
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
中央大学父母連絡会メール配信   Vol.49 2022.12.1 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学ニュース 
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◆2023 年度以降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/2022/11/63351/ 
 
◆「中央大学の授業におけるデジタル技術活用の方針」について（お知らせ） 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/11/63354/ 
 
◆司法試験合格者 祝賀壮行会を開催 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/law/news/2022/11/63455/ 
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中央大学スポーツニュース 
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◆洋弓部 第 34 回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会で鈴木駿介さん（経済２）が優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/11/63419/ 
 
◆射撃部 2022 年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 10ｍエアライフル男子立射 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/2022/11/63417/ 
 
◆サッカー日本代表シュミット・ダニエル選手、W 杯への想いと母校へのエール 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/11/63401/ 
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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/ 
 
◆★2022年度 秋冬・春季「行政」インターンシップ（2022/11/24 更新） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/11/62783/ 
 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆【2 年生のためのキャリアガイダンス】 – 25 卒で就活をする方 集まれ！ - 
2022年 12 月 14日（水）17:15～18:45／2022 年 12 月 17 日（土）13:00～15:00 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/11/63376/ 
 
 
◇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】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/ 
 
◆【理系対象・2024 年卒】第４回進路・就職ガイダンス 
日程：2022 年 12 月 21 日（水）・22 日（木） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/11/63231/ 
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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・FLP】経済学部&FLP国際協力プログラム林光洋ゼミが日本ユニセフ協会と共同講演会を
開催 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/11/63523/ 
 
◆【商学部】J リーグビジネス論Ⅱ（明治安田生命寄付講座）」にサガン鳥栖 事業統括本部 井上裕介氏
が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/11/63468/ 
 
◆【AI・データサイエンス全学プログラム】iDS酒折ゼミにて、NPB 千葉ロッテマリーンズ アナリスト 
露崎 博之様が講演 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/ai_and_ds/news/2022/11/63424/ 
 
◆【経済学部】林業の振興を目指す丸山ゼミが、一次産業を掛け合わせました。 
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2022-11-24-859/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の中村潤、楊川ゼミがアルプス物流への見学調査を行い、輸出入ビジネ
スを学習、体験しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/11/63459/ 
 
◆【商学部】商学部関根ゼミが長野県佐久穂町の魅力を伝えるアウトドア・イベントを開催！―佐久穂の
食・ひと・自然を満喫するファミリーキャンプ― 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/11/63427/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の「専門演習Ⅰ」（担当教員：堀眞由美）の授業で、日本航空株式会社
客室本部第 5客室乗員部マネージャーの内田恭子氏をお招きし、ご講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/11/63416/ 
 
◆【商学部】商学部 斎藤ゼミの学生が「学生 IT コンテスト 2022」において最優秀賞を受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/11/63402/ 
 
◆【商学部】「Jリーグビジネス論Ⅱ（明治安田生命寄付講座）」に 鹿島アントラーズ 取締役マーケティ
ングダイレクター 春日洋平氏が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/11/63397/ 
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資格試験・スキルアップ 
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◆第 163 回日商簿記検定試験（中央大会場）の優先受付のお知らせ 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/news/2022/11/63529/ 
 
◆【12/10(土)14:00 開始・多摩キャンパス】英語でおもてなしを学ぼうー観光・ボランティアセミナー 
参加者募集のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/event/2022/11/62996/ 
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教養番組「知の回廊」をご紹介します 
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◆『知の回廊』とは 
『知の回廊』は、日本で初めて大学とケーブルテレビ局（ジェイコム東京）が共同で番組を制作し、大学
の知的財産を教養番組という形で、既存の「見るだけのテレビ」から「学びの宝箱」へと進化させた、こ
れまでのテレビの枠を越えた放送番組です。 
本番組は 2001 年度の番組制作当初から全国各地のケーブルテレビで放送しています。 
また、YouTubeによるインターネット配信も行われています。 
YouTube での配信情報は、『知の回廊』ホームページでの新着ニュースでご案内しておりますのでぜひご
覧ください。 
＜最近の配信回＞ 
教養番組『知の回廊』第 148 回「ミュージアムを知ろう」 
教養番組『知の回廊』第 147 回「人とロボットの共生」 
教養番組『知の回廊』第 146 回「学びの扉をひらく - 時間・記憶・記録- 」制作と刊行 
教養番組『知の回廊』第 145 回「人の移動とエスシニティ」 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/kairou/news/ 
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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マンドリン倶楽部 第 123 回定期演奏会 
日時：2022 年 12 月 3日（土） 
会場：パルテノン多摩 大ホール 
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開場：13:30  開演：14:00   
入場料：全席自由 500 円 ※詳細は HP 参照 
今回の演奏会は演奏のライブ配信も予定されています。 
https://chuomandolin.amebaownd.com/ 
 
◆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  
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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