２０２０年３月１８日
学生の皆さんへ
新型コロナウィルス感染症対策における２０２０年度年度始めの対応について（お知らせ）
中央大学学長 福 原 紀

彦

本学では、新型コロナウィルスの国内感染の影響を最小限におさめるために、卒業式や入学式
等の大学行事の規模縮小・中止等様々な対策を講じています。
今般、新年度を迎えるにあたり、学年暦の執行方法を始め、３月末から始まるガイダンス等年
度始めの対応を以下のように決定いたしましたのでお知らせいたします。
学生の皆さんには、ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、引き続きご理解ご協力の
程をどうぞよろしくお願いいたします。
１． 学年暦の執行方法の変更および特別休講期間の設定について
学年暦上の授業開始日（４月９日、後楽園キャンパスは４月８日）の設定については変更しま
せんが、２０２０年度に限り、４月９日から４月２２日までの２週間（後楽園キャンパスは４月
８日から２１日までの２週間）を特別休講期間として、授業を実施しないことといたします（以
下の表を参照）。
実際の授業の開始日は４月２３日（後楽園キャンパスは４月２２日）となりますが、この特別
休講期間中に、必要なガイダンスが時間帯・場所・方法を工夫して実施されますので、所属する
学部・研究科からのお知らせ（Ｃｐｌｕｓ等）に注意してください 。
また、この特別休講に伴う補講や代替措置については、後日、お知らせいたします。
現時点では、前期の終了時の日程変更はいたしませんが、情勢の推移により特別休講期間の延
長等が必要になった場合は、そのことを含めて改めてお知らせいたします。

実際の授業開始日

４月９日（木）

４月９日（木）～22 日（水）

４月 23 日（木）

理工学部

４月８日（水）

４月８日（水）～21 日（火）

４月 22 日（水）

大学院研究科（文系）

４月９日（木）

４月９日（木）～22 日（水）

４月 23 日（木）

大学院研究科（理工）

４月８日（水）

４月８日（水）～21 日（火）

４月 22 日（水）

４月６日（月）

４月６日（月）～11 日（土）

４月 13 日（月）

文系学部
（国際情報学部含）

専門職大学院
法務研究科
専門職大学院
戦略経営研究科

※

学年暦上の

特別休講期間（※）

対象

授業開始日

４月１日（水）

特別休講期間を設けず
２週間繰り下げ

４月 14 日（火）

特別休講期間には原則授業は実施しません。但し、履修に必要なガイダンスを実施します

ので、所属する学部・研究科からのお知らせに注意してください。

２．ガイダンス日程の変更について
当初予定の、３月末日から４月８日（後楽園キャンパスは７日）まで設定していたガイダンス
日程においては、学生証交付等（新入生への ID 付与等を含む）を中心に行うこととし、大人数が
集合してのガイダンスは極力行わないこととします。
また、２０２０年度に限り設定する特別休講期間にも必要なガイダンスを実施しますので、詳
細については、所属する学部・研究科からのお知らせに注意してください。

３．学生定期健康診断日程の変更について
当初予定の学生定期健康診断日程を以下のように変更します。
多摩キャンパス：９月１１日（金）から９月１６日（水）＊日曜日を除く
後楽園キャンパス：９月１７日（木）、１８日（金）＊国際情報学部含む
受診日等詳細については、保健センターのＷｅｂページ でご確認ください。

４．中央大学生協店舗及び学生食堂の営業について
４月１日から４月２２日（後楽園キャンパスは４月２１日）までのガイダンス期間及び特別休
講期間中は、中央大学生協の店舗及び学内で学生が利用できる食堂の営業が、状況に応じて変更
されることがあります。
詳細については、学生支援のＷｅｂページ でご確認ください。

５．新入生歓迎・勧誘の催しについて
ガイダンス期間中に例年実施されている新入生歓迎・勧誘の催しは行われません。
新入生歓迎・勧誘の機会は学友会や学研連等において別途検討の予定ですので、学友会の
Ｗｅｂページ やキャリアサポートのＷｅｂページをご確認ください。

その他、所属する学部、研究科の事務室をはじめとして、学内の各部署からのお知らせに注意
してください。
以

上

March 18, 2020
To all students
Measures for the Start of Academic Year 2020 in Response to the Coronavirus Outbreak
President, Chuo University
Tadahiko Fukuhara
In order to minimize the domestic spread of the COVID-19 coronavirus, the university has been taking
measures such as canceling or reducing the size of university events, including graduation and entrance
ceremonies. Now, as the new academic year approaches, we would like to inform you how we will
handle the 2020 academic calendar and the guidance events scheduled from the end of March. We know
that this may cause inconvenience to many of you, but we ask for your continued cooperation and
support.
1. Changes to the implementation of the 2020 academic calendar and the introduction of a
Special Pre-term Period
Although the official start date of the academic calendar (April 9 for Tama Campus, April 8 for
Korakuen Campus) will not change, for 2020 only the first two weeks from April 9 to April 22 (April 8
to April 21 for Korakuen Campus) will be designated as a Special Pre-term Period. No classes will be
held during this period. (Please see the table below for details.)
Actual classes will begin on April 23 (April 22 for Korakuen Campus). However, during the Special
Pre-term Period, necessary guidance sessions will be held, with modifications to time, place or method,
so please pay attention to any announcements（ex.Cplus） from your faculty / graduate school.
In addition, we will inform you later of any make-up periods or alternative measures with regard to
the Special Pre-term Period. At the moment, there is no plan to change the end-of-semester date.
However, if the Special Pre-term Period has to be extended as the ongoing situation develops, we will
continue to keep you informed.
Official Start Date

Special Pre-term Period (※)

Actual Start Date

April 9 (Thur)

April 9 (Thur) ～ 22 (Wed)

April 23 (Thur)

Faculty of Science and Engineering

April 8 (Wed)

April 8 (Wed) ～ 21 (Tues)

April 22 (Wed)

Graduate Schools (Humanities)

April 9 (Thur)

April 9 (Thur) ～ 22 (Wed)

April 23 (Thur)

Graduate Schools (Engineering)

April 8 (Wed)

April 8 (Wed) ～ 21 (Tues)

April 22 (Wed)

Law School

April 6 (Mon)

April 6 (Mon) ～ 11 (Sat)

April 13 (Mon)

Business School

April 1 (Wed)

Faculty / Graduate School
Humanities Faculties
(incl. Faculty of Global
Informatics)

Move back two weeks
April 14 (Tues)
without Special Pre-term Period

(※) No classes will be held in the Special Pre-term Period. However, necessary guidance sessions will be
conducted so please pay attention to any announcements from your faculty or school.

2. Changes to the guidance schedule
The guidance schedule, which was originally set from the end of March to April 8 (April 7 for
Korakuen Campus), will only be for the issuing of student IDs. As far as possible, there will be no
guidance for large groups.
Guidance will also be provided during the Special Pre-term Period set for 2020, so please pay
attention to announcements from your faculty / graduate school for details.
3. Changes to the health check schedule
We will change the original schedule of the health check to the following:
Tama Campus: September 11 (Fri) to September 16 (Wed) * excluding Sunday
Korakuen Campus: September 17 (Thur) and September 18 (Fri) * incl. Faculty of Global
Informatics
For details regarding the health check dates, please consult the Health Center homepage.
4. Opening hours of the Chuo University Co-op and Dining Facilities
From April 1 to April 22 (April 21 for Korakuen Campus) during the guidance period and Special
Pre-term Period, the opening hours of the Chuo University Co-op and Dining Facilities will be changed
according to the situation. Please check the Campus Life homepage.
5. Events for welcoming and recruiting students
The guidance period will not be held. Opportunities for welcoming and recruiting new students will
be considered separately by the Alumni Association and Gakkenren, so please check the Association of
Student Clubs page and Career Support page.
In addition, please pay attention to announcements from your faculty / graduate school, as well as the
various departments within the university.

