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中央大学父母連絡会ニュース 
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◆キャンパスライフ体験会について 
草のみどり９月号でご案内していた通り、２０２２年度キャンパスライフ体験会を開催します。 
11 月 5 日（土）に多摩キャンパスにおいてキャンパスツアーを開催するとともに、特設サイトを期間限
定で開設し、皆さまにキャンパスの様子や白門祭の様子を見ていただけるコンテンツを順次掲載いたし
ます。 
特設サイトの閲覧には、以下の ID、パスワードが必要になります。ID、パスワードをご入力の上、各種
コンテンツをお楽しみください。 
 
○キャンパスライフ体験会特設サイト  
https://www.chuo-campuslife.jp       
※ログイン ID、パスワードは「草のみどり 9 月号」をご確認ください。 
 
○キャンパスツアー 
実施日：2022年 11 月 5日（土） 
内容：ガイドとともに多摩キャンパスをめぐる約 50 分のツアー 
参加申込期間：2022 年 10 月 20 日（木）～10月 31 日（月） 
申込方法：キャンパスライフ体験会特設サイトから申込（事前申込制・定員制・先着順） 
※定員になり次第締切とさせていただきます。 
 
◆オンライン進路・就職懇談会の開催について 
2022年 10 月 22日（土）にオンラインライブ配信方式にて、オンライン進路・就職懇談会を開催いたし
ます。 
本イベントでは、最新の就職事情について本学キャリアセンター職員より講演を行うほか、就職活動を
終えた学生を交えたパネルディスカッションの様子をリアルタイムでオンライン配信します。 
 
【2022 年度オンライン進路・就職懇談会】 
 
 

https://www.chuo-campuslife.jp/


＜イベント日程＞ 
2022年 10 月 22日（土）13:30～15:30 YouTubeライブ配信 
 
＜プログラム＞ 
13:30～14:30 キャリアセンターによる講演 
            「コロナ禍における激変した就職活動について」 
14:30～15:00 内定学生によるパネルディスカッション 
15:00～15:30 質疑応答（質問はリアルタイムで父母から受付） 
・パネルディスカッションには、民間企業内定学生、公務員（県庁・都庁）内定学生、大学院理工学研究
科生が登壇予定です。 
・内定学生から「いつどのような準備をしてきたか」「うれしかったサポート」といった就職活動の経験
をお話しいただきます。 
 
○視聴方法 
「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のバナーを掲載します。 
事前申込は不要ですので、当日直接特設サイトにアクセスください。 
特設サイト https://www.chuo-campuslife.jp    
※ログイン ID、パスワードは「草のみどり 9 月号」をご確認ください。 
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大学祭 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
後楽園キャンパスで実施される理工学部の「理工白門祭」、市ヶ谷田町キャンパスで実施される国際情報
学部「iTLFest.」につきましては、今年度事前申込制にて大学祭が開催されます。 
 
両大学祭実行委員会のホームページに参加事前申込フォームが公開されましたので、情報共有させてい
ただきます。 
「理工白門祭」「iTLFest.」に参加をご希望される場合は、申込フォームから各自お申し込みが必要です。 
事前申込をしない場合、理工白門祭と iTLFest.をご見学いただくことはできませんので、ご注意くださ
い。 
 
＜理工白門祭実行委員会ホームページ＞ 
https://rikohaku.net/ 
 
＜国際情報学部  iTLFest.2022 ホームページ＞ 
https://sites.google.com/view/itlfest2022/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 

https://www.chuo-campuslife.jp/
https://rikohaku.net/
https://sites.google.com/view/itlfest2022/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0


 
なお、多摩キャンパス開催の白門祭については、事前申込不要でご見学いただけます。 
白門祭の注意事項についてはホームページにてご確認ください。 
＜白門祭実行委員会ホームページ＞ 
https://hakumonsai.com/visitors/ 
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中央大学スポーツニュース 
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◆第 34 回出雲駅伝の結果について 
10 月 10 日（月・祝）、第 34 回出雲全日本大学選抜駅伝競走が開催され、中央大学は２時間９分４８秒
で３位となりました。皆様からの温かいご声援、誠にありがとうございました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/news/2022/10/62747/ 
 
◆出雲駅伝オンライン応援＆パブリックビューイングを同時開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/10/62764/ 
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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（全学部） 
◆【公務員】【中大版】公務研究セミナー（学内行政機関説明会）★開催のお知らせ ★ 
日程：2022 年 10 月 3 日（月）～2022年 12月 16日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/09/62215/ 
 
◆【全学年対象】「《内定者が伝授！》公務員就職の極意」開催のお知らせ 
日程：10 月 24 日（月）17:10～19:10 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/10/62685/ 
 
◆【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 
日程１：2022年 11 月 7日（月）12:35～13:15 
日程２：2022年 11 月 8日（火）12:35～13:15 
※日程１と日程２は同一内容 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/10/62758/ 
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◆【公務員】国家公務員OBOG 相談会開催のお知らせ 
日程：2022 年 11 月 16 日（水）17:10～18:40 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/10/62756/ 
 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆【文系学部 1～3 年対象】「北海道スイーツ＆グルメ 魅力発見交流会」のお知らせ（10 月 27 日開催） 
日程：2022 年 10 月 27 日（木）17：00～18：40 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/09/62164/ 
 
 
◇キャリアセンター（理系） 
◆【理系対象】2022-2023 公務員試験対策講座ガイダンス 
日程：2022 年 10 月 14 日（金）17:00~18:40、2022 年 10 月 17 日（月）17:00~18:40 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62547/ 
 
◆【理系対象・2024 卒】ＯＢＯＧ交流会 
日程：2022 年 10 月 14 日（金）～11月 7 日（月） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62602/ 
 
◆【理系対象】動画選考対策基礎講座 
日程：2022 年 10 月 21 日（金）12:35～13:15 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62385/ 
 
◆【理系対象】業種天気図からわかる製造業の現状と今後 
日程：2022 年 10 月 27 日（木）12:35～13:15 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62389/ 
 
◆【理系対象】ブラック／ホワイト企業の見分け方 
日程：2022 年 10 月 28 日（金）12:35～13:15 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62390/ 
 
◆【理系対象】デジタル田園都市国家構想と情報通信・IT 業界 ～製造業に広がるＤＸの波～ 
日程：2022 年 11 月 8日（火）12:35～13:15 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62392/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【国際経営学部】国際経営学部「インターンシップ」 の合同報告会を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/10/62746/ 
 
◆【理工学部・理工学研究科】精密工学専攻 梶原美紀さん および 精密機械工学科 高木蒼生さんが日
本材料学会関東支部学生研究交流会にて優秀講演賞を受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2022/10/62737/ 
 
◆【経済学部】経済学部「国際開発論」（林 光洋）で公開授業 ―フェアトレード・ラベル・ジャパンの
潮崎さんが講演― 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/10/62739/ 
 
◆【商学部】「Jリーグビジネス論Ⅱ（明治安田生命寄付講座）」にベガルタ仙台営業部長 笹氣理敬氏が
登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/10/62736/ 
 
◆【理工学部】情報工生が第 4 回全国電子工学系ゲーム制作コンペティション全国大会決勝進出 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/news/2022/10/62639/ 
 
◆【FLP】モンゴル国観光の発展の可能性について、モンゴル国外務省で発表 
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2022-10-05-765/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の学生が学会・研究会に発表しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/10/62669/ 
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AI・データサイエンス教育プログラム 
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◆「AI・データサイエンス（iDSプログラム）演習」エントリー受付開始しました！（10/5～10/24 AM10
時） 
対象：2022 年 4月入学生および国際経営学部 2021 年 9月入学生 
受付期間：10 月 5日（水）～10月 24日（月）AM10時 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/collaborate/news/2022/10/62668/ 
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＜AI・データサイエンス教育プログラム＞ 
中央大学では 2022 年 4 月から AI・データサイエンス教育プログラム iDS がスタートしました。 
本プログラムは、文系・理系を問わず必要とされているデータサイエンスや AI の技術・知識を各分野で
活用できる力を身につけるための学部横断的プログラムです。 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/collaborate/program/information/ 
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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。 
 
配信アドレスの変更を希望される場合は、登録を解除後、再登録をお願いいたします。 
https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_parent/parents_association/news/2021/05/54430/ 
 
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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