
情報コミュニケーション学部
１年生履修ガイダンス

卒業要件と必修科目

Oh-o！ Meijiについて

授業科目の履修登録について

※必ず確認してください※
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情報コミュニケーション学部シラバスの「履修の手引き」を，

準備してください。情報コミュニケーション学部のＨＰに

掲載していますので，確認してください。

【1】卒業要件と必修科目について

1-1.説明の前に…
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https://www.meiji.ac.jp/infocom/office/6t5h7p00000kqq6g.html

【学部シラバス「履修の手引き」他 URL】

・履修の手引き ※２０２１年度以降入学者の部分のみを参照してください。

：履修ルール，科目別注意事項等を記載
・講義概要
：各講義の授業内容や成績評価の方法が記載

シラバスについて

学部シラバスの2022年度（最新）版は３月中旬～下旬に公開予定です。



【1】卒業要件と必修科目について

1-2.授業科目と単位について
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授業科目は，外国語，講義，ゼミナール等に分けられ，対面形
式の授業（コロナ禍において，オンデマンドの授業の場合有）と
メディア授業があります。メディア授業は，PC等を利用し，授
業の一部もしくは全部を，教室以外の場所で受講できる授業のこ
とを指します。

単位は，原則，語学科目は「１単位」，その他の科目は「２単
位」になります。履修上限単位数は半期「２４単位」，通年で
「４８単位」になります。履修登録の際は，ご注意ください。

※通年科目については，他の科目と異なる点があります。
【履修単位数の数え方】

通年科目の単位数は４単位(春学期２単位・秋学期２単位)です。
履修単位数を数えるときは，各学期ごとに数えてください。

【成績】
秋学期にまとめて参入されます。

(春学期の成績表に通年科目の単位数等は含まれません)

(基礎ゼミナール etc…)

〈例〉語学科目：英語，選択必修外国語( )
その他の科目：講義科目，ゼミナール科目 etc…

ドイツ・フランス・スペイン
中国・韓国・(日本)



【1】卒業要件と必修科目について

1-3.卒業要件について
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・１２４単位を修得する必要がある

・必修単位は全て修得する必要がある

・４年次には，８単位以上を修得する必要がある

１年次 ４２単位 ２年次 ４２単位

３・４年次 ４０単位 計 １２４単位

5

単位修得の目安

大学院進学を目的として，所定の成績(ＧＰＡ３．２以上など)・単位修得で早期(３年間)卒業が可
能です。興味のある人は，事務室にて説明します。



【1】卒業要件と必修科目について

1-4.必修科目について
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最低必修単位数

情報コミュニケーション学入門

６４

単位 ８８
単位

３６
単位

＋

１２４
単位
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学際科目群 ４

専
門
科
目
群

社会科学 ４

人文科学 ４

自然科学 ２

社会システム

５４文化と表象

人間と環境

外
国
語

科
目
群

英語 ６

選択必修外国語
(ドイツ・フランス・スペイン・中国・韓国・(日本))

４

研究方法・表現実践科目群 １０



【2】Oh-o! Meijiについて

2-1.Oh-o! Meijiとは？
大学生活に必要な様々な情報を配信する明治大学のポータサイト
オンライン授業の視聴，レポート等の課題提出，
大学からの「お知らせ」，休講情報，アンケート機能，「個人別時間割」の確認 etc…

【Oh-o! Meiji】
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４月３日から
利用できます！！



【2】Oh-o! Meijiについて

2-2.Oh-o! Meiji sign in の方法

学生番号
学生証（学生証引換証）の１０桁

id

入学手続き時に登録した
パスワード

password

「Oh-o! Meiji」sign in

8



【2】Oh-o! Meijiについて

2-2.Oh-o! Meiji sign in の方法
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利用マニュアルを
必ず確認してください



【3】授業科目の履修登録について

3-1.WEB履修登録システムについて
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授業科目の履修登録は，「WEB履修登録システム」を用いて

行います。授業科目によって，登録期間が異なりますので，ご注

意ください。なお，履修登録は必ずパソコンで行ってください。

スマートフォンは
動作保証

されていません！



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
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①Oh-o! Meijiのログインページを開き，ログインしてください。

【Oh-o! Meiji】



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について

学生番号
学生証(学生証引換証)の１０桁

id

入学手続き時に登録した
パスワード

password
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②「id」「password」を入力し，サインインをしてください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
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③注目コンテンツから，
Web履修登録システムをクリックしてください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について

学生番号

入学手続き時に登録した
パスワード
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④「学生番号」「入学手続き時に登録したパスワード」を入力し，
ログインしてください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
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⑤「履修登録」をクリックしてください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
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⑥吹き出しの中の手順で申込みをしてください。

❶「開講期」を選択してください。

❷「開講地区」を選択してください。
※初期設定は全キャンパスになっています。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
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⑥吹き出しの中の手順で申込みをしてください。

❸「学部」→「曜日」→「時限」の

順に選択してください。

※曜日・時限が設定されていないメディア授業について

「学部」→「曜日」→「集」の順に選択してください。
対象科目は時間割，詳細は必ず授業概要を確認してください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
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⑥吹き出しの中の手順で申込みをしてください。

❹履修を希望する科目を

クリックしてください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
19

⑥吹き出しの中の手順で申込みをしてください。

❹※曜日・時限が設定されていないメディア授業

集中講義の枠から希望する科目をクリックしてくだ
さい。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
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⑥吹き出しの中の手順で申込みをしてください。

※既に登録されている科目を取り消す場合

❸の手順のあとに，「0000aモジュールのみ取り消し」を

クリックしてください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
21

⑥吹き出しの中の手順で申込みをしてください。

❺選択した開講期の

❹の手順を全て終えた後，

「申込み」をクリックしてください。



【3】授業科目の履修登録について

3-2.登録方法について
22

⑥吹き出しの中の手順で申込みをしてください。

春学期・秋学期ごとに
❶から❺までの手順を行ってください

※選択をした科目がリセットされます※



【3】授業科目の履修登録について

3-3.登録方法の注意事項について
23

■「開講地区」を「全キャンパス」にしたまま登録を行っていたら，
生田キャンパスの科目を登録してしまった。

登録する際に開講地区を選択し，履修登録を行ってください。
複数のキャンパスで，同じ科目名を開講している場合があります。

■春学期の科目選択の後，「申込み」を押さず，
秋学期画面へ移行してしまった。

「申込み」を押さずに開講期を変更してしまうと，選択していた科目がすべて
リセットされます。必ず春学期・秋学期ごとに履修登録をしてください。

■スマートフォンで操作していたら，履修登録したい科目がでない。

必ずパソコンで履修登録を行ってください。
スマートフォンは動作保証していません。

■ａ・ｂモジュールに分かれているが，それぞれの登録が必要か。

科目を選択すると自動的にａ・ｂどちらも登録されます。
登録された科目を取り消す場合も，[0000aモジュールのみ取り消し／0000bモ

ジュールのみ取り消し]のどちらかを選択すると，ａ・ｂどちらも削除されます。

操作ミス注意



【3】授業科目の履修登録について

3-4.登録状況と結果の確認について

24

WEB履修登録システムの
「●履修登録確認」をクリックし確認してください。

※必ず申し込み後に，登録できたかを確認してください。
登録期間を過ぎた場合，履修登録は原則変更できません。

24

「印刷」をして，保管してください。



【3】授業科目の履修登録について

3-5. 履修登録の日程について
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時間割 完成

４月６日(水)１３：００～
４月７日(木)９：００

【結果発表】４月７日(木)１９：００
【科目】情コミ受講者制限科目

《WEB履修》 抽選期間

４月１３日(水)１３：００～
４月１５日(金)１２：００

【個人別時間割公開】４月１７日(日)９：００

【科目】情コミ科目(受講者制限をしない科
目・受講者制限科目残席分) /他学部科目

《WEB履修》 本登録期間

４月６日(水)９：００
【科目】情報コミュニケーション学入門
外国語科目群(英語及び選択必修外国語)

《Oh-o! Meiji クラスウェブ》
クラス指定科目発表

４月１９日(火)１３：００～
４月２１日(木)１５：００

※詳細は別途資料「履修修正・履修エラーにつ
いて」を確認すること

履修修正・エラー修正期間

４月８日(金)１３：００～
４月９日(土)９：００

【結果発表】 申込みが完了した時点
【科目】情コミ受講者制限科目(残席分)

《WEB履修》 先着期間



・選択必修外国語(            の中の一言語)
○○語 AⅠ/AⅡ，○○語 BⅠ/BⅡの４科目を，１年次に履修します。

3-5.履修登録の日程について

《Oh-o! Meiji》クラス指定科目発表
26

情報コミュニケーション学部の１年生は，下記科目について，
クラス指定をしています。

「クラス指定科目」とは？

春学期 秋学期

English skills AⅠ・BⅠ (○級) English skills AⅡ・BⅡ (○級)

○○語 AⅠ・BⅠ ○○語 AⅡ・BⅡ

・英語(English skills AⅠ/AⅡ, English skills BⅠ/BⅡ)
English skills AⅠ/AⅡ， English skills BⅠ/BⅡの４科目を，１年次に履修します。今年度につ
いては，基礎・中級・上級，そしてSPICE(英語特別クラス)を開講します。SPICEについては，
SPICE説明会(動画配信)にて，説明しています。申込方法や授業内容等を，担当教員が具体的にお
話しします。希望者は必ず確認してください。

・情報コミュニケーション学入門A/B(メディア授業)
各回，学部の専任教員が交代して行う，オムニバス形式の必修科目です。

ドイツ語フランス語 スペイン語
中国語韓国語タイ語

※外国人留学生は，日本語



3-5.履修登録の日程について

《Oh-o! Meiji》クラス指定科目発表
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クラス指定の科目を，
Oh-o! Meijiクラスウェブの時間割にて発表します。

English SkillsAⅠ
(上級)

ジョーンズ
Ｍ０００

English SkillsBⅠ
(上級)

鈴木幸
０００

【対象科目】
・英語

English skills AⅠ/AⅡ
English skills BⅠ/BⅡ
※カッコ内のクラスを確認してください。

・選択必修外国語
・情報コミュニケーション学入門A・B

【発表日】
４月６日(水)９：００



3-5.履修登録の日程について

《WEB履修》抽選期間

28

28

「受講者制限科目」とは？

少人数クラスの授業のため，受講者を抽選で絞る科目です。

抽選に落選する可能性もあるので，落選の場合のことも考え，

履修登録をしてください。機械的な抽選をしています。

対象科目については，「履修の手引き」を確認してください。
一部，抽選期間以外の申込方法の場合がありますので，ご注意く
ださい。

※受講者制限科目は，履修が確定した時点で削除はできません。

※抽選期間内であれば，削除・追加は可能です。

※申し込み前に，履修を希望する科目を登録しているか確認をしてください。

注意事項

【科目】情コミ学部受講者制限科目



3-5.履修登録の日程について

《WEB履修》抽選期間
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【申込期間】

４月６日(水)１３：００～
４月７日(木)９：００

【対象科目】
１年生対象科目一覧

基礎ゼミナール ネットワーク技術Ⅰ ウェルネスＡ

メディア・リテラシー プログラミング実習Ⅰ・Ⅱ ウェルネスB

メディア批評 専門情報リテラシー ICT科目

小集団コミュニケーション 日本語表現Ⅰ・Ⅱ Speech & Debate Ａ・Ｂ

新興国事情 演劇学 クリエイティブ・コミュニケーション

基礎ゼミナール履修のススメ
基礎ゼミナールは，各教員が設定したテーマを中心に学習していく中で，大学生として身につけるべき，論理

的思考，情報の収集・分析，論文・レポートの書き方，プレゼンテーションの技法などを学びます。
例年，ほとんどの１年生が，基礎ゼミナールを履修登録します。ぜひ，ご登録ください。

『ゼミ紹介動画』は右のQRコードか下記ＵＲＬからご覧ください。(開講しないゼミもあります)開講ゼミは講義概要等をご確認ください。
https://www.meiji.ac.jp/infocom/1stseminar/index.html

【科目】情コミ学部受講者制限科目

https://www.meiji.ac.jp/infocom/1stseminar/index.html


3-5.履修登録の日程について

《WEB履修》抽選期間

※「専門情報リテラシー」は，( )内のテーマが異なる科目は，
複数履修することができます。

30

注意事項

＊《WEB履修》抽選期間に２コマ以上登録した場合，申込みが無効になります。
＊《WEB履修》先着期間(本登録期間)で，定員に空きがあるコマのみ追加登録できます。

※「クリエイティブ・コミュニケーション」は，《WEB履修》抽選期間
に申込できるのは通年で１コマのみです。

※「プログラミング実習Ⅰ・Ⅱ」は，
三年次開講科目「アルゴリズム実習Ⅰ・Ⅱ」の，前提科目です。

履修の登録のエラーがない様，しっかり確認して登録してください。
エラーの場合，申込みが無効になりますので，ご注意ください。

【科目】情コミ学部受講者制限科目



3-5.履修登録の日程について

《WEB履修》抽選期間
31

４月７日(木)１９：００

抽選結果が表示されます。

【確認方法】
WEB履修登録システムの履修登録確認をクリックし，
「警告・備考」欄のコメントを確認してください。

【結果発表】

【科目】情コミ学部受講者制限科目



3-5.履修登録の日程について

《WEB履修》先着期間
32

【申込期間】

４月８日(金)１３：００～
４月９日(土)９：００

受講者制限科目(残席分)

申込みが完了した時点で履修確定
【結果発表】

【対象科目】

※受講者制限科目は，履修が確定した時点で削除はできません。

※先着期間内であれば，削除・追加は可能です。

※申し込み前に，履修を希望する科目を登録しているか確認をしてください。

【科目】情コミ学部受講者制限科目(残席分)

注意事項



3-5.履修登録の日程について

《WEB履修》本登録期間

登録後に教室定員数を超える履修者がいた場合，
履修を削除してもらう可能性があります。

33

４月１３日(水)１３：００～
４月１５日(金)１２：００

・情報コミュニケーション学部科目
(受講者制限をしない科目・受講者制限科目残席分)

・他学部科目
大学ＨＰから履修登録の可否を確認してください。
【URL】https://www.meiji.ac.jp/koho/syllabus/index.html
WEB履修登録システムに，科目の表示がない場合は，履修はできません。

【申込期間】

【対象科目】

(３月下旬公開予定)

注意事項

https://www.meiji.ac.jp/koho/syllabus/index.html


【3】授業科目の履修登録について

3-6. 個人別時間割の公開について
34

履修登録した全ての科目を，Oh-o! Meijiクラスウェブ
「個人別時間割表」にて，公開します。
※履修登録にエラーがある場合，エラー内容が表示されます。

【公開日】４月１７日(日)９：００
※9：00前に公開される可能性があります。



【3】授業科目の履修登録について

3-7. 履修登録の注意事項について
35

※セット科目の履修登録について
春学期の科目を登録後，秋学期の科目については，
大学側で登録します。
秋学期に同じ曜日・時限に履修登録を行わないでください。
【対象科目】日本語表現Ⅰ・Ⅱ，プログラミング実習Ⅰ・Ⅱ

※段階履修科目について
原則，Ⅰ・Ⅱの組み合わせになっている科目は，
Ⅰを履修中・修得済みでないと，Ⅱの履修ができません。
＊「(講義科目名)Ａ」「(講義科目名)Ｂ」の科目については，段階履修ではありません。

(例：「社会学Ａ」「社会学Ｂ」，「生命論Ａ」「生命論Ｂ」etc…)

※履修上限単位について(半期：２４単位)
上限を超えて科目を登録しないようにしてください。
超えた場合，その学期の科目が全て取り消しになる場合があります。



【3】授業科目の履修登録について

3-8. 履修計画について
36

時間割 完成

４月６日(水)１３：００～
４月７日(木)９：００

【結果発表】４月７日(木)１９：００
【科目】情コミ受講者制限科目

《WEB履修》 抽選期間

４月１３日(水)１３：００～
４月１５日(金)１２：００

【個人別時間割公開】４月１７日(日)９：００

【科目】情コミ科目(受講者制限をしない科
目・受講者制限科目残席分) /他学部科目

《WEB履修》 本登録期間

４月６日(水)９：００
【科目】情報コミュニケーション学入門
外国語科目群(英語及び選択必修外国語)

《Oh-o! Meiji クラスウェブ》
クラス指定科目発表

４月１９日(火)１３：００～
４月２１日(木)１５：００

※詳細は別途資料「履修修正・履修エラーにつ
いて」を確認すること

履修修正・エラー修正期間

４月８日(金)１３：００～
４月９日(土)９：００

【結果発表】 申込みが完了した時点
【科目】情コミ受講者制限科目(残席分)

《WEB履修》 先着期間

①クラス指定科目を必ず確認
してください。



【3】授業科目の履修登録について

3-8. 履修計画について
37

時間割 完成

４月６日(水)１３：００～
４月７日(木)９：００

【結果発表】４月７日(木)１９：００
【科目】情コミ受講者制限科目

《WEB履修》 抽選期間

４月１３日(水)１３：００～
４月１５日(金)１２：００

【個人別時間割公開】４月１７日(日)９：００

【科目】情コミ科目(受講者制限をしない科
目・受講者制限科目残席分) /他学部科目

《WEB履修》 本登録期間

４月６日(水)９：００
【科目】情報コミュニケーション学入門
外国語科目群(英語及び選択必修外国語)

《Oh-o! Meiji クラスウェブ》
クラス指定科目発表

４月１９日(火)１３：００～
４月２１日(木)１５：００

※詳細は別途資料「履修修正・履修エラーにつ
いて」を確認すること

履修修正・エラー修正期間

４月８日(金)１３：００～
４月９日(土)９：００

【結果発表】 申込みが完了した時点
【科目】情コミ受講者制限科目(残席分)

《WEB履修》 先着期間

②受講者制限科目に，
履修を希望する科目があれば，
抽選・先着の登録期間に
申込みをしてください。

※同じ曜日・時限に，重複して科目を
履修することはできません。



【3】授業科目の履修登録について

3-8. 履修計画について
38

最低必修単位数

時間割 完成

４月６日(水)１３：００～
４月７日(木)９：００

【結果発表】４月７日(木)１９：００
【科目】情コミ受講者制限科目

《WEB履修》 抽選期間

４月１３日(水)１３：００～
４月１５日(金)１２：００

【個人別時間割公開】４月１７日(日)９：００

【科目】情コミ科目(受講者制限をしない科
目・受講者制限科目残席分) /他学部科目

《WEB履修》 本登録期間

４月６日(水)９：００
【科目】情報コミュニケーション学入門
外国語科目群(英語及び選択必修外国語)

《Oh-o! Meiji クラスウェブ》
クラス指定科目発表

４月１９日(火)１３：００～
４月２１日(木)１５：００

※詳細は別途資料「履修修正・履修エラーにつ
いて」を確認すること

履修修正・エラー修正期間

４月８日(金)１３：００～
４月９日(土)９：００

【結果発表】 申込みが完了した時点
【科目】情コミ受講者制限科目(残席分)

《WEB履修》 先着期間

③必修科目を履修することや
上限単位数に気をつけながら，
履修が確定していない曜日・時限
に，科目を登録してください。

※一年次に必修科目を履修すること
が望ましいです。

社会科学 ４

人文科学 ４

自然科学 ２

研究方法・
表現実践科目群

１０

最低必修単位数



【3】授業科目の履修登録について

3-8. 履修計画について
39

時間割 完成

４月６日(火)１３：００～
４月７日(水)９：００

【結果発表】４月７日(水)１９：００
【科目】情コミ受講者制限科目

《WEB履修》 抽選期間

４月１３日(火)１３：００～
４月１５日(木)９：００

【個人別時間割公開】４月１７日(土)９：００

【科目】情コミ科目(受講者制限をしない科
目・受講者制限科目残席分) /他学部科目

《WEB履修》 本登録期間

４月６日(火)９：００
【科目】情報コミュニケーション学入門
外国語科目群(英語及び選択必修外国語)

《Oh-o! Meiji クラスウェブ》
クラス指定科目発表

４月１９日(月)１３：００～
４月２１日(水)１５：００

※詳細は別途資料「履修修正・履修エラーにつ
いて」を確認すること

履修修正・エラー修正期間

４月８日(木)１３：００～
４月９日(金)９：００

【結果発表】 申込みが完了した時点
【科目】情コミ受講者制限科目(残席分)

《WEB履修》 先着期間

１年間(春学期・秋学期)の
履修登録をしてください

※例年，秋学期の履修登録を忘れてしまう方がいます。
ご注意ください。



3-8.履修計画について

履修計画の参考資料について
40

■【履修モジュール】
自己の関心や興味のあるテーマから，

履修科目をカスタマイズするためのガイドラインです。

例：興味があるテーマ
不思議現象を科学する

１・２年生

心理学A・B 人類学A・B
社会心理学A・B 脳科学

https://www.meiji.ac.jp/infocom/curriculum/module.html

【履修モジュールＵＲＬ】

■【情報コミュニケーション学部ガイドブック】

https://www.meiji.ac.jp/koho/guidebook/

１年次の時間割の参考例が掲載されていますので，ぜひ参考に
してみてください。

【ガイドブックＵＲＬ】



【3】授業科目の履修登録について

3-9. 仮参加登録について
時間割が確定していなくても，履修予定の授業科目については，

Oh-o! Meijiクラスウェブから仮参加登録をし，初回授業から必
ず受講してください。

41

※正規の履修登録ではありませんので，ご注意ください。
※仮参加登録の方法については，Oh-o!Meijiの利用マニュアルから確認してください。



その他の案内
42

■レポート表紙フォーマットについて
授業の課題でレポートを提出する際に，利用する場合があります。情報コミュニケー

ション学部のＨＰから，ダウンロードできます。

■ＴＯＥＩＣ(ＩＰ)・ＴＯＥＦＬ(ＩＴＰ)受験料補助制度について
学部主催で実施する上記テストについては，年２回，無料で受験できます。実施日が

確定次第，Oh-o! Meijiからご連絡します。

■各種検定試験助成制度について
情報コミュニケーション学部ＨＰに案内をしていますので，確認してください。

■下記の科目の履修登録について
下記のＵＲＬからシラバスを確認してください。

【ＵＲＬ】https://www.meiji.ac.jp/koho/syllabus/index.html

・情報関係科目
・学部間共通外国語

・全学共通総合講座 ・資格課程科目
・グローバル人材育成プログラム

■国際教育プログラム科目について
WEB履修登録システムから本登録期間中に申込みをしてください。また，下記のＵ

ＲＬからシラバスを確認してください。

【ＵＲＬ】https://www.meiji.ac.jp/edu/iep/index.html



質問・不明点があったら??
43

ＳＴＥＰ

１

まずは，履修ガイダンスを再度確認！！
履修の手引きも確認しましょう。

https://www.meiji.ac.jp/infocom/office/6t5h7p00000kqq6g.html

【学部シラバス「履修の手引き」他 URL】

ＳＴＥＰ

２

大学ＨＰのチャットボットをつかってみよう！！

①学部TOPページ右下の をクリック

②右図が表示されるので，
該当の学年のボタンをクリック

③聞きたい内容のボタンをクリック

④回答内容を確認

https://www.meiji.ac.jp/infocom/index.html

【学部TOPページ URL】

ＳＴＥＰ

３
問合せフォームからご連絡ください。

https://www.meiji.ac.jp/koho/natural-disaster/form.html

【問合せフォームURL】



最後に…
44

授業開始日まで，まだ日数がありますが，
情報コミュニケーション学部１年生の皆さんと
お会いできることを心から楽しみにしています！！

大学は高校とは違い，自分自身で，
受講したい授業を選択し，授業の履修登録を行います。

分からない点や不安な点があるかとおもいますが，
１年生履修ガイダンス資料や，
「履修の手引き」「授業概要」のシラバス等に，必要な情報を
記載しています！
しっかり確認し，手続き漏れのない様に注意してください！

また，日程の変更等がある場合，
Oh-o! Meijiからご連絡します。
Oh-o! Meijiの確認も忘れずにしてください。
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卒業要件と必修科目

Oh-o！ Meijiについて

授業科目の履修登録について

ご視聴ありがとうございました。

情報コミュニケーション学部問合せ先

チャットボット

学部HP

問合せ

フォーム

https://www.meiji.ac.jp/infocom/index.html
https://www.meiji.ac.jp/infocom/index.html
https://www.meiji.ac.jp/koho/natural-disaster/form.html
https://www.meiji.ac.jp/koho/natural-disaster/form.html

