
3 August 2018 
 

To all students: 
 

2019 Change to Timetable 
 

       President, Chuo University 
       Tadahiko Fukuhara 

 
From the academic year 2019-20, there will be a change to the timetable for the faculties and 
graduate schools (except Professional Graduate Schools) of Chuo University. April 2019 will see 
a switch to 100 minute classes with periods 1–6 in a 14 week semester. 
 
Until now, in accordance with official regulations, Chuo University has awarded credits based on 
a class period of 90 minutes with a school term of 15 weeks, opening classes until period 7. 
 
In recent years, due to a change in regulations, we have seen more diversified methods of 
instruction introduced in all kinds of classes. With the implementation of more flexible teaching 
times being left to the judgment of each university, the number of universities switching to a 100 
minute, 14 week system has been steadily increasing. 
 
Here at Chuo University, after a period of consultation from 2017, the decision to introduce a 100 
minute, 14 week system was formally passed by each faculty meeting in July 2018. 
 
It will mean some changes to your daily student life, including travel times and club activities, 
but we hope you will understand the reasons for the new timetable, as explained below. Please try 
to incorporate the changes into your student life from next year. 
 
By extending each class by 10 minutes, we will do our very best to provide as fulfilling an 
educational environment as possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Summary of timetable changes] 
 
1. Purpose of change 
・Through the extension of class periods by 10 minutes and the introduction of more diversified 
ways of instruction, students can gain more time for class discussion and autonomous learning. 
・Through the reduction of the semester by one week, students can gain more opportunities for 
internships and overseas study. 
・Through the unification of the Tama and Korakuen timetables, distance learning programs can 
be enhanced. 

 
2. 2019 timetable 

Period 2019 timetable 

(both campuses) 

Current timetable 

（Tama campus） 

Current timetable 

（Korakuen campus） 

１ 9:00 ～ 10:40 9：20 ～ 10:50 9:00 ～ 10:30 

２ 10:50 ～ 12:30 11:00 ～ 12:30 10:40 ～ 12:10 

lunch 12:30 ～ 13:20 12:30 ～ 13:20 12:10 ～ 13:00 

３ 13:20 ～ 15:00 13:20 ～ 14:50 13:00 ～ 14:30 

４ 15:10 ～ 16:50 15:00 ～ 16:30 14:40 ～ 16:10 

５ 17:00 ～ 18:40 16:40 ～ 18:10 16:20 ～ 17:50 

６ 18:50 ～ 20:30 18:15 ～ 19:45 18:00 ～ 19:30 

７ － 19:50 ～ 21:20 － 

  

3. Starting year and range 
・April 2019 start 
・All faculties (Tama campus, Korakuen campus, Ichigaya Tamachi campus) 
※ including Faculty of Global Management, Faculty of Global Informatics to be opened April 

2019 
・Graduate faculties (not including Professional Graduate Schools, Graduate School of Strategic 
Management) 

 
4. Other 
Changes in the opening times of university offices and facilities will be announced via the Chuo 
University homepage, C plus etc., once they have been decided. 
If there are any further changes specific to your faculty, they will be announced via C plus, school 
offices and bulletin boards etc., once they have been decided. 
 
 
 



20１８年８月３日 

 

学生の皆さんへ 

 

２０１９年度からの本学授業時間割の変更について（お知らせ） 

 

                                              中央大学学長 

                                                   福 原 紀 彦 

 

中央大学は、2019 年度から、学部・大学院（専門職大学院除く）における授業時間割を変更しま

す。 

2019 年４月からは、１時限あたりの授業時間を 100 分とし、1～６時限までの授業を各学期 14 週

にわたって開講することとします。 

   

これまで本学では、法令の定めに従って各学期 15 週の授業期間を設定し、この期間の学修を

もって所定の単位を付与するため、1 時限あたり 90 分の授業を 7 時限まで開講しておりました。 

 

近年、法令の改正によって、座学の形態にとらわれない、多様な授業方法を導入することにより、

授業期間の弾力的な運用が各大学に委ねられることとなり、他大学においても同様の 100 分・14

週の体制を導入する事例が増えてきています。 

 

本学においても、本件についての検討を 2017 年度から着手しておりましたが、2018 年 7 月に教

授会等の審議を経て、導入を決定いたしました。 

 

通学をはじめとする日々の生活サイクルや、課外活動の時間等にも変化があることと思いますが、

以下に、授業時間割変更の概要を記載しておりますので、本変更の主旨をご理解いただき、2019

年度からの学修計画、学生生活に取り組んでいただきたいと思います。 

 

中央大学は、今回延長した 1 時限あたりの「10 分」を最大限に活用し、学生の皆さんに、より充

実した学びを提供できるよう、全力をあげて取り組んで行きます。 

 

【授業時間割変更の概要】 

 

１ 変更の目的 

 ・1 時限あたりの授業時間を 10 分延長し、座学の形態にとらわれない多様な授業方法を導入し、 

学生の主体的な学びや学生同士の議論に要する時間を確保する。 

 ・授業実施期間を 1 週短縮し、休業期間におけるインターンシップや留学等の学外活動機会を

確保する。 

 ・これまで個別に運用していた多摩・後楽園の両キャンパス間における時間割の共通化により可



能となる、遠隔教育コンテンツの充実。 

 

２ 変更後の時間割 

時限 2019 年度以降時間割 現行（多摩キャンパス） 現行（後楽園キャンパス） 

１ 9:00 ～ 10:40 9：20 ～ 10:50 9:00 ～ 10:30 

２ 10:50 ～ 12:30 11:00 ～ 12:30 10:40 ～ 12:10 

昼休み 12:30 ～ 13:20 12:30 ～ 13:20 12:10 ～ 13:00 

３ 13:20 ～ 15:00 13:20 ～ 14:50 13:00 ～ 14:30 

４ 15:10 ～ 16:50 15:00 ～ 16:30 14:40 ～ 16:10 

５ 17:00 ～ 18:40 16:40 ～ 18:10 16:20 ～ 17:50 

６ 18:50 ～ 20:30 18:15 ～ 19:45 18:00 ～ 19:30 

７ － 19:50 ～ 21:20 － 

 

３ 開始年度・対象 

2019 年 4 月から開始 

 ・全学部（多摩キャンパス・後楽園キャンパス・市ヶ谷田町キャンパス） 

  ※2019 年 4 月開設予定の国際経営学部、国際情報学部を含む 

 ・大学院研究科（専門職大学院、戦略経営研究科ビジネス科学専攻を除く） 

 

４ その他 

授業時間割の変更に伴う、各種窓口開室時間・施設開放時間等については、決定次第、本学

公式 Web サイトや C plus 等でお知らせいたします。 

また、各学部、大学院研究科において 14 週の授業の運営方法に個別の事項が生じる場合に

は、決定次第、所属する学部事務室、大学院事務室から、Ｃ plus や事務室掲示板等でお知らせ

いたします。 


