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中央大学父母連絡会ニュース 
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◆2022 年度中央大学父母懇談会説明映像公開 
この度は 2022 年度中央大学父母懇談会にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。 
 
残念ながら父母懇談会にご参加できなかった方については、ポータルサイト C plus に大学公式 Youtube
へのリンク先 URL を掲載しておりますので、是非ご覧いただければと存じます。 
 
中央大学父母連絡会は、大学とご父母との連携を密にして、ご子女の学生生活が充実した有意義なもの
となるよう協力すること、同じ中大生の子を持つご父母同士がイベントや懇親会等を通して交流いただ
き「中大生の親ライフ」を楽しんでいただくことに重点を置いております。 
父母懇談会以外にも、キャンパスライフ体験会や各支部における活動等にご参加いただき、「中大生の親
ライフ」を楽しんでいただけますと幸いです。 
なお、父母懇談会でのご説明映像をご覧いただき、ご不明な点等ございましたら、成績についてはご子女
の所属学部事務室、父母連絡会の活動については父母連絡会事務局へお気軽にお問い合わせください。 
 
◆支部総会の開催について 
「草のみどり 7 月号」でご案内しておりますとおり、例年父母懇談会と同日に対面形式にて開催してお
りました支部総会について、2022 年度は原則※、対面形式での開催は行わず、支部総会資料を電子媒体
（ポータルサイト Cplus）へ掲載して開催いたします。 
支部総会資料は、支部毎に 7 月 1 日（金）から 7 月 10 日（日）までの期間に C plus に掲載いたします
ので、ご確認くださいますようお願いいたします。 
C plus には以下の URL からログインください。ログイン ID、パスワードは、ご子女が入学された年の
6 月に大学登録住所宛に郵送しております。ログイン ID、パスワードを紛失された場合は、ご子女の所
属学部事務室へお問い合わせください。 
＜C plus ログイン URL＞ 
https://www.ac04.tamacc.chuo-u.ac.jp/ActiveCampus/ 
 
※山形県支部、福島県支部、徳島県支部については、父母懇談会のプログラムを一部変更し、対面形式に
て父母懇談会内で支部総会を開催します。 

https://www.ac04.tamacc.chuo-u.ac.jp/ActiveCampus/
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中央大学ニュース 
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◆附属生ウェルカムイベント（多摩キャンパス A 日程）を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/06/61129/ 
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中央大学スポーツニュース 
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◆弓道部 第 34 回全国大学弓道選抜大会 女子の部で初優勝 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/07/61367/ 
 
◆女子卓球部 関東学生卓球選手権大会でシングルス・ダブルス優勝 枝廣さん（商１）は２冠達成 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/06/61259/ 
 
◆自動車部 全関東学生ダートトライアル選手権大会の結果について 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/club/sports/news/2022/06/61239/ 
 
◆株式会社タイカ社、スペインラ・リーガ「RCD マジョルカ」関係者がサッカー部の練習視察のために
来訪されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/news/2022/07/61317/ 
 
◆「やってきたことに間違いはなかった」白門スイマー大本里佳選手、世界水泳で 2 種目入賞！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/06/61229/ 
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現在募集中の本学独自経済支援関連奨学金のご案内 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1．2022 年度中央大学経済援助給付奨学金（COVID-19 家計急変）（学部生対象） 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により学業の継続が困難で、かつ、学力・人物が優秀な
学生を支援するため、昨年度より申請資格を変更した形で奨学金の募集を行っています。詳細は下記奨
学金 Web サイトを確認してください。 
募集期間：7 月 1 日（金）～29 日（金）※消印有効 
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＊国による「高等教育の修学支援新制度(※)」との併給は不可。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/06/60508/ 
------------------------------------------------------------------- 
2．2022 年度中央大学経済援助給付奨学金（所得条件型）＜後期募集＞（学部生対象） 
所得証明書に記載されている金額（父母の合算金額）について、次の（１）・（２）の両方の基準を満たす
者。 
（１）給与所得・年金所得の区分について、合計収入金額が 500 万円以下（給与収入と年金収入の合計
金額が 500 万円以下） 
（２）合計所得金額が 356 万円以下（すべての所得区分の所得金額の合計が 356 万円以下） 
 募集期間：7 月 1 日（金）～29 日（金）※消印有効 
 
＊国による「高等教育の修学支援新制度(※)」との併給は不可。 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/news/2022/06/61142/ 
------------------------------------------------------------------ 
(※)国による「高等教育の修学支援新制度」とは… 
授業料減免＋JASSO 奨学金【給付型】を受けられる制度のことです。 
----------------------------------------------------------------- 
1 と 2 の奨学金の内容は異なります。上記 URL より募集要項の内容をよくご確認ください。ご不明な点
がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。 
【申請・問い合わせ先】 
学生部事務室奨学課（法・経済・商・文・総合政策・国際経営学部生） 
https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=48 
学生部事務室都心学生生活課（理工・国際情報学部生） 
https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=44 
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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（全学部） 
◆2022 年度 夏季「行政」インターンシップ 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/internship/news/2022/05/60068/ 
 
◆【地方就職イベント第 1 弾】「UIJ ターン就職ガイダンス」（オンライン）のお知らせ（全学年対象） 
開催日：7 月 12 日（火） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/06/61018/ 
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◆【地方就職イベント第 2 弾】「自治体別オンライン相談会」のお知らせ（全学年対象） 
開催日：7 月 19 日（火）～7 月 22 日（金） 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/06/61019/ 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆【公務員】秋試験（教養区分）対策ゼミのご案内＊3 年生対象 
https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/news/2022/06/61061/ 
 
◆【全学年対象】「OBOG 交流会」のお知らせ 
開催日：7 月 29 日（金） 

https://www.chuo-u.ac.jp/career/center/literature/event/2022/06/61282/ 
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資格試験・スキルアップ 
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◆夏期集中 4 技能スキルアップ講座「テクニカル リーディング＆ライティング」受講生募集のご案内 
ニーズに合わせて英語４技能（話す・読む・書く・聞く）をピンポイントで徹底的に学習する 4 技能スキ
ルアップ講座。 
この夏は、大丈夫なつもりでも、意外と時間がかかってしまう「リーディング」と整理してまとめるには
コツがいる「ライティング」に焦点を当てた 2 日間集中講座を開講します。 
申込締切： 7 月 15 日（金）12：00 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/06/60846/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【文学部】中国言語文化専攻主催講演会「文革、留学、ショパコンだって～中国語ができてよかった♪」
を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/major/chinese/news/2022/07/61148/ 
 
◆【経済学部】「国際協力を動かしているのは誰か」。経済学部「国際協力論」（林 光洋）で JICA の下田
さんが特別講義 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/07/61296/ 
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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）」に川崎フロンターレ営業部の小林 幸
太 氏と田中 和也 氏が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/06/61283/ 
 
◆【理工学部】精密機械工学科・新妻教授が Vincze David 氏（ハンガリー・UNIVERSITY OF MISKOLC）
と研究交流を実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/science/news/2022/06/61085/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部 3 年の専門演習Ⅱ（担当:教授 国松麻季）は、スマートシティ・プロ
ジェクトの一環として、会津若松市役所や関係機関に訪問、調査を実施しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/06/61266/ 
 
◆【法学部】新宿駅東京メトロ地下連絡通路(定期券売り場)のデジタルサイネージに法学部のプロモーシ
ョン動画が掲出されました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/law/news/2022/06/61261/ 
 
◆【経済学部】経済学部「交通経済論」にて、京王電鉄の皆様をお招きしての特別講義が行われました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/06/61246/ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部の学生が HCD 研究発表会、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/2022/06/61238/ 
 
◆【経済学部 & FLP】経済学部 & FLP 国際協力プログラム林光洋ゼミの学生が浦和学院高等学校の生
徒に模擬授業を行いました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/06/61191/ 
 
◆【商学部】「Ｊリーグ・ビジネス論Ⅰ（明治安田生命寄付講座）」にヴァンフォーレ甲府の代表取締役社
長の佐久間悟氏が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/06/61187/ 
 
◆【総合政策学部】総合政策学部教授 目加田説子が卒業生の岸将之氏をお招きし特別講義を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/06/61184/ 
 
◆【総合政策学部】総合政策学部教授 加藤久典がデヴィ・スカルノ夫人をお招きし特別講義を行いまし
た 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/06/61151/ 
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◆【国際経営学部】国際経営学部の入門演習（担当：国松麻季教授）において株式会社ベネッセホールデ
ィングス福原賢一特別顧問（前代表取締役副会長）にご講演いただきました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/06/61183/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の専門演習Ⅱ（担当教員：楊川）において、日系自動車メーカーでご勤
務されている右田和義様をゲストスピーカーにお迎えし、「海外営業からみた EPA と海外勤務における
キャリア形成」というテーマでご講演頂きました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/06/61165/ 
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ボランティア 
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◆【参加者募集中】CVC 版夏ボラ@多摩キャンパス周辺 
今年の夏休み、キャンパス周辺でボランティア活動をしませんか？ 
〆切：7 月 11 日(金)9:00 迄 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/volunteer/event/2022/06/60953/ 
 
◆【参加者募集中】福島スタディーツアー 
日時：2022 年 8 月 29 日(月)～31 日(水) 2 泊 3 日 
〆切：7 月 11 日(月)9:00 
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/volunteer/event/2022/06/60896/ 
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学生相談室からのご案内 
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◆【学生の皆さんへのメッセージ】性的同意・デート DV に関する講演会の実施について 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2022/06/60832/ 
 
◆学生相談室よりご父母向けオンデマンド講演会のご案内 
https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/counseling/news/2022/07/61279/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
監査法人への就職をめざす本学学生・卒業生へ 
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◆中央大学公認会計士白門会と経理研究所との共催による「監査法人説明会・懇談会」開催 
監査法人に所属されている学員（卒業生）の方々のご協力による中央大学ならではの説明会・懇談会で、
先輩方から貴重なアドバイスや情報を得られる機会となりますので、監査法人への就職をお考えの方は
ぜひご参加ください。 
＜日程＞ 
2022 年 8 月 23 日(火)、25 日(木) ※リモート開催 
＜対象＞ 
本学学生・卒業生で、令和４年公認会計士試験論文式試験を受験した方もしくは前年度までに公認会計
士試験論文式試験に合格した方 
https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/event/2022/06/61227/ 
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大学院国際情報研究科（修士課程）開設記念イベント 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆大学院国際情報研究科（修士課程）開設記念イベントを開催 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2022/07/61294/ 
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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 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
Copyright (C) 2022 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。 

https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/event/2022/06/61227/
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2022/07/61294/

