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中央大学父母連絡会ニュース 
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◆父母懇談会にぜひお申し込みください！！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_parent/parents_association/parent_meeting/guide/ 
＜父母懇談会のポイント＞ 
・父母懇談会は全学部、全学年対象のイベントです。 
・大学教職員が全国の都道府県に出張し、「中央大学の取り組み」「2021 年度卒業生の進路・就職結果」
「就職活動がどのように行われているのか」「インターンシップや就職活動について大学はどのような支
援を行っているのか」といった最新情報を直接ご説明させていただきます。 
・疑問や不安に思っていることを直接ご相談いただけます。 
・ご参加いただいた方には、当日に成績原簿、大学に関する各種資料、中央大学ノベルティグッズをお渡
しします。 
＜父母懇談会懇親会のポイント＞ 
・同じ地域から中央大学に通う父母同士の交流・情報交換ができます。 
・父母連絡会の各支部の活動の情報を得られます。 
 
＜父母懇談会申込手順＞ 
（１）父母懇談会の申込締切を確認する 
https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_parent/parents_association/parent_meeting/guide/ 
（２）以下の URLから父母懇談会申込サイトの新規利用登録をする 
https://va.apollon.nta.co.jp/tyuodaigakuhubokondankai/ 
（３）新規利用登録時に作成した ID・パスワードで申込サイトにログインし参加申込 
 
＜父母懇談会について＞ 
・父母懇談会及び懇親会については、事前予約制で参加定員を設けて開催します。 
・ご父母の参加人数は、原則として１学生につき１名とします。 
・懇親会では飲食物のご提供はございません。 
・対面形式の父母懇談会への参加が難しい方向けに、後日大学からのご説明の動画を公開します。（公開
日が決まりましたら、あらためてご連絡いたします） 
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◆食育支援企画がいよいよ来週からスタートします！ 
ご子女へ低価格で栄養のある食事を摂っていただくことを目的に父母連絡会が主催する食育支援企画が
5 月 30 日（月）からスタートします。 
本企画は、地方出身学生が多い本学ならではの特色から、地方の特産品やご当地メニューを知ってもら
うことからスタートしました。 
コロナ禍以降は、アルバイト等ができず収入が減ってしまったことに伴い経済的に困窮する学生支援の
観点から、低価格で栄養のある食事の提供に主眼を置き実施しております。 
是非ご子女の皆様へご案内ください！ 
＜開催日程＞ 
5 月 30 日（月）～7 月 1日（金） ※土曜日を除く授業実施日のみ 
＜開催場所＞ 
・多摩キャンパス 
 C スクエア 1 階リーフカフェ、ヒルトップ 1階生協食堂・売店、ヒルトップ 3 階芭巣亭 
・後楽園キャンパス 
 5号館地下 1 階生協売店 
・市ヶ谷田町キャンパス 
 1階生協売店 
＜販売価格＞ 
・朝食セット 100 円 
・昼食メニュー、お弁当 300 円 
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中央大学スポーツニュース 
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◆準硬式野球部 東都大学準硬式野球春季リーグ戦で５季連続の優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/05/60651/ 
 
◆拳法部 日本拳法第 35 回東日本大学リーグ戦男子の部で優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/05/60648/ 
 
◆女子卓球部 2022 年度春季関東学生卓球リーグ戦女子１部 全勝で優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/05/60642/ 
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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） 
◆【公務員】第 2回 OBOG相談会開催（国家公務員と地方公務員の違いを知る）のお知らせ 
～人事院と東京都庁の 2人の OB がリアルを語る 60 分！～ 
日時：2022年 6月 9日（木）17:15～18:15 
開催方法：ハイブリッド [対面（ForestGateWay 3 階ホール）・オンライン］ 
対象：１～３年生 
申込締切：6月 8 日（水）16時 
＊対面は先着 300名 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/05/60511/ 
 
◆【1・2 年生対象】未来の挑戦と学生生活をデザインする－ＯＢＯＧ座談会－ 
日時：6月 4日（土）13:00～15:00（集合 12:50） 
対象：1・2年生対象 
申込締切：6月 2日（木） ※但し、定員に達し次第受付終了 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/05/60605/ 
 
◆【全学年対象】「障がいや疾病のある学生のためのキャリアガイダンス」開催のお知らせ 
日時：2022 年 6月 4 日（土）10：00～11：30 
会場：オンラインにて開催（Webex を利用） 
対象：全学年（ご父母も参加可） 
申込締切：６月３日（木）17時 

https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/05/60550/ 
 
◇キャリアセンター（理系） 
◆【理系対象・24 卒対象】グループディスカッション対策実践編 
日時：6月 23日（木）17:00～18:40 対面形式（事前申込制） 
第１部・第２部とも各８名の先着順です。 
6 月 7日（火）10 時から受付を開始します。 
理工キャリア支援課（3号館 1 階）で申し込んでください。 
短期間で満席になることが想定されます。原則として申し込みをキャンセルできないのでご注意くださ
い。 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/science/event/2022/04/60239/ 
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奨学金 
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◆JASSO 緊急特別無利子貸与型奨学金の募集について（学部生・大学院生対象） 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/05/60532/ 
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資格取得・スキルアップ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆【経理研究所】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/2022/05/60617/ 
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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】「Jリーグ・ビジネス論Ⅰ（明治安田生命寄付講座）」に FC町田ゼルビア運営・広報担当部
長の岡田敏郎氏が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/05/60635/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の専門演習Ⅱ（担当教員：本学部教授 木村剛）において、Osborn & Mori 
Partners 社の代表取締役パートナーである Henry Osborn 氏をオンラインでお招きし、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/2022/05/60607/ 
 
◆【経済学部】経済産業省を経て鹿児島県庁で手腕を振るう経済学部 OB に、学部生がインタビューし
ました。 
https://econ-picks.r.chuo-u.ac.jp/2022-05-18-604/ 
 
◆【理工学部】理工学部 情報工学科が CG-ARTS協会の認定教育校に登録 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/news/2022/05/60584/ 
 
◆【FLP】地域・公共マネジメントプログラム 八王子市からの出前授業を実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/collaborate/news/2022/05/60560/ 
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大学院進学 
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◆国際情報研究科の入学試験要項（募集要項）を公開しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/itl/news/2022/05/60662/ 
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イベント情報 
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◆40 分でわかるレポート作成のコツ ―「パラグラフ・ライティング」のススメ― 
今回は、主に新入生向けの「40 分でわかるレポート作成のコツー『パラグラフ・ライティング』のスス
メー」と題したワンポイント講座を対面＆オンラインで実施します。 
「パラグラフ・ライティング」は、分かりやすい文章を書く上で、とても重要なアカデミック・ライティ
ング技法の１つです。初めてレポート執筆で困っているみなさん、レポート内の主張が読み手に伝わる
か不安だというみなさん、この講座で「パラグラフ・ライティング」のコツを学びませんか。 
＜日程＞ 
2022年 6 月 2日（木）17:00～17:40（対面） 
2022年 6 月 8日（水）17:00～17:40（オンライン）※要申込 
＜対象＞ 
中央大学生であれば、どなたでもご自由に参加いただけます。 
主に新入生向けの内容ですが、2年生以上の方も歓迎です。 
https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_student/event/2022/05/60602/ 
 
◆連続ボランティア講座 
公務員、民間といったいろいろな立場から社会課題に挑む方のお話を聞くことができる全 3 回の講座を
オンラインとリアルのハイブリッド開催します。 
各開催日の前日までにお申し込みください。 
対象：中大生（全学部・全学年） 

◇第 1回 「『公務員に求められる力』とボランティア活動 就活や公務員試験で問われること」 
6 月 10 日（金）17:00～18:10 
◇第 2 回 「正しいよりも楽しく！～防災活動の担い手を地域で育てるための秘訣とは」 
6 月 17 日（金）17:00～18:10 
◇第 3回 「ボランティア経験をどのように社会で活かすか？卒業生の活躍から学ぶ」 
2022年 6 月 25 日(土) 14:00～15:20 
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https://www.chuo-u.ac.jp/usr/volunteer/event/2022/05/60522/ 
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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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※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。 
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