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中央大学ニュース 
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◆新しい学びの拠点 茗荷谷キャンパスが竣工 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2023/01/64268/ 
 
◆国際基礎科学年企画 第一弾 哲学×生物学セッションを開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/news/2023/01/64314/ 
 
◆国際基礎科学年企画 第二弾 哲学×物理学セッションを開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/news/2023/01/64315/ 
 
◆副学長 佐藤 信行（教育開発・社会連携・広報・SDGs 担当 法務研究科 教授）が出演した SDGs 座
談会が公開 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2023/01/64238/ 
 
◆【理工学部】淑徳 SC 中等部・高等部と教育交流に関する覚書を締結しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/news/2023/01/64136/ 
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中央大学スポーツニュース 
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◆拳法部 第 67 回全日本学生拳法選手権大会男子の部で優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2023/01/64261/ 
 
◆陸上競技部 藤原正和駅伝監督が箱根駅伝結果報告を行いました（付帯記事：感動の名場面特集「時代
を紡ぐ軌跡を残せ！」） 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2023/01/64285/ 
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◆全国から“One Chuo“で心を一つにエールを送った箱根駅伝オンライン応援イベント 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2023/01/64267/ 
 
◆（日テレ NEWS 動画）【箱根駅伝】「箱根行きの中央特快」梅澤廉アナ実況がトレンド入り 
YouTube の日テレ NEWS チャンネルで、箱根駅伝で実況での「箱根行きの中央特快」のビハインドにつ
いて紹介されました。動画内で「中大スポーツ」新聞部が言及され、理工鉄道研究会の学生が出演しまし
た。 
https://www.youtube.com/watch?v=SU3hNsxCxog 
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奨学金 
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◆日本学生支援機構第一種貸与奨学金 専門職課程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/2023/01/64346/ 
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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（文理） 
◆【公務員】面接試験対策セミナー<面接カード作成演習編>のお知らせ 
申込締切：2023 年 1 月 27 日(金)13:00 
日程：1 月 30 日（月）13:00～14:30 
対象：学部 3 年生・大学院 1 年生推奨（他学年も参加可） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2023/01/64124/ 
 
◆【全学年対象】「《内定者が伝授！》公務員就職の極意」開催のお知らせ 
申込締切：2 月 1 日（水）13:00 まで 
日程（3 年生対象）：2 月 2 日（木）13:00～16:10 
日程（1・2 年生対象）：2 月 3 日（金）10:00～13:00 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2023/01/64233/ 
 
◆【公務員】地方公務員 OBOG 相談会開催のお知らせ 
申込締切：2 月 6 日（月）13：00 まで 
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日程：2023 年 2 月 7 日（火）15:00～17:00 オンライン開催（Webex） 
対象：全学年 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2023/01/64324/ 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆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/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【FLP ジャーナリズムプログラム】山崎ゼミのショートドラマの制作風景が BS 朝日の番組内で紹介さ
れます（2/4 放送） 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/flp/news/2023/01/64369/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部２年の専門演習Ⅰ(担当:教授 国松麻季）において、フォーアイディー
ルジャパン株式会社 代表取締役社長 杉原美智子様による特別講義を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/01/64330/ 
 
◆【経済学部】経済学部の和田ゼミの学生が表彰、第 6 回東京女子大学ビジネス・プランニング・コンテ
ストにて 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/01/64260/ 
 
◆【文学部】文学部主催イベント「日本・アルメニア外交関係樹立 30 周年記念 レクチャーコンサート」
を「Go Global」特設サイトで取り上げました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2023/01/64247/ 
 
◆【経済学部】経済学部・江川ゼミ・伊藤（篤）ゼミ・和田ゼミの学生が「アグリカルチャーコンペティ
ション 2022」でブロック優勝と審査員特別賞を受賞しました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/01/64159/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の Global StudiesⅠ(担当教員：ドゥマヤス アリャン デラ ロサ) の授
業に、自動車産業の企業でプロジェクトマネージャーを勤めている Mr. Marc Brandt 氏をお招きし、
「Working in a cross-cultural environment: experiences from a German working in Japan」というテーマ
でご講演いただきました 
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https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/01/64187/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部「日本語ビジネス交渉論（担当教員：教授 申淑子）」の授業で、成蹊大
学経営学部の鈴木賞子教授をゲストスピーカーとしてお招きし、「多様化する日本企業の採用戦略」につ
いて講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/01/64148/ 
 
◆【商学部】商学部学生がＪリーグクラブチームにおける経営課題の解決に取り組みました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2023/01/64140/ 
 
◆【経済学部】フェアトレードを推進する学生団体「FACT」が、山梨県の丹波中学校にオンライン授業
を実施 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/01/64139/ 
 
◆【経済学部】経済学部「公益企業論」ゲストスピーカー登壇 3 回目。東京電力を取り巻く事業環境と今
後の経営戦略について 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/01/64123/ 
 
◆【理工学部】電気電子情報通信工学科 4 年の太田頼斗さんが第 49 回炭素材料学会年会にて年会ポスタ
ー賞を受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/electronic/news/2023/01/64083/ 
 
◆【理工学研究科】電気電子情報通信工学専攻 博士前期課程 1 年の木下祐哉さんが第 38 回近赤外フォ
ーラムにて学生優秀発表賞を受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/electronic/news/2023/01/64082/ 
 
◆【理工学研究科】電気電子情報通信工学専攻 博士前期課程 1 年の酒井大揮さんが第７回フォトニクス
ワークショップにて優秀ポスター賞を受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/electronic/news/2023/01/64081/ 
 
◆【理工学研究科】電気電子情報通信工学専攻 博士前期課程 1 年の酒井大揮さんが 8th Workshop on 
Nanocarbon Photonics and Optoelectronics にて The Young Scientist Poster Presentation Award を受賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/electronic/news/2023/01/64079/ 
 
◆【理工学研究科】日本機械学会 2022 年度年次大会にて、理工学研究科・精密工学専攻 博士前期課程
2 年 山田 寛己さんと博士前期課程 1 年 米山遼太郎さんが若手優秀講演フェロー賞を、第 13 回マイク 
ロ・ナノ工学シンポジウムにて、同じく博士前期課程 2 年佐藤拓さんが筆頭の論文が優秀講演論文表彰
を受賞 
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資格試験・スキルアップ 
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◆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/ 
 
◆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 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/ 
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教養番組「知の回廊」をご紹介します 
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◆教養番組『知の回廊』第 149 回「Edtech の進化～VR を活用した最新の英語学習とは～」 
中央大学では、株式会社 JCOM と共同で、教養番組『知の回廊』を制作し、大学の知的財産を社会に還
元しています。 
2023 年 1 月放送の番組は、国際情報学部 斎藤裕紀恵 准教授 監修「Edtech の進化～VR を活用した最
新の英語学習とは～」です。 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/kairou/news/2023/01/64235/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 Swing Crystal Orchestra 第 65 回定期演奏会(リサイタル) 
日時: 2023 年 2 月 25 日（土）) 
開場: 15:00 開演: 15:30 
場所: ニッショーホール (旧新橋・ヤクルトホール) 
チケット: 1,000 円 ※購入方法は HP 参照 
http://swingcrystal.g2.xrea.com/ 
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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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