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中央大学父母連絡会ニュース 
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◆オンライン進路・就職懇談会の特設サイトへの映像掲載について 
「キャンパスライフ体験会」特設サイトに、先日実施したオンライン進路・就職懇談会のキャリアセンタ
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」のアーカイブ動画を掲載しました。 
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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中央大学ニュース 
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◆副学長 白井 宏（国際センター所長 理工学部 教授）が出演した AERAグローバル座談会が公開 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/11/63298/ 
 
◆２０２２年度 国家公務員採用総合職試験合格祝賀会を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2022/11/63184/ 
 
◆令和４年秋の叙勲が発令されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/11/63266/ 
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中央大学スポーツニュース 
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◆バレーボール部 2022 年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦で 6 年ぶりの優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/11/63278/ 
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◆準硬式野球部 東都大学準硬式野球秋季リーグ戦優勝・６季連続の快挙 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/11/63272/ 
 
◆ハンドボール部 関東学生ハンドボール連盟 2022秋季リーグ戦（男子１部）で３連覇達成 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/11/63270/ 
 
◆全日本大学駅伝で 2年連続シード権を獲得しました！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/11/63203/ 
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奨学金 
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◆【JASSO 貸与奨学生対象】企業等による奨学金の代理返還制度のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/11/63084/ 
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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/ 
 
◆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/ 
 
◆【全学年対象】「障がいや疾病のある学生のためのキャリアガイダンス」開催のお知らせ 
日程：2022 年 12 月 3日（土） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/11/63211/ 
 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆2022 年度 秋冬・春季「行政」インターンシップ（2022/11/10更新） 
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https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/11/62783/ 
 
◆24 卒対象 業界研究セミナー 第 1弾（11 月開催）のお知らせ 
日時：2022 年 11 月 7日（月）～11月 25日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2022/11/63221/ 
 
◆【23 卒対象】オータム採用マッチングイベント 
参加締切：2022 年 11 月 25 日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2022/11/63220/ 
 
 
◇キャリアセンター（理系） 
◆【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 
日程：2022 年 12 月 1日（木） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62393/ 
 
◆【理系対象】卒業生講演会（公務員講座スピンオフ・イベント） 
日程：2022 年 12 月 2日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/11/63292/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【経済学部】経済学部プレゼンテーション大会、3 年ぶりに対面開催 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/11/63353/ 
 
◆【文学部】2022年度 文学部「グローバル・スタディーズ」in マレーシア、シンガポール研修報告 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2022/11/63345/ 
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◆【国際情報学部】国際情報学部の学生が経営情報学会において発表を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2022/11/63347/ 
 
◆【総合政策学部】総合政策学部教授 加藤久典が在日本インドネシア共和国大使館の Meinarti 公使・参
事官をお招きし特別講義を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/11/63047/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部生が国際学会で研究発表をしました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/11/63302/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の授業「ATC21st」（担当教員：堀眞由美教授）で NTT コミュニケー
ションズ株式会社渡邉博美氏と増谷正人氏をゲストスピーカーとしてお招きし「情報通信業界における
プロジェクト立案」についてご講演をいただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/11/63301/ 
 
◆【法学部】法学部「学生の声」を更新しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/law/news/2022/11/63299/ 
 
◆【FLPジャーナリズムプログラム】松野良一ゼミが「地方の時代」映像祭 2022（NHK、民放連等主催）
で優秀賞と奨励賞を受賞！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/collaborate/news/2022/11/63291/ 
 
◆【理工学研究科】理工学研究科（情報工学専攻）学生 3名が FIT 奨励賞を受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/news/2022/11/62738/ 
 
◆【経済学部】岩手県紫波町のもち米で商品開発！丸山ゼミが町のブランド力を高める挑戦 
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2022-11-09-836/ 
 
◆【総合政策学部】総合政策学部 加藤ゼミがインドネシアの北スマトラ大学と Student Forum(研究発表
会)を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/11/63028/ 
 
◆【法学部】2022年度法廷傍聴会を実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/law/news/2022/11/63194/ 
 
◆【経済学部】JR貨物の皆さまによる特別講演、経済学部後藤ゼミ（交通経済学）にて 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/11/63189/ 
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◆【法学部】2022年度ピアサポート対面イベントを開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/law/news/2022/11/63157/ 
 
◆【経済学部】経済学部赤羽ゼミが JFE 商事の横井様、池田様をお招きして公開セミナーを実施 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/11/63124/ 
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国際教育寮 
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◆国際教育寮 2023年 4月入寮情報を入居者募集要項ページに掲載しました 
在学生を対象とした説明会：11 月 24日（木）17 時から実施（11 月 23日までに要事前申込） 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/dormitory/news/2022/11/63348/ 
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中央大学学友会文化連盟 音楽研究会 演奏会情報 
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◆中央大学音楽研究会吹奏楽部 創部 80 周年記念「第 65 回定期演奏会」 
日時： 2022 年 12月 11日(日) 
会場： J:COM ホール八王子 
開場：14:00 開演：15:00 
入場料：S席 1,000円、A 席 700 円、B 席 500 円 ※購入方法は HP 参照 
http://www.chuobrass.net/ticket/index.html 
 
◆中央大学管弦楽団 第 88 回定期演奏会 
日時: 2022年 12 月 16 日（金） 
開場:18:00 開演:18:45 
場所:ミューザ川崎シンフォニーホール 
チケット: 1,000 円（全席指定） ※購入方法は HP 参照 
https://chuo-uni-phil.wixsite.com/chuophill/teiki 
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■発行元：中央大学父母連絡会事務局  
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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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