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◆オンライン進路・就職懇談会を 12 月 4 日（土）に開催します！ 
オンライン進路・就職懇談会を、オンラインライブ配信方式により開催します。 
コロナ禍における就職活動に関するキャリアセンター職員による講演、学生によるパネル
ディスカッション、質疑応答を予定しておりますので、ぜひご参加ください。 
 
＜開催日程＞ 
12 月 4 日（土）13 時 30分～15時 30分 
＜開催方法＞ 
オンラインライブ配信方式 
＜内容＞ 
≪講演≫ 
講演タイトル：コロナ禍における激変した就職活動について 
講演者：キャリアセンター副部長 池田浩二 
≪学生によるパネルディスカッション≫ 
パネラー：民間企業就職学生、公務員就職学生 
ファシリテーター：キャリアセンター副部長 池田浩二 
≪質疑応答≫ 
時間：30 分 
＜視聴方法＞ 
「草のみどり 11 月号」でご案内している、11 月下旬公開予定の「キャンパスライフ体験
会」特設サイトに、オンラインライブ配信リンクを掲載します。 
 
◆＜学部生対象＞TOEIC® L＆R 公開テスト 割引受験（バウチャー制度）父母連絡会特別
補助価格のご案内 
中央大学国際センターで提供中の TOEIC Listening&Reading 公開テスト 団体一括受験申
込（バウチャー制度）について、このたび、学部生には、父母連絡会から特別補助が追加さ



れることになりました。これにより、学部生は通常の特別価格よりもさらに安い受験料で公
開テストを受験することが出来ます。 
期間限定【第 286 回(1/30 実施)～第 291 回(3/20実施)まで】の特別価格ですので、受験を
予定されている方はぜひこの機会に本制度をご利用ください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2021/11/56797/ 
 
◆父母連絡会による食支援事業として、100 円弁当、100 円保存食セットの販売を生協店舗
で行っています 
・父母連絡会による食支援事業として、100 円弁当、100 円保存食（食料・飲料）セットの
販売を行います。販売は、2021年 11 月 1 日から 12 月下旬（予定）にかけて多摩・後楽園・
市ヶ谷田町キャンパスの生協店舗で平日の生協店舗営業日に行っており、非常に好評です。
なお、多摩キャンパスについては、ヒルトップ３階芭巣亭でも 100 円弁当を販売します。 
・父母連絡会で補助を出し、それぞれ 100 円で弁当、100 円保存食（食料・飲料）セットを
学生限定で販売しています。 
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◆司法試験合格者 祝賀壮行会を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/law/news/2021/11/57118/ 
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◆ハンドボール部 高松宮記念杯男子第 64 回全日本学生選手権で 40 大会ぶりの優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sports/news/2021/11/57143/ 
 
◆軟式野球部 令和 3 年度東都学生軟式野球連盟秋季リーグ戦で優勝 東日本軟式学生大
会への出場権獲得！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sports/news/2021/11/57140/ 
 
◆白門フェンサーが第 74 回全日本フェンシング選手権大会で大活躍しました 
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2021年 11月 6日に六本木ヒルズアリーナで開催された第 74回全日本フェンシング選手権
大会の決勝に、本学出身の 3名の選手が出場し、2名が優勝し、1 名が準優勝となりました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/sportspromotion/news/2021/11/57081/ 
 
◆秩父宮賜杯第５３回全日本大学駅伝対校選手権大会の結果について 
１１月７日（日） 秩父宮賜杯第５３回全日本大学駅伝対校選手権大会が、熱田神宮西門前
～伊勢神宮内宮前（８区間／１０６．８㎞）で開催され、中央大学は５時間１７分６秒で８
位となり、上位８チームに与えられるシード権を獲得しました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/11/57058/ 
 
◆本学出身の岡澤セオンさん（2018 年法学部卒）がボクシング世界選手権で金メダル獲得 
本学卒業生の岡澤セオンさん（2018 年法学部卒業／現 INSPA 所属）が、11 月 5日に行わ
れた世界選手権（セルビア、ベオグラード）決勝において、男子ウェルター級で優勝、金メ
ダルを獲得しました。 
ボクシング世界選手権において日本選手の金メダルは、史上初の快挙となります。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/sportspromotion/news/2021/11/57056/ 
 
◆C ニュース 古賀悠斗選手 西武ライオンズ入団！ナンバーワンキャッチャー プロの世
界へ（YouTube動画） 
https://www.youtube.com/watch?v=2MPvn_CDkSk 
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★キャリアセンター（文系） 
◆業界研究セミナーを開催しています 
中央大学の学生を積極的に採用する企業をお招きし、オンラインで実施！ 
毎年多くの学生がこのセミナーを通じて業界および企業研究を深め、内定を獲得！ 
超人気企業から世界シェア No.1の BtoB 企業まで、約 300 社の企業が参加します。 
日時：11 月 16 日から開催 
対象：学部 3年生、大学院 1年生（学部 1・2 年生も参加可） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/11/56314/ 
 
◆地方就職を考えている方へ「UI ターン就職セミナー」開催のお知らせ【全学年対象】 

https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/sportspromotion/news/2021/11/57081/
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/11/57058/
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/sportspromotion/news/2021/11/57056/
https://www.youtube.com/watch?v=2MPvn_CDkSk
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/11/56314/


地方企業と行政機関、合わせて 70 社/機関をお招きし、「UI ターン就職セミナー」（オンラ
イン）を開催します。 
中大生が地方就職を希望する際に、人気の高い企業、行政機関が参加します。 
地元への Uターン就職を考えている方、地方就職に関心のある方、は是非ご参加ください。 
今年度は、本学と UI ターン就職支援協定を締結している道府県を対象に実施します。 
対象：全学年学生 
日程：2021 年 11 月 29 日（月）～12月 6 日（月） ※平日 6 日間 
申込期限：各日程前日の正午まで 
※文系学生を対象とした説明会であるため技術職に関する案内はありませんが、技術職以
外で UI ターン就職を考えている理系学生も参加可能です。 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/10/56833/ 
 
◆経済のプロが語る！大失敗しない優良企業の見つけ方～後悔しない就活の進め方とは～ 
本格的に就職活動が始まる前に、5,000 人以上の経営者を見てきた東洋経済新報社常務取締
役の田北氏が『企業にとって大切なもの』『行かないほうがいい企業の見分け方』を、しっ
かりとお伝えします。 
対象：学部１年～３年生、大学院１年生 
日程：2021 年 11 月 25 日（木）17：00～18：40 
申込期限：2021 年 11 月 24 日（水）17:00 
※理系学生も参加が可能です 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/11/57114/ 
 
==================== 
★キャリアセンター（理系） 
◆【理系対象】官公庁オンラインセミナー《公務員試験制度および業務説明会》 
官公庁のご担当者をお招きし、試験制度ならびに業務についての説明会を実施します。今年
度はまず人事院から国家公務員採用試験制度や基本的な勤務条件について説明していただ
きます。官公庁への就職を志望している方はもちろん、”ちょっと興味がある”という方も気
軽に参加して、ぜひ視野を広げてください。3 年生/修士 1 年生以外の方の参加も大歓迎で
す。（地方自治体のオンラインセミナーは 2月に実施予定です） 
対象：理工学部・理工学研究科全学年 
日程：2021 年 11 月 25 日（木）～12月 17日（金） 
申込期限：開催前日正午まで 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/10/56804/ 
 
◆【理系対象・全学年参加可能】学内企業セミナー 
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学内企業セミナーは 200社以上の企業が中大理工生のために開催する大規模イベントです。
中大生を採用したい企業が、中にはＯＢやリクルーターを連れて参加する場合があるため、
外部実施のイベントより重要です。 
対象：理工学部・理工学研究科全学年 
日程：2021 年 12 月 18(土)・24(金)、2022 年 1月 11(火)・19(水)・20(木)・21(金)、2 月
7(月)・8(火)・9(水) 
申込期限：開催「前々日」（ただし土日祝を除く。例：月曜日開催の場合は前週の木曜日）
の正午まで 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/11/57017/ 
 
◆【理系対象・全学年参加可能】公立校教員セミナー 
オンライン上で教育委員会の方をお招きして実施します。教員を志望している学生は必ず
出席してください。現在進路先を迷っている学生も気軽に参加してください。 
対象：理工学部・理工学研究科全学年（学部１・２年生歓迎） 
日程：12 月（教育委員会別の日程はリンク先参照） 
申込期限：開催日前々日の正午 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/11/57046/ 
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中央大学大学院特設サイトのご紹介 
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◆大学院特設サイト公開のお知らせ 
大学院の特長や教員・修了生の声をはじめ、本学大学院の魅力をお届けする、中央大学大学
院特設サイトが公開されました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/news/2021/11/57022/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
スキルアップ講座をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【11/27(土)&12/3(金)開催】英語でおもてなしを学ぼうーwith コロナ時代の観光・ボラ
ンティアセミナー 参加者募集のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/event/2021/11/56800/ 
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学生の課外活動をご紹介します 
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◆【イベント報告】10/16(土) 公認学生団体「チーム防災」 日野市立第六小学校防災授
業 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/volunteer/news/2021/10/56866/ 
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学生相談室の取り組みをご紹介します 
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◆学生の皆さんへ【2021 学生相談室からのメッセージ Vol.4】 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2021/11/57094/ 
 
◆『ストレッチとヨガでリフレッシュ』のお知らせ 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2021/10/56791/ 
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図書館広報誌『My CUL』をご紹介します 
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◆図書館広報誌『My CUL』2021 年 11 月号が発行されました 
今回の特集は、「データサイエンスを学ぶ」です。ぜひご覧ください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/ai_and_ds/news/2021/11/56971/ 
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※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

https://www.chuo-u.ac.jp/usr/volunteer/news/2021/10/56866/
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2021/11/57094/
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2021/10/56791/
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/ai_and_ds/news/2021/11/56971/


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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※このメールに返信されても、返信内容の確認およびご返答ができません。 
あらかじめご了承ください。 


