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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中央大学ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【法学部・経済学部・商学部・文学部・総合政策学部・国際経営学部】２０２２年度（第１４０回）中
央大学卒業式・大学院修士学位授与式のお知らせ (2023 年 2月 20 日更新) 
・卒業生及び同伴者の集合時間が学部ごとに異なります。 
・卒業生の御父母や関係者の皆様、卒業生以外の学生等については式典会場（多摩キャンパス第一体育
館）へ入場できません。式典中は同伴者会場（８号館）にて公式Web サイトのライブ中継をご覧いただ
けます。 
・同伴者については学生 1 名につき 1名とさせていただきます。 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/09/62538/ 
 
◆【理工学部・国際情報学部】２０２２年度（第１４０回）中央大学卒業式・大学院修士学位授与式のお
知らせ (2023 年 2 月 20日更新) 
・卒業生の御父母や関係者の皆様、卒業生以外の学生等については、式典会場（文京シビックホール）へ
の入場はできません。式典中は、各キャンパス内にご父母の待機場所を用意いたします。 
・各キャンパスで実施する卒業証書・学位記授与式については、卒業生のご父母や関係者の皆様もご参加
いただけます。ただし会場スペースの都合上、授与式への同伴は理工学部は 1名まで、国際情報学部は 2
名までとさせていただきます。 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/09/62540/ 
 
◆新たな教育施設、小石川キャンパスが竣工 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2023/02/64615/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆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。 

https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/09/62538/
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/09/62540/
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2023/02/64615/


今後の配信内容の参考にさせていただきたく存じますので、ぜひ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 
※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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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/ 
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中央大学スポーツニュース 
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◆重量挙部 北村広輝さん（商４）第 68 回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 55kg 級で
優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2023/02/64810/ 
 
◆ボクシング部 ウエノリュウイチさん（商３）が 2022 全日本ボクシング選手権大会で優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2023/02/64807/ 
 
◆陸上競技部 金子魅玖人さん（商３） 第 10 回アジア室内陸上競技選手権大会 800mで 5位入賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2023/02/64700/ 
 
◆スキー部 中澤拓哉さん（経１） FISUワールドユニバーシティゲームズ（2023/レークプラシッド）・
ノルディック複合男子団体で準優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2023/02/64698/ 
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◆スキー部 薄井理央さん（商３） 第 96 回全日本学生スキー選手権大会男子スーパー大回転で優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2023/02/64660/ 
 
◆自動車部 eスポーツ「GT Young Challenge」で３連覇達成 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2023/02/64662/ 
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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/ 
 
＜"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 
 
 
◇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 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】卒業生講演会（公務員講座スピンオフ・イベント） 
日程：2023 年 3月 3 日（金）17:00~18:00 
対象：本学理工学部生・大学院生（学年不問） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2023/02/64649/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部の学生が CM コンテスト・動画コンテストにおいて受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2023/02/64805/ 
 
◆【国際経営学部】NGO/NPO 論の授業で、公益財団法人笹川平和財団で常務理事を務める安達一氏に
「『開発』の視点からの笹川平和財団の役割」について講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/news/2023/02/64800/ 
 
◆【経済学部】経済学部伊藤伸介ゼミの学生が、NHKの番組に出演します 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/02/64802/ 
 
◆【経済学部】中国・上海市の復旦大学へオンライン短期留学した体験記が届きました 
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2023-02-16-925/ 
 
◆【経済学部】経済学部 赤羽ゼミが日本台湾交流協会の台北事務所を訪問しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/02/64749/ 
 
◆【国際経営学部】第 60 回宣伝会議賞「学生チーム対抗企画」にて、国際経営学部の飯田ゼミのチーム
が全国３位入賞 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/news/2023/02/64677/ 
 
◆【理工学部・理工学研究科】精密工学専攻梶原美紀さんと精密機械工学科高木蒼生さんが、日本非破壊
検査協会 SSM シンポジウムにて新進賞と学生優秀賞を受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2023/02/64671/ 
 
◆【文学部】社会学専攻 山田昌弘教授が『NHK ニュース 7』に出演。放送内容の要約に社会学専攻の
学生の意見も掲載 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2023/02/64678/ 
 
◆【文学部】文学部授業「実践的教養演習」でデジタルマガジンと多摩キャンパスツアー動画を制作 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2023/02/64670/ 
 
◆【国際経営学部】附属 4 校の進学内定者を対象に、高大接続学習「アクセスプログラム」を実施しまし
た！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/02/64652/ 
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◆【FLP】FLP ジャーナリズムプログラム山崎ゼミの制作した短編ドラマ「お母さんのなみだ」（I Saw 
Mommy Crying）が第 24回ハンブルグ日本映画祭賞にノミネートされました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/flp/news/2023/02/64635/ 
 
◆【理工学研究科】精密工学専攻 修士２年 人見峻広さんが第 23 回計測自動制御学会（SI2022）にて
優秀講演賞を２件受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2023/02/64614/ 
 
◆【理工学研究科】精密工学専攻 修士１年 寺山伊織さんが第 23 回計測自動制御学会（SI2022）にて
優秀講演賞を受賞しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2023/02/64583/ 
 
◆【国際経営学部】2022 年度 Company Visit－企業・機関訪問”企画の調査報告書を掲載しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2023/02/64619/ 
 
◆【経済学部】経済学部 赤羽ゼミが台湾の淡江大学で学生交流を実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2023/02/64631/ 
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資格試験・スキルアップ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆日商簿記検定 1級に 16名が合格 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/news/2023/02/64742/ 
 
◆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/ 
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大学院 
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◆【理工学研究科】2024 年 4月・2023 年 9月入学 特別選考入学試験要項公開 
https://www.chuo-u.ac.jp/admission/gschool/exam/science/science01/ 
 
＜理工学研究科教員紹介＞ 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/staff/ 
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2023年度中央大学生涯学習講座（クレセント・アカデミー）のご案内 
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◆2023 年度生涯学習講座のお申込 
https://www.chuo-u.ac.jp/crescent/news/2023/02/64708/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
教養番組「知の回廊」をご紹介します 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆教養番組『知の回廊』第 150 回「日本農業の未来の担い手を考える」 
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 2 月放送の番組は、経済学部 江川 章 准教授 監修「日本農業の未来の担い手を考える」です。 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/kairou/news/2023/02/64679/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■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/ 
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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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あらかじめご了承ください。 
 


