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中央大学ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆新年のご挨拶 －学長 河合 久－ 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/news/2022/01/57636/ 
 
◆新年のご挨拶 －理事長 大村雅彦－ 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/news/2022/01/57432/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学スポーツニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆第 98 回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）結果について 
１月２日・３日の２日間、第 98 回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が行われまし
た。 
中央大学は“真紅の襷に個を刻め”をチームスローガンに掲げ、１区の区間新を記録した吉居
選手から 10 区の井上主将まで真紅の襷を見事につなぎ、10 時間 55 分 44 秒の総合 6 位で
シード権を獲得しました。 
シード権獲得は第 88 回大会（2012年）以来 10 年ぶりとなります。 
皆様からの熱いご声援に、厚く御礼を申し上げます。 
 伝統の白地に赤の「C」マークへ今後も一層の応援を賜りますようお願い申し上げます。 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/01/57835/ 
 
◆自動車部 eスポーツ「GT Young Challenge」で 2連覇達成 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sports/news/2021/12/57828/ 
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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） 
◆【公務員受験者向け】2021 年度直前論文対策（★要申込）のお知らせ※オンライン 
教養論文の書き方、論点をお伝えする講座です。過去の公務員試験で出題されたテーマを例
に挙げて、合格レベルの論文作成のポイントを解説するとともに、多岐に渡る論文テーマに
対応するために準備すべきことをレクチャーします。 
＜日 時＞ 
2022年 2 月 7日（月）13:00～16:00 
＜実施方法＞ 
オンライン（Zoom）で開催 
＜受講料＞ 
1,050 円 
＜申込期間＞ 
～2月 1 日（火）まで 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2021/12/57799/ 
 
◆【公務員】2 月 4 日 実施！公務員面接試験対策セミナー（面接カード作成演習編）のお
知らせ※オンライン 
公務員試験合格を目指す新 4 年生を対象に、近年重要度が高まっている面接試験（人物評
価）の突破に向け、「自己分析」「志望動機」2種類のワークシートを記入し、ポイントレク
チャーを受け、面接カードの完成を目指します。 
【 日 時 】2022年 2月 4(金)13:00～16:00 
【実施方法】オンライン（Zoom）で開催 
【 対象者 】3 年生 
【 内 容 】自己分析、志望動機を記入。面接カードの完成。 
【事前予約】必要 2月 3 日（木）12:00 まで 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2021/12/57801/ 
 
◆「OBOG 交流会（キャリア・ライブ）」のお知らせ 
今年の 7月に実施し、参加者から大好評だった『OBOG 交流会』。 
第二弾を 2 月 2日（水）にオンラインにて開催します。 
OBOG だからこそ語れる、働くこと・仕事・就活の“本音”を聞けるイベントです。 
実践的な“業界・企業研究”の機会にぜひご活用ください。 
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【開催日時】2 月 2 日(水) 12：45～15：55（入室開始 12：40～） 
【開催方法】オンライン（Zoom を利用） 
【参加対象】学部 3 年生、院 1 年生 
【実施内容】・中大OB・OGと学生の交流会を 1タームにつき 25 分間で実施します。 
      ・6ターム実施しますので、最大 6社のOBOGと交流できます。 
【事前予約】必要 2月 2 日（水）12:00 まで 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2021/12/57724/ 
 
◆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 
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/ 
 
 
★キャリアセンター（理系） 
◆【理系対象・2023 卒】今から間に合う！自己ＰＲレベルアップ講座 
本選考を直近に控え、あなたの自己 PR をブラッシュアップしませんか？企業が自己ＰＲの
何をチェックしているのか、例文を含めながら説明します。 
＜日程＞2022年 1 月 13日（木）12:35～13:15 
＜開催＞Webex（ライブ配信） 

＜申込方法＞事前申込制。申込締切：1月 12 日（水）正午 

https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/12/57501/ 
 
◆【理系対象・2023 卒】早期選考に落ちた人必見！心が「やる気」になる講座 
本学ご出身の元人事担当者が、先輩たちの就職成功例を読み解きます！ 
○今から、何をすれば就活成功への流れに乗れるか？（自己分析・面接対策 等） 
○理工学生の選考にどんな変化が！？ 
＜日程＞2022年 1 月 17日（月）12:35～13:15 
＜開催＞Webex（ライブ配信） 
＜申込方法＞事前申込制。申込締切：1 月 14 日（金）正午 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/12/57502/ 
 
◆【理系対象・2023 卒】本番直前！面接対策講座 
大手企業の面接官を多数務めたことのある面接のプロから、より実践的な面接対策を行っ
ていただきます。 
＜日程＞2 月 14 日（月）17:00～18:30 
＜開催＞Webex（ライブ配信） 
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＜申込方法＞事前申込制。申込締切：2 月 10 日（木）正午 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2021/12/57504/ 
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2022年度 学生定期健康診断について 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆2022 年度 学生定期健康診断について（お知らせ） 
学部学生 2 年生以上、大学院生、専門職大学院生、科目等履修生（教職課程）の皆さんを対
象とする 定期健康診断（期間：2022 年 4月 1日～6 日）の詳細が決まりましたのでお知ら
せします。 
2022 年度の定期健康診断も、新型コロナウイルス感染防止を鑑み、「法令遵守、時間短縮、
3 密回避」の方針のもとに実施します。 
※2022 年度の定期健康診断では、胸部レントゲン撮影、身長・体重測定、医師による診察
を実施します。 
※定期健康診断は、この期間以外には行いません。 
※定期健康診断を受診しないと、「健康診断証明書」は、大学から発行されません。2022 年
度中に大学発行の「健康診断証明書」が必要な方は、2022 年度学生定期健康診断を受診し
てください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/health_center/news/2021/12/57702/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学の学生支援をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆保健センター 
保健センターは、健康の保持増進を支援し、学生・教職員の健康診断を中心とした健康管理
を行い、必要な医療を提供しています。さらに、学内診療所として、日常の怪我や病気の診
療を行う医療サービスも行っています。診療受付時間・事務室開室時間については、保健セ
ンターの開室日カレンダーでご案内しています。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/health_center/ 
 
◆学生相談室 
学生相談室は、学生が困っているとき、悩んでいるとき、誰かに話を聴いてほしいとき、安
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心して相談ができる場所です。 
あらゆる相談を受け付けています。学業、就職、進学、留学、心身の健康、性格・心理、恋
愛、対人関係、友人の様子、サークル、生活全般、トラブル、その他どんなことでもかまい
ません。 
＜多摩キャンパス学生相談室＞ 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/tama/ 
＜後楽園キャンパス学生相談室＞ 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/korakuen/ 
＜市ヶ谷田町キャンパス学生相談室＞ 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/ichigayatamachi/ 
 
◆ダイバーシティセンター 
中央大学ダイバーシティセンターは、「多文化共生」、「ジェンダー・セクシュアリティ」、「障
害学生等支援」を軸として、キャンパスにおける多様性の尊重、誰もが安心して活動のでき
る環境の醸成をめざし、本学の中心に立って活動しています。開室時間は、ダイバーシティ
センターホームページの「ご利用方法」でご案内しています。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/diversity/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「ちゅうテレ！」動画をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
2020年度にスタートした YouTube チャンネル「ちゅうテレ！」。 
中央大学生のリアルを徹底解剖するべく、現役中大生の MC でお送りする動画をご紹介し
ます。 
 
◆ちゅうテレ！ 学部紹介します！ 中央大学 総合政策学部 
https://www.youtube.com/watch?v=eBecaTRGxNY 
 
◆ちゅうテレ！ 学部紹介します！ 中央大学 文学部 
https://www.youtube.com/watch?v=D-GqLuzAZ5M 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
白門祭の動画をご紹介します 
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◆C ニュース 2021 年度第 55 回中央大学白門祭 オンラインと実地のハイブリッド開催 
https://www.youtube.com/watch?v=ST38m4qYxiM 
 
◆C ニュース 2021 年度第 55 回中央大学白門祭 室内企画とステージ企画を特集！ 
https://www.youtube.com/watch?v=gBiZ9vae6c4 
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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。 
 
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。 
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