
新入生も現役生も、
みんなで中大生の　　活躍を見に行こう！

文化活動
開催日 開催時間 部会名 イベント名 場所 入場料

南大沢、三井アウトレットパークをバックに行われる、第２回さくらフェスタにFreiheitが出演。
タップダンスパフォーマンスを披露します！ 

新入生へ向けた発表会として、部員によるクラシックギターの演奏会を行います。

せいせき桜まつりで、演舞を披露します。

内容

※イベント情報は随時更新しますので、学友会HPでご確認ください。

※体育連盟各部の参加する大会は、大会の詳細情報が入り次第、順次掲載しますので学友会HPでご確認ください。

新入生も現役生も、
みんなで中大生の活躍を見に行こう！

4月5日（土） 14：30～15：30 タップダンスサークルFreiheit さくらフェスタ in 南大沢

スポーツ
開催日

南大沢三井アウトレットパーク入口 無料

5月30日（金）
開場18：30
開演19：00

音楽研究会マンドリン倶楽部 第106回定期演奏会 府中の森芸術劇場ウィーンホール 無料

新入生に落語・コントの楽しさを知ってもらうために落語とコントを披露します。4月18日（金）
16：30～17：50
※開場16：00

落語研究会 新歓ライブ 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月19日（土） 
12：30～16：00
※開場12：00

クラシックピアノ同好会 新歓コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月17日（木） 9：30～ ポピュラーソング研究会 新入生歓迎ライブ 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月6日（日）
12：00～12：15
13：45～14：00

理工少林寺拳法同好会 せいせき桜まつり 聖蹟桜ヶ丘観蔵院内特設ステージ 無料

4月14日（月）、25日（金）
17：00～18：30
※16：30開場

古典ギタークラブ 新入生歓迎コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

首都圏60大学以上の学生で構成される日本最大規模の団体「AGESTOCK実行委員会」が開
催する超大型イベント“AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ”のOpeningActをFreiheitが飾ります。 

新入生にサークルの雰囲気を知って楽しんでもらうため、新入生歓迎ライブを行います。

新入生にクラシックピアノ同好会を知ってもらうためのコンサートを開催します。

4月27日（日）
13：00～17：30
※開演12：30

放送研究会 春の番組発表会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料
会員が取材・撮影・編集した映像作品（ドキュメンタリー・ドラマ・ミュージックビデオ等）、音声作品
（ラジオドラマ）、DJを発表します。

4月28日（月）、29日（火）
18：30～20：00
※開場18：00

和太鼓サークル鼓央 新入生歓迎演奏会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料 新入生に和太鼓の演奏を披露します。

マンドリン倶楽部の熱き中大サウンドをお楽しみください。

4月16日（水）
Open 17：30
Start  18：30

タップダンスサークルFreiheit AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ 赤坂BLITZ
¥2500
（＋1drink 500yen）

アカペラサークル「Do it your voice」による定例ライブ。 
サークル員一丸となってアカペラの楽しさを伝えます。

4月11日（金）
    12日（土）

18：30～20：00
15：00～18：00
※開場は開演30分前

Do it your voice
Do it your voice! Spring Live 2014
「Attention, Please!」

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

新２年が主体となって、新歓公演を作りました！演劇に興味のある人もそうでない人も、
新入生も現役生も、ぜひお越しください。
詳細はポスターや公式サイト（http://nigeki.jp/）、twitter(@c_nigeki）をご覧ください。

4月15日（火）～18日（金）
　 22日（火）～25日（金）

※公演時間は決定次第
　HP掲載予定

第二演劇研究会
2014年度新入生歓迎公演
「Dear Mr. Raindeer」＆「熱海殺人事件～ザ・ロンゲストスプリング～」

多摩キャンパスサークル棟
「イベントスペースnight」（4201）

無料

中央大学で最も盛り上がる新歓期真っ最中の四月……私たち英語学会はブロードウェイでも上
映され、ミュージカル最高峰のグラミー賞にもノミネートされた、気分上がり度抜群の“Rock of 
Ages”の公演を行います！！実はこの公演、多くの方に楽しんでもらいたいという私たちの想いか
ら、まだ英語劇では珍しい…日本語字幕が付きます！さらに、皆さんの馴染みある曲で仕上げた
ミュージカルということで、どなたでも楽しめる作品となっています！英語学会の活動が垣間見れる
素晴らしい一時間半を届けるべく、我々はこの日が来ることを今か今かと待ち望んでおります！
当日、会場にてお会いしましょう！

4月23日（水）
18：30開場
19：00開演
20：30閉演

英語学会 英語ミュージカル“Rock of Ages” 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月7日（月）～8日（火）

4月15日（火）～16日（水）

4月29日（火）～30日（水）

5月6日（火）～7日（水）

5月20日（火）～21日（水）

4月9日（水）～13日（日）

5月16日（金）～17日（土）

5月24日（土）～25日（日）

部会名

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

水泳部

陸上競技部

陸上競技部

場所

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・辰巳国際水泳場

埼玉・熊谷スポーツ文化公園

陸上競技場

神奈川・日産スタジアム

主催団体・連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

日本水泳連盟

関東学生陸上競技連盟

関東学生陸上競技連盟

大会名

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対亜細亜大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対國學院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対拓殖大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対青山学院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対駒澤大学）

第90回日本選手権水泳競技大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

電子書籍アプリ『白門書房』
　『白門書房』は、中央大学が発行する広報誌を集め

た、日本の大学初の電子書籍配信アプリです。

　『HAKUMON Chuo』のバックナンバーはもちろん、

これまで印刷物のみで配布していた中央大学の大学

案内誌や学部ガイドブック、大学院・専門職大学院案

内、附属学校案内などを、電子ブックの形式でダウン

ロードできます。

　利用方法は簡単。Apple Inc. が運営するiPhone、

iPod touch、iPad向けソフトウェアのダウンロードサービ

スであるApp Store（アップストア）から『白門書房』をダ

ウンロードします。Appストアへは、無線LAN（Wi-Fi）を

通じてどこからでもダウンロードできます。

　『白門書房』をダウンロードすると、あらかじめ本棚に

収められている大学案内他4冊の広報誌を読むことが

できます。ダウンロード後は、インターネットへの接続環境

がなくても、電子ブックを開くことができます。

　過去のバックナンバーや他の媒体を読みたい場合

は、3GやWi-Fiを通じて「ストア」にアクセスし、何冊で

もダウンロード可能です。

　なお、同様のサービスをAndroid版でも提供しており

ますので、ぜひご利用ください。（Android4.0以上推

奨）

　本電子書籍・ドキュメント配信システムは、電子書籍

出版社である想隆社が開発したものであり、今後も、新

刊本発刊次第、順次電子ブックで提供する予定です。

　『白門書房』アプリについての詳細は、以下のサイト

よりご覧いただけます。

http://itunes.apple.com/jp/app/id413465097
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新入生も現役生も、
みんなで中大生の　　活躍を見に行こう！

文化活動
開催日 開催時間 部会名 イベント名 場所 入場料

南大沢、三井アウトレットパークをバックに行われる、第２回さくらフェスタにFreiheitが出演。
タップダンスパフォーマンスを披露します！ 

新入生へ向けた発表会として、部員によるクラシックギターの演奏会を行います。

せいせき桜まつりで、演舞を披露します。

内容

※イベント情報は随時更新しますので、学友会HPでご確認ください。

※体育連盟各部の参加する大会は、大会の詳細情報が入り次第、順次掲載しますので学友会HPでご確認ください。

新入生も現役生も、
みんなで中大生の活躍を見に行こう！

4月5日（土） 14：30～15：30 タップダンスサークルFreiheit さくらフェスタ in 南大沢

スポーツ
開催日

南大沢三井アウトレットパーク入口 無料

5月30日（金）
開場18：30
開演19：00

音楽研究会マンドリン倶楽部 第106回定期演奏会 府中の森芸術劇場ウィーンホール 無料

新入生に落語・コントの楽しさを知ってもらうために落語とコントを披露します。4月18日（金）
16：30～17：50
※開場16：00

落語研究会 新歓ライブ 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月19日（土） 
12：30～16：00
※開場12：00

クラシックピアノ同好会 新歓コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月17日（木） 9：30～ ポピュラーソング研究会 新入生歓迎ライブ 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月6日（日）
12：00～12：15
13：45～14：00

理工少林寺拳法同好会 せいせき桜まつり 聖蹟桜ヶ丘観蔵院内特設ステージ 無料

4月14日（月）、25日（金）
17：00～18：30
※16：30開場

古典ギタークラブ 新入生歓迎コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

首都圏60大学以上の学生で構成される日本最大規模の団体「AGESTOCK実行委員会」が開
催する超大型イベント“AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ”のOpeningActをFreiheitが飾ります。 

新入生にサークルの雰囲気を知って楽しんでもらうため、新入生歓迎ライブを行います。

新入生にクラシックピアノ同好会を知ってもらうためのコンサートを開催します。

4月27日（日）
13：00～17：30
※開演12：30

放送研究会 春の番組発表会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料
会員が取材・撮影・編集した映像作品（ドキュメンタリー・ドラマ・ミュージックビデオ等）、音声作品
（ラジオドラマ）、DJを発表します。

4月28日（月）、29日（火）
18：30～20：00
※開場18：00

和太鼓サークル鼓央 新入生歓迎演奏会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料 新入生に和太鼓の演奏を披露します。

マンドリン倶楽部の熱き中大サウンドをお楽しみください。

4月16日（水）
Open 17：30
Start  18：30

タップダンスサークルFreiheit AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ 赤坂BLITZ
¥2500
（＋1drink 500yen）

アカペラサークル「Do it your voice」による定例ライブ。 
サークル員一丸となってアカペラの楽しさを伝えます。

4月11日（金）
    12日（土）

18：30～20：00
15：00～18：00
※開場は開演30分前

Do it your voice
Do it your voice! Spring Live 2014
「Attention, Please!」

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

新２年が主体となって、新歓公演を作りました！演劇に興味のある人もそうでない人も、
新入生も現役生も、ぜひお越しください。
詳細はポスターや公式サイト（http://nigeki.jp/）、twitter(@c_nigeki）をご覧ください。

4月15日（火）～18日（金）
　 22日（火）～25日（金）

※公演時間は決定次第
　HP掲載予定

第二演劇研究会
2014年度新入生歓迎公演
「Dear Mr. Raindeer」＆「熱海殺人事件～ザ・ロンゲストスプリング～」

多摩キャンパスサークル棟
「イベントスペースnight」（4201）

無料

中央大学で最も盛り上がる新歓期真っ最中の四月……私たち英語学会はブロードウェイでも上
映され、ミュージカル最高峰のグラミー賞にもノミネートされた、気分上がり度抜群の“Rock of 
Ages”の公演を行います！！実はこの公演、多くの方に楽しんでもらいたいという私たちの想いか
ら、まだ英語劇では珍しい…日本語字幕が付きます！さらに、皆さんの馴染みある曲で仕上げた
ミュージカルということで、どなたでも楽しめる作品となっています！英語学会の活動が垣間見れる
素晴らしい一時間半を届けるべく、我々はこの日が来ることを今か今かと待ち望んでおります！
当日、会場にてお会いしましょう！

4月23日（水）
18：30開場
19：00開演
20：30閉演

英語学会 英語ミュージカル“Rock of Ages” 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月7日（月）～8日（火）

4月15日（火）～16日（水）

4月29日（火）～30日（水）

5月6日（火）～7日（水）

5月20日（火）～21日（水）

4月9日（水）～13日（日）

5月16日（金）～17日（土）

5月24日（土）～25日（日）

部会名

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

水泳部

陸上競技部

陸上競技部

場所

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・辰巳国際水泳場

埼玉・熊谷スポーツ文化公園

陸上競技場

神奈川・日産スタジアム

主催団体・連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

日本水泳連盟

関東学生陸上競技連盟

関東学生陸上競技連盟

大会名

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対亜細亜大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対國學院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対拓殖大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対青山学院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対駒澤大学）

第90回日本選手権水泳競技大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

電子書籍アプリ『白門書房』
　『白門書房』は、中央大学が発行する広報誌を集め

た、日本の大学初の電子書籍配信アプリです。

　『HAKUMON Chuo』のバックナンバーはもちろん、

これまで印刷物のみで配布していた中央大学の大学

案内誌や学部ガイドブック、大学院・専門職大学院案

内、附属学校案内などを、電子ブックの形式でダウン

ロードできます。

　利用方法は簡単。Apple Inc. が運営するiPhone、

iPod touch、iPad向けソフトウェアのダウンロードサービ

スであるApp Store（アップストア）から『白門書房』をダ

ウンロードします。Appストアへは、無線LAN（Wi-Fi）を

通じてどこからでもダウンロードできます。

　『白門書房』をダウンロードすると、あらかじめ本棚に

収められている大学案内他4冊の広報誌を読むことが

できます。ダウンロード後は、インターネットへの接続環境

がなくても、電子ブックを開くことができます。

　過去のバックナンバーや他の媒体を読みたい場合

は、3GやWi-Fiを通じて「ストア」にアクセスし、何冊で

もダウンロード可能です。

　なお、同様のサービスをAndroid版でも提供しており

ますので、ぜひご利用ください。（Android4.0以上推

奨）

　本電子書籍・ドキュメント配信システムは、電子書籍

出版社である想隆社が開発したものであり、今後も、新

刊本発刊次第、順次電子ブックで提供する予定です。

　『白門書房』アプリについての詳細は、以下のサイト

よりご覧いただけます。

http://itunes.apple.com/jp/app/id413465097
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新入生も現役生も、
みんなで中大生の　　活躍を見に行こう！

文化活動
開催日 開催時間 部会名 イベント名 場所 入場料

南大沢、三井アウトレットパークをバックに行われる、第２回さくらフェスタにFreiheitが出演。
タップダンスパフォーマンスを披露します！ 

新入生へ向けた発表会として、部員によるクラシックギターの演奏会を行います。

せいせき桜まつりで、演舞を披露します。

内容

※イベント情報は随時更新しますので、学友会HPでご確認ください。

※体育連盟各部の参加する大会は、大会の詳細情報が入り次第、順次掲載しますので学友会HPでご確認ください。

新入生も現役生も、
みんなで中大生の活躍を見に行こう！

4月5日（土） 14：30～15：30 タップダンスサークルFreiheit さくらフェスタ in 南大沢

スポーツ
開催日

南大沢三井アウトレットパーク入口 無料

5月30日（金）
開場18：30
開演19：00

音楽研究会マンドリン倶楽部 第106回定期演奏会 府中の森芸術劇場ウィーンホール 無料

新入生に落語・コントの楽しさを知ってもらうために落語とコントを披露します。4月18日（金）
16：30～17：50
※開場16：00

落語研究会 新歓ライブ 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月19日（土） 
12：30～16：00
※開場12：00

クラシックピアノ同好会 新歓コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月17日（木） 9：30～ ポピュラーソング研究会 新入生歓迎ライブ 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月6日（日）
12：00～12：15
13：45～14：00

理工少林寺拳法同好会 せいせき桜まつり 聖蹟桜ヶ丘観蔵院内特設ステージ 無料

4月14日（月）、25日（金）
17：00～18：30
※16：30開場

古典ギタークラブ 新入生歓迎コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

首都圏60大学以上の学生で構成される日本最大規模の団体「AGESTOCK実行委員会」が開
催する超大型イベント“AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ”のOpeningActをFreiheitが飾ります。 

新入生にサークルの雰囲気を知って楽しんでもらうため、新入生歓迎ライブを行います。

新入生にクラシックピアノ同好会を知ってもらうためのコンサートを開催します。

4月27日（日）
13：00～17：30
※開演12：30

放送研究会 春の番組発表会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料
会員が取材・撮影・編集した映像作品（ドキュメンタリー・ドラマ・ミュージックビデオ等）、音声作品
（ラジオドラマ）、DJを発表します。

4月28日（月）、29日（火）
18：30～20：00
※開場18：00

和太鼓サークル鼓央 新入生歓迎演奏会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料 新入生に和太鼓の演奏を披露します。

マンドリン倶楽部の熱き中大サウンドをお楽しみください。

4月16日（水）
Open 17：30
Start  18：30

タップダンスサークルFreiheit AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ 赤坂BLITZ
¥2500
（＋1drink 500yen）

アカペラサークル「Do it your voice」による定例ライブ。 
サークル員一丸となってアカペラの楽しさを伝えます。

4月11日（金）
    12日（土）

18：30～20：00
15：00～18：00
※開場は開演30分前

Do it your voice
Do it your voice! Spring Live 2014
「Attention, Please!」

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

新２年が主体となって、新歓公演を作りました！演劇に興味のある人もそうでない人も、
新入生も現役生も、ぜひお越しください。
詳細はポスターや公式サイト（http://nigeki.jp/）、twitter(@c_nigeki）をご覧ください。

4月15日（火）～18日（金）
　 22日（火）～25日（金）

※公演時間は決定次第
　HP掲載予定

第二演劇研究会
2014年度新入生歓迎公演
「Dear Mr. Raindeer」＆「熱海殺人事件～ザ・ロンゲストスプリング～」

多摩キャンパスサークル棟
「イベントスペースnight」（4201）

無料

中央大学で最も盛り上がる新歓期真っ最中の四月……私たち英語学会はブロードウェイでも上
映され、ミュージカル最高峰のグラミー賞にもノミネートされた、気分上がり度抜群の“Rock of 
Ages”の公演を行います！！実はこの公演、多くの方に楽しんでもらいたいという私たちの想いか
ら、まだ英語劇では珍しい…日本語字幕が付きます！さらに、皆さんの馴染みある曲で仕上げた
ミュージカルということで、どなたでも楽しめる作品となっています！英語学会の活動が垣間見れる
素晴らしい一時間半を届けるべく、我々はこの日が来ることを今か今かと待ち望んでおります！
当日、会場にてお会いしましょう！

4月23日（水）
18：30開場
19：00開演
20：30閉演

英語学会 英語ミュージカル“Rock of Ages” 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月7日（月）～8日（火）

4月15日（火）～16日（水）

4月29日（火）～30日（水）

5月6日（火）～7日（水）

5月20日（火）～21日（水）

4月9日（水）～13日（日）

5月16日（金）～17日（土）

5月24日（土）～25日（日）

部会名

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

水泳部

陸上競技部

陸上競技部

場所

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・辰巳国際水泳場

埼玉・熊谷スポーツ文化公園

陸上競技場

神奈川・日産スタジアム

主催団体・連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

日本水泳連盟

関東学生陸上競技連盟

関東学生陸上競技連盟

大会名

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対亜細亜大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対國學院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対拓殖大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対青山学院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対駒澤大学）

第90回日本選手権水泳競技大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

電子書籍アプリ『白門書房』
　『白門書房』は、中央大学が発行する広報誌を集め

た、日本の大学初の電子書籍配信アプリです。

　『HAKUMON Chuo』のバックナンバーはもちろん、

これまで印刷物のみで配布していた中央大学の大学

案内誌や学部ガイドブック、大学院・専門職大学院案

内、附属学校案内などを、電子ブックの形式でダウン

ロードできます。

　利用方法は簡単。Apple Inc. が運営するiPhone、

iPod touch、iPad向けソフトウェアのダウンロードサービ

スであるApp Store（アップストア）から『白門書房』をダ

ウンロードします。Appストアへは、無線LAN（Wi-Fi）を

通じてどこからでもダウンロードできます。

　『白門書房』をダウンロードすると、あらかじめ本棚に

収められている大学案内他4冊の広報誌を読むことが

できます。ダウンロード後は、インターネットへの接続環境

がなくても、電子ブックを開くことができます。

　過去のバックナンバーや他の媒体を読みたい場合

は、3GやWi-Fiを通じて「ストア」にアクセスし、何冊で

もダウンロード可能です。

　なお、同様のサービスをAndroid版でも提供しており

ますので、ぜひご利用ください。（Android4.0以上推

奨）

　本電子書籍・ドキュメント配信システムは、電子書籍

出版社である想隆社が開発したものであり、今後も、新

刊本発刊次第、順次電子ブックで提供する予定です。

　『白門書房』アプリについての詳細は、以下のサイト

よりご覧いただけます。

http://itunes.apple.com/jp/app/id413465097
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新入生も現役生も、
みんなで中大生の　　活躍を見に行こう！

文化活動
開催日 開催時間 部会名 イベント名 場所 入場料

南大沢、三井アウトレットパークをバックに行われる、第２回さくらフェスタにFreiheitが出演。
タップダンスパフォーマンスを披露します！ 

新入生へ向けた発表会として、部員によるクラシックギターの演奏会を行います。

せいせき桜まつりで、演舞を披露します。

内容

※イベント情報は随時更新しますので、学友会HPでご確認ください。

※体育連盟各部の参加する大会は、大会の詳細情報が入り次第、順次掲載しますので学友会HPでご確認ください。

新入生も現役生も、
みんなで中大生の活躍を見に行こう！

4月5日（土） 14：30～15：30 タップダンスサークルFreiheit さくらフェスタ in 南大沢

スポーツ
開催日

南大沢三井アウトレットパーク入口 無料

5月30日（金）
開場18：30
開演19：00

音楽研究会マンドリン倶楽部 第106回定期演奏会 府中の森芸術劇場ウィーンホール 無料

新入生に落語・コントの楽しさを知ってもらうために落語とコントを披露します。4月18日（金）
16：30～17：50
※開場16：00

落語研究会 新歓ライブ 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月19日（土） 
12：30～16：00
※開場12：00

クラシックピアノ同好会 新歓コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月17日（木） 9：30～ ポピュラーソング研究会 新入生歓迎ライブ 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

4月6日（日）
12：00～12：15
13：45～14：00

理工少林寺拳法同好会 せいせき桜まつり 聖蹟桜ヶ丘観蔵院内特設ステージ 無料

4月14日（月）、25日（金）
17：00～18：30
※16：30開場

古典ギタークラブ 新入生歓迎コンサート 多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

首都圏60大学以上の学生で構成される日本最大規模の団体「AGESTOCK実行委員会」が開
催する超大型イベント“AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ”のOpeningActをFreiheitが飾ります。 

新入生にサークルの雰囲気を知って楽しんでもらうため、新入生歓迎ライブを行います。

新入生にクラシックピアノ同好会を知ってもらうためのコンサートを開催します。

4月27日（日）
13：00～17：30
※開演12：30

放送研究会 春の番組発表会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料
会員が取材・撮影・編集した映像作品（ドキュメンタリー・ドラマ・ミュージックビデオ等）、音声作品
（ラジオドラマ）、DJを発表します。

4月28日（月）、29日（火）
18：30～20：00
※開場18：00

和太鼓サークル鼓央 新入生歓迎演奏会 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料 新入生に和太鼓の演奏を披露します。

マンドリン倶楽部の熱き中大サウンドをお楽しみください。

4月16日（水）
Open 17：30
Start  18：30

タップダンスサークルFreiheit AGESTOCK 2014 in 赤坂BLITZ 赤坂BLITZ
¥2500
（＋1drink 500yen）

アカペラサークル「Do it your voice」による定例ライブ。 
サークル員一丸となってアカペラの楽しさを伝えます。

4月11日（金）
    12日（土）

18：30～20：00
15：00～18：00
※開場は開演30分前

Do it your voice
Do it your voice! Spring Live 2014
「Attention, Please!」

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール 無料

新２年が主体となって、新歓公演を作りました！演劇に興味のある人もそうでない人も、
新入生も現役生も、ぜひお越しください。
詳細はポスターや公式サイト（http://nigeki.jp/）、twitter(@c_nigeki）をご覧ください。

4月15日（火）～18日（金）
　 22日（火）～25日（金）

※公演時間は決定次第
　HP掲載予定

第二演劇研究会
2014年度新入生歓迎公演
「Dear Mr. Raindeer」＆「熱海殺人事件～ザ・ロンゲストスプリング～」

多摩キャンパスサークル棟
「イベントスペースnight」（4201）

無料

中央大学で最も盛り上がる新歓期真っ最中の四月……私たち英語学会はブロードウェイでも上
映され、ミュージカル最高峰のグラミー賞にもノミネートされた、気分上がり度抜群の“Rock of 
Ages”の公演を行います！！実はこの公演、多くの方に楽しんでもらいたいという私たちの想いか
ら、まだ英語劇では珍しい…日本語字幕が付きます！さらに、皆さんの馴染みある曲で仕上げた
ミュージカルということで、どなたでも楽しめる作品となっています！英語学会の活動が垣間見れる
素晴らしい一時間半を届けるべく、我々はこの日が来ることを今か今かと待ち望んでおります！
当日、会場にてお会いしましょう！

4月23日（水）
18：30開場
19：00開演
20：30閉演

英語学会 英語ミュージカル“Rock of Ages” 多摩キャンパスCスクエア2階中ホール 無料

4月7日（月）～8日（火）

4月15日（火）～16日（水）

4月29日（火）～30日（水）

5月6日（火）～7日（水）

5月20日（火）～21日（水）

4月9日（水）～13日（日）

5月16日（金）～17日（土）

5月24日（土）～25日（日）

部会名

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

硬式野球部

水泳部

陸上競技部

陸上競技部

場所

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・神宮球場

東京・辰巳国際水泳場

埼玉・熊谷スポーツ文化公園

陸上競技場

神奈川・日産スタジアム

主催団体・連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

東都大学野球連盟

日本水泳連盟

関東学生陸上競技連盟

関東学生陸上競技連盟

大会名

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対亜細亜大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対國學院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対拓殖大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対青山学院大学）

2014年東都大学野球春季リーグ戦（対駒澤大学）

第90回日本選手権水泳競技大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

第93回関東学生陸上競技対校選手権大会

電子書籍アプリ『白門書房』
　『白門書房』は、中央大学が発行する広報誌を集め

た、日本の大学初の電子書籍配信アプリです。

　『HAKUMON Chuo』のバックナンバーはもちろん、

これまで印刷物のみで配布していた中央大学の大学

案内誌や学部ガイドブック、大学院・専門職大学院案

内、附属学校案内などを、電子ブックの形式でダウン

ロードできます。

　利用方法は簡単。Apple Inc. が運営するiPhone、

iPod touch、iPad向けソフトウェアのダウンロードサービ

スであるApp Store（アップストア）から『白門書房』をダ

ウンロードします。Appストアへは、無線LAN（Wi-Fi）を

通じてどこからでもダウンロードできます。

　『白門書房』をダウンロードすると、あらかじめ本棚に

収められている大学案内他4冊の広報誌を読むことが

できます。ダウンロード後は、インターネットへの接続環境

がなくても、電子ブックを開くことができます。

　過去のバックナンバーや他の媒体を読みたい場合

は、3GやWi-Fiを通じて「ストア」にアクセスし、何冊で

もダウンロード可能です。

　なお、同様のサービスをAndroid版でも提供しており

ますので、ぜひご利用ください。（Android4.0以上推

奨）

　本電子書籍・ドキュメント配信システムは、電子書籍

出版社である想隆社が開発したものであり、今後も、新

刊本発刊次第、順次電子ブックで提供する予定です。

　『白門書房』アプリについての詳細は、以下のサイト

よりご覧いただけます。

http://itunes.apple.com/jp/app/id413465097
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