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◆キャンパスライフ体験会について 
2022年度キャンパスライフ体験会を 11 月 5日（土）に多摩キャンパスで開催します。 
白門祭中（11 月 3 日～6 日）の入構については、白門祭実行委員会が、モノレール駅を出てすぐのスタ
ーバックス横（建物：グリーンテラス）で受付を行うことになりました。 
受付時は検温と接触確認アプリ COCOA の確認を行います。 
入構者への注意事項については、白門祭実行委員会ホームページをご確認ください。 
＜白門祭実行委員会ホームページ＞ 
https://hakumonsai.com/visitors/ 
 
◆当日の多摩キャンパス入構の流れ 
１．スターバックス横で入構受付＜対応は白門祭実行委員会＞ 
２．グローバル館４階のキャンパスライフ体験会総合受付でリーフレット等受け取り＜対応は父母連絡
会＞ 
多摩キャンパスにお越しいただきましたら、はじめにスターバックス横で受付をお願いいたします。 
 
◆学食の営業時間 
11 月 5 日（土）は、ヒルトップ 1階食堂、2 階フラットのみが 11 時から 14 時まで営業しています。 
 
◆生協売店の場所・営業時間 
中大グッズを販売している売店の場所は、ヒルトップ 1 階です。 
生協売店は 10 時から 17時まで営業しています。 
 
◆多摩キャンパスマップ 
https://www.chuo-u.ac.jp/uploads/2022/07/access_tama_02.pdf?1667008129653 
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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 
 
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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◆中央大学ダイバーシティ推進×ハラスメント防止啓発ウィーク 2022 
Chuo Diversity Week 2022「Safe Campus, Safe Space」 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/diversity/activity/week/2022/ 
 
◆独り舞台を通して人権問題について考える 
日程：11 月 10 日（木）17 時 00 分～18 時 40 分 
場所：多摩キャンパス FOREST GATEWAY CHUO 3 階ホール 
対象：どなたでもご自由に聴講していただけますが、事前に申し込みをお願い致します。（学生のご父母
もご参加いただけます） 
申込方法：URL（Googleフォーム）からお申し込みください 
https://docs.google.com/forms/d/1dg6um7QfmcjbnQ6gEF0MUaVySJAyHBXX7nSJPSJv-S0/edit 
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詳細： https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/event/2022/09/62492/ 
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◆本学陸上競技部が 11月 6日（日）に全日本大学駅伝に出場します！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/10/63051/ 
 
◆C ニュース 2022 年出雲駅伝 9 年ぶり 3 位！ 強さを備え常勝チームへ（動画） 
https://www.youtube.com/watch?v=urSbEHjiEL8 
 
◆C ニュース 野球部 森下選手が阪神から 1 位指名！2022年プロ野球ドラフト会議 
https://www.youtube.com/watch?v=3VI38lFoesE 
 
◆相撲部 第 58 回全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会の結果について 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/10/62990/ 
 
◆射撃部 2022年 JOCジュニアオリンピックカップ 10mエアライフル少年男子立射 60発競技で吉田
陸矢さん（経済 1年）が優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/10/62932/ 
 
◆女子陸上競技部 第 91 回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子混成で初優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/10/62930/ 
 
◆自転車競技部 市田龍生都さん（法 3） 第 62 回全日本学生選手権トラック自転車競技大会の男子ケ
イリンで 2 連覇 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/10/62928/ 
 
◆水泳部 池本凪沙さん（法２）第 98 回日本学生選手権水泳競技大会 女子 200m 自由形で初優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/10/62926/ 
 
◆水泳部 井本一輝さん（法３） 第 98 回日本学生選手権水泳競技大会 男子 400m&1500m 自由形の
2 冠達成 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/10/62924/ 
 
◆レスリング部 出頭海さん（法３）が全日本学生レスリング選手権大会フリースタイル 125kg 級で 2
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連覇達成 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/10/62922/ 
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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/ 
 
◆【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/ 
 
◆【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/ 
 
◆第 28 回WING の会「女子学生応援セミナー」開催のお知らせ 
日程：2022 年 11 月 26 日(土) 14：00～16：50 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/10/62833/ 
 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆【民間就職：24 卒対象】今後のイベントについてお知らせ 
2022年 11 月 7 日（月）～11 月 25 日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/10/59715/ 
 
 
◇キャリアセンター（理系） 
◆【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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◆【理系対象】全学年参加 OK！学内企業セミナー（11/10スタート） 
日程：2022 年 11 月 10 日（木）～2023年 1 月 10日（火） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/10/62920/ 
 
◆【理系対象】2022 年官公庁セミナー《公務員試験制度および業務説明会》 
日程：2022 年 11 月 29 日（火）～12月 15日（木） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/10/63027/ 
 
◆【理系対象】技術面接解説講座 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62393/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【理工学部】理工学部教授 西田 治文：取材協力した番組が TV 放映されます（NHKスペシャル） 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/news/2022/11/63112/ 
 
◆【商学部】スポーツ政策学生会議において、渡辺ゼミの学生が優秀賞を獲得しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/10/63087/ 
 
◆【商学部】「Jリーグビジネス論Ⅱ（明治安田生命寄付講座）」に 東京ヴェルディ コンシューマー事業
部 藤田恭輔氏が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/10/63052/ 
 
◆【商学部】商学部学生が ZOZOTOWN と連携して『カレッジロゴスウェット』を企画・発売 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/10/63040/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の経済学入門（担当教員：楊 川 准教授）において、株式会社万科集団
のチーフプランナー付志強氏をお招きし、「中国の不動産業の過去・現在・未来（1980 年代後期～）―中
国の不動産業の変遷とマクロ経済政策」について講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/10/63026/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の専門演習Ⅲ（担当教員：楊 川 准教授）において、東洋大学経営学研
究科経営学専攻長をお招きし、「The rise of EMNE- Focus on the Chinese MNEs」についてご講演いただ
きました 
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◆【国際経営学部】国際経営学部の専門演習Ⅰ（担当教員：楊 川 准教授）において、株式会社 ZTE 副
総裁をお招きし、「プラットフォームの重要性」についてご講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/10/63022/ 
 
◆【経済学部】八王子産の”南国フルーツ”が大福に！ 伊藤伸介ゼミが考案！ 
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2022-10-26-806/ 
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資格試験・スキルアップ 
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◆【学生向け】求められる人材になる（簿記会計講座１級講座/通学） 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/news/2022/11/63102/ 
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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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