
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
中央大学父母連絡会メール配信   Vol.12 2021.10.21 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学新着ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆中央大学法学部 1～4 年生が 2023 年 4 月から茗荷谷キャンパス（文京区）に移転 ―新キ
ャンパスで始まる新時代の法曹養成― 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/10/56667/ 
 
◆駐日ベナン共和国大使館と覚書を締結 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/news/2021/09/56462/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2021年度の白門祭（学園祭） 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆白門祭（多摩キャンパス） 
2021年度第 55 回白門祭は、オンラインと実地使用を組み合わせた「ハイブリッド開催」と
して開催します。実地での来場者は学内生のみに制限し、事前予約制として人数制限を行い
ます。 
オンラインでは当日の生配信などを行い、白門祭を楽しみにしてくださっていたみなさま
がご自宅でも楽しめるよう準備が進められています。 
最新情報は白門祭実行委員会ホームページでご確認ください 
 
＜白門祭実行委員会ホームページ＞ 
http://hakumonsai.com/ 
 
◆理工白門祭（後楽園キャンパス） 
本年度理工白門祭は、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド形式で開催すること
が決定いたしました。対面形式は事前予約制となります。 

https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/10/56667/
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/news/2021/09/56462/
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予約方法については理工白門祭実行委員会ホームページをご確認ください。 
なお、理工白門祭に参加できるのは、以下の対象者に含まれる方のみとなります。 
 
【申し込み期間】 
2021/10/16(土) 10:00～2021/10/25(月) 23:59 先着順 
午前 : 200 名 午後 200 名 計 400 名 
※定員に達した場合は、その時点で申し込みを終了 
 
【対象者】 
2021/10/31(日)の理工白門祭に参加できるのは、下記に該当する方のみとなります。 
中央大学理工学部の受験を検討されている方及び、その保護者 
中央大学理工学部に在籍する学生の親族 
表町、富坂の地域の皆様 
 
＜理工白門祭実行委員会ホームページ＞ 
http://rikohaku.net/ 
 
◆iTLFest2021（市ヶ谷田町キャンパス） 
今年も「iTLFest2021」が 10/31(日)にオンラインで開催されます。 
当日はノベルゲームやゲスト企画、e-sports の大会(10/28-10/31)など様々な企画がありま
す。 
ぜひ、オンラインでお待ちしております！ 
 
＜iTLFest実行委員会ホームページ＞ 
http://itlfest2021.stars.ne.jp 
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中央大学スポーツニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆硬式野球部 古賀悠斗選手（法４）がドラフト指名挨拶を受けました 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/10/56748/ 
 
◆11 月 7 日（日）開催の全日本大学駅伝は、コース沿道での観戦・応援自粛の発表があり
ました 

http://rikohaku.net/
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11 月 7 日（日）開催の「秩父宮賜杯 第 53 回全日本大学駅伝対校選手権大会」につきまし
て、主催者から「コース沿道での観戦、応援の自粛のお願い」の発表がありました。 
中央大学が９年ぶりの全日本駅伝への出場に沸く中本当に残念ですが、今年度はコース沿
道での観戦・応援は叶わなくなりました。 
https://daigaku-ekiden.com/taikai_topics/ 
そのため、沿道応援は見合わせくださいますようお願いいたします。 
ご自宅から陸上競技部への温かい応援をお願い申し上げます。 
 
◆白門オリンピアンの報告会が開催されました（ハンドボール部・フェンシング部） 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/sportspromotion/news/2021/10/56498/ 
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中央大学のキャリアサポート 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
★キャリアセンター（文理共通） 
◆【公務員】『国家公務員 OBOG 相談会』★開催のお知らせ★ 
開催日：2021年 11月 12日（金）17:00～18:40 オンライン開催（Webex） 
申込締切 11月 11日（木）11：00ＡＭ 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/10/56663/ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
★キャリアセンター（文系） 
◆2021 年度秋・冬・春季「行政」インターンシップ 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2021/10/56642/ 
 
◆2021 年度【第３回】マスコミセミナー＜新聞・出版＞開催のお知らせ 
申込期間：10月 8日(金) ～10月 25日(月)17:00 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/10/54782/ 
 
◆【1・2 年生対象インターンシップ】「次世代リーダーズプログラム」ガイダンス開催のご
案内 
【実施日程】 
（１）2021 年 11 月 1日（月）12:40～13:10（昼休み） 
（２）2021 年 11 月 2日（火）12:40～13:10（昼休み） 
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 ※同一内容です。どちらかの日程でご参加ください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/10/56761/ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
★キャリアセンター（理系） 
◆【理系対象】筆記試験対策講座 
筆記の傾向と対策をオンデマンドで学ぶことができます。（学生の事前申込不要） 
理系 2023 卒向け配信先（manaba）：キャリアセンター（理工）2023.03 卒 
理系全学年向け配信先（manaba）：キャリアセンター（理工）全学年対象 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/09/56499/ 
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図書館主催イベント 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【Webinar】「情報で差をつける！企業・業界研究オンラインセミナー」のお知らせ 

就活のための「企業・業界研究オンラインセミナー」を開催します！ 

当日は専門の講師の方をお招きし、各データベースの活用法から着眼点などをじっくりご
説明いただきます。 

契約データベースを活用することで、ネットでは簡単に出てこない、信頼性の高い情報を効
果的・効率的に収集することができます。 

就活生だけでなく、企業や業界について興味がある 1・2 年生も大歓迎！オンラインでの開
催となりますので、お気軽にご参加いただけます。 

 
１．１１月１０日（水）１０:５０～１２:３０（２限） 
「業界地図、四季報を読み解くために ～東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー徹底
活用法～」 
 
２．１１月１１日（木）１０:５０～１２:３０（２限） 
「eol を実践！『有価証券報告書』活用法」 
 
３．１１月１１日（木）１７:００～１８:００ 
「日経テレコンではじめる企業・業界研究 -記事情報、企業情報、人事情報の活用- 」 
 
https://www.chuo-u.ac.jp/library/event/2021/10/56542/ 
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ダイバーシティの取り組み 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆「CHUO Diversity × ハラスメント防止啓発 Week2021」開催のお知らせ 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/diversity/news/2021/09/56445/ 
■開催期間：11月 4 日(木)～11 月 13 日(土) 
■開催形式：オンライン開催（11 月 13 日のみハイブリッド開催） 
■対象：本学学生および教職員（イベントにより学外の方も参加できます） 
■予定イベント 
11 月 4 日(木) 17:00～18:40 
座談会「留学生の語りから見えるもの」 
 
11 月 5 日(金) 13:20～15:00 
講演会「トランスジェンダーの経験に触れてみよう」 
 
11 月 6 日(土) 13:00～15:00 
講演会「社会人の新常識！ダイバーシティな職場とは何か～LGBT フレンドリー企業の事
例を中心に～」 
 
11 月 8 日(月) 12:40～13:10 
座談会「心のモヤモヤ、考えてみませんか？」 
 
11 月 10日(水) 12:40～13:10 
犯罪被害防止講習「ロジカル護身術～痴漢、性犯罪、ストーカーなどから身を守る～」 
 
11 月 11日(木) 10:50～12:30 
合同ゼミ発表会「Diving into Diversity～ダイバーシティにダイビング～」 
 
11 月 11日(木) 13:20～15:00 
講演会「パラリンピックは共生社会をもたらすことができるのか？～パラアスリートの多
様性と限界～」 
 
11 月 13日(土) 14:00～16:30 

https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/diversity/news/2021/09/56445/


講演会・ワークショップ「第 2回 知ろう！語ろう！Diversity！～インターセクショナリテ
ィってなんだろう？」 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
研究紹介 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆日本最大の AI の専門展「AI・人工知能 EXPO」の特設ゾーン「アカデミックフォーラム」
にて、中央大学の AI 研究成果を３名の研究者が発表します。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/ai_and_ds/event/2021/10/56618/ 
 
◆法学部教授・工藤裕子が 2021 年アジア行政学会年次大会にて、Akira Nakamura Award
（Best Paper Award）を受賞しました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/news/2021/10/56740/ 
 
◆理工学部教授 小松晃之のタンパク質が国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟に打
ち上げられました 
https://www.chuo-
u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/chemistry/news/2021/10/56617/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■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。 
 
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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