
English follows 
２０２１年６月１日 

学部学生のみなさんへ 
 

２０２１年度前期・春学期成績評価方法及び試験実施の方針について（お知らせ） 
中央大学 

 
このたび、２０２１年度前期・春学期の成績評価方法及び試験実施の方針について、下記の通りお知ら

せします。 
記 

 
・２０２１年度前期・春学期の成績評価方法及び試験実施方法について 
（１）現時点において、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、集合型の試験実施が困難であ
る授業科目が多数に亘ることが想定されることから、オンラインを活用した試験の実施を基本とします。
ただし、集合型での試験の実施が教育効果の測定上不可欠であると判断される場合には、学部長の判断
により、必要な新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に講じたうえで、集合型試験を実施す
る場合があります。その際、新型コロナウイルス感染症に関し、健康上の理由や居住地との関連等、客観
的な理由から当該試験を受験できない学生に対しては、不利益が生じないよう配慮することとします の
で、該当する場合には、所属する学部事務室の手続きに従ってください。 
 
（２）オンラインを活用した試験または集合型試験により成績評価を行います。具体的な方法は、各学部
事務室より６月２４日以降に公表する予定ですので、所属する学部事務室の C plus等によるお知らせで
ご確認ください。 
 
（３）試験期間については、文系学部において今年度の学年暦を一部変更し、７月１６日（金）を「補講
日」から「試験及び補講日」に変更します。７月１７日（土）～７月２２日（木）までの試験期間につい
ても同様に試験及び補講日とします。 
理工学部の試験期間は、現行の学年暦通り７月１６日（金）～７月２２日（木）とします。上記期間は、

オンラインを活用した試験、集合型試験を実施する場合、また、レポートの提出期間とする場合 があり
ます。 
なお、試験期間中における試験の実施の有無、レポート提出期間の詳細については、学部事務室からの

C plus等によるお知らせでご確認ください。 
 

（４）上記、（１）（２）(３)に定める原則以外で実施する場合は、所属する学部事務室からお知らせしま
すので、C plus等によるお知らせに注意してください。 
 
（５）現在、各授業科目がシラバスで公表している評価方法について変更が生じる場合には、学生に不利
益が生じないよう確実にお知らせしますので、manaba や Cplus等によるお知らせに注意してください。 



 
（６）成績評価は、卒業単位の社会的信頼を確保することに努め、ＧＰＡの算出や他学部履修への影響を
も考慮して、全学的な方針としては、５段階の成績評価方法を維持します。 

  



June 1, 2021 
To all students 
 
 

Policy for Examinations and Grading for Spring Semester 2021 
 

Chuo University 
 

We have established the following policy on examinations and evaluation methods for the first semester 
(Spring Semester) 2021 as follows. 
 

Examinations and Evaluation Methods for Spring Semester 2021 
 
（１）At this stage, it appears to be difficult to carry out set-type, group examinations in the last week of 
the course or in the special exam period set in the academic calendar. Therefore, as a basic policy, 
examinations will be conducted online. 

However, if it is judged that a group examination is the most appropriate method for evaluating 
the outcomes of the course, such an examination may be held after taking sufficient preventive measures 
against coronavirus infection. For students who cannot take the examination for objective reasons 
concerning the coronavirus pandemic, such as health or their place of residence, measures will be taken to 
ensure no disadvantages occur. In such a case, please contact your faculty administration office. 
 
（２）The specific method of evaluation, by online examinations or in-class examinations, will be 
announced on June 24, so please check announcements from your faculty office on C plus, etc. 
 
（３）Regarding the examination period, the Faculty of Letters will partially change its academic calendar, 
and July 16 (Fri) will be changed from "Make-up day" to "Examination and Make-up day." The examination 
period from July 17 (Sat) to July 22 (Thu) will also be examination and make-up days. 

The examination period of the Faculty of Science and Engineering will be from July 16 (Fri) to 
July 22 (Thu) according to the current academic calendar. The above period may be used for conducting 
online examinations, group examinations, or submitting reports. 

For details on whether an examination will be conducted or the precise submission period for 
reports, please refer to announcements from your faculty office on C plus, etc. 
 
（４）If your faculty does not follow the policies (1) (2) and (3) set out above, you will be notified by your 
faculty office. Please check any announcements on C plus, etc. 
 
（５）Regarding the evaluation methods currently set out in each syllabus, we will inform you of any changes 



and ensure that students are not disadvantaged. Please pay attention to notifications on manaba, C plus, 
etc. 
 
（６）For grading evaluation, we will work hard to secure social trust in the awarding of credits for 
graduation. Also, in consideration of the impact on GPA calculations and courses being taken in other 
faculties, we will keep the five-level grade evaluation method as a university-wide policy. 


