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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学父母連絡会ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆「草のみどり 1月号」に生協利用券を同封します 
・「草のみどり 11 月号」でお知らせした通り、学部在学生のご父母の皆さまへ「草のみどり
１月号」に生協利用券 700 円分（350円×2 枚）を同封にて送付いたします。 
・生協利用券は多摩・後楽園・市ヶ谷田町キャンパスの生協店舗にて利用することができ、
お弁当、飲み物、書籍、文具などを購入できます。 
・利用期限は 2023年 3月 31 日です。 
・ただし、食堂店舗やサービス店（教育・旅行センター）での利用はできませんのでご注意
ください。また、お釣りはでません。利用規約の詳細は、生協利用券の注意書きをご確認く
ださい。 
 
◆オンライン進路・就職懇談会を 12 月 4 日（土）にオンラインライブ配信にて開催しまし
た 
・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した。約 300
名の方にご参加いただきありがとうございました。 
・ご要望いただきましたので、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
よる講演を、オンラインキャンパスライフ体験会特設サイトにて配信いたします。 
 
≪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 
 
※学生のパネルディスカッション・質疑応答につきましては、オンデマンド配信ではなくラ
イブ配信とすることを条件に学生に協力いただいたため、オンデマンド配信は行いません。
何卒ご了承ください。 
 
＜オンラインキャンパスライフ体験会特設サイトＵＲＬ＞ 



https://www.chuo-campuslife.jp 
＜ログインＩＤ・パスワード＞ 
「草のみどり 11 月号」の 53 頁に掲載しておりますのでご確認ください。 
※特設サイトの公開期間は 2022 年 1月末までです。 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【在学生の皆さん、入学予定者の皆さんへ】２０２２年度の授業実施について‐原則とし
て対面授業で実施‐ 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2021/12/57543/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学スポーツニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆ボクシング部 2021全日本ボクシング選手権大会の結果について 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sports/news/2021/11/57374/ 
 
◆自動車部 2021年度全日本学生運転競技選手権大会の結果について 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sports/news/2021/11/57371/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学のキャリアサポート 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
★キャリアセンター（文系） 
◆2021 年度【第５回】マスコミセミナー＜新聞・出版＞開催のお知らせ 
日程：2022 年 2月 5 日（土） 
場所：後楽園キャンパス 
申込期間：12 月 20 日(月)~2022年 1月 24日(月)17:00 ※事前課題あり 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/12/57067/ 
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★キャリアセンター（理系） 
◆【理系対象・2023 卒】第４回進路・就職ガイダンス 
日程：2022 年 1月 7 日（金） 
実施形態：Webex（ライブ配信）※事前申込制 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/12/57431/ 
 
◆【理系対象・2023 卒】今から間に合う！自己ＰＲレベルアップ講座 
日程：2022 年 1月 13日（木）12:35～13:15 
実施形態：Webex（ライブ配信）※事前申込制 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/12/57501/ 
 
◆【理系対象・2023 卒】動画選考対策基礎講座 
日程：2022 年 1月 18日（火）12:35～13:00 
実施形態：Webex（ライブ配信）※事前申込制 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/12/57503/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
奨学金 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆2021 年度 日本学生支援機構「奨学金継続願」の提出手続きについて 
日本学生支援機構の奨学金を受けている方は、毎年 1回、1 年間の学修状況・経済状況を機
構へ報告すること（奨学金継続願の提出手続き）が義務付けられています。 
この手続きを行わないと、次年度から奨学金が受給できなくなります。 
期間内に必ず提出手続きをしてください。 
提出手続きは、スカラネットパーソナルでの入力で行います。 
＜奨学金継続願の手続き期間＞ 
12 月 15日（水）～ 1 月 20 日（木） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/12/57339/ 
 
◆海外大学・大学院に短期留学予定の方へ 
中央大学在学中に海外へ短期留学をするために奨学金を希望する方を対象に、日本学生支
援機構第二種奨学金（短期留学）の募集を行います。 
<申請締切> 
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留学開始月が 2022年 4月～7 月の方   申請締切 1 月 11 日（火)※当日消印有効 
留学開始月が 2022年 8月～11 月の方  申請締切 4 月 22 日(金)※当日消印有効 
留学開始月が 2022年 12 月～2023年 3 月の方  申請締切 9月 9 日(金)※当日消印有効 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2021/12/52193/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
資格試験・スキルアップ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆＜学部生対象＞TOEIC(R) 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 288 回(2/27 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/ 
 
◆満足度 90％超！9000 名超の中大生が受講した外国語講座 春期集中（2月-3 月実施）受
講生募集のご案内 
英語はできて当たり前の時代。悩めるあなたにプロ講師が徹底指導、全力でサポートします。
今期は「TOEFL／IELTS講座」は 2 レベル、「TOEIC 講座」は 4 レベルにコースを細分化。
また、昨年に引き続き人気の「英語プレゼンテーション・ディスカッション講座」、就職を
控えた 3・4 年生におすすめの「はじめてのビジネス・イングリッシュ講座（新設）」の開講
を予定しています。全講座オンライン（双方向型）で実施のため、キャンパスに関係なく受
講可能です。 
 
新年度スタートダッシュを決めるため、中大生のためのお得な講座を、ぜひ積極的にご受講
ください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/ 
 
なお、「TOEIC 講座」については、父母連絡会からの補助により、学部生に限り特別価格
6,000 円で受講が可能です。 
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https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2021/12/57324/ 
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学生の活躍をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆理工学部情報工生が国際大学対抗プログラミングコンテスト（ICPC）国内予選を突破 
https://www.chuo-
u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/news/2021/12/57133/ 
 
◆【ゼミ】経済学部 伊藤伸介ゼミの商品開発班が八王子特産の「八蜜」を使った商品をプ
ロデュースしました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2021/12/57638/ 
 
◆【ゼミ】経済学部・ 宮本ゼミ、八幡ゼミ、和田ゼミの学生が、大学コンソーシアム八王
子の学生発表会において表彰されました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2021/12/57592/ 
 
◆国際経営学部３年生・鈴木日向子さんが、目標の 556%を達成するクラウドファンディン
グ・プロジェクトを実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2021/12/57509/ 
 
◆商学部「スポーツ・ビジネス・チャレンジ演習／実習Ⅰ」の授業内容が中高サッカーマガ
ジン『footies!』に掲載されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2021/12/57505/ 
 
◆【ゼミ】経済学部・江川ゼミの学生が「アグリカルチャー コンペティション 2021」でブ
ロック優勝と審査員特別賞を受賞しました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2021/12/57469/ 
 
◆商学部学生の「災害時における妊婦・乳幼児の避難場所マップ整備」の取り組みが朝日新
聞に掲載されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2021/12/57466/ 
 
◆商学部斎藤ゼミの学生が「学生 ITコンテスト 2021」において優秀賞・入賞に選ばれまし
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た 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2021/12/57411/ 
 
◆国際情報学部の学生がHCD 研究発表会において発表を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2021/12/57407/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学の広報誌「One Chuo」をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆中央大学の広報誌「One Chuo」2021.11.26号が発行されました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/onechuo/20211126/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「キフカツ」をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆年末年始の大掃除で見つかった不用品は「キフカツ」に！ 
本学は、洋服・ブランド品の買取・販売事業を展開する株式会社スタンディングポイントと
連携し、洋服や時計、アクセサリーなど、不要となった品物の買取金額を寄付金として収受
するサービス「キフカツ（不要なモノで「母校」を支援する）」を行っております。 
年末年始の大掃除で見つかった懐かしい洋服など、「もう着ないかな」と感じたら、是非「キ
フカツ」のご利用をご検討ください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/fund_raise/news/2021/12/57570/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■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。 
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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。 


