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2005年度前期 学生部関連行事紹介
下記の行事の詳細については、実施が決定次第、掲示板やホームページ等でお知らせします。

日　　程 行　　　　　　事 場　　　　　　所 問合先

４月１日（金） 学園生活オリエンテーション 多摩キャンパス　９号館 学生課

４月１日（金） 新入生対象奨学金ガイダンス 多摩キャンパス　９号館 厚生課

４月１日（金）
　　４日（月）
　　10日（日）

新入生歓迎文化祭・スポーツ大会 後楽園キャンパス 理工学部学生生活課

４月４日（月）
　～15日（金） ボランティア学生相談会 多摩キャンパス　　

学生部会議室 学生課

４月11日（月）
　　12日（火） 新入生学園生活オリエンテーション 後楽園キャンパス　5534号室 理工学部学生生活課

４月12日（火） 学生教育ボランティア活動報告会 多摩キャンパス　　7205号室 学生課

５月７日（土）
　　８日（日） 新入生歓迎白門祭（スポーツ大会） 第２体育館周辺 学生課

５月下旬
キャリアグループ
（進路を考えるグループワーク）

多摩キャンパス　６号館 学生相談室

５月21日（土） 大相撲観賞会 両国国技館 学生課

６月３日（金）
　　４日（土） オペラ鑑賞会「椿姫」 文京シビックホール 学生課

理工学部学生生活課

６月中旬
キャリアグループ
（進路を考えるグループワーク）

多摩キャンパス　６号館 学生相談室

６月15日（水） マナー講習会（フラワーブーケ） 多摩キャンパス　虚白庵 学生課

７月上旬 中央大学講演会 後楽園キャンパス 理工学部学生生活課

７月上旬
キャリアグループ
（進路を考えるグループワーク）

多摩キャンパス　６号館 学生相談室

７月29日（金）
　～31日（日） 災害救援ボランティア講座 多摩キャンパス　７号館 学生課

９月中旬 夏季セミナー（予定） 丹沢周辺 学生課

ボランティア関連情報についてボランティア関連情報について

　ボランティア関係のポスター、チラシ等を６号館ペデストリアンデッキ下入口横掲示板
および学生相談室周辺のコーナーに掲出しています。興味のある方は、是非一度足を運ん
でください。ボランティアに関する質問等は、学生課においでください。
また、学生部ホームページでは、ボランティア各種行事の情報をご覧いただけます！
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　学生部の窓口時間のお知らせ　
2005年度

　 多摩キャンパス

学   生   課

～４月12日（火） 月～金　　10：00～17：00
土　　　　10：00～12：00

　４月13日（水）～ 月～金　　10：00～19：00
土　　　　10：00～12：00

厚　　 生   課

～４月12日（火） 月～金　　10：00～12：00　　13：00～17：00
土　　　　10：00～12：00

　４月13日（水）～ 月～金　　10：00～19：00
土　　　　10：00～12：00

４／13（水）～15（金）、18（月）～20（水）は奨学金面談日のため窓口業務は休止いたします。

学 生 相 談 室

～４月２日（土） 月～金　　10：00～17：00
土　　　　10：00～12：00

　４月４日（月）～ 月～金　　10：00～18：00　（水曜日17：00迄）
土　　　　10：00～12：00

理工学部学生生活課

～４月12日（火） 月～金　　10：00～17：00
土　　　　10：00～12：00

　４月13日（水）～ 月～金　　10：00～18：00
土　　　　10：00～12：00

理工学部学生相談室

　４月１日（金）～ 月～金　　　　10：00～17：00（火曜日18：00迄）
土　　　　　　10：00～12：00

　 後楽園キャンパス
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日　　時　2005年４月４日（月）～15日（金）12：30～13：20（予定）

場　　所　多摩キャンパス　学生部会議室（６号館　Ｂ１階）

問 合 先　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

※詳細は、学生課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。

※協力してくださる「ボランティアサークル」の募集も行っています！
　学生課まで是非ご連絡ください！〔学生課　0426－74－3471〕

ボランティア学生相談会
を実施します！

「ボランティアをしてみたいけれど、どうしたら良いかわからない」、「ボランティア活動

をこれから始めようと考えている」という方に、ボランティア活動を既に行っている学

生の皆さんが、情報を提供し、相談にのる『ボランティア学生相談会』を実施します！

日　　時　2005年４月12日（火）　13：30～14：30
場　　所　多摩キャンパス　7205号室
対 　 象　2005年度学生教育ボランティア参加希望者・関心のある者
内　　容　①2004年度参加者による活動報告
　　　　　②制度概要説明
申　　込　事前の申込は不要です。当日直接会場にお越しください。
主　　催　中央大学学生部
問 合 先　学生課（TEL 0426－74－3471）
そ の 他　2005年度学生教育ボランティアの受付は、
　　　　　４月４日（月）～19日（火）の期間に学生課で行います。

お兄さん
・お姉さん先生として小・中学校で

　　ボラ
ンティア活動してみませんか？

お兄さん
・お姉さん先生として小・中学校で

　　ボラ
ンティア活動してみませんか？

学生教育ボランティアとは、多摩地域の大学生が地元の小中学校等でお兄さん・お姉
さん先生として活動するもので、今年度で４年目の実施となります。
昨年度、本学からは、80名程の学生が実際に学校現場で活躍されました。
2005年度の学生教育ボランティア募集にあたり、昨年活動された方の報告会を行いま
すので、関心ある方は、ぜひご参加ください。
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日　　程　2005年５月21日（土）
場　　所　両国国技館　（JR総武線両国駅下車　徒歩１分）
定　　員　２０名　　　　　　　　　　　　
対　　象　本学学部学生　　　　　　　　　　
参 加 費　２,０００円
受付窓口　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　2005年４月27日（水）９：１０より先着順（要学生証）

※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。

～中大出身力士（出島・玉春日・豪風・魁道・中尾）を応援しよう～

大相撲五月場所観賞会大相撲五月場所観賞会

日　　時　2005年６月３日（金）　18：30～
　　　　　　　　  　　４日（土）　15：00～
場　　所　文京シビックホール
　　　　　（東京メトロ後楽園駅・都営地下鉄春日駅　徒歩３分
　　　　　　JR水道橋駅　徒歩８分）
定　　員　2005年６月３日（金）　20名
　　　　　　　　  　　４日（土）　30名　計50名
対 　 象　本学学部学生
参 加 費　2,500円
受付窓口　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　2005年５月９日（月）　９：10より先着順（要学生証）
　
※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。

オペラ鑑賞会オペラ鑑賞会
～東京二期会オペラ「椿姫」～
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マナー講習会マナー講習会
2004年度は、12月１日に「クリスマスリース」の制作を通じてマナー講習会を行
いました。（会場：桜広場にあるお茶室「虚白庵」）

※講習会に参加した方の事後アンケートの満足度は99.9％と非常に高いものでした。

今年度は、６月15日（水）にフラワーブーケ制作のマナー講習会を実施する予定です。
※詳細は、学生課・理工学部学生生活課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。

学生手帳（2005年度）配布中　!!学生手帳（2005年度）配布中　!!学生手帳（2005年度）配布中　!!
配布場所　　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

※新入生は、学園生活オリエンテーション等で既に配布済です。
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スポーツ施設（多摩キャンパス）の貸出について

〈貸出をしている施設（種目）〉
１） 屋外施設　ソフトボール　２面（一般フィールドＡ）
　　　　　　　ミニサッカー　３面（一般フィールドＢ）
　　　　　　　テニス・バスケットボールコート　４面（全天候コート）
２） 屋内施設　バレーボール　　１～２面（第二体育館　アリーナ）
　　　　　　　バドミントンコート　１面（第二体育館　アリーナ）
　　　　　　　卓球　　　　　　　　６面（第二体育館　アリーナ）

〈貸出手続の主な流れ〉

　予 約 受 付（学生課）
 ①平日貸出　　利用希望日の６日前～５日前の２日間受付（抽選）
 ②休日貸出　　利用希望日の２週間前の月曜日～土曜日の６日間受付（抽選）
 ③休業中貸出　利用希望日の６日前～前日の５日間受付（先着順）
●利用希望日が決まったら、指定された受付期間内に、学生課窓口の受付簿に団体名、責任者氏
名（漢字）、学籍番号を記入してください。１団体１種目１時間帯に限り申込できます。
●団体のメンバーが同じで、団体名を変えて複数申し込みをした場合はすべて無効となります。

　抽   選（学生課）

●抽選は学生課職員が行います。
●抽選日の10:00以降、受付簿にて、当選・落選を確認してください。

 利用許可証の発行（学生課）
●当選したら、利用許可証の発行を受けてください。学生証が必要となります。予約受付時に記
入した責任者が手続をしてください。代理は認めません。
●利用許可証は、抽選日を含めて２日以内に発行を受けてください。それ以降は、キャンセルと
なりますので注意してください。
●抽選後、空きがあれば利用日の前日まで先着順で利用許可証の発行を受けることができます。

 利用許可証の提出（第二体育館事務室）
●利用日の当日、第二体育館事務室受付に責任者本人が利用許可証と学生証を提示してください。
●利用当日の天候不良等によりスポーツ施設の利用ができない場合があります。
●利用開始後15分経過しても利用のない場合は無効となります。

〈貸出時間帯〉
　①平日貸出（月曜日～土曜日）②休日貸出（日曜日、祝日）③休業中貸出（夏季、春季）
　 １時限～６時限（月～金）　　 １時限～４時限　    　１時限～４時限
　 １時限～５時限（土）　　　　　　　　　　　　　    
※大学行事・グラウンド整備等で利用できない場合や、学年・卒業試験等で利用時間帯が
一部変更となる場合があります。
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スポーツ施設貸出　Q&A

Ｑ：利用日の前日までの申込はしていませんが、当日スポーツ施設の利用はできますか。

Ａ：利用できます。空いている施設・時間帯について第二体育館事務室で先着順に受付しています
ので、学生証を提示してください。利用許可証を発行します。

Ｑ：抽選時に立会いをする必要がありますか。

Ａ：必要ありません。抽選日の午前10時以降に受付簿にて当選・落選を確認してください。
Ｑ：用具を貸出していますか。

Ａ：貸出しています。ただし、一団体につき貸し出す用具の数は決められています。
Ｑ：抽選がすでに終わっていますが、申込はできますか。

Ａ：申込できます。利用日の前日までなら、空いている施設・時間帯について学生課で先着順に受
付していますので、学生証を提示してください。利用許可証を発行します。

Ｑ：当選したのに取り消されているときがありますが、どうしてですか。

Ａ：当選の権利は、抽選日を含めて２日以内に手続きをしなければ、キャンセルとみなされます。
Ｑ：当選が取消されていますが、申込はできますか。

Ａ：申込できます。空きがあれば先着順に受付しています。学生課にて学生証を提示してください。
Ｑ：同一時間帯にバレーボールコートとテニスコートを利用することはできますか。

Ａ：利用できません。スポーツ施設の利用は、１日につき１団体１種目１時間帯です。ただし、利
用日当日空きがあれば、利用できます。第二体育館事務室にて受付しています。

Ｑ：○月×日にテニスコートを利用したいのですが、いつから予約の受付をしていますか。

Ａ：利用日当日が平日（月～土曜日）であれば、利用希望日の６日前から５日前までに受付簿に必
要事項を記入します。（ただし、窓口が開いている日を基準にしていますので、原則として休日、
祝日等の窓口休止日を除いてください。）

  利用日当日が休日、祝日であれば、利用希望日の２週間前から１週間前までに受付簿に必要事
項を記入してください。ただし、窓口が開いている日を基準にしていますので、原則として休
日、祝日等の窓口休止日を除いてください。

  ※休業中は貸出の受付方法が異なりますのでご注意ください。

一般学生用スポーツ施設（第二体育館周辺）
一般フィールドA（ソフトボール）

全天候コート
（テニス・バスケットボール）

G2アリーナ（バレーボール・バドミントン・卓球）

一般フィールドB
（ミニサッカー）

第2ゲート

56



PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

オピニオン・カードって？

　学生部では、学生の皆さん一人ひとりの意見、考え、そして提案を広く聞き、豊かで
楽しくより充実した大学生活を送るための一つの手段として「オピニオン・ボックス」
を設置しています。オピニオン・ボックスに皆さんから寄せられたオピニオン・カード
の意見や提案を学生部委員会で検討し、関係部署とも連絡をとりながら適切に対応する
とともに、大学運営に反映するよう心がけています。

１．制度と取り扱い
　オピニオン・カードは、1981年に学生部委員会で決定され、1982年度より実施されている制度です。
設立趣旨は、「昼間部自治会が存在しない現況のもとで、オピニオン・ボックスを設置することによっ
て広く学生の声を集め、しかも可能な限りその学生の声に大学の広報機関を通じて答える」という
ものでした。
　学生の皆さんは、立て看板・ビラ、教員経由、学部事務室・学生相談室等の窓口、そして学生部
での対応などフォーマル・インフォーマルに複数のルートでさまざまに意見・要望を表明し、また
相談をしています。しかし、正式に学生の意見を汲み上げ、しかも責任をもって回答するという制
度は限られています。その限られた制度の一つがこのオピニオン・カード制度です。つまりオピニ
オン・カードは、いわゆる「目安箱」として、個人の意見・要望を正式に伝達し、かつその回答を
求めることが出来る、という有効性をもっているのです。
　現在、オピニオン・ボックスは各学部事務室等に設置（項目３参照）されており、おおよそ２週
間に一度、学生課員が回収しています。所定の用紙に、氏名・学籍番号等を記入し、投書すること
になります。
　投書は、氏名を匿名扱いにしてオピニオン・カード担当委員から学生部委員会に報告されます。
学生部委員会では、オピニオン・カードをどのように扱うかを審議し、照会先を決定したのち、学
生部委員会として正式に学内各機関に回答を依頼します。なお、この過程で投函者の氏名・学籍番
号は一切公表されません（外部に対して秘密を厳守することは勿論、学生部関係者間においても、「○
学部△年男子もしくは女子」というように匿名扱いをしています）。
　回答を得た学生部は、投函者に連絡し、その回答を学生課の対応コーナーで学生部委員が「口頭」
にて伝達します。
　なお、学生部委員会で必要と認めた場合には、本人の了解のもと匿名で、広報誌「Hakumon ちゅ
うおう」や「オピニオン・カードNEWS」において投書や回答の内容を公表します。また、最終的
に「投書」と「回答」は、学長と理事長に報告されます。
　この制度を簡単に表すと次ページのようなフロー図になります。

２．投書方法（制度の趣旨から本学学部学生のみを受付ます。）
①専用用紙による投書
　オピニオン・ボックスに添付してある専用用紙に意見・提案を記入し、氏名・学籍番号および
回答希望の有無を記入し（回答を希望する場合には、連絡先も忘れずに記入してください）、オ
ピニオン・ボックスに投函してください。
②Ｅメールによる投書
　opinion@tamajs. chuo-u. ac. jp
　上記アドレスに意見・提案を送信してください。その際、必ず氏名・学籍番号および回答希望
の有無を記入してください（回答を希望する場合には、連絡先も忘れずに記入してください）。

３．オピニオン・ボックス設置場所
多　摩キャンパス………各学部事務室、学友会事務室、学生課
後楽園キャンパス………理工学部事務室、理工学部学生生活課

55



４．取り扱いをしない事項
　成績評価、学生同士の交流の呼びかけ、他の団体への批判、個人的な誹謗・中傷などについては、
取り扱いできません。

５．2004年度に提案されたオピニオン・カードの一例

●北門坂下の二輪車の違法駐車・駐輪問題について
●キャンパス内の禁煙について
●食堂の利用状況の改善について
●歌舞伎鑑賞券無料配布について

６．2004年度の提案数（2005年２月末日現在）………………37件

オピニオン・カードのフロー

後楽園キャンパス 多摩キャンパス
オピニオン・カード

理工学部学生生活課

理工学部調整会議

オピニオン・カード

学　　生　　課

各学部教授会

各学部教授会

学 生 部 委 員 会

照 会 先 各 部 署

学　　生　　課

投函者へ口頭で回答

学 生 部 委 員 会

学 内 広 報 誌

オピニオン・カード担当委員

オピニオン・カード担当委員

学事部
総務部

教学執行部
（学長）
法人執行部
（理事長）

教学執行部
（学長）
法人執行部
（理事長）

学事部
総務部

＊各学部教授会、教学・
　法人執行部への意見・
　提案・回答の流れにつ
　いてはそのオピニオン
　の内容による

＃広報誌への掲載に
　ついては投函者（学
　生）及び回答部署
　の了承が必要

意見・提案の流れ

回答の流れ

＊

＊

＊

＊

＃

７．オピニオン・カードNEWSについて
　オピニオン・カードで寄せられた意見や提案を投函者のプライバシーを守ったうえで紹介し、そ
れに対する回答も可能な限り紹介することで、学生のみなさんと大学との新しい対話の場になって
ほしいと願い、2003年11月より発行されています。（発行時には、本誌にも掲載します。）
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学生教育研究災害傷害保険のご案内
本学では、教育研究活動中の不慮の災害事故補償及び通学中と学校施設等相互間の移動中の事故補
償のために、学部に在籍する全学生を対象として「学生教育研究災害傷害保険」（通学中等傷害危
険担保特約含む）に一括して加入しています。該当すると思われる方は、次のページに記す学内担
当窓口に関係書類を請求し、必要な申請手続きを行ってください。

【保険金が支払われる場合】
本学の教育研究活動中、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を被った時及び通学中と
学校施設等相互間の移動中に発生した身体の傷害事故に対し、保険金が支払われます。

「教育研究活動中」とは
　〈正課中〉
講義、実験・実習、演習または実技による授業（以下、総称して「授業」といいます）を受けて
いる間をいい、次にあげる間を含みます。
◎指導教員の指示にもとづき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっ
ぱら被保険者の私的生活にかかる場所において、これらに従事している間を除きます。
◎指導教員の指示にもとづき、事業の準備もしくは後始末を行っている間。または、授業を行う
場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

〈学校行事に参加している間〉
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事
に参加している間。
〈上記以外で学校施設内にいる間〉
大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。ただし寄宿舎にい
る間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、または大学が禁じた行為を行っている間を除き
ます。
〈学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間〉
大学の規則に則った所定の手続により、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動また
は体育活動を行っている間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、または大学が禁
じた行為を行っている間を除きます。

「通学中・学校施設等相互間の移動中」とは
〈通学中〉
学校の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法によ
り、住居と学校施設等との間を往復する間。
〈学校施設等相互間の移動中〉
学校の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経営および方法によ
り、学校が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または
課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。
◎「学校の授業等」とは、講義、実験・実習、演習または実技による授業のことで、指導教員の
指示に基づき行う卒論研究、授業の準備、後始末などを含みます。
◎「学校行事」とは、学校の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環と
しての各種学校行事をいいます。

【保険金が支払われない場合】
故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、
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無資格運転・飲酒運転、施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間など。
なお、飲酒による急性アルコール中毒症など急激・偶然・外来の条件を充足しない事故も対象に
なりません。

【保険金の種類と金額】
担保範囲 死亡保険金 後遺障害保険金 医療保険金 入院加算金

正課中、学校行事中 1,200万円
54万円～
　　　1,800万円

治療日数
４日以上が対象
６千円～30万円

１日につき4,000円

上記以外で学校施設内
にいる間 600万円

27万円
　　　～900万円

治療日数
14日以上が対象
３万円～30万円

１日につき4,000円

学校施設外で大学に届
出た課外活動中 600万円

27万円
　　　～900万円

治療日数
14日以上が対象
３万円～30万円

１日につき4,000円

通学中、学校施設等相
互間の移動中 600万円

27万円
　　　～900万円

治療日数
７日以上が対象
1.5万円～30万円

１日につき4,000円

【保険金請求書類取扱窓口】
区　　　　分 取　扱　窓　口

正課中 授業中
学生が所属する学部の学部事務室その他の正課中

学校行事中 入学式・卒業式・オリエンテーション等
白門祭（大学祭）・学生部セミナー等 学生課・理工学部学生生活課

課外活動中 学友会所属部会 学友会事務室
上記以外の部会 学生課・理工学部学生生活課

休憩中 その他 学部事務室・学生課・理工学部学生生活課
通学中 通学中・学校施設等相互間の移動中 学生が所属する学部の学部事務室

【保険事故が発生したときは】
事故の日時、場所、状況、損害の程度を遅滞なく所定の事故通知ハガキ（上記担当窓口にありま
す）を下記の事故報告先に郵送して下さい。
●事故の日から30日以内に通知のない場合には、保険金が支払われないことがあります。

【保険金の請求】
被保険者、または代理人（被保険者が未成年の時は原則として親権者）は、所定の保険金請求書
を下記の保険金請求先に提出して下さい。
●事故証明書や医師の診断書、また死亡診断書、戸籍謄本などが必要になる場合があります。詳
細は、下記に問い合わせて下さい。

【事故報告・保険金請求先】
〒100-8050　東京都千代田区丸の内1-2-1
　　　　　　東京海上火災保険㈱
　　　　　　本店損害サービス部　学研災コーナー
　　　　　　フリーダイヤル　0120-868-066
　　　　　　☎03-5223-3257　FAX 03-3285-0105
※この学生教育研究災害傷害保険の他に、エクステンションセンター事業課で取り扱っているも
のや、生協で取り扱っている「キャンパス共済」もあります。
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