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中央大学父母連絡会ニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆2022 年度中央大学父母懇談会説明映像公開 
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、7 月 1 日（金）から 7 月
10 日（日）までの期間に支部総会資料を電子媒体（ポータルサイト Cplus）へ掲載して開催し、議案が
承認されました。 
 
※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、議案が承認されました。 
※香川県支部については、支部総会期間が 7 月 15 日～7 月 22 日に変更となりました。 
 
◆香川県支部総会の開催について（開催期間：7 月 15 日～7 月 22 日） 
https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_parent/parents_association/news/2022/07/61522/ 
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中央大学ニュース 
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◆佐竹敬久 秋田県知事と河合久 学長が就職支援に関する懇談をおこないました 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/07/61439/ 
 
◆附属生ウェルカムイベント（多摩キャンパス B 日程）を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/news/2022/07/61554/ 
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中央大学スポーツニュース 
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◆日本ラクロス史上初の快挙！白門ラクロッサー小松勇斗さんが世界大会で銅メダルを獲得！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/07/61524/ 
 
◆「世界陸上オレゴン 2022」に白門ランナーの飯塚翔太さん、五島莉乃さんが出場！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/07/61503/ 
 
◆白門サーファーの活躍！春季全日本学生サーフィン選手権優勝者 鈴木うるるさん（国際経営学部 4
年）がプロトライアルに挑戦！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/07/61377/ 
 
◆大石港与氏（トヨタ自動車陸上長距離部元主将） 本学陸上競技部長距離ブロックコーチに就任 
https://www.chuo-u.ac.jp/activities/sportspromotion/news/2022/07/61373/ 
 
◆中央大学相撲部がウクライナ代表チームと合同稽古を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/news/2022/07/61379/ 
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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
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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 
＊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/ 
 
◇キャリアセンター（文系） 
◆【全学年対象】「OBOG 交流会」のお知らせ 
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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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目標やスキルに合わせて選べる 45 コースをラインナップ♪まずはこちらをご覧ください！ 
https://english.chuo-u.tokyo/ 
 
◆【受講生募集中】夏期集中外国語講座（TOEFL/IETLS/TOEIC）のご案内 
この夏、短期集中で、劇的にスキルアップしませんか？！ 
 
1. TOEFL/IELTS 講座（申込〆切：7 月 31 日） 
留学に必要な TOEFL・IELTS 試験のスコアアップ攻略法を効率よく学びます。 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/06/60844/ 
 
2. TOEIC 講座（申込〆切：8 月 4 日） 
スコアアップ実績多数！入門（500 点）からハイレベル（900 点台）まで 4 レベルを開講します。 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/06/60845/ 
 
◆【受講生募集中】9 月 1 日スタート DMM 英会話 3 ヵ月コースのご案内（申込〆切：8 月 4 日） 
DMM 英会話サービスを約 50％OFF で提供。サポートレッスン付きで断然お得!! 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/07/61319/ 
 
◆【参加者募集中】7/29(金)17:00 オンライン開催・TOEIC なんて怖くない!! TOEIC 攻略１Day レッス
ン のご案内（申込〆切：7 月 29 日 16 時） 
連続満点講師・熊谷先生が、TOEIC テスト対策の必要性からスコア配分について、またパートごとの具
体的な攻略の秘訣をみなさんに解説します！ 
事前申込制・参加無料、お気軽にご参加ください♪ 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/event/2022/07/60842/ 
 
◆【受付中】＜全学生対象＞TOEIC(R) L&R／S&W オンライン IP テスト実施のご案内（申込〆切：8
月 4 日） 
全学生を対象に、TOEIC(R) IP テスト（オンライン）を実施いたします。これまで取り組んできた英語
学習の成果測定をはじめ、ぜひ、みなさんの目的に合わせてご活用ください！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/06/60848/ 
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◆【受付中】2022 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 
2022 年度も父母連絡会による学部生への特別補助が継続され、学部生は通常の特別価格よりもさらに安
い受験料（5,390 円）で公開テストを受験することができます。 
TOEIC テストの受験を予定されている方は、ぜひ本制度をご利用ください。 
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/news/2022/02/58230/ 
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特色ある授業・活動をご紹介します 
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◆【経済学部】経済学部「交通経済論」の特別講義（第 3 回）にて ANA 総研の主席研究員による講演 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/07/61561/ 
 
◆【商学部】商学部三浦ゼミの学生が株式会社明治と連携して、「兄弟姉妹の絆の日」を 7 月第 4 日曜日
に制定しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/07/61558/ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部で楽天モバイル株式会社執行役員技術戦略本部長の内田信行様をお招
きし、講演会を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2022/07/61510/ 
 
◆【総合政策学部】黒田ゼミが立川市と連携し、『砂川学習館子ども祭り』を企画運営しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/07/61416 
 
◆【総合政策学部】2022 年度 総合政策学部プロジェクト奨学金受給者が決定しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/policystudies/news/2022/07/61232/ 
 
◆【法学部】中央大学法学部公式 Instagram アカウントを開設しました！ 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/law/news/2022/07/61386/ 
 
◆【理工学部】理工学部動画特集（YouTube） 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjy3IbL2l4Y4pUmYY9aG2HDlogRNSdYQ 
 
◆【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、鎌倉市役所や関係機関に訪問、調査を実施しました 
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https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/07/61477/ 
 
◆【国際経営学部】国際経営学部の授業で JFA×中央大学「アスパス！協働プロジェクト」第２回ワーク
ショップが行われました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/globalmanagement/news/2022/07/61465/ 
 
◆【経済学部】経済学部「キャリアデザイン」にて日本航空（JAL）の講師へ学生がプレゼンテーション 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/07/61456/ 
 
◆【経済学部】JR 東海の皆様をお招きして講演が行われました。経済学部「交通経済論」の特別講義（第
２回） 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/economics/news/2022/07/61376/ 
 
◆【国際情報学部】国際情報学部の学生が Pan SIG2022 において発表を行いました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2022/07/61451/ 
 
◆【国際情報学部】第 1 回 iTL シンポジウム「人間の命は誰の手に委ねられるのか？」を開催しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2022/07/61438/ 
 
◆【商学部】「Ｊリーグ・ビジネス論Ⅰ（明治安田生命寄付講座）」に横浜 F マリノスの元代表取締役社長
の嘉悦朗氏が登壇しました 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/07/61418/ 
 
◆【商学部】商学部学生が授業で携わった山梨県丹波山村に移住し、卒業後に村で唯一の不動産屋を起業 
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/commerce/news/2022/07/61397/ 
 
◆【AI・データサイエンス全学プログラム】社会調査とデータサイエンス：株式会社ビデオリサーチ 森
本栄一講師によるハイフレックス講義（AI・データサイエンス総合） 
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/ai_and_ds/news/2022/07/61478/ 
 
◆【FLP 国際協力】中川康弘ゼミの八王子市立第五中学校見学調査の報告 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/collaborate/news/2022/06/61125/ 
 
◆【FLP】ジャーナリズムプログラム修了生が NHK「おはよう日本」のディレクターとして手掛けた番
組が放送文化基金賞の最優秀賞を受賞しました。 
https://www.chuo-u.ac.jp/gp/flp/news/2022/06/61046/ 
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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。 
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