2020 年 11 月
登録団体各位
学生センター 市ヶ谷学生生活課

「サークルガイド 2021」 原稿募集のお知らせ
新入生向けに「サークルガイド 2021」を作成します。つきましては下記の指示に従い、原稿の提
出にぜひご協力ください。

■掲載要件
■掲載体裁

大学の団体登録申請を行っていること。
１サークル B5 判で 1 ページが割当、例年約 100 サークルが掲載
上半分が「紹介文書」、下半分が「自由記述欄」

■発行日・部数

３月下旬発行（４月上旬新入生配布）

4,500 部（約 170 ページ）

コロナウイルス感染症対策で冊子体の配布でなく、Hoppii に Web 版掲載での配布になる場合があ
ります。個人情報、著作権について注意して、原稿作成してください。

■原稿作成方法
★ 「紹介文書データ（Word）」を作成してください。
※手書きのイラストもデータにしたうえで、ご提出ください。
★ 「紹介文書データ（Word）」は、下記にアップロードしてあります
法政大学ＨＰ→学生生活・スポーツ→クラブ・サークル活動→登録団体の一番下の
「資料ダウンロード」に表示されている資料を使って作成してください。
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/club/toroku/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54

「紹介文書データ」作成方法
〇ファイル名は「（団体名）/紹介文書」としてください。
【入力規則（すべて必須）】
・書体：ＭＳＰゴシック（マイクロソフトＷｏｒｄ）で作成
・フォントサイズ：１１ポイント
・ページ設定：４０文字×４０行
・入力例：完成イメージの通り作成。
【入力事項（すべて必須）】日本語と英語の両方を入力してください。
日本語
①サークル名
②サークル紹介文（３００字以内） ③顧問（教職員名）
④責任者（学部／氏名）
⑤活動日（毎週土曜日、毎日昼休みなど）
⑥活動場所
⑦部員数
⑧男女比（男：女）
⑨部費（年額）
⑩年間スケジュール （ex：４月新歓コンパ／８月夏合宿／9 月関東リーグ戦／11 月大学祭出店…など）
⑪問合先（氏名、携帯電話[2020 年版から掲載 NG]、メールアドレス、twitter・facebook
アカウント［個人名で登録しているものは不可］など）⇒複数名でも可。
英語
① Club name
②Activities
③Person in charge
④Club leader（Faculty／name） ⑤Activity days
⑥Location ⑦Current club members ⑧Club fee(Annual/semi Annual/Monthly)
⑨Annual Activity schedule ⑩Contact
※英語版は男女比を省略しています。
【英語版作成にあたっての注意事項】
次に当てはまる団体はサークルガイド 2021 の英語版の原稿を作成する必要はありません。
1．日本語でコミュニケーションできない学生を受け入れることにより、事故の危険性が高まる等、活動に支障が出る団体
2．諸事情により日本語でコミュニケーションできない学生の受け入れが不可能、あるいは困難な団体

これらに該当する団体は、英語版の原稿の提出は不要とさせていただきますので、日本語版のみご
提出ください。なお、英語での案内を行うかについては、サークル内で意見交換を行った上で慎重
に決定してください。

【自由記述欄について】
写真（JPG）を提出してください。手書きのイラストについては、データにした上で提出して
ください。データのファイル名は「（団体名）/自由記述」としてください。写真はカラーでも
白黒でもＯＫです。ただし、印刷は白黒となりますので、予めご了承ください。
【注意】著作権には気をつけましょう。例えば、タレントの写真や、漫画のキャラクターを
そのまま提出することは不可とします。

■提出物
原稿作成方法で説明の通り、「紹介文書」は必ず E メール添付で提出してください。また「自由記
述欄（写真またはイラスト）」もメール添付で提出してください。
提出方法

内容
１．「紹介文書（Word）」のデータ

提出にあたっての注意
●左記の①と②のデータは別ファイルにす
ること（写真データは jpg 形式・最大 4 枚

→.紹介文書データの作成方法参照

E メール

２．「自由記述欄 （写真やイラスト）」
のデータ

まで）。
●データフォーマットを使用すること。 （大
学 HP にアップロードされております）

■備考
・下記提出期限に遅れた場合は、掲載をいたしません。期限を厳守してください。
・提出後の原稿修正はできません。提出前に情報に間違いがないか、念入りに確認してください。
・また、収集したデータは「サークルガイド」の編集のみ使用し､他の用途には使用しません。提出・
掲載された個人情報へは、新入生等からの問い合わせがくる場合があります。

■提出期限

2021 年１月 12 日（火）１７：００ ★厳守★

■提出方法
keiko.yoshihara.34@adm.hosei.ac.jp へメール添付で提出してください。
※メールを送る際は件名：「サークルガイド 2021（団体名）」としてください。
※ファイル名は「（団体名）紹介文書」・「（団体名）自由記述」としてください。
※送信者（担当者）の氏名・学生証番号・携帯電話番号をメール本文に入力してください（問い合わ
せの際必要となるため）

■提出先（問い合わせ）
学生センター市ヶ谷学生生活課（外濠校舎１階）担当 吉原
E-mail：keiko.yoshihara.34@adm.hosei.ac.jp

／ ＴEL 03-3264-9484

①

紹介文書データ

記入例：作成イメージ

日本語
●サークル名：○○○クラブ

●サークル紹介文：（３００字以内）：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名はフルネームで記

●顧 問：富士見 一郎

●責任者：経営学部／法政 太郎

●活動日：月・水・金 １８：００～２０：００

載。

土１３：００～１６：００

●活動場所：外濠校舎長期会議室（市ヶ谷キャンパス）
市ヶ谷キャンパス以外の場合は具体的な場所を補足してください。
外濠校舎長期会議室を使用する団体は「外濠校舎長期会議室」と記入。
※2018 年度の長期会議室については各団体の一覧を別途用意します。

●部員数：５０名

●男女比

６：４

●部費：６,０００円（年間）

●年間スケジュール：
４月：新入生歓迎祭ライブ／7 月：新入生ライブ／８月：夏合宿／１１月：学祭ライブ／２月：冬合宿
/3 月卒業生ライブ

項目を統一してください。(注意：下記の項目の記入はあくまで任意です)

●問合先

E-mail:

,Twitter:,

Facebook:

,Instagram:

,HP:

,LINE:

代表者
E-mail：taro.hosei@****.ne.jp
Twitter：@hosei*****
（電話番号、
twitter・Facebook アカウント可（個人名で登録しているものは不可。））

日頃、連絡の取りやすい連絡先が望ましいです。複数名可
（twitter・Facebook アカウント可（個人名で登録しているものは不可。））

自由記述欄（写真またはイラスト）

写真やイラスト（ﾃﾞｰﾀ化されたもの）をこちらに貼り付けなくて
けっこうです。別途メール添付でお送りください。

英語

記入例：作成イメージ

●Club name： ○○○Club

●Activities： To play Music

●Person in charge： Ichiro Fujimi

●Club leader（Faculty／name）：Faculty of Business Administration ／Taro Hosei

●Activity days： Mon，Wed，Fri 18：00～20：00

Sat 13：00～16：00

●Location：Rugby Ichigaya Campus , Sotoboi building B1
英語版は男女比を省略しました

●Current club members：50

●Club fee(Annual/semi Annual/Monthly)：Annual \5,000
※This doesn’t include trips, Tournament，university festival fees．

●Annual Activity schedule：
Apr：Freshman welcome concert／Jul：Freshman’s Concert／Aug：Summer camp／
Nov：University Festival concert／Feb：Winter camp／Mar：Graduate’s concert

●Contact：E-mail：taro.hosei@****.ne.jp

Twitter：@hosei*****

項目を統一してください。(注意：下記の項目の記入はあくまで任意です)
E-mail:

,Twitter:,

Facebook:

,Instagram:

,HP:

,LINE:

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

（電話番号、twitter・Facebook アカウント可（個人名で登録しているものは不可。））

（参考）学部表記
（市ヶ谷）
Faculty of Law，Faculty of Letters，Faculty of Business Administration，Faculty of Intercultural Communication，
Faculty of Sustainability Studies，Faculty of Lifelong Learning and Career Studies，Faculty of Engineering and Design，
Faculty of Global and Interdisciplinary Studies (GIS)
（多摩）
Faculty of Economics，Faculty of Social Sciences，Faculty of Social Policy and Administration，Faculty of Sports and Health
Studies
（小金井）
Faculty of Science and Engineering，Faculty of Bioscience and Applied Chemistry，Faculty of Computer and Information
Sciences

