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中央大学ニュース 
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◆副学長・国際センター所長 白井 宏がタイのカセサート大学創立 80 周年記念行事に出席しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/news/2023/02/64585/ 
 
◆中央大学の伝統の地 駿河台キャンパスが竣工 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2023/02/64510/ 
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奨学金 
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◆2023 年度 奨学金の春季申込関係スケジュールについて【全学年対象】（新入生・学部生・大学院生）
【2月 1 日】 
本学では、多彩な奨学金を準備しております。ここでは、2023 年度新入生・在学生を対象として、年度
末から年度初め(3 月～4月)にかけて募集する奨学金をご案内します。 

詳細はリンク先からご確認ください。 

https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2023/02/64122/ 
 
◆【多摩キャンパス】奨学課の窓口時間について【2023 年 2 月】※窓口開室時間一部変更（2 月 2 日更
新） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2023/01/63897/ 
 
◆【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 5 年 1 月 24 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 26 日更新】 
対象地域：【鳥取県】八頭郡智頭町 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2023/01/64400/ 
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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（文系） 
◆「内定者に聞く!! 就活のすゝめ（オンライン座談会）」のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2023/02/64536/ 
☆就活を経験した 4 年生に就活の疑問をざっくばらんに聞ける“オンライン座談会”☆ 
参加者の皆さんからの疑問、質問に一問一答で内定者が答える形式で実施します。 
就活を進めていく中で気になっていることをこの機会に解消しませんか？ 
時間が許す限り、皆さんの質問にお答えします。ぜひお気軽にご参加ください！ 
 
＜"勉強"編＞ 
参加内定者：衆議院事務局（総合職）・東京都庁 
日時：2月 20日(月)14:00～15:00 
対象：主に 1・2年生 
申込 URL：https://forms.gle/CfqQofsLwBrtYiJbA 
 
＜ "民間と公務員の併願"編＞ 
参加内定者：長野県庁・金融業界 
日時：2月 21日(火) 14:00～15:00 
対象：全学年 
申込 URL：https://forms.gle/xMYhR4rU6FBPZrFAA 
  
＜"面接・行政研究"編＞ 
参加内定者：法務省出入国在留管理庁（総合職）・横浜市役所 
日時：2月 22日(水) 14:00～15:00 
対象：主に 3年生 
申込 URL：https://forms.gle/vrMjZT3gRdXHUkm38 
 
＜"SPI 等で受けられる地方公務員"編＞ 
参加内定者：調布市役所・八王子市役所 
日時：2月 24日(金) 10:00～11:00 
対象：全学年 
申込 URL：https://forms.gle/cwttFxQWeC4dMKTu5 
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◇キャリアセンター（理系） 
◆【理系対象】2022 年度 地方公務員セミナー《公務員試験制度および業務説明会》 
日程：2023 年 2 月 22 日（水）・27 日（月）・28 日（火）、3 月 2 日（木）・6 日（月）・7 日（火）・8 日
（水） 
地方自治体のご担当者をお招きし、試験制度および業務説明会を実施します。 

地方自治体への就職を志望している方はもちろん、”ちょっと興味がある”という方も気軽に参加して、ぜ
ひ視野を広げてください。 

3 年生/修士 1 年生以外の方の参加も大歓迎です。 

開催方式：Webex ライブ配信形式 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2023/01/64401/ 
 
◆【理系対象】manaba オンデマンド動画 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/news/2023/01/64409/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【国際経営学部】学部企画「企業訪問（Company Visit）」の合同報告会を実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/02/64549/ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部では、2022 年度後期の授業でも多くの実務家・有識者の方にご講演を
いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2023/01/64443/ 
 
◆【商学部】商学部学生が「起業・創業」の知識からビジネスプランを提案－創業支援に携わる現役の実
務家講師から学ぶ 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2023/01/64413/ 
 
◆【国際経営学部】「就職・進学（内定者の声）」ページを OPEN しました！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/01/64412/ 
 
◆【経済学部】日本航空の皆さまによる授業最終回。経済学部科目「キャリアデザイン」にて 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/01/64403/ 
 
◆【理工学部・理工学研究科】統計検定 1級に合格者：藤田岳彦研究室 
https://www.chuo-
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u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/data_science/news/2023/01/64282/ 
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GO GLOBAL 
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◆留学生による企画「学部留学生×ダイバーシティ」~ Chuo Diversity Week 2022「Safe Campus, Safe 
Space」~ 
https://globalization.chuo-u.ac.jp/report/action/2023/01/15108/ 
 
◆【国際教育寮】車いすの寮生による企画 ～ 留学生とパラスポーツで交流イベントを実施 
https://globalization.chuo-u.ac.jp/report/action/2023/01/15174/ 
 
◆アジア・オセアニア５か国の高校生・教員一行 27 名が多摩キャンパスを来訪【さくらサイエンスプラ
ン 2022】 
https://globalization.chuo-u.ac.jp/report/action/2023/01/15210/ 
 
◆「2022年度 中央大学日蘭交流会」を開催しました 
https://globalization.chuo-u.ac.jp/report/action/2022/12/15001/ 
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資格試験・スキルアップ 
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◆2023 年度 TOEIC(R) L＆R 公開テスト割引受験制度 〔学部生対象〕父母連絡会特別補助価格のご案
内 
中央大学国際センターでは、TOEIC 割引受験制度（TOEIC(R) Listening&Reading 公開テスト 団体一
括受験申込（バウチャー制度））の 2023 年度分の受付を開始しました。 
なお、2023 年度も、父母連絡会による学部生への特別補助が、さらに追加され、継続されることになり
ました。これにより、引き続き学部生は、通常の特別価格よりもさらに安い受験料で公開テストを受験す
ることが出来ます。 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/02/58230/ 
 
◆【学生向け】求められる人材になる（３級講座/オンライン授業） 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/news/2023/02/64406/ 
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学生相談室 
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◆学生相談室（多摩キャンパス）の窓口時間について（2023 年 2月・3 月分） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2023/02/64404/ 
 
◆学生相談室（後楽園キャンパス） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/korakuen/ 
 
◆学生相談室（市ヶ谷田町キャンパス） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/ichigayatamachi/ 
 
◆『スマホは便利で役に立つ？！』（学生相談室イベント第 7 弾）のお知らせ 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2023/02/64502/ 
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大学院 
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◆【2 月 15 日（水）】国際情報研究科特別選考入学試験（夏季）オンラインガイダンス 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/itl/event/2023/01/64480/ 
 
◆国際情報研究科特別選考入学試験（夏季）の募集要項を公開しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/itl/news/2023/01/64481/ 
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高校生向けイベントのご紹介 
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◆【国際経営学部】高校生大学生協働ワークショップを開催します！_高校生募集 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/01/64402/ 
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HAKUMON CHUO ～学生記者が取材編集する広報誌Web 版～ 
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◆「なんて素敵なファンタジー」 選手と並び国歌を歌う 
車椅子で一人、W 杯開催地のカタールへ サッカー部の持田温紀さん（法３） 
https://www.chuo-u.ac.jp/hakumon_chuo/news/2023/02/64445/ 
 
◆４人の心を一つに 「スタートから攻め続ける」 
ボート部 インカレ女子クォドルプルで初優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/hakumon_chuo/athlete/2023/01/64141/ 
 
◆就職内定の４年生からアドバイス 
女性白門会、キャリアセンターが「女子学生応援セミナー」 
https://www.chuo-u.ac.jp/hakumon_chuo/career/2023/01/64130/ 
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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 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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父母連絡会メール配信に関するアンケートご協力のお願い 
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◆父母連絡会メール配信に関するアンケートご協力のお願い 
いつも中央大学父母連絡会のメール配信をご覧いただきありがとうございます。 
今後の配信内容の参考にさせていただきますので、アンケートにご協力くださいますようお願いいたし
ます。 
【回答方法】次の URLからご回答ください。 
https://docs.google.com/forms/d/1Abcf4w-PbR_z4LA9whQBuL9Hqsb3FneE2R46IQoj5xo/edit 
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※Googleフォームのためブラウザは chrome を推奨いたします 
【回答締切】2023年 2月 28 日（火） 
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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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Copyright (C) 2023 Chuo University. All rights reserved. 
 
※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。 
 


