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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆新年のご挨拶 －学長 河合 久－ 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/news/2023/01/63659/ 
 
◆新年のご挨拶 －理事長 大村雅彦－ 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/news/2023/01/63628/ 
 
◆大塚製薬株式会社と「包括連携に関する基本協定」を締結 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/news/2022/12/63947/ 
 
◆2022 年度公認会計士試験合格祝賀会を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/12/63900/ 
 
◆中央大学 SDGsアクションプランアワード 2022 本審査を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/12/63862/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
奨学金 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【日本学生支援機構給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）】令和 4年 12 月 22 日
からの大雪による災害に係る給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）について【2023
年 1月 6 日更新】 
＜対象地域＞ 
【北海道】北見市、紋別市、枝幸郡枝幸町、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、斜里郡清里町、紋別郡遠軽町、
紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町（法適用日：令和 4 年 12 月 23 日） 
【新潟県】村上市（法適用日：令和 4年 12月 23日）、佐渡市（法適用日：令和 4 年 12 月 22 日） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2023/01/64063/ 
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◆【日本学生支援機構給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）について】令和 4 年山
形県鶴岡市の土砂崩れによる災害に係る給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）につ
いて【2023 年 1月 6 日更新】 
＜対象地域＞【山形県】鶴岡市（法適用日：令和 4 年 12 月 31 日） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2023/01/64065/ 
 
◆【日本学生支援機構給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）】令和 4年 12 月 17 日
からの大雪による災害に係る給付奨学金（家計急変）及び貸与奨学金（緊急・応急採用）について【2022
年 12月 21 日更新】 
＜対象地域＞【新潟県】長岡市、柏崎市、小千谷市、魚沼市（法適用日：令和 4 年 12 月 19 日・20 日） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/12/63938/ 
 
◆日本学生支援機構第一種貸与奨学金 博士前期課程等進学予定者の返還免除内定制度について（募集
要項掲載） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2023/01/63556/ 
 
◆2023 年度 中央大学経済援助給付奨学金（所得条件型）の前期募集<新 2 年次以上＞について 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/12/63784/ 
 
◆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）  
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/12/63544/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学スポーツニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆第 99 回東京箱根間往復大学駅伝競走 結果について 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2023/01/64049/ 
 
◆サッカー部 八王子市教育長への表敬訪問の記事が GO GLOBAL のサイトで公開されました 
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https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/12/64043/ 
 
◆サッカー部 進路決定報告（J リーグ）記者会見を実施しました（2022年度） 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/12/63999/ 
 
◆バレーボール部 部員のイタリア派遣に関する記者会見を実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/12/63997/ 
 
◆バスケットボール部 渡部 琉さん（商 4）B.LEAGUE『仙台 89ERS』と特別指定選手契約 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/12/63757/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学のキャリアサポート 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆１月の多摩キャンパスキャリアセンターの開室時間について 
 ※個人面談はＷＥＢ予約となっております。 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2022/12/63942/ 
 
◆【第 3回就職ガイダンス（面接対策・OBOG訪問）】開催のお知らせ 
日程：2023 年 1月 18日（水） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/12/59715/ 
 
◆24 卒対象 業界研究セミナー 第 2弾（1~2 月開催）のお知らせ 
日程：2023 年 1月 25日（水）～2 月 10 日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2022/12/64029/ 
 
 
◇キャリアセンター（理系） 
◆個人面談予約について 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/guide/personal_interview/ 
 
◆【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/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部生向けに現役経営者からのメッセージ講演をいただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/01/64114/ 
 
◆【文学部】社会文化系の学生が「学びの基礎演習２(B)」でポスター発表会を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/major/passport_program/news/2023/01/64120/ 
 
◆【商学部】商学部学生が東京都檜原村と連携して地サイダーを企画・販売します 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2023/01/64115/ 
 
◆【商学部】商学部学生が山梨県丹波山村と連携してバイカーに向けた限定ステッカーを開発・販売しま
す 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2023/01/64113/ 
 
◆【FLP・経済学部】経済学部生も参加した FLP国際協力プログラムの期末発表成果報告会にて、JICA
の特別講演が行われました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/01/64108/ 
 
◆【総合政策学部】総合政策学部 加藤ゼミの中村咲里佳さんと吉田理湖さんが「インドネシア語スピー
チコンテスト」で受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/12/63816/ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部の学生がドイツで開かれた国際会議併設ワークショップにおいて査読
受理され研究発表を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2022/12/64030/ 
 
◆【商学部】学生の取り組みが『遠野テレビ』で紹介されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/12/64037/ 
 
◆【商学部】中央大学商学部で目指す「公認会計士」 ～ 令和 4 年度合格体験記 ～ 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2023/01/64078/ 
 
◆【商学部】「J リーグビジネス論Ⅱ（明治安田生命寄付講座）」に明治安田生命保険相互会社 ブランド
戦略部長 塩田信行氏が登壇しました 
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https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/12/64024/ 
 
◆【国際経営学部】三大学合同ゼミ、開催のご報告（国際経営学部） 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63994/ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部の学生がサイバーワールド研究会において発表を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2022/12/63991/ 
 
◆【総合政策学部】総合政策学部「リサーチフェスタ 2022」を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/12/63753/ 
 
◆【経済学部】経済学部「公益企業論」に総務省より片桐義博さまがご登壇、モバイル市場の競争促進に
ついて講演が行われました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/12/63963/ 
 
◆【経済学部】経済学部公認の国際交流委員会が、クリスマスパーティーを主催し学内の留学生と交流を
図りました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/12/63949/ 
 
◆【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）
に国土交通省の角野貴優国際協力政策調整官をお迎えし、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/2022/12/63934/ 
 
◆【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、経済産業
省 通商政策局 通商機構部 国際経済紛争対策室 平澤史子総括補佐をお招きし、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/2022/12/63933/ 
 
◆【理工学研究科】理工学研究科博士３年 岡本 航さん、長谷川舞さん（22 年修）、修士 1 年 高山夏実
さん、修士 2年 小林樹広さん、臼井朝音さんらの論文が ACS Appl. Bio Mater. 誌の表紙を飾りました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/chemistry/news/2022/12/63884/ 
 
◆【経済学部】中大高校で実施された「経済入門」（科目等履修生）に、大学生・他校生も対面参加しま
した 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/12/63880/ 
 
◆【理工学部】情報工学生チームが脳トレゲーム制作コンペでグランプリ獲得 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/news/2022/12/63219/ 
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◆【理工学部】理工学部教授（応用化学科）小松晃之と宇宙研究開発機構（JAXA）共同チームのタンパ
ク質が国際宇宙ステーション「きぼう」に打ち上げられました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/chemistry/news/2022/12/63844/ 
 
◆【AI・データサイエンス全学プログラム】科目「AI・データサイエンス総合」にて、マイナビ編集長 高
橋 誠人 様、株式会社 ALBERT 井田 佳祐 様、巣山 剛 様から講義 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/ai_and_ds/news/2022/12/63806/ 
 
◆【経済学部】経済学部「公益企業論」に福岡 eスポーツ協会会長の中島さまがオンラインで登壇されま
した 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/12/63834/ 
 
◆【理工学研究科】精密工学専攻 藤井 秀行さんが The 19th International Conference on Precision 
Engineering にて Young Researcher Awardを受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2022/12/63832/ 
 
◆【理工学研究科】理工学研究科博士後期課程 田崎元さんが「FIT論文賞」を受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/news/2022/12/63817/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の専門演習Ⅲ（担当教員：木村剛教授）において「JFA×中央大学『ア
スパス！協働プロジェクト』」の最終報告会に向けたプレ・プレゼンテーションが行われました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63814/ 
  
◆【理工学部】理工学部教授 小松晃之の研究室（人工血液の開発）が朝日新聞で紹介されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/chemistry/news/2022/12/63810/ 
 
◆【経済学部】長期インターンに取り組み、起業・メガベンチャーへの就職を叶えた経済学部生にインタ
ビュー 
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2022-12-13-907/ 
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資格試験・スキルアップ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆2023 年度「公認会計士講座」「簿記会計講座」の申込受付中です 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/news/2023/01/63774/ 
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https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/12/63814/
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/chemistry/news/2022/12/63810/
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2022-12-13-907/
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/news/2023/01/63774/


 
◆【2023年 2 月実施・先着順】＜全学生対象＞TOEIC(R) L&R オンライン IP テスト実施のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/12/63542/ 
 
◆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/ 
 
◆【2/8(水)17:00 オンライン】TOEIC 講座を体験しよう！満点講師による模擬授業 開催のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/event/2022/12/63554/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
保健センター 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆2023 年度 学生定期健康診断について（お知らせ） 
学部学生 2 年生以上、大学院生、専門職大学院生、教職課程科目等履修生の皆さんを対象とする定期健
康診断（期間：2023 年 4月 1日～7 日）の詳細が決まりましたのでお知らせします。 
※定期健康診断を受診しないと、「健康診断証明書」は、大学から発行されません。 
2023年度中に大学発行の「健康診断証明書」が必要な方は、2023 年度学生定期健康診断を受診してくだ
さい。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/health_center/news/2022/12/63890/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■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。 
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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。 
 


