
　2003年度後期より開講します。講義は東京工科大学で行い、本学多摩キャンパスでは、ライブ配
信で受講することを交渉しています。（９月24日から毎水曜日17 : 00～18：30予定）
　受講希望者は、東京工科大学での講義を直接、聴講することも可能です。（別途、手続きあり）
　本学においては正規科目ではないため、単位の認定はされない予定です。
詳細、お問い合わせは下記連絡先までご連絡下さい。

学術・文化・産業ネットワーク多摩　事務局
〒192-0393　八王子市東中野742-1　中央大学学長室内　担当　柏木、綾部

TEL：0426-74-2188／ FAX：0426-74-2158
http://www.nw-tama.jp/nw-tama@tamajs.chuo-u.ac.jp

講義内容（予定）
①新聞を読むと、なぜ得か――――――――――――――――総研本部主任研究員　植竹伸太郎

②新聞は年寄り向けのメディアか―――――――――――――――――――――編集局紙面委員

③テレビの方が早くてわかりやすい？―――――――――――――――電電メディア本部デスク

④メディアによる広告の違い―――――――――――――――――――――――広告局ディスク

⑤新聞はインテリが作ってヤクザが売ると言われるが―――――――――――――販売局デスク

⑥日本の新聞と外国の新聞――――――――――――――――――――――総研本部主任研究員

⑦ニュースが手元に届くまで――――――――――――――――――――――――整理部デスク

⑧事件記者はかっこいいか――――――――――――――――――――――――警視庁キャップ

⑨番記者は金魚の糞か―――――――――――――――――――――――――首相官邸キャップ

⑩経済記者はもうかるか――――――――――――――――――――――――――兜町キャップ

⑪特派員は世界中を飛び回っているのか―――――――――――――――――――外報部デスク

⑫社説や記事のトーンは各紙で違うのか―――――――――――――――――――――論説委員

⑬新聞は書くべきことを書いているか――――――――――――――――――――編集局長補佐

⑭新聞は読者に開かれているか―――――――――――――――――――――広報広報部長代理

⑮試験

「朝日新聞・ネットワーク多摩」
提携講座　開設！
（2003年度後期開講予定）

「読んで得する新聞」論「読んで得する新聞」論

学術・文化・産業ネットワーク多摩からのお知らせ
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「Hakumon ちゅうおう」 '03 年春季号

　中央大学他、多摩地区 49 大学、12 自治体、企業等 30 機関で構成され
ている「学術・文化・産業ネットワーク多摩」では、多摩地区公立小・中
学校へ、学生の皆さんに「お兄さん・お姉さん」先生として行っていただ
ける方を募集します。
　昨年度は、立川市をはじめとする１５自治体にある公立小学校 122 校、
同中学校 53 校、その他４機関からボランティアの要望がありました。今年
度は 18 自治体に増える予定です。
　実際の活動内容は、各学校によって異なりますが、授業そのもの補助だ
けでなく、パソコン指導、音楽・楽器指導、学習相談や部活動・学校行事
等のお手伝いなどです。

● 事業のねらい

大学：学生に社会的な活動に主体的に参加できる場を提供し、社会人としての資質を育
てる。
学生：活動の中で社会体験を深めるとともに、次代を担う児童・生徒の育成に貢献する。
　小・中学校：児童・生徒が年齢の近い世代とふれあい、学力向上の意欲や近い将来に
おける生き方のモデルを得るようする。

● 募集資格

中央大学に在籍し、社会体験として児童・生徒への教育に真摯に携わってみたいという
意欲がある人。

● 募集方法

学生課窓口に、所定応募用紙を提出して下さい。（所定用紙は、学生課にあります。）
詳細は、学部事務室、学生課のポスターをご覧下さい。（３月 25 日以降掲出）　
● 今後のスケジュール

募集期間：2003 年４月７日（月）～４月 17 日（木）
各教育委員会との顔合わせ：５月中旬～下旬
ボランティア活動開始：６月２日（月）～　
● その他注意事項

交通費等の支払い（ただし全額とは限らない）、必要な傷害保険加入は各学校または教育
委員会より提供されます。
本学における単位認定はされない予定です。　

学生教育ボランティアを募集します！

小・中学校に「お兄さん・お姉さん」先生として行ってみませんか。小・中学校に「お兄さん・お姉さん」先生として行ってみませんか。

各学校でのボランティア内容はネットワーク多摩ホームページまたは
学生課窓口で４月１日（予定）より閲覧可能です。応募は学生課まで！

【本件連絡先】：中央大学学長室学事課大学間・地域等連携推進グループ
　　　　　　　　綾部、柏木 　tel :0426-74-2188 /  fax:0426-74-2158 
　　　　　　　　　　　　　　 e-mail : renkei@tamajs.chuo-u.ac. jp 
　　　　　　　　　　　　　　 HP:http://www.nw-tama.jp

2003年度
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2003年度　学部学年暦
項　　　　　　　目 月　日（曜）

入　学　式（法・経済・商・文・総合政策学部）
      （理工学部）

４月５日（土） 
４月６日（日）

前　
　
　
　

期

授 業 開 始（法・経済・商・文・総合政策学部）
      （理工学部） 
創 立 記 念 日
授 業 終 了（法・経済・商・文・総合政策学部）  
      （理工学部） 
夏 季 休 業（法・経済・商・文・総合政策学部）

      （理工学部） 

４月14日（月）
４月12日（土） 
７月８日（火）
７月29日（火） 
８月１日  （金）

自 ７月30日（水）
至 ９月20日（土） 
自 ８月２日（土）
至 ９月20日（土） 

後　

期

授　業　開　始
冬 季 休 業

授 業 終 了（法・経済・商・文・総合政策学部）
      （理工学部） 

９月22日（月）
自 12月25日（木）
至 １月５日（月） 
２月３日（火）
２月６日（金）

卒　業　式（法・経済・商・文・総合政策学部）
      （理工学部）

３月25日（木）
３月24日（水）

授 業 期 間（法・経済・商・文・総合政策学部）
      （理工学部）

３４週　　
３５週　　

（注）１．試験は、教授会の定めにより授業期間中に行う。                        
   ２．学習指導期間及び定期健康診断期間                                    
　　　　   　○　法・経済・商・文・総合政策学部

学習指導期間 定期健康診断期間
４月３日（木）～４月12日（土） ４月１日（火）～４月８日（火）
　　　　　　　　　　　※ただし４月５日（土）・６日（日）を除く
　○　理工学部

学習指導期間 定期健康診断期間
４月３日（木）～４月11日（土）４月９日（火）～４月10日（火）

３．新入生歓迎白門祭と白門祭の日程。                  
　⑴  新入生歓迎白門祭等の日程
　　①多摩校舎（新入生歓迎白門祭）
　　　2003年５月10日（土）、11日（日）
　　②理工学部校舎（新入生歓迎文化祭・スポーツ大会）
　　　2003年４月６日（日）、７日（月）、13日（日）
 ※多摩、理工ともに新入生歓迎白門祭実施に伴う休講措置はとらない。　
　⑵  白門祭（多摩校舎・理工学部校舎共通）
　　　2003年10月31日（金）～11月３日（月）
　※上記期間中休講とするほか、10月30日（木）は準備のため、11月４日（火）は構内整備
　　のため全日休講とする。
４．前期は、７月８日（火）の創立記念日を授業実施日とし、その振替日として10月29日（水）
　を臨時休業とする。後期は、11月23日（日）の祝日（勤労感謝の日）の振替休日11月24日（月）
　を授業実施日とし、その振替日として12月24日（水）を臨時休業とする。
５．各学部行事日程については、講義要項等に発表する。
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2003年度　通信教育課程学年暦

４月

新入生ガイダンス
通年面接授業開始
校舎外面接授業

13 日 ( 日 ) 
14 日（月）
４～７（月）、９～ 12 月
２～３月

５月
５月試験

新入生ガイダンス

10日（土）・11日（日）
17日（土）・18日（日）
11日（日）

７月

７月試験
創立記念日
入学式・夏期面接授業開講式・ガイダンス
夏期面接開始

６日（日）
８日（火）
27日（日）
28日（月）

８月 夏期面接授業終了 16日 (土)

９月
９月卒業　総合面接試問
卒業証書授与

16日（火）～17日（水）
30日（火）

11月
11月試験

新入生ガイダンス

８日（土）・９日（日）
15日（土）・16日（日）
16日（日）

12月 冬季休業 25日（木）～１月５日（月）

１月 １月試験
10日（土）・11日（日）
17日（土）・18日（日）

２月
通年面接授業終了
３月卒業　総合面接試問

３日（火）
17日（火）～20日（金）

３月 卒業式 25日（木）

新入生ガイダンスの開催地について
４月12日（日）　10都市
５月11日（日）　沖縄、多摩校舎
11月16日（日）　３都市、多摩校舎
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2003年度　大学院学年暦（４月入学）

　　　　　　　　　　研究科
 　行事

法学・経済学・商学・文学・
総合政策研究科 理工学研究科

入学式 ４月５日（土） ４月６日（日）

学習指導期間 ４月３日（木）～４月12日（土）４月３日（木）～４月12日（土）

2003年度
　前期

授業開始 ４月14日（月） ４月12日（土）

履修登録期限 ４月26日（土） ４月21日（月）

創立記念日 ７月８日（火）

補習期間 ７月16日（水）～７月29日（火）７月16日（水）～８月１日（金）

授業終了 ７月29日（火） ８月１日（金）

夏季休業 ７月30日（水）～９月20日（土）８月２日（土）～９月20日（土）

2003年度
　後期

授業開始 ９月22日（月）

修士論文提出期限 各研究科の定めによる

冬季休業 12月25日（木）～１月５日（月）

補習期間 １月14日（水）～２月３日（火）１月14日（水）～２月６日（金）

授業終了 ２月３日（火） ２月６日（金）

修士論文最終試験 １月下旬から３月上旬

学位授与式 ３月25日（木） ３月28日（日）

授業期間 ３４週 ３５週

◎前期は、７月８日（火）の創立記念日を授業実施日とし、その振替日として10月29日（水）を臨
時休業とする。後期は、11月23日（日）の祝日（勤労感謝の日）の振替休日11月24日（月）を授
業実施日とし、その振替日として12月24日（水）を臨時休業とする。
◎白門祭期間（10月31日（金）～11月３日（月））は休講とする。また、10月30日（木）は準備のため、
11月４日（火）は構内整備のため休講とする。
◎秋季入学者については、別日程で行う。
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2003年度　大学院学年暦（9月入学）

　　　　　　　　　　研究科
 　行事 理工学研究科

入学式 ９月19日（金）

学習指導期間 ９月19日（金）～９月20日（土）

2003年度
　後期

授業開始 ９月22日（月）

履修登録期限 ９月30日（火）

冬季休業 12月25日（木）～１月５日（月）

補習期間 １月14日（水）～２月６日（金）

授業終了 ２月６日（金）

◎９月入学の対象は、理工学研究科博士後期課程のみ。
◎10月29日（水）は臨時休業とする。
◎11月23日（日）の祝日（勤労感謝の日）の振替休日11月24日（月）を授業　実施日とし、その振
替日として12月24日（水）を臨時休業とする。
◎白門祭期間（10月31日（金）～11月３日（月））は休講とする。また、10月30日（木）は準備のため、
11月４日（火）は構内整備のため休講とする。
◎2004年度前期の日程については、2004年度学年暦確定後、決定する。

＊申込締切日　2003年4月10日(木)16:00　＊面接選考　2003年4月12日(土)10:00
　参加希望者は、全学部の事務室窓口で配布しているパンフレットをご覧のうえ、
申込書を商学部事務室に提出してください（理工学部生は、理工学部事務室に提出）。
※ 新１年生の応募も可能です。

あなたの英語をブラッシュ・アップしてみませんか！
― 2003年度 カ－ルトン大学短期留学　二次募集 ―

（単位認定プログラム）
『アメリカ』と『英語』を体感できるプログラムとして

毎年好評を得ている４週間の短期留学です。

名門 カールトン大学の 学生 と 一緒に、ミネソタ で 

English showerしてみましょう。

２００３年４月７日（月）　１０：００～　　８号館８３０４号教室

説　明　会　を　開　催　し　ま　す
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2003年度　大学院国際会計研究科学年暦
　４月入学

項　　　目 　　月　日（曜）

入　学　式  ４月６日（日）

２
０
０
３
年
度
前
期

学習指導期間 自４月７日（月）
至４月12日（土）

授業開始
履修登録期限
創立記念日
補習期間

授業終了
夏季休業

 ４月14日（月）
 ４月19日（土）
 ７月８日（火）
自７月14日（月）
至７月29日（火）
 ７月29日（火）
自７月30日（水）
至９月20日（土）

２
０
０
３
年
度
後
期

学習指導期間 自９月22日（月）
至９月30日（火）

授業開始
履修登録期限
冬季休業

補習期間

授業終了

 10月１日（水）
 10月８日（水）
自12月25日（木）
至１月５日（月）
自１月13日（火）
至２月３日（火）
 ２月３日（火）

修　了　式  ３月20日（土）

授 業 期 間 ３３週５日

　９月入学

項　　　目 　　月　日（曜）

入　学　式  ９月21日（日）

２
０
０
３
年
度
後
期

学習指導期間 自９月22日（月）
至９月30日（火）

授業開始
履修登録期限
冬季休業

補習期間

授業終了

 10月１日（水）
 10月８日（水）
自12月25日（木）
至１月５日（月）
自１月13日（火）
至２月３日（火）
 ２月３日（火）

修了式  ３月20日（土）

２
０
０
４
年
度
前
期

学習指導期間 未定

授業開始
創立記念日
補習期間
授業終了
夏季休業

未定

授 業 期 間

※　2004年度前期の学年暦については、確定し
た段階で、掲示板等でお知らせします。
    （2003年11月予定）

　ガイダンス期間中の診療を下記のとおり休診します。
なお、急患等の場合は保健センターまで、ご連絡ください。

記
１．多摩キャンパス　
　　　　４月１日～　４日・７日・８日　　
　　　　　　９日～11日・・・夜間
２．後楽園キャンパス　
　　　　４月９日・10日　　　　　
　　　　　　１日～７日・８日・11日・・・夜間
３．市ヶ谷キャンパス
　　　　４月１日～12日・・・18時以降

休 診 の お 知 ら せ 保健センター
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