
■学生課・厚生課

※下記の記事については、中央大学公式WEBサイト掲載の
　「HAKUMON Chuo」オンライン版 2013夏号でご確認いただけます。

　http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/hakumon/hakumon_2013_03_j.html

● 2012（平成24）年度 中央大学の事業の実績について
● 2012（平成24）年度 中央大学の決算について
● 2013（平成25）年度 中央大学の事業計画について
● 2013（平成25）年度 中央大学の収支予算について

また下記については、中央大学公式WEBサイトでご確認いただけます。

◆2012（平成24）年度  学校法人中央大学事業報告書
　http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/about/pdf/a03_01_h24.pdf

◆2012（平成24）年度  決算について
　http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/about/a03_02_h24_j.html

◆2013（平成25）年度  学校法人中央大学事業計画
　http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/about/a03_03_h25_j.html

◆2013（平成25）年度  収支予算について
　http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/about/a03_04_h25_j.html

７月6日（土）・7日（日）
歌舞伎鑑賞会
「芦屋道満大内鑑̶葛の葉̶」

国立劇場

８月5日（月）～８月7日（水） 災害救援ボランティア講座
多摩キャンパス　Cスクエア
立川防災館

８月３日（金） 東京救急協会上級救命講習会 後楽園キャンパス

10月31日（木）～11月3日（日） 白門祭・大学祭
多摩キャンパス・後楽園キャンパス
※後楽園キャンパスは11/2～4

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

多摩キャンパス

場　所行　事

EVENT
INFORMATION 2013

日　程
～８月８日（木）

※窓口時間は変更になる場合があります。その際は事前に各窓口やホームページにてお知らせします。

月～金　　９：00～17：00
土　　　　９：00～12：00

９月21日（土）～
月～金　　９：00～17：00
土　　　　９：00～12：00

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

多摩キャンパス

■理工学部学生生活課

～７月20日（土）

※夏季休業一斉休暇期間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。

月～金　　10：00～18：00
土　　　　10：00～12：00

月～金　　10：00～17：00
土　　　　10：00～12：00７月22日（月）～８月2日（金）

後楽園キャンパス

■学生相談室

～８月８日（木）
月～金　　９：00～17：00
土　　　　９：00～12：00

９月21日（土）～
月～金　　９：00～17：00
土　　　　９：00～12：00

８月９日（金）～９月20日（金） 月～金　　９：00～17：00

９月21日（金）～
月～金　　10：00～18：00
土　　　　10：00～12：00

８月４日（土）～９月20（木） 月～金　　10：00～12：00　　13：00～17：00

■理工学部学生相談室

～８月７日（水）
月～金　　10：00～17：00
土　　　　10：00～12：00

９月21日（土）～
月～金　　10：00～17：00
土　　　　10：00～12：00

８月８日（木）～９月20日（金） 月～金　　10：00～17：00

学生部の窓口時間のお知らせ

総合企画本部・経理部からのお知らせ
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■学生課・厚生課
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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

災害時、あなたは
大切な人を守ることができますか？

災害救援ボランティア講座
８/5●・８/6●・８/7●

中央大学2013年度

中央大学・立川防災館

月 火 水

2,000円

受講申込・募集要項は学生課・理工学部学生生活課まで
　　　　TEL.042－674－3471　学生課
　　　　TEL.03－3817－1716　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

問合先

災害模擬体験・上級救命技能講習・災害救援ボランティア講義　など

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

●夏季休業中【８月９日（金）～９月20日（金）】の貸出日程について

●その他

○８月中の貸出は行いません。

○９月１日（日）～20日（金）は以下の時間のみ貸出を行います。

①11：00～12：30　②13：20～14：50　③15：00～16：30

※この期間の土曜・日曜・祝日の貸出は行いません。

※夏季休業期間中の受付は、利用日の一週間前より学生課にて先着受付となります。

　（受付開始日等の詳細は学生課窓口で確認してください。）

8月5日（月）　
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6日（火）
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7日（水）
会場：中央大学
9：00～17：00
消火の基本－初期消火（講義）
災害と防災対策の基本
グループワーク
認定証　授与

○前期・中間試験期間一週間前から期間中（７月22日～８月5日）は貸出を行いません。

○8月6日（火）～8月8日（木）は臨時休業のため貸出は行いません。

○９月21日（土）～22日（日）はメンテナンス期間のため貸出は行いません。

○後期の貸出は９月23日（月）より行います。

会場

内容

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。認定

費用

申込受付は
先着順にて
受付中！！
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※夏季休業期間中の受付は、利用日の一週間前より学生課にて先着受付となります。

　（受付開始日等の詳細は学生課窓口で確認してください。）

8月5日（月）　
会場：中央大学／立川防災館／第八消防方面本部
9：00～16：30
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申込受付は
先着順にて
受付中！！
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場所　グループカウンセリングルーム（多摩キャンパス5号館B1階）
時間　15：00～16：30（４限）
内容　AEDの使い方、心肺蘇生法 など
対象　本学学部学生
定員　各回15名程度
受付　学生課にて先着順　※要学生証

利用料金は、１泊３食付きで2,000～2,500円ですので、大変お得です。
ゼミ合宿やサークル合宿、中大の友人との旅行に是非ご利用ください。
宿泊は、４泊５日を限度とし、グループ単位（４人以上）で利用できます。
セミナーハウス（大学寮）の利用申込は、
学生課・理工学部学生生活課にて受付しています。

野尻湖セミナーハウス

富浦臨海寮ゼミ室 富浦臨海寮テニスコート

富浦臨海寮外観

富浦臨海寮夕食一例

富浦臨海寮

利用講習会AED

中央大学
セミナーハウスのご案内

第４回：10月10日（木）
第５回：11月15日（金）

2013年度実施予定日

中央大学には、
①野尻湖セミナーハウス（利用料金 2,500円 １泊３食付）

②富浦臨海寮（利用料金 2,000円 １泊３食付）の、
　 ２つのセミナーハウス（大学寮）があり、

　 授業・研究や課外活動の利用に供しています。

野尻湖セミナーハウス和室 野尻湖セミナーハウス洋室

野尻湖セミナーハウス外観

野尻湖セミナーハウス木道

野尻湖セミナーハウスゼミ室A
参加無料
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場所　グループカウンセリングルーム（多摩キャンパス5号館B1階）
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参加無料
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中央大学は、『公益財団法人大学セミナーハウス』の協力会員校です。

優先的に、また会員校価格でご利用頂けます。立地的にも多摩キャンパスから近く、大変お勧めです。

パンフレットは学生課に置いてありますので、ご覧ください。

※空き状況や予約、料金等のお問い合わせは、直接セミナーハウスへお電話ください。　

  （AM9:00-PM5:00） 042-676-8511／050-3533-1553

中央大学では、ゼミやサークル等の合宿で利用が集中する夏季・春季に限り、
以下の民間ホテルと利用契約を結んでいます。
夏季契約宿舎の応募申込は、６月下旬に一旦締め切りましたが、
お問い合わせは随時受付しております。
学生課窓口、もしくは、042-674-3474までご連絡ください。

『公益財団法人
　大学セミナーハウス』も
 　お勧めです！

夏季契約宿舎のお知らせ2013

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

契約宿舎名

講堂 本館4F食堂 図書館セミナーハウス さくら館宿泊室 さくら館セミナーハウス

本館

ホテル松島大観荘

モンタナリゾート

華やぎの章　慶山

石和びゅーほてる

ホテル花いさわ

湯沢ニューオータニホテル

ニュー・グリーンピア津南

ホテルサンシャイン鬼怒川

新宿ニューシティホテル

所在地

８/１～９/20 〈９/21チェックアウト分まで〉
※９/21は、後期授業開始日です。

期間 ＊除外日等の詳細は、学生課窓口まで。

宮城・松島

宮城・岩沼

石和

石和

石和

越後湯沢

新潟・津南

日光

新宿

※春季宿泊は、2014年２月１日～３月31日の期間に開設の予定です。
　受付等の詳細は11月下旬にお知らせします。

一律4,000円
（1泊2食付き）
※昼食は別料金

※新宿ニューシティホテルのみ1泊1食

中央大学は、快適なキャンパス作りの一環として、次のとおり禁煙・分煙ルールを定めています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

1. 掲示板以外にビラ・ポスター及び
　　その他掲示物を貼ること
2. 立看板を立てたまま放置すること 
3. 立看板を建物内に立てること 
4. 立看板をグリーンテラス内・
　　白門プロムナード上に立てること  

5. 授業時間帯に拡声器を使用すること 
6. 指定場所以外で喫煙すること 
7. 歩行中喫煙すること 
8. ゴミ・吸い殻等を投げ捨てること 
9. その他学内の静かで
　　安定した環境を阻害すること 

①第１体育館玄関脇
②ラグビー場周辺
③４号館２階北側テラス
④Cスクエア１階入口東側
⑤３号館１階（エネルギーセンター側階段下）

○指定の｢喫煙コーナー｣以外は禁煙です。 ○歩行中喫煙、吸い殻の投げ捨ては厳禁です。

※多摩キャンパス喫煙コーナー
　（2013年4月1日現在）

2013年4月 学生部

※掲示板以外に貼られたビラ・ポスター及びその他掲示物は撤去します。 中央大学2003年3月
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9

喫煙ルール違反者には、学生証の提示を求め、学生部より所属学部へ報告します。注意

学内における次の行為を禁止します

⑥２号館北側の紙倉庫付近
⑦中央ステージ裏（時計周辺）
⑧５号・６号館北側
⑨７号館西側
⑩８号館西棟道路側

⑪９号館２F（西側）
⑫１０号館西側
⑬第２体育館入り口スロープ左
⑭第２体育館サークル棟２前

クリーン・キャンパス宣言

コーナー以外、禁煙です！！喫 煙中央大学：協力会員校
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中央大学は、『公益財団法人大学セミナーハウス』の協力会員校です。

優先的に、また会員校価格でご利用頂けます。立地的にも多摩キャンパスから近く、大変お勧めです。

パンフレットは学生課に置いてありますので、ご覧ください。

※空き状況や予約、料金等のお問い合わせは、直接セミナーハウスへお電話ください。　

  （AM9:00-PM5:00） 042-676-8511／050-3533-1553

中央大学では、ゼミやサークル等の合宿で利用が集中する夏季・春季に限り、
以下の民間ホテルと利用契約を結んでいます。
夏季契約宿舎の応募申込は、６月下旬に一旦締め切りましたが、
お問い合わせは随時受付しております。
学生課窓口、もしくは、042-674-3474までご連絡ください。

『公益財団法人
　大学セミナーハウス』も
 　お勧めです！

夏季契約宿舎のお知らせ2013

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

契約宿舎名

講堂 本館4F食堂 図書館セミナーハウス さくら館宿泊室 さくら館セミナーハウス

本館

ホテル松島大観荘

モンタナリゾート

華やぎの章　慶山

石和びゅーほてる

ホテル花いさわ

湯沢ニューオータニホテル

ニュー・グリーンピア津南

ホテルサンシャイン鬼怒川

新宿ニューシティホテル

所在地

８/１～９/20 〈９/21チェックアウト分まで〉
※９/21は、後期授業開始日です。

期間 ＊除外日等の詳細は、学生課窓口まで。

宮城・松島

宮城・岩沼

石和

石和

石和

越後湯沢

新潟・津南

日光

新宿

※春季宿泊は、2014年２月１日～３月31日の期間に開設の予定です。
　受付等の詳細は11月下旬にお知らせします。

一律4,000円
（1泊2食付き）
※昼食は別料金

※新宿ニューシティホテルのみ1泊1食

中央大学は、快適なキャンパス作りの一環として、次のとおり禁煙・分煙ルールを定めています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

1. 掲示板以外にビラ・ポスター及び
　　その他掲示物を貼ること
2. 立看板を立てたまま放置すること 
3. 立看板を建物内に立てること 
4. 立看板をグリーンテラス内・
　　白門プロムナード上に立てること  

5. 授業時間帯に拡声器を使用すること 
6. 指定場所以外で喫煙すること 
7. 歩行中喫煙すること 
8. ゴミ・吸い殻等を投げ捨てること 
9. その他学内の静かで
　　安定した環境を阻害すること 

①第１体育館玄関脇
②ラグビー場周辺
③４号館２階北側テラス
④Cスクエア１階入口東側
⑤３号館１階（エネルギーセンター側階段下）

○指定の｢喫煙コーナー｣以外は禁煙です。 ○歩行中喫煙、吸い殻の投げ捨ては厳禁です。

※多摩キャンパス喫煙コーナー
　（2013年4月1日現在）

2013年4月 学生部

※掲示板以外に貼られたビラ・ポスター及びその他掲示物は撤去します。 中央大学2003年3月
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喫煙ルール違反者には、学生証の提示を求め、学生部より所属学部へ報告します。注意

学内における次の行為を禁止します

⑥２号館北側の紙倉庫付近
⑦中央ステージ裏（時計周辺）
⑧５号・６号館北側
⑨７号館西側
⑩８号館西棟道路側

⑪９号館２F（西側）
⑫１０号館西側
⑬第２体育館入り口スロープ左
⑭第２体育館サークル棟２前

クリーン・キャンパス宣言

コーナー以外、禁煙です！！喫 煙中央大学：協力会員校
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●厚生課・理工学部学生生活課からのお知らせ

１． 日本学生支援機構奨学金の採用者説明会について

多摩キャンパス　　厚生課　　　　　　　 ☎042‒674‒3461

後楽園キャンパス　理工学部学生生活課　 ☎03‒3817‒1716

◇上記日時に出席できない場合は、必ず事前に厚生課・理工学部学生生活課に相談してください。

　無断欠席しますと、奨学金の採用が取り消される場合があります。

◇万が一、日本学生支援機構から配付される資料の到着が遅れた場合、説明会日時が変更になる場合があります。変更になる場

　合は、奨学金HPまたはC plusにてお知らせします。

下記のとおり実施しますので、対象者は必ず出席してください。

２． ２０１3年度一次募集で
　　中央大学貸与奨学金に採用になった皆さんへ

採用者説明会時に配布してある資料をもとに「借用証書」を作成してください。

「借用証書」・「印鑑登録証明書」の提出は７/１0（水）（予定）までです。

期限までに提出がない場合は、奨学金の採用は取り消され、振込はできません。

３． 中央大学貸与奨学金の二次募集について（学部生対象）
９月２１日（土）から厚生課・理工学部学生生活課にて募集要項を配布する予定です。

詳細については、窓口または奨学金HPまたはC plusにて確認してください。

４． 日本学生支援機構奨学金「継続願・貸与額通知書」の配布及び
　　今後の手続きについて
　　（２０１4年３月満期貸与終了予定者は除く）

５． 日本学生支援機構奨学金の返還説明会について
　　（２０１4年３月満期貸与終了予定者対象）

採用者説明会時に配布する冊子「奨学生のしおり」に記載のとおり、毎年後期に次年度継続手続があります。

手続日程等の詳細は、１２月以降に厚生課、理工学部学生生活課、各学部事務室掲示板等でお知らせします。

１１月頃開催予定です。

開催する場合は、１０月中旬頃に厚生課、理工学部学生生活課、各学部事務室掲示板等でお知らせします。

６． 中央大学貸与奨学金の返還説明会について
下記のとおり実施しますので、対象者は必ず出席してください。

２０１3年度に採用となった日本学生支援機構第一種・第二種奨学生（予約採用者は除く）

①学生証、②筆記用具、③郵便ハガキ２枚（白紙・無記入のもの。年賀ハガキ・かもめーる等不可 ）

※上記のうちいずれか都合の良い日時に出席してください。

7/25（木）  12：40～、16：40～
7/26（金）  12：40～
所要時間45分～１時間程度 6月中旬に、

理工学部学生生活課掲示板で
確認してください。

多摩キャンパス
９号館（クレセントホール）

対象者

持ち物

日　時

場　所

法・経・商・文・総・公 理工

今までに中央大学貸与奨学金を受けたことがあり、入学年度が下記に該当する者

（2014年３月卒業・修了予定者〔修学延長予定の方を含む〕）

 　学部生：2010年度以前の入学生

 　大学院生（博士前期課程）：2012年度以前の入学生

 　大学院生（博士後期課程）：2011年度以前の入学生

　※昨年度の説明会に参加し、口座自動引落としの手続を取った方は出席不要です。

①学生証、②筆記用具、③郵便ハガキ２枚（白紙・無記入のもの。年賀ハガキ・かもめーる等不可 ）

11月下旬～12月上旬（予定）
※掲示板、HP等でご確認ください。 １０月中旬に、理工学部学生生活課掲示板で確認し

てください。多摩キャンパス
９号館（クレセントホール）（予定）

対象者

持ち物

日　時

場　所

法・経・商・文・総・公 理工
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●厚生課・理工学部学生生活課からのお知らせ

１． 日本学生支援機構奨学金の採用者説明会について

多摩キャンパス　　厚生課　　　　　　　 ☎042‒674‒3461

後楽園キャンパス　理工学部学生生活課　 ☎03‒3817‒1716

◇上記日時に出席できない場合は、必ず事前に厚生課・理工学部学生生活課に相談してください。

　無断欠席しますと、奨学金の採用が取り消される場合があります。

◇万が一、日本学生支援機構から配付される資料の到着が遅れた場合、説明会日時が変更になる場合があります。変更になる場

　合は、奨学金HPまたはC plusにてお知らせします。

下記のとおり実施しますので、対象者は必ず出席してください。

２． ２０１3年度一次募集で
　　中央大学貸与奨学金に採用になった皆さんへ

採用者説明会時に配布してある資料をもとに「借用証書」を作成してください。

「借用証書」・「印鑑登録証明書」の提出は７/１0（水）（予定）までです。

期限までに提出がない場合は、奨学金の採用は取り消され、振込はできません。

３． 中央大学貸与奨学金の二次募集について（学部生対象）
９月２１日（土）から厚生課・理工学部学生生活課にて募集要項を配布する予定です。

詳細については、窓口または奨学金HPまたはC plusにて確認してください。

４． 日本学生支援機構奨学金「継続願・貸与額通知書」の配布及び
　　今後の手続きについて
　　（２０１4年３月満期貸与終了予定者は除く）

５． 日本学生支援機構奨学金の返還説明会について
　　（２０１4年３月満期貸与終了予定者対象）

採用者説明会時に配布する冊子「奨学生のしおり」に記載のとおり、毎年後期に次年度継続手続があります。

手続日程等の詳細は、１２月以降に厚生課、理工学部学生生活課、各学部事務室掲示板等でお知らせします。

１１月頃開催予定です。

開催する場合は、１０月中旬頃に厚生課、理工学部学生生活課、各学部事務室掲示板等でお知らせします。

６． 中央大学貸与奨学金の返還説明会について
下記のとおり実施しますので、対象者は必ず出席してください。

２０１3年度に採用となった日本学生支援機構第一種・第二種奨学生（予約採用者は除く）

①学生証、②筆記用具、③郵便ハガキ２枚（白紙・無記入のもの。年賀ハガキ・かもめーる等不可 ）

※上記のうちいずれか都合の良い日時に出席してください。

7/25（木）  12：40～、16：40～
7/26（金）  12：40～
所要時間45分～１時間程度 6月中旬に、

理工学部学生生活課掲示板で
確認してください。

多摩キャンパス
９号館（クレセントホール）

対象者

持ち物

日　時

場　所

法・経・商・文・総・公 理工

今までに中央大学貸与奨学金を受けたことがあり、入学年度が下記に該当する者

（2014年３月卒業・修了予定者〔修学延長予定の方を含む〕）

 　学部生：2010年度以前の入学生

 　大学院生（博士前期課程）：2012年度以前の入学生

 　大学院生（博士後期課程）：2011年度以前の入学生

　※昨年度の説明会に参加し、口座自動引落としの手続を取った方は出席不要です。

①学生証、②筆記用具、③郵便ハガキ２枚（白紙・無記入のもの。年賀ハガキ・かもめーる等不可 ）

11月下旬～12月上旬（予定）
※掲示板、HP等でご確認ください。 １０月中旬に、理工学部学生生活課掲示板で確認し

てください。多摩キャンパス
９号館（クレセントホール）（予定）

対象者

持ち物

日　時

場　所

法・経・商・文・総・公 理工
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