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中央大学新着ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【重要】【２０２１年９月１３日付】２０２１年度後期（秋学期）の授業実施方法につい
て －「緊急事態宣言」の延長を受けて－ 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/09/56170/ 
 
◆（9 月 14 日更新）本学における新型コロナウイルスワクチン接種について 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/09/56207/ 
 
◆【重要/再掲載】新型コロナウイルスワクチン接種に係る授業等配慮について（お知らせ） 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/09/55319/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学スポーツニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆サッカー部高岸憲伸選手 水戸ホーリーホック来季新加入内定および 2021 シーズン
JFA・J リーグ特別指定選手認定のお知らせ 
https://www.mito-hollyhock.net/news/p=12180/ 
※高岸選手の「高」は常用漢字で表記していますが、正しくは「はしごだか」です。 
 
◆東京オリンピックでの中央大学在学生・卒業生の活躍について 

https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/sportspromotion/news/2021/09/55948/ 
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中央大学のキャリアサポート 
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◆キャリアセンター（文系） 
『第２回就職ガイダンス ～中大生にだけ教える！就活を勝ち抜くための必勝法～』開催
のお知らせ 
対象：文系 2023 年 3 月卒業・修了予定者 
日程：9 月 22 日（水）  
申込締切：9 月 21 日（火） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/09/55964/ 
 
『業界理解ランチセミナー』開催のお知らせ 
対象：文系全学年 
日程：日時：9 月 27 日（月）～10 月 8 日（金） 12:35～13:15 
申込締切：各日程、前日の 24:00 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/09/56175/ 
 
『就活準備セミナー開催』のお知らせ 
対象：文系全学年 
日程：9 月 24 日（金）～10 月 12 日（火） 17:00～18:40 
申込締切：各日程、前日の 24:00 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/09/56173/ 
 
◆キャリアセンター（文系・理系） 
秋の公務員イベント第１弾 昨年度★参加者 450 名以上！「公務員をめざそう講演会のお知
らせ」 
対象：学部学年不問 
日程：2021 年 9 月 30 日（木） 15：10～16：40 
申込締切：9 月 29 日（水）11:00 締切 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/08/55784/ 
 
◆キャリアセンター（理系） 
【理系対象・2023 卒対象】第３回進路・就職ガイダンス 
対象：理系・2023 卒 
日程：2021 年 10 月 7 日（木）・8 日（金） 
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申込締切：10 月 6 日（水）正午 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/07/55650/ 
 
【理系対象・2023 卒】秋冬インターンシップ徹底攻略講座（昼活講座） 
対象：理系・2023 卒 
日程：2021 年 10 月 14 日（木）・15 日（金） 
申込締切：10 月 14 日（木）正午 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/09/56185/ 
 
【理系対象・2023 卒】ＯＢＯＧ交流会 
対象：理系・2023 卒 
日程：10/23(土)・11/13（土）および 10/21(木)以降毎週木曜日 
参加条件： 下記 2 点を完了していること。 
1）manaba で「ＥＳの宿題」提出  期限：９月３０日（木） 
  ※詳細は、理工キャリア支援課発信の学生向けメールマガジンにて案内 
2）10 月 7 日（木）8 日（金）オンライン（Webex）実施の第 3 回進路・就職ガイ 
 ダンスに出席していること。（出席不可の場合は manaba でのビデオ視聴） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/09/56186/ 
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奨学金 
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◆2021 年度中央大学経済援助給付奨学金（COVID-19 家計急変）＜後期募集＞について
（学部生対象）― 最大で 70 万円を給付します（前期・後期合計授業料の 60％相当額。理
工学部生の場合）― 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/09/55940/ 
 
◆【国による「高等教育の修学支援新制度」受給者対象】2021 年度中央大学経済援助給付
奨学金（COVID-19 特別支援） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/09/55926/ 
 
◆【日本学生支援機構給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）について】
令和 3 年長野県茅野市において発生した土石流に係る給付奨学金（家計急変）及び貸与奨
学金（緊急・応急採用）について【2021 年 9 月 9 日更新】 
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https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/09/56158/ 
 
◆【新規募集：10/1（金）締切】【学部修延生対象】2021 年度中央大学指定試験奨学金［国
家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）教養区分対象］の募集について 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/08/55991/ 
 
◆【日本学生支援機構給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）について】
令和 3 年 8 月 11 日からの大雨による災害に係る給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金
（緊急・応急採用）について【2021 年 8 月 25 日更新】 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/08/55839/ 
 
◆【日本学生支援機構給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）について】
台風第 9 号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に係る給付奨学金（家計急変）
及び貸与奨学金（緊急・応急採用）について【2021 年 8 月 16 日更新】 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/08/55810/ 
 
◆NHK 放送受信料免除制度について（自宅外通学の学生） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/08/55744/ 
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特色ある教育プログラム 
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◆【FLP】次年度履修生募集のエントリー受付開始！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/flp/news/2021/09/56159/ 
 
＜ファカルティリンケージ･プログラム(FLP)紹介＞ 
ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)は、各学部に設置されている授業科目を有機的
にリンクさせ、新たな知的関心の領域に対応する教育の「場」を設定するプログラムとして
誕生しました。 
現代社会において、このような学際的な領域の問題解決能力を必要とする職種が年々増え
ていることから、「環境・社会・ガバナンス」「ジャーナリズム」「国際協力」「スポーツ・健
康科学」「地域・公共マネジメント」の 5 プログラムを開設しています。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/flp/introduction/ 
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資格取得・スキルアップ 
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◆【9/24(金)5 限開催】秋の英語学習モチベーションアップセミナー(無料)参加者募集のご
案内 
英語学習が継続できない、学習のコツが分からないという学生のみなさんのために、モチベ
ーションアップセミナーを開催します。 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/event/2021/09/56034/ 
 
◆英語も定期測定してみよう☆【期間限定】国際指標 CEFR で診断！オンライン英語スピ
ーキングテスト 無料受験のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2021/09/56029/ 
 
◆第 159 回日商簿記検定試験（中大会場）の受験手続きのお知らせ 
第 159 回日商簿記検定試験（2021 年 11 月 21 日(日)実施）を中央大学多摩キャンパスにて
受験できます。申し込み手続きは以下のリンクよりご確認ください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/news/2021/09/56155/ 
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キャンパス動画をご紹介します 
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◆中央大学多摩キャンパスをぐるっと 1 周する動画 
広大で緑豊かな多摩キャンパスをぐるっと 1 周する、約１時間の動画が公開されました。 
https://www.youtube.com/watch?v=k_tIHIUl35g 
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■発行元：中央大学父母連絡会事務局  
https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_parent/parents_association/ 
 
※このメールは、中央大学父母連絡会メール配信システムにご登録頂いた方にお届けして
います。 
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配信の停止を希望される場合は、こちらからお手続をお願いいたします。 
https://j.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=lion_pjt&task=cancel 
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