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月日 行 事 時間 対象 注１ 会場等 注２

3月26日 火 スポーツ推薦入学者   外国語科目・導入演習・法学基礎演習   履修登録 13:00～15:00 スポーツ推薦入学者 8308

「法学基礎演習A1・2」ガイダンス ●応募票配布 09:00～10:00 国際企業関係法全 8203

学籍登録ガイダンス  ●学生証配布 10:00～11:30 国際企業関係法全 8203

学籍登録ガイダンス  ●学生証配布 10:00～12:00 法律  1～11組 8201

学籍登録ガイダンス  ●学生証配布 10:00～12:00 法律  12～21組 8202

学籍登録ガイダンス  ●学生証配布 10:00～12:00 法律  22～30組 8208

学籍登録ガイダンス  ●学生証配布 10:00～12:00 政治全 8204

選択英語ガイダンス 11:30～12:00 国際企業関係法全 8203

TOEIC IPテスト　※13：20集合 14:00～17:00 全学科 別途通知

履修ガイダンス 09:30～11:00 法律全 9号館

履修ガイダンス ●「法学基礎演習A1・A2」応募票提出 09:30～11:00 国際企業関係法全 8203

履修ガイダンス 09:30～11:00 政治全 8204

父母と学部長との懇談会 10:00～11:30 ご父母の希望者 8308

法職ガイダンス 11:00～11:30 国際企業関係法全 8203

法職ガイダンス 11:00～11:30 政治全 8204

法職ガイダンス(法職開講シンポジウム) 11:10～12:10 法律全 9号館

入学式（14:00開式） 13:30集合 全学科 第一体育館3階

外国人留学生履修ガイダンス（法学部） 16:00～ 外国人留学生 6103

中国語（Ⅰ）（Ⅱ）/（Ⅲ）（Ⅳ）/（A）1・2インテンシブ・コースガイダンス・クラス分け・登録 09:00～10:00 希望者  注３ 6103

ドイツ語（Ⅰ）（Ⅱ）/（Ⅲ）（Ⅳ）/（A）1・2インテンシブ・コースガイダンス・クラス分け・登録 09:00～10:00 希望者  注３ 6102

フランス語（Ⅰ）（Ⅱ）/（Ⅲ）（Ⅳ）/（A）1・2インテンシブ・コースガイダンス・クラス分け・登録 09:00～10:00 希望者  注３ 6101

「導入演習1・2」ガイダンス・クラス分け・登録 10:20～12:40 政治全 8308

学習オリエンテーション 10:50～12:20 国際企業関係法全 8203

学習オリエンテーション 10:50～12:20 法律  偶数組 8208

「導入演習1・2」ガイダンス・クラス分け・登録 13:20～15:40 法律  偶数組 8208

学習オリエンテーション 13:50～15:20 法律  奇数組 8204

学習オリエンテーション 13:50～15:20 政治全 8308

「導入演習1・2」ガイダンス・クラス分け・登録 16:00～18:20 法律  奇数組 8204

「法学基礎演習A1・A2」クラス分け発表 09:00～ 国企応募者 ★Cplus履修届チェックリスト  注４ 演習掲示板

大学生基礎力調査（アセスメントテスト） 09:00～11:00 法律　1～11組 8201

大学生基礎力調査（アセスメントテスト） 09:00～11:00 法律　12～21組 8202

大学生基礎力調査（アセスメントテスト） 09:00～11:00 法律　22～30組 8208

大学生基礎力調査（アセスメントテスト） 09:00～11:00 国際企業関係法全 8203

大学生基礎力調査（アセスメントテスト） 09:00～11:00 政治全 8204

Web抽選科目応募（1回目）・履修登録①[4/4～4/5 24:00]

＜WEB抽選対象科目については枠外の※を参照＞

「英語」質問受付（教員による履修相談） 12:00～16:00 希望者 6103  注５

先輩学生による履修相談コーナー 12:00～16:00 希望者 6102

留学準備ガイダンス 14:00～16:00 希望者 6408

13:00～14:00 8105  注６

17:10～18:10 8304　注６

「導入演習1・2」未決定者向け残クラス発表 15:00～ 法律・政治学科未登録者 演習掲示板

「法学基礎演習A1・A2」未決定者向け残クラス発表 15:00～ 国企未登録者 演習掲示板

「導入演習1・2」のクラス分け欠席者受付 09:00～09:30 法律・政治学科未登録者 法学部事務室

「法学基礎演習A1・A2」のクラス分け欠席者受付 09:00～09:30 国企未登録者 法学部事務室

学園生活オリエンテーション 13:00～14:30 全学科 ９号館

15:30～16:30 8205　注６

17:00～18:00 8206　注６

外国人留学生ガイダンス（国際センター） 16:00～18:00 外国人留学生 8101

Web抽選（1回目）当選科目発表 09:00～ Web抽選応募者 ★Cplus履修届チェックリスト  注４

Web抽選（2回目）応募可能講座発表 09:00～ 全学科 ★Cplusお知らせ  注４

Web抽選科目応募（2回目）・履修登録②[4/7 15:00まで] 09:00～15:00 全学科 ★Cplus履修申請  注４

Web抽選（2回目）当選科目発表 21:00～ Web抽選応募者 ★Cplus履修届チェックリスト  注４

Web抽選（3回目）応募可能講座発表 09:00～ 全学科 ★Cplusお知らせ  注４

Web抽選科目応募（3回目）・履修登録③[4/8 15:00まで] 09:00～15:00 全学科 ★Cplus履修申請  注４

学生定期健康診断・尿検査、心臓メディカルチェック【女性】 09:20～09:40受付 全学科（女性） 8301・8302（受付会場）

学生定期健康診断・尿検査、心臓メディカルチェック【男性：法律学科】 12:50～13:10受付 法律（男性） 8301・8302（受付会場）

学生定期健康診断・尿検査、心臓メディカルチェック【男性：政治学科・国際企業関係法学科】 13:40～14:00受付 政治・国企（男性） 8301・8302（受付会場）

Web抽選（3回目）当選科目発表 21:00～ Web抽選応募者 ★Cplus履修届チェックリスト  注４

各事前登録科目（Web抽選科目、未修得外国語）余り講座発表 21:00～ 履修希望者 ★Cplusお知らせ  注４

4月9日 火 各事前登録科目（Web抽選科目、未修得外国語）未登録者受付【先着順】 10:00～12:00 履修希望者 6207

春学期授業開始

履修登録・変更（1回目）[4/10～4/12 24:00] 09:00～24:00 全学科 ★Cplus履修申請  注４

4月18日 木 履修登録・変更（2回目）[4/18～4/19 24:00] 09:00～24:00 全学科 ★Cplus履修申請  注４

4月22日 月 履修届チェックリスト保存［～4/29  24:00］ 09:00～24:00 全学科 ★Cplus履修届チェックリスト  注４・７

自動登録科目、会場クラス分け科目、WEB抽選科目は、登録後の削除・変更は一切出来ませんので、慎重に科目を選択してください。 

各行事では「学生証」が必要です。特に講座の登録を行う行事では「学生証」がないと受付を行いません。各行事は時間厳守です。遅刻をすると参加できない場合があります。

注１.   会場が「組」によって指定してある場合は、学籍番号で自分の組を確認してください。詳細は４頁「◆学籍番号について」で確認してください。

注２.   ４桁の数字は教室番号です。左から１桁目が号館、２桁目が階、３・４桁目が号室を表します。（例）８３０８の場合、８号館３階の０８号教室となります。

注３.   入学手続時の選択有無に関わらず、インテンシブ・コースの履修を希望する方は出席してください。

注４.   C plusでの登録・確認となります。詳細は４月２日の「履修ガイダンス」時に説明します。

注５.  質問がある場合は、都合がつく時間に来室してください。

注６.  複数日程開催されます。都合のよい日程に出席してください。

注７.   「履修届チェックリスト」をプリントアウトするか、各自のパソコンなどにデータ保存してください。

※WEB抽選科目とは…各クラスに定員が設けられており、C   plus上で抽選を行って履修者を決定する以下の科目。

→「英語（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ）・（Ⅳ）」  「英語（Ａ）1・（Ａ）2・（Ｃ）1・（Ｃ）2」  「情報処理論A1・A2」  「情報処理1・2」  「身体運動と健康1・2」  「スポーツと健康1・2」

入学式とガイダンス日程表

★Cplus履修申請  注４

経理研究所ガイダンス 希望者

4月2日 火

月4月1日

経理研究所ガイダンス 希望者

09:00～24:00 全学科

金4月5日

4月4日 木

水4月3日

4月10日 水

月4月8日

4月7日 日



 

 

 
 

《注意事項》 
 

 
(1) 学籍登録ガイダンスは、学科または組により教室が指定されます。４頁の◆学籍番号についてを参照し、組番号を確認のうえ、左表の該 

当する教室に集合してください。なお、座席も学籍番号で指定されていますので、当日各会場で確認のうえ、着席してください。 

(2) 持参するもの  ① 住民票記載事項証明書（市区町村所定） 
住民基本台帳（住民票）のある市区町村役場で、①氏名、②生年月日、③性別、④住所、⑤国籍、⑥在留資格、⑦在 

留期限（⑤～⑦は外国籍の学生のみ）が記載された「住民票記載事項証明書」を取得してください。 

 ※封筒から出し、右上余白に学籍番号を鉛筆で記入しておいてください。 市区町村所定の「住民票記載事項証明書」

が無い場合は、入学手続要項に綴じ込みの本学所定の「証明願」に必要事項 を記入のうえ、市区町村役場で記載事項

についての証明を受けてください。これは、入学者の氏名、生年月日、性別を 確認するための証明で住所等を確認す

るためのものではありません。 

②出身高等学校の卒業証明書（「大学入学資格検定試験」「高等学校卒業程度認定試験」合格者の場合は、合格証明書 ） 

 ※封筒から出し、右上余白に学籍番号を鉛筆で記入しておいてください。 

③ ※入学手続要項綴じ込みの所定用紙を利用して下さい。記入例を参照し、鉛筆で記入しておいてください。 

④ 

(3) 会場で、「履修要項」「授業時間割」等を配付します。熟読のうえ、各種ガイダンスに持参してください。 
 

 
この試験は、英語の授業を選択するための資料として使われる重要なものです。今回のテストを欠席した場合、以下の講座は受講できません
ので注意してください。 
■「英語(Ⅰ)･(Ⅱ) Advanced Reading」、「英語(Ⅰ)･(Ⅱ)基礎養成」、「英語(Ⅲ)･(Ⅳ) Advanced Listening & Speaking」、「英語(Ⅲ)･(Ⅳ) Advanced 

Preparing for University Study Abroad/TOEFL/IELTS」「英語(Ⅲ)･(Ⅳ) Regular Listening & Speaking」、「英語(Ⅲ)･(Ⅳ) Regular English 
for Business/TOEIC」 [三学科共通] 

■「英語(Ⅲ)･(Ⅳ) Advanced Reading」、「英語(Ⅲ)･(Ⅳ)基礎養成」 [法律･政治学科のみ] 
■「選択英語 (Ⅰ)･(Ⅱ)、(Ⅲ)･(Ⅳ)」 [国際企業関係法学科のみ] 
学籍登録ガイダンスで配布する学番シートから TOEIC 受験票を切り取り、TOEIC 受験票記載の試験会場に、時刻までに集まってください。 

遅刻者は受験できません（ただし、電車等の遅れによる遅刻の場合は、遅延証明書を受け取り、会場に来てください）。試験時間は２時間ですが、 説明
や問題等の配付・回収のための時間を加えると全体で３時間ほどになります。試験中はトイレに行くことができませんので、注意してください。 

持ち物：TOEIC 受験票、HB の鉛筆（シャープペン）、消しゴム 
 

 
入学式は、集合時間までに多摩キャンパス第１体育館３階に入場し、係の誘導に従い着席してください。学部による座席の指定はあり 

ません。ご父母の方は父母席がございますので、そちらをご利用ください。なおご父母の方は、学部長との懇談会を１０：００より 
８号館３階８３０８号教室で行いますので是非ご参加ください。 

 

 

1.定期健康診断・尿検査について  

(1) 定期健康診断について 
定期健康診断は、「学校保健安全法」に基づき年に一度実施します。必ず受診してください。 

(2)尿検査について 
定期健康診断当日、尿検査を実施します。 

【採尿方法・注意事項】 

①前日から体調を整えておいてください（睡眠不足・疲労等に注意）。生理時およびその前後 2～3 日の方は、当日採尿しないで受付会場で申し出
てください。 

②ガイダンスで配布される尿検査容器に健康診断当日の朝起きた直後の尿（早朝尿）を採取してください。尿検査容器の使い方は、容器の袋に
記載してありますので、よく読んでください。 

③容器の袋の氏名欄に「氏名」、学校名欄に「学籍番号」、容器貼付用名前シールに「氏名」を油性ペンで記入してください。 

④採尿後の容器にシールを貼り、容器の袋に入れ、健康診断当日に持参してください。 

(3)定期健康診断・尿検査未受診について 
①体育実技等の科目において、履修できない場合があります。 
②授業等で必要な臨時健康診断は、受診できません。 
③奨学金・留学・各種大会・アルバイト等に必要な「健康診断証明書」は、大学から発行されません。 
④尿検査未受診の方は病院やクリニック等で検査を受け、その結果を保健センターに提出していただきます。未受診のまま放置す 
ると、次年度以降定期健康診断を受診しても、健康診断証明書は発行されません。病院やクリニック等での健康診断の受診・健 
康診断証明書の発行は、高額（約 3,000 円～10,000 円程度）です。 

(4)結果について 
①授業支援システム「manaba」から各自で閲覧することになります。 
※詳細については、保健センターの web サイトでお知らせします。 

②二次検査が必要な方には、別途郵送で通知します。 

◆ 学生定期健康診断・尿検査、心臓メディカルチェックについて 【４月８日（月）受付時間に集合】 

◆ 入学式について 【４月２日（火）１３：３０集合】 

◆ ＴＯＥＩＣ ＩＰテストについて 【４月１日（月） １３：２０集合、１４：００試験開始】 

◆ 学籍登録ガイダンスについて 【４月１日（月） １０：００集合】 

 

入学式・各種ガイダンス等は、左表のとおり行います。熟読のうえ、必ず本人が出席してください。 
各行事には、筆記用具（黒ボールペン、ＨＢの鉛筆またはシャープペン、消しゴム）を持参してください。 

住所登録票 
 筆記用具  
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2.心臓メディカルチェックについて  

定期健康診断当日、心臓メディカルチェックを実施します。心臓メディカルチェックは、心臓突然死等心疾患予防のために実施する問診およ
び心電図検査です。  

(1)結果は、授業支援システム「manaba」から各自で閲覧することになります。 
※詳細については、保健センターの web サイトでお知らせします。 

(2)二次検査が必要な方には、別途郵送で通知します。  

3.受診上の注意事項 
(1)受付会場は、8 号館 8301・8302 号教室です。時間に余裕を持って集合してください。 

(2)尿検査容器・学生証・ボールペン・鉛筆・消しゴムを持参してください。  

(3)メガネ・コンタクトレンズを使用している方は、必ず装着し、視力検査を受けてください。視力は、0.7 以上に矯正しておいてください。視力 

の再検査は実施しません。 

(4)胸部レントゲン撮影、心電図検査を行いますので、ワンピースやネックレス・金具のついた下着、ストッキングの着用は、絶対に避けてくださ
い。白無地の T シャツの着用を勧めます。髪の毛が長い方は、髪をまとめるゴムなどを持参してください。 

(5)貴重品は、持参しないでください。衣類等は、袋を持参し、個人の責任で管理してください。 

(6)指定された日時に、病気・怪我・入院等で健康診断を受診できない場合は、事前に保健センターに電話連絡してください。  

4.健康診断証明書の発行について 
(1)定期健康診断（尿検査含む）受診者を対象に発行しますが、発行は4 月下旬からとなります。 
(2)詳細については、保健センターのweb サイトでお知らせします。 

 

問い合わせ先：保健センター TEL：042-674-2756 

  
(1)学籍番号は手続要項記載の学籍番号の確認方法でご確認くだ 

さい。  

(2)学籍番号は、在学している間は常に使用するので正確に記憶してくだ 

さい。  

(3)学内のすべての手続は、学籍番号により処理されます。誤記入の場合 

は処理できないので注意してください。 

(4)学籍番号（１１桁）の見方は、次のとおりです。 

入学年度 …… 入学年度の西暦下２桁を使用 

学 部  …… 法学部の場合は「Ａ」 

学   科   …… 法   律    学   科  ： １１ 

国際企業関係法学科  ： ３１ 

政   治   学   科 ： ２１ 

検 …… 検証記号（チェック・ディジット）は、アルファベットのＢ～Ｌを各人に付してあります。 

記入の際、ＤはＯと間違えやすいので  と、ＩはＪと間違えやすいので   と記入してください。 

 

 
学生証は、「学籍登録ガイダンス」にて配付します。学生証は、本学の学生であることを証明するとともに、「身分証明書」 

の役割をもっています。登校するときは必ず携帯し、学内においては、試験・各種届あるいは証明書の申請手続、図書館を利 

用する際などに使用・提示する必要があります。学生証裏面に記載されている注意事項は厳守してください。 

また、氏名に変更が生じた場合は、法学部事務室へ届け出てください。住所および通学区間の変更は、 C plus で行ってく 

ださい。 
なお、学生証は２０１９年４月１日から４年間有効ですので、大切に取り扱ってください。再発行には手数料がかかります。 

 

 

 
通学定期券の購入、証明書・学生割引証の発行には学生証が必要となります。し た が っ て 、 ４ 月 １日（ 月 ） 学 籍 登 録 ガ イ ダ  

 ン ス で の 学 生 証 配 付 後 に 、 通 学 定 期 券 の 購 入 、 証 明 書 ・ 学 生 割 引 証 の 発 行 が 可 能 と な り ま す 。 詳細は「学籍登録ガイダンス」 

にて説明します。 

ＪＲ・私鉄各社やバス各社の通学定期券は、各運輸機関の定期券販売取扱駅や営業所で購入できます。学生割引証は、ＪＲ 

で１００km を超えて旅行等をする場合に使用できます。 

 

 
 

 
中央大学では、学生自身が各種の手続をインターネット上で行えるようＣ plus（学生ポータルサイト）を運用しています。  

これにより、住所の変更、通学区間の登録、休講情報の参照、履修の登録や確認、成績の確認などを自宅のパソコンからもインターネットを通して 

行うことができます。Ｃ plus は在学期間を通して利用することとなります。４月１日（月）の学籍登録ガイダンスで配付する統合認証ＩＤ・パスワ 

ードはＣ plus にログインする際等に必要となりますので、各自責任を持って管理してください。 
利用方法の詳細については、「履修ガイダンス」時に説明します。 

◆ Ｃ plus（学生ポータルサイト）について 

◆ 通学定期券の購入、証明書・学生割引証の発行について 

◆ 学生証について 

学籍番号について Ⅱ 

入学 
 

年度 

学 
 

部 

 
学科 

 
組 

 
号 

 
検 

1 ９ Ａ 
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「英語」の履修については、学籍登録ガイダンスにて配付する「英語科目講座紹介」に記載されている授業内容を参考に、自

分の英語力と興味にあった講座を選択することができます（希望者が定員を超えた場合は抽選となります）。 

あらかじめ「外国語履修ガイドブック２０１９」と「英語科目講座紹介」を熟読し、希望する講座を選んでおいてください。 

英語の履修方法は、科目や所属する学科によって、登録の方法が異なります。詳細は、４月２日（火）に実施する「履修ガイ

ダンス」で説明しますが、「学籍登録ガイダンス」で配付する「授業時間割」を確認しておいてください。 
 

 
各組は「選択外国語」をもとに下表のとおりとなっています。 

 

学 科 ドイツ語 フランス語 中 国 語 スペイン語 ロシア語 

法 律 学 科 1～10組 11～15 組 16～28 組  30 組 

国際企業関係法学科 42・43 組 44・45 組 46～48 組   
政 治 学 科 61～63 組 64・65 組 66～71組 72～74 組 75 組 

 
 

(1)国際企業関係法学科の「選択英語」については、「学籍登録ガイダンス」の後に希望調査を実施し、希望者の中からＴＯＥＩ 

Ｃの結果により選抜します。選抜結果は、C plus のメニュー上と全学メールにてお知らせします。 

(2)ドイツ語・フランス語・中国語のいずれかの「インテンシブ・コース」を希望する場合は、４月３日（水）に実施する 

ガイダンスに必ず出席してください。入学手続時の名票に記載した内容に関わらず、インテンシブ・コース希望者のみ出席

してください。 
 

 
スポーツ推薦入学者は、３月２６日（火）１３：００から実施する外国語科目・導入演習の履修に関するクラス分けに必ず出

席してくだ さい。外国人留学生は、外国語科目の履修方法が異なるため４月２日（火）１６：００から実施するガイダンス

に必ず出席してください。 
 

 

(1) 法律学科および政治学科の「導入演習１・２」および国際企業関係法学科の「法学基礎演習 A１・A２」は新入生全員に履修してほしい科 

目です。履修する場合は、クラス分けに必ず出席してください。 

クラス分けに際しては、学籍登録ガイダンスにて配付する「導入演習／法学基礎演習／法曹演習募集要項」を参照して、あらかじめ希望す 

る講座を２～３講座選んでおいてください。希望者が多数の講座は、抽選になります。 
(2) 「英語(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)」、「情報処理１・２」、「英語（A）１・（A）２」、「英語（C）１・（C）２」「身体運動と健康１・２」、

「スポーツと健康１・２」、「情報処理論 A１・A２」の履修を希望する場合は、４月４日（木）９：００～２４：００、４月５日（金）

９：００～２４：００の間に希望する講座をＣ plus で登録してください（システム混雑を回避するため、登録可能時間帯は学科により異

なりますので、注意してください）。国際企業関係法学科の学生は、「英語（C）１・（C）２」も必修となっていますので、必ず登録するよ

うにしてください。希望者が多数の講座は、抽選になります。詳細は４月２日（火）に実施する「履修ガイダンス」で説明します。 
 

 
毎学年のはじめに、その学年で履修する科目を登録しなければなりません。  

履修科目の登録期間は２頁を参照してください。履修科目の登録は各自がＣ plus で行います。  

登録方法等の詳細については、「履修ガイダンス」時にお知らせします。 
 

 

教育職員免許状を取得しようとする場合は、１年次から教職課程を履修することになります。詳細については、学籍登

録ガイダンスにて配付する「履修要項」を参照してください。教職課程の新規履修ガイダンスは、６月下旬(予定)に実施し

ますので、教職課程の履修を考えている人は必ず出席してください。 
 

  
 

 
入学後は、学生に周知を要する事項は、６号館１階の法学部事務室前にある掲示板およびＣ plus に発表します。掲示板 

およびＣ plus に発表している行事予定、休講、授業、試験に関する事項については、間違いや誤解を生じやすいので 

電話および WEB フォームによる問い合わせには一切応じられません。 

 

法学部情報処理教室（６号館２階６２０２号教室）には、法学部生が利用できるパソコンが設置されています。 

「学籍登録ガイダンス」で統合認証 ID・パスワードとともにメールアカウントとメールアドレスを配付します。 

 
 

◆ 法学部情報処理教室の利用について 

◆ 周知事項について（法学部掲示板・C plus） 

その他 Ⅳ 

◆ 教職課程の履修について 

◆ 履修科目の登録について 

◆ 演習科目、英語、実技科目等のクラス分け・抽選科目について 

◆ スポーツ推薦入学者・外国人留学生の外国語科目等の履修について 

◆ 「選択外国語」の履修について 

◆ 「英語」の履修について 

履修について Ⅲ 
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◆ 図書館利用オリエンテーション（中央図書館ツアー） 

 

本学学生によるノートテイクボランティアのサポートを希望される方は、２０１９年３月２３日（土）までに法学部事務室

（E-mail: law-gakumu@tamajs.chuo-u.ac.jp、TEL:042-674-3114）へお申し出ください。なお、ボランティア学生に呼びかけ 

を行うため、期日に限らず早めにお申し出をお願いします。 
 

 
(1) ２０１９年度募集要項を Web サイト（http://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/）に掲載していますので、予め内容を確認し、

日本学生支援機構奨学金希望者は３月下旬に必ず厚生課窓口に来室の上、配布書類を受け取ってください（民間団体奨学金について

は、Web サイトから出願書類のダウンロードが可能です）。 

(2) 出願登録が必要な民間団体奨学金の出願期限は４月８日(月)、日本学生支援機構奨学金の出願期限は４月１５日(月)です。 

(3) 高等学校等在学時に日本学生支援機構奨学金の平成３１年度奨学生採用候補者として決定している方は、４月２日(火)～４月４日(木)の間に

学生証と採用候補者決定通知を持参の上、学生部委員会室（６号館 地下１階 学生課隣）で手続をしてください。 

(4) 大学に募集依頼のある個別出願の必要な地方公共団体及び民間団体奨学金については、団体からの募集があり次第、ホームページや厚生課 

掲示板でお知らせします（主に４月・５月に掲示されます）。 
 

 
快適なキャンパスライフを送る上で必要不可欠な情報、大学生になったら始めたいボランティア活動についてなど、当日配付する「学園生 

活 2019」の冊子を使いながら説明します。また、学園生活オリエンテーション終了後、図書館ガイダンス（学術情報リテラシー科目説明会含 

む）、キャリアセンターガイダンスを開催します。その他、「学生手帳」等も配付予定です。時間に遅れないよう、９号館（クレセントホー 

ル）へ集合してください。 
 

月 日 開始時間 集合場所 

４月５日（金） 
 

１３：００～１４：３０ ９号館（クレセントホール） 

   

 
館内を歩きながら、中央図書館の活用方法をご紹介します。学部学生の皆さんが普段は入ることのできない書庫にもご案内しており、参加 

者からは「すごい！皆にも知ってほしい」と、好評をいただいています。国内有数の蔵書をぜひ体感してください。（各日３回開催。同一内 

容。） 
 

期 間 実施時間 集合場所 

 
４月１５日（月）～１９日（金） 

１回目 １２：４０～１３：１０ 中央図書館４階 プレゼンホール 

（集合場所は３階グループ読書室に変更 

となる場合があります。当日館内掲示で 

お知らせいたします。） 

２回目 １５：２０～１５：５０ 

 ３回目 １７：１０～１７：４０ 
 

＊当日、先着順とします。定員を超えた場合は、別の回に参加していただくことになりますので、ご了承ください。 

＊５月以降の日程については、図書館ホームページおよび館内で配布の図書館カレンダー等でお知らせします。 
 

 
☆外国人留学生ガイダンス（国際センター主催）【４月５日 (金) １６：００】  
在留資格「留学」を有する外国人学生（見込を含む）を対象にガイダンスを行います。 国際センターの所管する外国人留学生対象の奨

学金・学費減額の申請や各種制度の利用を希望する場合は、このガイダンスにおいて登録手続を行う必要がありますので必ず出席してくだ
さい。詳細については国際センター（TEL:042-674-2212）にお問い合わせください。 
☆法職ガイダンス（法職開講シンポジウム）    *法曹を目指す方はぜひ出席してください。【４月２日（火）履修ガイダンス終了後】 
法曹（裁判官・検察官・弁護士）を目指す在学生と卒業生を対象に設置された課外講座である「法職講座」について紹介します。特に、 

９号館（クレセントホール）で開催される「法職開講シンポジウム」では、在学中に法職講座を受講し法科大学院進学・修了の後、司法試

験に合格して現在は 弁護士として活躍している卒業生にお越しいただき、法科大学院進学・司法試験予備試験合格のための貴重な経験談

や、その先の司法試験 合格を見越した在学中の過ごし方等をご講演いただきます。是非参考にしてください。詳細は最終頁参照。 

学科 会場 時間 内容 

法律学科 ９号館（クレセントホール） １１：１０～１２：１０ 法職開講シンポジウム（卒業生（弁護士）の講演あり） 

国際企業関係法学科 ８号館８２０３号教室 １１：００～１１：３０ 法職ガイダンス（法職事務室から講座の紹介。法職講座に 

関心のある方は９号館にてシンポジウム参加可） 政治学科 ８号館８２０４号教室 １１：００～１１：３０ 

☆経理研究所ガイダンス        【４月４日（木）１３：００～１４：００、１７：１０～１８：１０】 

【４月５日（金）１５：３０～１６：３０、１７：００～１８：００】 

※すべて同内容のガイダンスになりますので、都合の良い日程に参加してください。 

◆ 各種ガイダンスについて  ※自分に必要なガイダンスには必ず出席してください。 

◆ 学園生活オリエンテーション・図書館ガイダンス・キャリアセンターガイダンス(学生課・図書館・キャリアセンター主催) 

◆ 奨学金の出願について 

◆ ノートテイクボランティアについて＜聴覚障がいをお持ちの方へ＞ 
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(1)  ４月３日（水）の学習オリエンテーションにおいて、中央大学生活協同組合（生協）より、教科書購入方法について説 

明を行います。 

(2)  外国語の教科書は、講座別に指定しています。授業開始日までに各自購入してください。 

(3)  その他の科目の教科書は、授業開始後、担当教員の指示を受けてから購入してください。 
 

 
学内（図書館１階入口脇）には、ゆうちょ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行のキャッシュサービスコーナーが設置されて 

います。 

◆ キャッシュサービスコーナーについて 

◆ 教科書の購入について 
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 Office製品について ※パソコン購入時にはご注意ください。 

本学では、入学後に付与されるOffice365のアカウントを使用

し、マイクロソフトのOffice 製品（Word／Excel／PowerPointな

ど）を無償で手に入れることができます(対応OS：

Windows ,Mac ,iOS ,Androidなど)。 

なお、本学と日本マイクロソフト社の契約が解除された場合や

本学の学生でなくなった場合は、ソフトウェアを利用できなくなり

ますのでご注意ください。 

また、Office製品のインストール方法は、入学後にお知らせい

たします。 



 
 
 
 

2019 年度法職開講シンポジウム 開催！ 
 

法職講座は、法科大学院進学・修了や司法試験予備試験合格を経て、最終的には司法試験合格を目指す、中

大生のための課外講座です。法職開講シンポジウムでは、「法職講座とは何なのか」という事から、学生時代

に法職講座を受講し、現在は法律家としてご活躍されている卒業生をお招きして、法曹を目指すことの魅力や、

学生時代の過ごし方などお話しいただき、新入生のみなさんが広く情報を収集できる機会としています。 
法曹を目指している新入生はもちろん、これから法律を勉強する新入生や、その保護者のみなさんなど、多

数のご参加をお待ちしています。 

日 時 ：２０１９年４月２日（火） １１時１０分 ～１２時１０分 

会 場 ：中央大学９号館クレセントホール ＊ 法学部法律学科の履修ガイダンス終了後引き続き同会場にて実施 

講演内容：「法学部・法職講座における教育支援体制について」法職講座運営委員会委員長（法学部教授） 

「中央大学法職講座 基礎講座のススメ」        法職講座基礎講座担当講師（弁護士） 

「法職多摩研究室における学修方法、学研連研究室の紹介」     学研連研究室出身弁護士 

 

2019 年度法職講座 基礎講座「民法」「刑法」「憲法」 
受講生募集！ 

「民法」・「刑法」・「憲法」は、司法試験合格のためのファーストステップです。司法試験合格のための

勉強を始めたいと考えている方は勿論、公務員を目指している方、基本科目を素直に洗い直してみたいと考え

ている方は、この法職講座の基礎講座を受講して、それぞれの目標に向けて実力を身につけましょう！ 

応募資格： 中央大学在学生・卒業生（これから勉強を始める方） 

募集定員： 各科目 ８００名程度 

講  師： 民法：田中 宏（弁護士）、刑法：野島達也（弁護士）・堀西俊光（弁護士）、 
憲法：村田浩一（弁護士） 

実施期間： 民法  ４月１２日（金）～ ７月 ９日（火） 火・金 計２４回 

       刑法  ９月２０日（金）～１１月１２日（火） 火・金 計１３回 

       憲法 １１月 ８日（金）～１２月１３日（金） 火・金 計１０回 

講義時間： １９時００分～２１時３０分 １回 １８０分  
講義教室： 多摩キャンパス８号館教室 

申込期間： 民法のみ申込みの方、三科目（民法、刑法、憲法）一括申込みの方共に、 

 炎の塔「法職事務室」にて絶賛受付中！ 
＊ 募集要項および申込用紙は、法職開講シンポジウムにて配布、または法職事務室窓口（炎の塔）に設置しています。 

中央大学法職講座運営委員会 

【お問い合わせ先】 

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ法職事務室（042-674-4222） 

これから法律を学ぶ新入生のみなさん！ 

将来、法律家を目指しませんか？ 


	《注意事項》

