすとおん )。

③ サークルジャンル
該当ジャンルを一覧から一つ選択して下さい。

【代表者１情報】
④ 代表者１お名前
苗字と名前を入力して下さい。苗字と名前の間に苗字と名前を入力して下さい。苗字と名前の間に
必ず入れてください。旧字体などの変換できない漢字が
含まれている場合は、この項目では簡易表記で打ち込ん
でいただき、その旨を最後の備考欄にご記入ください。

⑤ 名前ふりがな
必ずひらがなで記入してください。苗字とひらがなの間
にスペースを入れてください。

⑥ 代表者 1 の携帯番号
半角、ハイフン付きで入力してください。当会からご連
絡差し上げる以外の用途では使用せず、本誌には掲載い
たしません。

⑦ 連絡用メールアドレス
当会からの連絡用に、代表者様個人のものを入力してく
ださい。本誌には掲載いたしません。

⑧ 掲載用メールアドレス
新歓期用のアドレスを記入してください｡Express2017
本誌掲載用としてのみ使用いたします｡

⑨ LINE ID
必須ではありません。本誌掲載を希望されない場合は入
力なさらないでください。また、入力される場合は友達
登録を可に設定しておいて下さい。

【代表者 2 情報】
⑩～⑬
代表者１に入力いただいた方以外の情報を入力してくだ
さい。サークル員が 2 人以上おらず、やむおえず代表者
2 を埋められない場合は代表者 1 に記入いただいた内容
をもう一度ご記入ください。代表者 2 情報は名前のみ掲
載し、電話番号及びメールアドレスは本誌に掲載しませ
ん。

【構成人数・創立年】
⑭～⑰ 構成人数
男女別それぞれの全体人数、うち学外者の人数を記入し
て下さい。０人の場合は０を記入して下さい。

⑱ 創立年度
西暦、半角数字の四桁 ( 例：2016) で記入してください。
不明の場合は、無記入ではなく「不明」とご入力ください。

【会費】
⑲ 入会金
0 以上の整数を半角で入力してください。￥や円などの
単位は使用しないでください。入会金なしの場合は０と
入力してください。

⑳ 会費支払いの頻度
 選択肢の中から一つ選択してください。

㉑会費額
0 以上の整数を半角で入力してください。￥や円などの
単位は使用しないでください。会費なしの場合は０と入
力してください。

【活動】
㉒ 1 週間あたりの活動日数
週○日、週○～▽日の形または「不定期」で入力してく
ださい。

㉓ 活動曜日
月～日、曜日不定、毎日の中から選択してください。

㉔ 活動時間
活動する時間を 00：00 ～ 00：00 または「随時」、「未定」
と入力して下さい。

㉕ 活動場所
学生会館などを記入する場合は省略せず「学生会館」の
ように入力してください。( 例：学生会館○階 E○○)

㉖ たまり場
｢活動場所｣の欄と同様です。なければ何も記入せず空欄
にしてください。

㉗年間合宿回数
年○回の形で、合宿なしの場合は「無」と入力してくだ
さい。

㉘ 会則事項
会則事項を選択肢の中から２つ選んでください。

【サークル情報】
㉙ 参加可能学年
参加できる学年を選択してください。選択肢内になけれ
ばその他へ入力してください。( 複数回答可 )。

㉚ アピールポイント
選択肢の中から３つ選択して下さい。

㉛ キャッチフレーズ
30 字以内で簡単なキャッチフレーズを入力して下さい。
また、(^o^) などの顔文字は、行をまたぐと崩れてしま
う恐れがあるので使用された際の原文通りの掲載は保証
致しかねます。極力使用を控えてください。
その他ご希望には随時対応致します｡

32 活動内容
84 字以内でサークルの活動内容や新歓イベント内容を
わかりやすく入力して下さい。キャッチフレーズ同様、
顔文字の仕様は極力お控えください。
※また、(^o^) などの顔文字の原文通りの掲載は保証致
しかねます。予めご了承下さい。

33 活動拠点
選択肢の中から、主要な活動キャンパスを選択してくだ
さい。

34 ホームページURL
サークルのホームページを入力して下さい。ない場合は
空欄でお願いいたします。

35 Twitter アカウント
Twitter の公式アカウントを入力して下さい。ない場合
は空欄でお願いいたします。

36 Facebook ページの有無
Facebook ページの有無のどちらかを選択して下さい。

『Milestone Express2018』では、原則として貴サークル がWeb 上で回答された内容をそのまま掲載致します。つきましては、注意事項をよくお読みになってか

ら誤りのないようにご回答下さい。また、無回答の場合その項目を省略して掲載させていただく場合もありますのでご了承下さい。ご協力をお願い致します。

※必須項目の非掲載をご希望の場合は、その項目は適当にお答えいただいた上で、備考の欄に非掲載の旨を入力してください。

！ご注意下さい！
仮登録時に当会よりお送りしたメールは保管しておいてください。
登録の際に使用するサークル番号は他サークル等外部に伝えないでください。
登録情報の加筆・修正はすべてWeb上でおこなっていただけます。
登録情報の変更はWeb上で2018年1月31日（水）までおこなっていただけます。

【基本情報】

①拠点キャンパス
選択肢の中から、主要な活動キャンパスを選択してく
ださい。

②代表者名
苗字と名前を入力して下さい。苗字と名前の間に空白
を必ず入れてください。旧字体などの変換できない漢
字が含まれている場合は、この項目では簡易表記で打
ち込んでいただき、その旨を最後の備考欄にご記入く
ださい。

③代表者名（ふりがな）
必ずひらがなで記入してください。苗字と名前の間に
スペースを入れてください。

④掲載用アドレス
Express2018本誌に掲載するためのメールアドレスをご
記入ください。

⑤代表者LINE ID
必須ではありません。掲載されない場合は、記入なさ
らないでください。また、入力される場合は友達登録
を可に設定しておいてください。

⑥副代表者名
代表者に入力いただいだ方以外の情報を入力してくだ
さい。サークル員が２人以上いないなど、やむをえず
副代表者を埋められない場合は代表者に記入していた
だいた内容をもう一度ご記入ください。

⑦副代表者LINE ID
必須ではありません。掲載されない場合は、記入なさ
らないでください。また、入力される場合は友達登録
を可に設定しておいてください。

【サークル構成人数】

⑧～⑪
男女別それぞれの全体人数と学外者の人数を記入して
ください。０人の場合は０と記入してください。

㉑年間合宿回数
半角数字で入力してください。合宿なしの場合は0と記
入してください。

㉒加入可能学年
選択肢の中から１つ選択してください。

㉓アピールポイント
選択肢の中から３つ選択してください。

㉔会則事項
選択肢の中から２つ選択してください。

㉕キャッチフレーズ
30字以内で簡単なキャッチフレーズを入力してくださ
い。また、絵文字や顔文字は紙面に反映されない場合
があるので、使用された際の原文通りの掲載は保証致
しかねます。極力使用を控えてください。
その他のご希望には随時対応致します。

㉖活動内容
84字以内でサークルの活動内容や新歓イベント内容を
わかりやすく入力してください。キャッチフレーズ同
様、絵文字や顔文字の使用は極力お控えください。

㉗WebサイトURL
サークルのホームページを「http://」類から入力して
ください。ない場合は空欄で構いません。

㉘Twitterアカウント
Twitterの公式アカウントを入力してください。ない場
合は空欄で構いません。＠は記入なさらないでくださ
い。

㉙Facebookの有無
Facebookページがある場合はチェックをつけてくださ
い。

【創立・会費】

⑫創立年
西暦を半角数字の四桁(例：2017)で記入してくださ
い。不明の場合は、０を入力してください。

⑬入会費
０以上の整数を半角で入力してください。￥や円な
どの単位は使用しないでください。会費なしの場合
は０と入力してください。

⑭会費支払い頻度
選択肢の中から１つ選択してください。

⑮会費
０以上の整数を半角で入力してください。￥や円な
どの単位は使用しないでください。会費なしの場合
は０と入力してください。

【活動情報】

⑯活動曜日日数
１週間あたりの活動日数を記入してください。1～7
(半角)、破線、「、」「不定期」及び「曜日不定」
が記入できます。

⑰活動曜日
選択肢の中から１つ選択してください。

⑱活動時間
活動する時間を「0:00～0:00」または「随時」、「未
定」と入力してください。

⑲活動拠点
学生会館などを記入する場合は省略せず「学生会
館」のように入力してください。（例：学生会館○階
E○○）

⑳たまり場
「活動拠点」の欄と同様です。なければ何も記入し
ないでください。

！ご注意下さい！

仮登録時に当会よりお送りしたメールは３月の本誌発売まで保管しておいてください。

登録の際に使用するサークル番号は他サークル等外部に伝えないでください。

仮登録から１週間以内に本登録をお済ませください。
登録情報の加筆・修正はすべてWeb上でおこなっていただけます。

登録情報の変更はWeb上で 2018年1月31日（水）までにお願いいたします。

新歓期用のアドレスを記入してください｡Express2017
本誌掲載用

⑨ LINE ID
必須ではありません。
力なさらないでください。
登録を可に設定しておいて下さい。

！ご注意下さい！⚠ご注意ください

Milestone Express  2019  本登録方法
メールを受け取る
受付時に連絡用アドレス宛にメールを送らせ
ていただきます。 受信後メール添付のリンク
からアカウントを有効化してください。

本登録サイトにアクセスする
仮登録確認証に記載されているQRコードか
ら本登録サイト にアクセスしてください。

本登録サイトで必要事項を記入
仮登録時よりも詳細なサークル情報を記入し
ていただきます。 サークル番号・連絡用メー
ルアドレス・パスワードを入力してログイン
してください。 詳細な記入方法は下記QRコ
ードから動画でご確認いただけます。

本登録

登録して完了！
本登録の情報を全て記入したら「本登録」を
クリックしてください。
⚠本登録で記入した情報は必ずサークル側で
　記録、保管しておいてください。
⚠翌年１～２月頃に当会よりお送りする内容
　確認メールを必ずご確認ください。

１

２

３

４

＊本登録方法の解説動画
http://u0u0.net/MzZc

登録情報の加筆・修正は全てweb上で行っていただけます。
登録情報の変更はweb上で 2019年1月31日(木 )までにお願いいたします。

仮登
録確
認証

↑普通のと↓パステル風のものを
両方作りました。

拡大・縮小するときは
「変形」ウィンドウの

「線幅と効果を拡大・縮小」のチェックを
お忘れなく～

PC やスマートフォンのブラウザからでも
ご視聴いただけます。















35・33・30
00・01・02

当会記入欄
（備考）（担当者）

記
入
者

名前 履修当時の学年 取得評価

うつしだインスタグラマー
　基礎演習 B文

 構 文ジャ 03 写田 ジェニー
高 あかり

自作レジュメ

15 15

美人な先生と人気インスタグラマーを目指す。映える写真の撮り方、

オススメフォトスポットを教えてもらえる！！ 受講者は 99％女子。

先生のインスタはフォロー必須。食べ物を残す投稿や人に迷惑をかける

投稿をするとめちゃくちゃ成績が下がる。プレゼンはいいね対決。

先生は Twitter とインスタとで
人格が変わる。

科目の設置箇所をご記入
ください。ご自身の所属
ではございません。

受講時期を
ご記入ください。

教員名はフルネームでお願
い致します。担当教員が 3
人以上の場合はオムニバス
とご記入ください。

科目の正式名称をご記入くだ
さい。クラスの欄には数字や
アルファベットが入ります。

記入者の情報は編集時の参
考にする以外に使用するこ
とはありません。開講中の
科目の出席率と取得評価の
欄は未記入で構いません。

回数面と内容面から総合的
にみたプレゼンの負担 ( 重
さ ) と有無を個人プレゼンと
グループプレゼンとでそれ
ぞれご記入ください。
ご自身の主観で構いません。

少なくともこのしるし
までご記入ください。

４：超楽勝！落とす方が難しい
３：普通にやればくる
２：難しい
１：かなり困難！ドハマリ

楽単度授業内容の面白さ

４：最高！面白い！
３：まあまあ
２：イマイチ
１：本当につまらない

充実度

出欠をとる頻度と形式をご記入ください。

出席カード
レビューシート

コード (N@vi)
名簿の回覧
小テスト
点呼
その他

出席カードを用いて出欠をとる
授業の感想等を記入することで出席になる
 　( 紙 )  : 授業内で記入用紙が配られる
　(N@vi): コースナビ上で記入する
出席コードをコースナビ上で入力する
名簿を用いて出欠をとる
出席用の小テストを解くことで出席になる
口頭で名前を呼んで出欠をとる
コメント欄に詳しくご記入ください

使用教材をご記入ください。
レジュメはDL( ダウンロード ) の
可否もお教えください。 問題演習

小テスト
予習
その他

授業内外で問題を解く
授業内外で小テストがある
授業前に訳などの予習が必須
コメント欄に詳しくご記入ください

課題の頻度と形式をご記入ください。

記述
穴埋め・選択肢

計算
口頭・実技
その他

試験形式・持込の有無をご記入ください。
持込可の場合、何を持ち込めるのかを具体的にご記入ください。

語句説明や論述などある程度文章を書く試験・教場レポート
空欄に単語を記入・選択肢から答えを選ぶ試験
解答の過程で計算が必要になる試験
外国語等の口頭試験・体育等の実技試験
コメント欄に詳しくご記入ください

中間･期末レポートや救済レ
ポート、小レポートがある
場合はその回数と負担の重
さを教えてください。
ご自身の主観で構いません。

2016年度以前の科目情報はご記入いただけません。
まだ成績が出ていない授業の情報も大歓迎です！
記述欄は全て20字以上ご記入ください。規定量に満たない場合は再提出していただきます。
記述欄以外に未記入の部分がある場合にも再提出をお願いする場合があります。
担当教員の身体的特徴に関する誹謗中傷の記入はご遠慮ください。

※

注
意

科目アンケート ( 計　枚 )９

サークル情報登録に必要な科目の情報数は

　　　　　 です。

ゼミ情報はこちらの用紙には
ご記入いただけません。
ゼミ情報をご提供いただく場合は、
１つのゼミ情報で２科目分、
２つのゼミ情報で５科目分が免除されます｡

も必ずご記入ください。
ランキングアンケート

35科目以上

Circle Name

四
段
階
評
価
の
目
安



【今まで受講した中で楽単だった科目】

【今まで受講した中でおもしろかった科目】 【今まで受講した中でつまらなかった科目】

【今まで受講した中でドハマリだった科目】
※ドハマリ : 単位取得が困難

学部には科目の設置箇所をご記入ください。ご自身の所属ではございません。

� � � � �� � �� � � � � �� � � � � � �

Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name



Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name

サークル情報登録には 35科目以上の科目情報が必要です。科目アンケート ( 計９枚 )

※

注
意ゼミ情報は別紙の「ゼミ登録用紙」にご記入ください。



Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name

サークル情報登録には 35科目以上の科目情報が必要です。科目アンケート ( 計９枚 )

※

注
意ゼミ情報は別紙の「ゼミ登録用紙」にご記入ください。



Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name

サークル情報登録には 35科目以上の科目情報が必要です。科目アンケート ( 計９枚 )

※

注
意ゼミ情報は別紙の「ゼミ登録用紙」にご記入ください。



Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name

サークル情報登録には 35科目以上の科目情報が必要です。科目アンケート ( 計９枚 )

※

注
意ゼミ情報は別紙の「ゼミ登録用紙」にご記入ください。



Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name

サークル情報登録には 35科目以上の科目情報が必要です。科目アンケート ( 計９枚 )

※

注
意ゼミ情報は別紙の「ゼミ登録用紙」にご記入ください。



Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name

サークル情報登録には 35科目以上の科目情報が必要です。科目アンケート ( 計９枚 )

※

注
意ゼミ情報は別紙の「ゼミ登録用紙」にご記入ください。



Circle name
▶ ▶ ▶Circle Name

サークル情報登録には 35科目以上の科目情報が必要です。科目アンケート ( 計９枚 )

※

注
意ゼミ情報は別紙の「ゼミ登録用紙」にご記入ください。

ご記入お疲れ様でした！提出前に以下の点をご確認ください。

教員名がフルネームで記入されている。
ゼミを科目として記入していない。
記入欄に規定量以上記入されている。

項目の記入漏れがない。
必要な科目数以上記入されている。
授業ランキングアンケートが記入されている。


