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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学父母連絡会ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆「キャンパスライフ体験会」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、次の映像を掲載しています。ぜひご覧ください。 
＜掲載映像＞ 
・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 
・白門祭ダイジェスト映像（多摩キャンパス・後楽園キャンパス・市ヶ谷田町キャンパス） 
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 11 月号」をご確認ください。     
※ログイン ID、パスワードは全て半角です。 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆2022 年度中央大学杯スポーツ大会(中大杯)を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/community/sports_event/ 
 
◆中央大学とお茶の水女子大学が学生交流に関する協定を締結 ～双方の大学改革を契機に学生交流を
活性化させ、今後も連携を強化～ 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/12/63593/ 
 
◆第 31 回ホームカミングデーをオンライン開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_alumni/homecomingday/news/2022/12/63585/ 
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奨学金 
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◆2022 年度 JASSO「奨学金継続願」の提出手続きについて 
JASSO 奨学金を受けている方は、毎年 1 回、1 年間の学修状況・経済状況を機構へ報告すること（奨学
金継続願の提出手続き）が義務付けられています。 
この手続きを行わないと、次年度以降の奨学金を継続できなくなります。（強制終了=廃止） 
期間内に必ず提出手続きをしてください。提出手続きは、スカラネットパーソナルでの入力で行います。 
 ＜奨学金継続願の提出手続き期間＞ 
2022年 12 月 15日（木）～ 2023 年 1月 20 日（金）  
＜年末年始スカラネットパーソナル休止期間＞ 
2022年 12 月 29日（木）～2023 年 1月 3 日（火） ※この期間は入力できません。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/12/63544/ 
 
◆海外大学・大学院に短期留学予定の方へ 
中央大学在学中に海外へ短期留学をするために奨学金を希望する方を対象に、JASSO 第二種奨学金（短
期留学）の募集を行います。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/12/63411/ 
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【法学部】茗荷谷キャンパスに関するお知らせ 
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� 茗荷谷キャンパスに関するお知らせ 
https://sites.google.com/view/chuolaw/%E8%8C%97%E8%8D%B7%E8%B0%B7%E3%82%AD%E3
%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81
%A6 
※本内容につきましては、ご子女が法学部に所属するご父母に法学部事務室から郵送で 11月にご案内
しています。 
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第 99 回東京箱根間往復大学駅伝競走沿道での観戦・応援について 
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◆第 99 回東京箱根間往復大学駅伝競走沿道での観戦・応援について（2023 年 1月 2 日・3日） 
関東学生陸上競技連盟から、箱根駅伝の沿道での観戦・応援に関する遵守事項の発表がありました。 
個人または父母連絡会支部で沿道応援する際は、声を出しての応援、大学名の掲出、大学名の入ったグッ
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ズを使用した応援を行うことができません。 
関東学生陸上競技連盟の定める感染・応援ルールに違反した場合、中央大学陸上競技部に強い罰則が課
される可能性があります。 
箱根駅伝を沿道で観戦・応援される際には、以下の点を遵守くださいますようお願いいたします。 
 
【沿道での観戦・応援に関するお願い】 
・沿道で観戦、応援をする際はマスクを着用し、周囲との距離を確保してください。 
また、声を出しての応援は控えてください。 
・関東学生陸上競技連盟が認めた出場校公認応援団の活動以外での大学名の掲出はご遠慮ください。 
のぼり、横断幕、小旗、タオルの掲出、法被など統一した衣類などを対象とします。 
・地域住民、公共交通機関、商業施設等に対する安全と環境を阻害する行為・迷惑行為が見受けられた場
合には、当該チームに相応の罰則を与える場合がございます。 
https://www.kgrr.org/event/2022/kgrr/99hakone/99hakoneouen.pdf 
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中央大学スポーツニュース 
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◆中央大学 4年の渡部琉選手と仙台 89ERS が、B リーグ 2022-23 シーズンにおいて特別指定選手契約合
意 
https://www.89ers.jp/news/detail/id=16613 
 
◆自動車部 2022年度全日本学生運転競技選手権大会にて男子個人及び団体で優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/12/63580/ 
 
◆ハンドボール部 高松宮記念杯男子第 65 回全日本学生選手権で優勝し 2連覇達成 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/12/63577/ 
 
◆軟式野球部 令和 4年度東都学生軟式野球連盟秋季リーグ戦で優勝 2連覇 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/12/63575/ 
 
◆ライフセービング部 大谷純加さん（法学部 3年）が東京消防庁より表彰されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/11/63568/ 
 
◆C ニュース 2 年連続シード権獲得！中央大学 7 位 2022 年第 54 回全日本大学駅伝（YouTube） 
https://www.youtube.com/watch?v=JexoITBQUS4 
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◆陸上競技部 大石港与コーチが MGC出場権獲得！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/12/63661/ 
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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（2022/12/8 更新） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/12/62783/ 
 
 
◇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・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/ 
 
◆【理系対象】本番直前！面接対策講座 
日程：2023 年 1月 12日（木） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62394/ 
 
◆【理系対象】就職活動総まとめ講座 
日程：2023 年 1月 13日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/09/62395/ 
 
◆【理系対象・2024 卒】技術面接セミナー（申込制・先着順） 
日程：2023 年 1月 14日（土） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/11/63562/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【商学部】商学部 阿部ゼミの学生が「国際取引学会エッセイ・コンテスト」において最優秀賞等を受
賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/12/63758/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の専門演習Ⅰ（担当教員：本学部教授 木村剛）において、株式会社学
研ホールディングスグローバル戦略室室長である徳良淳氏をお招きし、特別講義とディスカッションを
実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63770/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部「国際経済取引と法」（担当教員：教授 国松麻季）において、阪急阪神
エクスプレス グローバルセールス部 酒井将之チームリーダーをお招きし、講義とディスカッションを
実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63768/ 
 
◆【総合政策学部】総合政策学部 加藤久典ゼミの学生が NHK WORLD JAPAN（ラジオ）で紹介されま
した 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/12/63771/ 
 
◆【経済学部】インターンシップの受入れ先企業の方々をお招きし、体験報告会が開催されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/12/63761/ 
 
◆【文学部】中国言語文化専攻主催イベント「はじめての京劇」が学内各メディアにて取り上げられまし
た 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2022/12/63674/ 
 
◆【理工学研究科】理工学研究科精密工学専攻 修士 1 年 柴橋和真さんが自動車技術会 2022 年秋季大
会にて受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2022/12/63632/ 
 
◆【理工学研究科】精密工学専攻 澤橋龍之介さん、伊藤文臣さん、押野紗菜さん、床井亮祐さんが The 
19th IEEE Transdisciplinary-Oriented Workshop for Emerging Researchersにて各賞を受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2022/12/63631/ 
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◆【理工学研究科】理工学研究科博士３年 山田大雅さん、修士２年 吉田瑠佳さん、修士１年 高山夏実
さんが第 29 回日本血液代替物学会年次大会において最優秀学生講演賞、学生講演賞を受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/chemistry/news/2022/12/63678/ 
 
◆【経済学部】経済学部・ 宮本ゼミ、和田ゼミの学生が、大学コンソーシアム八王子の学生発表会にお
いて表彰されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/12/63660/ 
 
◆【FLP ジャーナリズムプログラム】山崎ゼミの制作したショートドラマが、郵船クルーズで公開され
ます 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/flp/news/2022/12/63620/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部「国際直接投資論」（担当教員：教授 陳建安）の授業で日中投資促進機
構の岡豊樹事務局長に「日本企業の対中投資動向と展望」について講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63636/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部「国際貿易政策論」（担当教員：教授 陳建安）の授業で青山学院大学の
岩田伸人教授に「WTO の概要と課題」についてご講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63634/ 
 
◆【文学部】駐日アルメニア大使をお招きしてアルメニア音楽のコンサート開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2022/12/63627/ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部の学生が HCD研究発表会において発表を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2022/12/63618/ 
 
◆【商学部】「J リーグビジネス論Ⅱ（明治安田生命寄付講座）」にコンサドーレ札幌 代表取締役 GM 三
上大勝氏が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/12/63606/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部「グローバル経営におけるルール形成戦略」（担当教員：教授 国松麻季）
に講師として三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング持続可能社会部の迫田瞬研究員および村中潤研究員
をお招きしました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63604/ 
 
◆【法学部】法学部・研究開発機構シンポジウム「成年後見の新たな展開と地域の役割」を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/law/news/2022/12/63502/ 
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◆【理工学部】理工学部 4 年手塚ゆかさんが日本計算機統計学会シンポジウムで学生研究発表賞を受賞
しました 
https://www.chuo-
u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/data_science/news/2022/11/63527/ 
 
◆【文学部】心理学専攻 3 年生の佐々木浩汰さんが学会でベストプレゼンター（第１席）に選出されまし
た 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2022/11/63547/ 
 
◆【経済学部】経済学部「国際公共政策」にて、（株）ecommit の川野輝之様をお招きしての特別講義が
行われました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/11/63552/ 
 
◆【経済学部】中央大学×環境省で、ESG金融についての特別公開講義が行われました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/11/63541/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
資格試験・スキルアップ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆春期集中 TOEFL/IELTS 講座 受講生募集のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/12/62986/ 
 
◆春期集中 TOEIC 講座 受講生募集のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/12/62987/ 
 
◆春期集中実践トレーニング講座 プレゼンテーション・ディスカッション 受講生募集のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/12/62988/ 
 
◆春期集中実践トレーニング講座 はじめてのビジネス・イングリッシュ 受講生募集のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/12/62992/ 
 
◆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/event/2022/11/63528/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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保健センター 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆新型コロナウイルス感染症かな？と思ったら 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/health_center/news/2022/12/63700/ 
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中央大学広報誌のご紹介 
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◆「One Chuo 2022.11.29号」が発行されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/onechuo/20221129/ 
 
◆「HAKUMON Chuo 2022秋冬号」が発行されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/hakumon/2022_04/ 
 
◆中央大学図書館広報誌『My CUL No.40（2022.11）』が発行されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/uploads_library/2022/11/3403_my_cul40.pdf 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学学友会文化連盟 音楽研究会 演奏会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆中央大学音楽研究会混声合唱団 第 58 回定期演奏会 
日時: 2022年 12 月 24 日(土) 
開場: 15:20 開演: 16:00 
場所: 府中の森芸術劇場 ウィーンホール 
チケット: 2,000 円(全席指定) ※購入方法は HP参照 
予定曲目：真夜中のミサ/M.A.シャルパンティエ、Vesper/J.G.ラインベルガー 他 
 
＜混声合唱部からのメッセージ＞ 
私たち中央大学音楽研究会混声合唱部は、新型コロナウィルスの感染拡大により活動がままならない時
期もありましたが、9 月から入部した新メンバー7 人を加え、お客様にクリスマスの神聖な雰囲気を楽し
んでいただける演奏をするために、団員一同一生懸命準備を進めております。 
今年はパイプオルガンや弦楽器と共に、フランスのノエルを組み込んだ M.A.シャルパンティエ「真夜中
のミサ」や夕刻の祈りを意味する J.G.ラインベルガー「Vesper」を演奏いたします。 

https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/health_center/news/2022/12/63700/
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お時間がございましたら、ぜひご来場いただきたく存じます。 
http://c-
konsei.lolipop.jp/TheChuoUniversityChorus/2022/11/10/%e7%ac%ac58%e5%9b%9e-%e5%ae%9a%e
6%9c%9f%e6%bc%94%e5%a5%8f%e4%bc%9a/ 
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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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