
EVENT  INFORMATION 2007
日　　　程 行　　　事 場　　　　　　所

７月26日（木）
　～７月29日（日） オペラ鑑賞会　「魔笛」 新国立劇場オペラ劇場

８月３日（金）
　～８月５日（日） 災害救援ボランティア講座

多摩キャンパス　Ｃスクエア・中ホール
立川防災館

９月６日（木）
　～９月９日（日） オペラ鑑賞会　「仮面舞踏会」 東京文化会館大ホール

９月19日（水）
　～９月20日（木） 夏季セミナー 高尾の森　わくわくビレッジ

９月19日（水） 東京救急協会上級救命講習会 後楽園キャンパス

10月６日（土）
　～10月７日（日） 中央大学杯スポーツ大会 多摩キャンパス

10月20日（土）
　　21日（日）
　　24日（水）

ミュージカル鑑賞会
「CATS」 キャッツシアター

11月１日（木）
　～11月４日（日） 白門祭（大学祭） 多摩キャンパス・後楽園キャンパス

11月
中央大学アートフェスティバル
Chuo Art Festival (CAF)

多摩キャンパス

11月17日（土）
　　18日（日）
　　21日（水）

ミュージカル鑑賞会
「ライオンキング」 四季劇場　［春］

10月・12月 歌舞伎鑑賞会（予定） 国立劇場

ボランティア活動支援コーナー：多摩キャンパス６号館Ｂ１階
　　　　　　　　　　　　　　　自動ドア横

夏休みの短期ボランティア多数あります!!

長い夏休みの期間を利用してボランティア活動を体験してみようと考えている人も
多いことでしょう。ボランティア活動支援コーナーには、地方公共団体のボランティ
アセンター（社会福祉協議会）等の機関誌をはじめ、様々なボランティア関連情報
を掲載したポスター、チラシを掲出していますので、興味のある方はぜひ一度足を
運んでみてください。
なお、ボランティアに関する質問等は、ボランティア担当者在室時間帯（原則とし
て授業実施期間の月～金、13：00～13：30の30分間）以外は、学生課におい
でください。

あなたも夏休みを利用して
ボランティア活動を体験してみませんか？
あなたも夏休みを利用して
ボランティア活動を体験してみませんか？
あなたも夏休みを利用して
ボランティア活動を体験してみませんか？



　学生部の窓口時間のお知らせ　
多摩キャンパス

学　　　生　　　課
７月24日（火）～８月１日（水） 月～金　　10：00～17：00

土　　　　10：00～12：00

８月２日（木）～９月20日（木） 月～金　　10：00～12：00　13：00～17：00

９月21日（金）～ 月～金　　10：00～19：00
土　　　　10：00～12：00

厚　　　生　　　課
７月24日（火）～８月１日（水） 月～金　　 9：00～17：00

土　　　　 9：00～12：00

８月２日（木）～９月20日（木） 月～金　　 9：00～12：00　13：00～17：00

９月21日（金）～ 月～金　　 9：00～19：00
土　　　　 9：00～12：00

学　生　相　談　室
７月24日（火）～８月１日（水） 月～金　　10：00～18：00（月曜日17：00迄）

土　　　　10：00～12：00

８月２日（木）～９月20日（木） 月～金　　10：00～16：00

９月21日（金）～ 月～金　　10：00～18：00（月曜日17：00迄）
土　　　　10：00～12：00

後楽園キャンパス

理工学部学生生活課
～７月23日（月）・26日（木）・
28日（土）・30日（月）（前期授業期間）

月～金　　10：00～18：00
土　　　　10：00～12：00

７月24日（火）・25日（水）・27日（金）
31日（火）～８月７日（火）
（試験期間）

月～金　　10：00～17：00
土　　　　10：00～12：00

８月８日（水）～９月20日（木） 
（夏季休業期間） 月～金　　10：00～12：00　13：00～17：00

９月21日（金）～（後期授業期間） 月～金　　10：00～18：00
土　　　　10：00～12：00

理工学部学生相談室

～８月７日（火） 月～金　　10：00～17：00（水曜日17：30迄）
土　　　　10：00～12：00

８月８日（水）～９月20日（木） 月～金　　10：00～17：00（水曜日17：30迄）

９月21日（金）～ 月～金　　10：00～17：00（水曜日17：30迄）
土　　　　10：00～12：00

※夏季休業一斉休暇期間（８月９日（木）～18日（土））ならびに夏季休業中の土・日曜日・祝
日は窓口業務を行いません。
※窓口時間が変更になる場合があります。



災害救援ボランティア講座災害救援ボランティア講座災害救援ボランティア講座

災害時、あなたは大切な人を
　　　　守ることができますか？

中央大学2007年度

申込受付は 講座日程

会場

8月 3 日（金）
8月 4 日（土）
8月 5 日（日）

6月28日（木）
　9：30～
　　先着順にて！

受講申込・募集要項は学生課・理工学部学生生活課まで
問合先　TEL 042－674－3471　学生課
　　　　TEL 03－3817－1717　理工学部学生生活課
協力：災害救援ボランティア推進委員会　総務省消防庁・NHK後援

中央大学・立川防災館

￥１,０００

内容

費用

認定

災害救援ボランティア講義
災害模擬体験・上級救命技能講習
ロープワークなど

講座修了者には
災害救援ボランティア推進委員会より…
セーフティリーダー認定証
東京消防庁より…
上級救命技能認定証がそれぞれ交付されます。

８月３日（金）　会場：中央大学／立川防災館／
　　　　　　　　　　第八消防方面本部
　　　　　　　　　　９：００～１６：３０
　　　　　　　　　　オリエンテーション
　　　　　　　　　　災害情報の伝達と収集
　　　　　　　　　　災害模擬体験と実技：立川防災館
　　　　　　　　　　救助機動部隊見学（予定）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　第八消防方面本部
８月４日（土）　会場：中央大学　９：００～１７：００
　　　　　　　　　　応急手当活動（上級救命技能講習）
８月５日（日）　会場：中央大学　９：００～１７：００
　　　　　　　　　　災害救援ボランティアの基本
　　　　　　　　　　消火の基本－初期消火（講義）
　　　　　　　　　　２１世紀の安全対策
　　　　　　　　　　災害と防災対策の基本
　　　　　　　　　　認定証　授与



プロジェクト アドベンチャー〈ＰＡ〉プログラムとは…
大型野外アスレチックコースを利用し、専門のインストラクターの指導の
下、各種課題に挑戦し「自己との対峙・葛藤」「自分自身に対する挑戦」
などを経験し、自分を見つめなおすと共に、成功体験や達成感を味わうも
のです。また、ＰＡプログラムを実施していく中で、自然に「人を信頼す
る心」が育まれます。

プロジェクト アドベンチャー〈ＰＡ〉プログラムを通して、自分自身を

見つめ直し、「自分がどこまで挑戦できるのか」自分の限界に挑みます。

また、キャリアセンター職員による講義などを通して、自己分析等を行う

プログラムも実施する予定です。

２日間を効果的に過ごし、自分の可能性を確認してみませんか？

日　　程：２００７年９月１９日（水）～２０日（木）　１泊２日

定　　員：５０名（最低実施人数１５名）

対　　象：本学学部学生

　　　　　（就職活動を控える３年生の方に特にお勧めです）

場　　所：高尾の森 わくわくビレッジ

参 加 費：７，０００円程度（予定）

受　　付：７月上旬から先着順にて（予定）

　　　　　多　摩キャンパス　学生課

　　　　　後楽園キャンパス　理工学部学生生活課

※詳細については、決定次第学内掲示板やホームページにてご案内します。

「自分らしさ  発見セミナー」「自分らしさ  発見セミナー」「自分らしさ  発見セミナー」

ココロオドル　体験 ! !ココロオドル　体験 ! !ココロオドル　体験 ! !



中央大学杯スポーツ大会中央大学杯スポーツ大会中央大学杯スポーツ大会

※詳細は、受付窓口または学内掲示板等で確認してください。 

～スポーツの秋　いい汗流そう！～
日　　程　2007年10月6日（土）、7日（日）

　　　　　※雨天予備日：2007年10月13日（土）、14日（日）

受　　付　2007年9月24日（月）～28日（金）

種　　目　ソフトボール、バレーボール、バスケットボール、ミニサッカー

＜夏季休業中＞

○ 8 月 2 日（木）～ 9 月 2 0 日（木）

　①9：20～10：50　②11：00～12：30　③13：20～14：50　

　④15：00～16：30　⑤16：35～18：05

　※利用希望日の６日前（窓口休止期間を含まず）から学生課で先着順で

　　受付をします。

　※第二体育館アリーナは耐震補強工事のため、全種目貸出はありません。

＜貸出停止期間＞

  以下の期間は貸出を行いませんのでご注意ください。

　・夏季休業中の土、日、祝日

　・夏季休業一斉休暇（８月９日（木）～18日（土））

★前期試験期間（７月24日（火）～８月１日（水））の貸出は行いません。

★後期の貸出は、９月21日（金）（９月12日（水）受付開始）より行います。

多摩キャンパス
夏季休業期間等のスポーツ施設貸出について

多摩キャンパス
夏季休業期間等のスポーツ施設貸出について

熱中症に注意！！熱中症に注意！！熱中症に注意！！ 暑いとき、
無理な運動は事故のもと！

熱中症は死亡事故につながることもあります。
① こまめに水分補給をしましょう。
② 通気性・吸湿性のよい服装で運動しましょう。
③ 少しでも体調がおかしいと感じたら無理せず休憩を。
※応急手当の基本は、休息・冷却・水分補給です。



詳細は、受付窓口または学内掲示板およびホームページにて確認してください。

募集分野　展示可能な芸術作品
　　　　　　（例：絵画・写真・書・オブジェ・イラスト
　　　　　　　　　　　　　　フラワーアレンジメント・陶芸等）
日　　程　 ２００７年１１月
展示場所　 多摩キャンパス 図書館１階展示ホール
対　　象　 本学学部学生　　　　　　　　　　　
受　　付　 多摩キャンパス　　　学生課
　　　　　 後楽園キャンパス　　理工学部学生生活課

みなさんの積極的なご応募お待ちしています！

中央大学アートフェスティバル中央大学アートフェスティバル
Chuo Art Festival(CAF)Chuo Art Festival(CAF) 予定

場　　所　　キャッツ・シアター（「ＣＡＴＳ」）、
　　　　　　四季劇場[春 ]（「ライオンキング」）
対　　象　　本学学部学生
参 加 費　　2,700円　（「ＣＡＴＳ」）、1,600円（「ライオンキング」）
受付場所　　多摩キャンパス　　　学生課
　　　　　　後楽園キャンパス　　理工学部学生生活課
受付日時　　未定（要学生証）

※ 詳細は、受付窓口または学内掲示板およびＷｅｂページにて確認してください。

劇団四季

「CATS」

「ライオンキング」

「CATS」

「ライオンキング」

「CATS」

「ライオンキング」11月17日（土）18日（日）21日（水）
10月20日（土）21日（日）24日（水）



日　　程　　2007年９月６日（木）・７日（金）・８日（土）・９日（日）
場　　所　　東京文化会館大ホール
対　　象　　本学学部学生
定　　員　　２４名（予定）
参 加 費　　１ ,０００円
受付場所　　多摩キャンパス　　　学生課
　　　　　　後楽園キャンパス　　理工学部学生生活課
受付日時　　７月11日（水）受付開始（要学生証）

※ 詳細は、受付窓口または学内掲示板およびWEBページにて確認してください。

オペラ鑑賞会



学生部では、学生さんの各種合宿のために、「契約宿舎」を開設します。

６月15日より、学生課、理工学部学生生活課にて申し込み受付けを行い、現

在では１つの契約宿舎を除き受付終了とさせて頂きました。（※キャンセル待

ちの受付はありませんので、ご了承ください。）

契約宿舎名 所在地 期間　　＊詳細は、各窓口まで。

箱根高原ホテル 箱根町 ８／27（月）～９／20（木）〈9/19の宿泊まで〉

潮 来 ホ テ ル 潮来 ８／５（日）～９／20（木）〈9/19の宿泊まで〉

富士ビューホテル 河口湖 ８／28（火）～９／20（木）〈9/19の宿泊まで〉

ホテル花いさわ 石和 ８／１（水）～９／20（木）〈9/19の宿泊まで〉

　石和びゅーほてる 石和 〃

ル ネ ッ サ 赤 沢 伊豆高原 ８／１（水）～９／17（月）〈9/16の宿泊まで〉

「富士ビューホテル」につきましては、やや空室があります。詳細に関するお問
い合わせは、学生課の窓口もしくは、042（674）3474まで！

中央大学には、学生のみなさんに利用してもらう為の３つのセミナーハウス（野
尻湖セミナーハウス：長野、春日山荘：長野、富浦臨海寮：千葉）があります。
料金も1,500円～2,500円と非常に良心的です。夏は特に利用が集中しますが、
まだまだ空きもありますので、お問い合わせください。

学　　　生　　　課　042（674）3474
理工学部学生生活課　03（3817）1717

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

若干空きあり


