
時間 行事 対象（※印は希望者のみ対象） 会場

経済学科 8205号室

経済情報システム学科 8303号室

国際経済学科 8306号室

公共・環境経済学科 8206号室

4月1日17:00～
　　　　4月3日12:00
ただし、0:00～6:00は
サーバーメンテナンス
のため利用不可

「入門ICT演習」「入門統計演習」
「特設英語」「O・C（英語）」　抽選受付

全学科（希望者のみ） C plus利用

11:00～11:40 入学式（10:30集合） 全学科 第1体育館3階アリーナ

14:00～15:15 父母と学部長との懇談会 新入生のご父母※（希望者のみ） 8301号室

経済学科 8205号室

経済情報システム学科 8303号室

国際経済学科 8306号室

公共・環境経済学科 8206号室

―
ワークステーション利用ガイダンス・英語プレースメント
テスト／クラスミーティング（計2時間程度）

対象クラスは4月1日履修ガイダンス時に配付 ワークステーション室、ほか

17:20～18:20 「ビジネス・プロジェクト講座」募集ガイダンス 全学科※（希望者のみ） 9号館

―
ワークステーション利用ガイダンス・英語プレースメント
テスト／クラスミーティング（計2時間程度）

対象クラスは4月1日履修ガイダンス時に配付 ワークステーション室、ほか

13:00～14:00 経理研究所ガイダンス 全学科※（希望者のみ） 8105号室

9:30～11:30
学園生活オリエンテーション
図書館ガイダンス、キャリアガイダンス

全学科 9号館

―
ワークステーション利用ガイダンス・英語プレースメント
テスト／クラスミーティング（計2時間程度）

対象クラスは4月1日履修ガイダンス時に配付 ワークステーション室、ほか

13:00～14:00 外国人留学生ガイダンス（経済学部主催） 全学科の外国人留学生 7104号室

14:00～16:00 外国人留学生交流会（経済学部主催） 全学科の外国人留学生 7103号室

16:00～18:00 外国人留学生ガイダンス（国際センター主催） 全学科の在留資格「留学」を有する外国人学生 8101号室

18:00～ 全学科 Cplusに掲載

9:00～ 全学科（Cplusの発表結果と同一内容） 経済学部事務室掲示板

8:30～8:50受付 学生定期健康診断（女性） 全学科の女性 8301・8302号室（受付会場）

12:00～12:20受付 学生定期健康診断（男性） 経済学科、公共・環境経済学科の男性

12:50～13:10受付 学生定期健康診断（男性） 経済情報システム学科、国際経済学科の男性

4月10日 （水） － 授業開始 全学科 －

4月13日 （土）

4月14日 （日）

4月15日 （月）

4月16日 （火）

4月16日9:00～
　　　　4月17日17:00
ただし、0:00～6:00は
サーバーメンテナンス
のため利用不可

抽選実施の講義科目　抽選受付 全学科（希望者のみ） Cplus利用

・行事日程、場所等が変更になった場合は、経済学部事務室掲示板に掲示します。

・会場の教室番号は4桁の数字で表示しており、1桁目が建物（号館）、2桁目が階数を表します。（例）8301号室・・・8号館3階

・各建物の位置等は、多摩キャンパス案内図（P.9）を参照してください。

２０１９年度

中央大学経済学部　入学式および履修ガイダンス等日程表

入学式、ガイダンス、健康診断等を以下のとおり実施いたします。注意事項を熟読した上で出席や手続きをしてください。

下記以外の行事については4月1日の履修ガイダンスで配布する「2019年度 経済学部授業時間割冊子」や各種書類にて確認してください。

日付

10:00～15:00 履修ガイダンス

新入生オリエンテーション13:30～15:00

4月2日 （火)

4月1日 （月)

4月3日 （水）

4月4日 （木）

4月5日 （金）

8301・8302号室（受付会場）

4月13日9:00～
　　　　4月15日18:00
ただし、0:00～6:00は
サーバーメンテナンス
のため利用不可

Web履修登録期間 全学科 Cplus利用

1

4月6日 （土）

履修許可者発表
（「入門演習」「総合教育科目演習Ⅰ」、
       　　 「健康・スポーツ実習Ⅰa・Ⅰb」）
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 4 月 1 日（月）                                 

 □履修ガイダンス【時間－10:00～15:00 会場－8 号館各教室（P.1 参照）】 

（１）学生証、通学証明書等の交付 

学生証、通学証明書（通学定期券の購入に必要）、統合認証 ID・パスワード（ポ

ータルサイト「C plus」や授業支援システム「manaba」等にログインする際に

必要）を交付します。時間に遅れないように学科毎の教室に集合してください。

会場内は指定席です（会場入口で座席表を配付します）。 

（２）経済学への誘い 

経済学の魅力や、経済学部で学ぶ意義についてお話しします。皆さんは是非、

経済学の魅力と幅広い可能性を感じとり、興味や探究心をもって、経済学部での 4

年間の学修をスタートさせてください。 

（３）履修制度について 

「履修要項」「授業時間割」等を配付します。カリキュラムの概要、成績評価、

時間割の組み方など、経済学部の履修制度全般について説明します。関連して、

授業支援システム「manaba」の機能や操作方法についても説明します。 

 （４）生協入会・教科書購入案内 

中央大学生活協同組合（中大生協）への加入方法や、教科書の購入方法につい

て、生協係員より説明します。 

 （５）経理研究所の案内 

簿記検定試験・公認会計士試験講座を開講している中央大学経理研究所から、就

職にも有利な「簿記」の資格取得などについて説明します。 

 

□「入門 ICT 演習」「入門統計演習」「特設英語」「O・C（英語）」抽選受付 

【時間－17:00～、C plus 利用】 

上記の各科目の履修を希望する場合は、4 月 3 日（水）12:00 迄に学生ポータルサ

イト C plus から抽選申込をしてください。（抽選の結果発表は 4月 4 日 17時～C plus

にて行います）。なお、履修が決定した後の変更や削除はできません。 

 

 4 月 2 日（火）                                 

□入学式【時間－11:00～11:40（集合時間 10:30）、会場－第 1 体育館 3 階アリーナ】 

集合時間（10:30）迄に多摩キャンパス第 1 体育館 3 階アリーナに入場し、係員の誘

導に従って着席してください。学部による座席の指定はありません。 

 

□新入生オリエンテーション【時間－13:30～15:00、会場－8 号館（P.1 参照）】 

学科毎の教室に集合し、4 月 1 日の履修ガイダンスと同一の席に座ってください。 

（１）経済学部の魅力～充実した４年間を過ごすために～ 

経済学部の特色であるキャリア教育、グローバル教育、ゼミ教育について説明し

ます。また留学や奨学金制度の概要も説明します。 

（２）書類提出 

＜当日持参するもの＞ 

①筆記用具 

・鉛筆、消しゴム、黒ボールペンを持参してください。 

②｢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 は外国籍のみ） 

が記載された「住民票記載事項証明書」を取得し、提出してください（マ

イナンバーの記載は必要ありません）。 

・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」 

綴じ込みの本学所定用紙（「証明願」）に市区町村役場で証明印を受け、提 
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出してください。 

・証明書は 2019 年 1 月 1 日以降発行のものとします。 

③｢住所登録票｣ 

・入学手続要項に綴じ込みされている「住所登録票」に必要事項を記入し、 

 提出してください。 

④出身学校の｢卒業証明書｣ 

・附属推薦で入学した学生も提出してください。 

・大学入学資格検定試験合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は 

それぞれの試験の「合格証明書」を提出してください。 

・海外帰国生等特別入試または外国人留学生入試の入学者で、海外の高等学 

 校を卒業し、入試出願時に海外の高等学校卒業証明書をすでに提出してい 

る方については、今回提出する必要はありません。 

     ・その他の入試の入学者については、入試出願時に提出している場合でも 

今回も提出してください。 

⑤「健康・スポーツ実習Ⅰa・Ⅰb」、「入門演習」、「総合教育科目演習Ⅰ」抽選登

録票 

・4 月 1 日の履修ガイダンスで配布する用紙に必要事項を記入のうえ、抽選  

登録票を切り離して提出してください。 

 ※「健康・スポーツ実習Ⅰa・Ⅰb」、「入門演習」、「総合教育科目演習Ⅰ」の

抽選結果発表は、4 月 5 日（金）に行います。なお、抽選の結果、抽選に

漏れてしまった学生は 4 月 6 日（土）10:00～17:00 の二次募集受付（先着

順）の手続きを行ってください。詳細は、履修ガイダンスで配布する用紙

で確認してください。 

    ⑥入学前課題図書レポート 

     ・事前に指示した内容の課題レポートを提出してください。（対象：指定校推

薦入試、スポーツ推薦入試、自己推薦入試、海外帰国生等特別入試、英語

運用能力特別入試、ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語特別入試

（2018年 12月 11日～12月 17日の間に入学完了手続を行った人のみ対象）、

附属推薦で入学した学生） 

 

 4 月 3 日（水）                                 

□経済学部ワークステーション利用ガイダンス 

・英語プレースメントテスト ※クラス毎に日時指定 

このガイダンスでは、まず、経済学部ワークステーション（パソコン教室）の利用

方法と、ネットワーク利用上のマナーについての基本的な説明をします。 

その後、自身の英語力の現状把握および、1 年次配当の「英語 1a・1b」、「英語 2a・

2b」のクラス分けのための、プレースメントテストを実施します。 

ガイダンスのスケジュール表については、4 月 1 日の履修ガイダンスで配布します

ので、クラス毎に指定された日時と会場で受講してください。 

 

□クラスミーティング  ※クラス毎に日時指定 

  学生一人ひとりの学修目的に適した履修ができるように、学修面での指導や相談な

どを行うアカデミック・アドバイザー（クラス担任）を交えたミーティングを行い

ます。この機会を利用して仲間をつくり、4 年間の大学生活の良いスタートを切り

ましょう。 

クラスミーティングのスケジュール表については、4 月 1 日の履修ガイダンスで配

布しますので、クラス毎に指定された日時に出席してください。 
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 □「ビジネス・プロジェクト講座」募集ガイダンス（希望者のみ） 

【時間－17:20～18:20 会場－9 号館】 

企業での取り組みを実体験する科目「ビジネス・プロジェクト講座」の募集ガイダ

ンスです。本講座は、入学後の早い段階から、社会で必要なスキルを認識し、4 年

間の学生生活につなげるための、企業との産学連携による授業です。 

この授業では、実際に企業が抱える課題を事例として取り上げ、企業側からのフィ

ードバックを受けながら、チームで問題解決に取り組みます。 

このガイダンスでは講座の概要や履修申込方法等について説明します。 

 

 4 月 4 日（木）                                 

□経済学部ワークステーション利用ガイダンス 

・英語プレースメントテスト／クラスミーティング   ※クラス毎に日時指定 

  スケジュール表を 4 月 1 日の履修ガイダンスで配布しますので、クラス毎に指定さ

れた日時に出席してください（概要については、4月 3日のページをご覧ください）。 

 

□経理研究所ガイダンス（希望者のみ） 【時間－13:00～14:00、会場－8105 号室】 

経理研究所は中央大学が設置している経理・会計に関する日本屈指の伝統と実績を

持つ研究所です。活動の一環として、簿記検定試験・公認会計士試験講座を開講し

ており、いずれも多くの合格者を輩出してきた実績があります。就職にも有利な「簿

記」の資格取得などについて説明します。 

ガイダンスは同一内容で 4 回実施します。希望者はいずれかに出席してください。 

第 1 回 4 月 4 日（木）13:00～14:00 会場 8105 号室 

第 2 回 4 月 4 日（木）17:10～18:10 会場 8304 号室 

第 3 回 4 月 5 日（金）15:30～16:30 会場 8205 号室 

第 4 回 4 月 5 日（金）17:00～18:00 会場 8206 号室 

 

 4 月 5 日（金）                                 

□学園生活オリエンテーション／図書館ガイダンス／キャリアガイダンス 

【時間－9:30～11:30、会場－9 号館】 

快適で充実したキャンパスライフを送る上で必要な情報についてお伝えするほか、

卒業後の進路を見据えたキャリア形成や、大学での自己学習の場である図書館の利

用方法について説明します。 

 

□経済学部ワークステーション利用ガイダンス 

・英語プレースメントテスト／クラスミーティング   ※クラス毎に日時指定 

  スケジュール表を 4 月 1 日の履修ガイダンスで配布しますので、クラス毎に指定さ

れた日時に出席してください（概要については、4月 3日のページをご覧ください）。 

 

□外国人留学生ガイダンス（経済学部主催）【時間－13:00～14:00、会場－7104 号室】 

外国人留学生入試で入学した学生を対象としたガイダンスです。卒業要件や特別科

目（日本語等）・外国語科目の履修方法についての説明と在学中の氏名表記について

の確認を行います。経済学部で学修する上での重要な事項を説明しますので、必ず

出席してください。  
※当日、氏名表記確認のため、パスポートのコピーを 1 部持参してください。  
 

□外国人留学生交流会（経済学部主催）【時間－14:00～16:00、会場－7103 号室】 

外国人留学生入試で入学した学生を対象とした、経済学部学生国際交流委員の学生

や教員との交流会です。学生生活やサークルの話などを聞いたり、レクリエーショ

ンをしながら親交を深める予定です。  
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□外国人留学生ガイダンス（国際センター主催） 

【時間－16:00～18:00、会場－8101 号室】 

在留資格「留学」を有する全学の外国人学生を対象としたガイダンスです。国際セ

ンターが取り扱う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（TEL042-674-2212）にお問い合

わせください。  
 

 4 月 6 日（土）                                 

□学生定期健康診断 

 【時間－学科・性別により異なります（P.1 参照）、会場－8301・8302 号室】 

 

（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。 

       ②4 月 1 日（月）の履修ガイダンス時に配付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。 

       ②二次検診が必要な方には、別途郵送で通知します。 

 

（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）二次検診が必要な方には、別途郵送で通知します。 
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（３）受診上の注意事項 

  １）受付会場は、8 号館 8301・8302 号室です。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、髪をまとめるゴム等を持参してく

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、後日、Web サイト・掲示・C plus 等でお知らせします。 

  

                 問い合わせ先：保健センター（電話 042-674-2756） 

 

 4 月 10 日（水）                                 

 □授業開始 

  授業時間割を参照のうえ、履修する科目の授業に出席してください（履修登録期間

前であっても、履修登録する予定の授業には初回から出席してください）。教科書に

ついては、講義要項および担当教員の指示に従って購入してください（クラス指定

科目については、授業開始前に教科書を購入のうえ、初回授業に出席してください） 

 

 4 月 13 日（土）・14 日（日）・15 日（月）                                 

 □Web 履修登録 

  C plus で Web 履修登録を行います。履修登録を行わない場合は、学則第 31 条によ

り除籍となりますので、十分注意してください。履修登録に関する詳細は、授業時

間割を確認してください（4 月 1 日の履修ガイダンスでも説明します）。 

 

 4 月 16 日（火）                                          

□抽選を実施する一部の講義科目 抽選受付【時間－9:00～、C plus 利用】 

履修を希望する場合は、4 月 17 日（水）17:00 迄に学生ポータルサイト C plus から

抽選申込をしてください。（抽選の結果発表は 4 月 18 日（木）17 時～C plus にて行

います）。対象科目は授業時間割を確認してください。 
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 その他                                    

□在学証明書の発行について 

在学証明書は、学内に設置されている証明書等自動発行機で発行します（一通 300

円）。証明書等自動発行機利用の際には学生証が必要です。学生証は 4 月 1 日の履修

ガイダンスで交付します。 

 

□通学定期券の購入について 

通学定期券の購入には、学生証と通学証明書が必要です。通学証明書は、4 月 1 日

の履修ガイダンスで一通配付します。利用する交通機関が複数になり定期券を二枚

以上購入する必要がある場合は、通学証明書が複数枚必要です。追加で必要な場合

は、証明書等自動発行機で発行してください（無料）。なお、通学定期券は、各社の

定期券販売取扱窓口のある駅や営業所で購入できます。取扱駅等については、各社

に問い合わせてください。 

 

□中央図書館ツアー 

 図書館を上手に利用するためには、利用方法をよく知っておくことが大切です。下

記の予定で図書館ツアーを実施しますので、都合の良い時間帯に参加してください。

4 月 5 日の図書館ガイダンスとは内容が異なり、実際に図書館内を歩きながら館内施

設を案内します。（各日 3 回開催。同一内容。） 

※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。 

 

□奨学金の出願について 

   （１）  2月上旬以降、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 22 日（金）以降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）個別出願の必要な地方公共団体及び民間団体の奨学金については、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）。 

 

□下宿・アパートの紹介について 

中央大学生活協同組合住まいの斡旋係（電話 042-674-3051）で行います。 

 

 

期 間 時 間 集合場所 

4 月 15 日（月）～19 日（金） 

第 1 回 12：40～13：10 
中央図書館 4 階 

プレゼンホール 
第 2 回 15：20～15：50 

第 3 回 17：10～17：40 
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□Office 製品について（パソコン購入の際のご参考） 

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。 

 

 

入学式にご列席されるご父母のみなさまへ 

 

経済学部の教育や学生生活の様子などについてご理解いただけるよう、「父母と学部

長の懇談会」を実施いたしますので、ご希望の方はご出席ください（出席は必須ではあ

りません）。 

 

＜父母と学部長の懇談会＞ 

       日時  4 月 2 日（火）14:00～15:15 

       会場  多摩キャンパス 8 号館 8301 号室 

 

※（参考）＜入学式＞ 

     日時  4 月 2 日（火）11:00～11:40（10:30 集合） 

       会場  多摩キャンパス 第 1 体育館 3 階アリーナ 

 

 

 

 

＜聴覚障がいをお持ちの方へ＞ 

入学式については、学生ご本人、ご父母を対象に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受けることができます。 

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、3 月 22 日(金）までに経済

学部事務室（E-mail：kjim@tamajs.chuo-u.ac.jp、TEL： 042-674-3311）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、期日に限らずなるべく早

めにお申し出をお願いします。 

入学式以外のガイダンス等については、ガイダンス等の内容や状況に応じ、ノート

テイクボランティアによるサポートや別途、個別説明を行いますので、経済学部事務

室にご相談ください。 
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