
2020年5月18日現在

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.ilas.nagoya-u.ac.jp/covid-19.html
http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/covid19.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200428_jimu.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20200501_003.pdf
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20200428_shien01.pdf
http://www.nagoya-u.ac.jp/academics/scholarship/exemption/exemptionsub/post_322.html#single-main
http://gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp/food/index.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋大学 http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200428_kikin.html#single-title

名古屋大学

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

名古屋大学

http://www.ilas.nagoya-u.ac.jp/covid-19.html
http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/covid19.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200428_jimu.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20200501_003.pdf
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20200428_shien01.pdf
http://www.nagoya-u.ac.jp/academics/scholarship/exemption/exemptionsub/post_322.html#single-main�
http://gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp/food/index.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200428_kikin.html#single-title�


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

新型コロナウイルス感染症対策への取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知教育大学 https://www.aichi-edu.ac.jp/

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/outline.html
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/procedure.html
本学では，新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた学生の修学支援のため
に，既存の愛知教育大学未来基金「教育研究基金」内で令和２年度事業として200万円を
予算化しています。また，「AUE修学支援基金」を財源とする奨学金「ひらく」による学
資支援・緊急支援の制度があり，同様に200万円を予算化しています。

図書館の開館状況及び貸出図書の返却期限について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知教育大学 https://www.auelib.aichi-edu.ac.jp/info/

愛知教育大学

https://www.aichi-edu.ac.jp/
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/outline.html
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/procedure.html
https://www.auelib.aichi-edu.ac.jp/info/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nitech.ac.jp/mt_files/bf34795542d0ada1315c8c2197126a4166f83b6b.pdf
https://www.cc.nitech.ac.jp/public/doc/ondemand-lec-faq.pdf

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋工業大学 https://www.nitech.ac.jp/campus/support/mt_files/2020kinkyusaiyo.pdf

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋工業大学 https://www.nitech.ac.jp/kikin/index.html

名古屋工業大学

https://www.nitech.ac.jp/mt_files/bf34795542d0ada1315c8c2197126a4166f83b6b.pdf
https://www.cc.nitech.ac.jp/public/doc/ondemand-lec-faq.pdf
https://www.nitech.ac.jp/campus/support/mt_files/2020kinkyusaiyo.pdf
https://www.nitech.ac.jp/kikin/index.html


遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.tut.ac.jp/university/enkaku.html
https://www.tut.ac.jp/info/corona/gaku-tut.html#stn-0401

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.tut.ac.jp/info/corona/gaku-tut.html#support
https://www.tut.ac.jp/docs/200515shien.pdf
https://www.tut.ac.jp/docs/200501gakuseishien.pdf

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

豊橋技術科学大学 https://www.tut.ac.jp/news/200513-12708.html

新型コロナウイルス感染症対策への取組について（更新版）

豊橋技術科学大学

豊橋技術科学大学

https://www.tut.ac.jp/university/enkaku.html
https://www.tut.ac.jp/info/corona/gaku-tut.html#stn-0401
https://www.tut.ac.jp/info/corona/gaku-tut.html#support
https://www.tut.ac.jp/docs/200515shien.pdf
https://www.tut.ac.jp/docs/200501gakuseishien.pdf
https://www.tut.ac.jp/news/200513-12708.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.bur.aichi-pu.ac.jp/kyoken/enkaku/

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.aichi-pu.ac.jp/news/2020/news_20200513_18535.html
https://www.aichi-pu.ac.jp/news/item/message_0513.pdf

前期授業は遠隔授業（パワーポイントを利用した資料と解説の配付など）を行うこととす
る。スポーツ実践演習、実験、音楽など遠隔授業の実施が困難な場合は、集中講義や後期
で開講するなどの措置を行う。

愛知県立大学

愛知県立大学

https://www.bur.aichi-pu.ac.jp/kyoken/enkaku/
https://www.aichi-pu.ac.jp/news/2020/news_20200513_18535.html
https://www.aichi-pu.ac.jp/news/item/message_0513.pdf


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 概要

愛知県立芸術大学

5月11日～5月末の期間（※）は、原則として学内のポータルサイトを活用して課題提出型遠隔授業を実施す
る。そのほか、常勤教員の責任のもと、以下の方法により実施することも可とする。
　・Facetime等を使った個人レッスン
　・学生に宿題を課し、動画や作品等を提出
　・office365 Teams等を活用

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知県立芸術大学

https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html

■【申請期間延長のお知らせ】2020年度前期授業料免除について（4月13日更新）
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018448.html

■令和2年度前期授業料納付期限延期のお知らせ（4月8日更新）
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018421.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知県立芸術大学 検討中

https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_018414.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋市立大学 https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/operations/emergency/index.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/operations/emergency/index.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/fees/index.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/fees/pay/index.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋市立大学 https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/fund/outline/index.html

名古屋市立大学

https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/operations/emergency/index.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/operations/emergency/index.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/fees/index.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/fees/pay/index.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/fund/outline/index.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.aichi-u.ac.jp/news/38887
http://www.aichi-u.ac.jp/news/38977

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ
愛知大学 http://www.aichi-u.ac.jp/news/38976

新型コロナウイルスに関する連絡事項まとめ
大学名 参考ＵＲＬ
愛知大学 http://www.aichi-u.ac.jp/covid-19

愛知大学

http://www.aichi-u.ac.jp/news/38977
http://www.aichi-u.ac.jp/news/38887
http://www.aichi-u.ac.jp/news/38976
http://www.aichi-u.ac.jp/covid-19


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知医科大学 https://www.aichi-med-u.ac.jp/pages/COVID-19_all.html
※遠隔事業以外の内容についてもこちらに掲載あり

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知医科大学 https://www.aichi-med-u.ac.jp/su12/su1201/su120101/1211655_1899.html

https://www.aichi-med-u.ac.jp/su12/su1201/su120101/1211655_1899.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 内容

https://www.agu.ac.jp/pdf/remote_class_faq.pdf 学生向け遠隔授業Q&A
https://www.agu.ac.jp/news/file/20200428.pdf 春学期の授業について（4/28付け）

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 内容

https://www.agu.ac.jp/news/file/2020042801.pdf 学生緊急支援について
https://www.agu.ac.jp/topics/%e5%9c%a8%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7
%b4%8d%e9%87%91%e7%b4%8d%e4%bb%98%e7%b4%8d%e5%85%a5%e6%9c%9f%e9%99%90%
e3%81%ae%e5%bb%b6%e9%95%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%8
8%e3%81%8a/

学納金納付納入期限の延長について

補足事項
・上記PDFファイル、URLについてはすべて本学HP特設ページに掲載
・HPとは別に学生・教職員向けポータルサイト「WebCampus」でのメッセージ機能を用いて大学からのお知らせを発信している

愛知学院大学

愛知学院大学

https://www.agu.ac.jp/pdf/remote_class_faq.pdf
https://www.agu.ac.jp/news/file/2020042801.pdf
https://www.agu.ac.jp/topics/%e5%9c%a8%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%b4%8d%e9%87%91%e7%b4%8d%e4%bb%98%e7%b4%8d%e5%85%a5%e6%9c%9f%e9%99%90%e3%81%ae%e5%bb%b6%e9%95%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e3%81%8a/
https://www.agu.ac.jp/topics/%e5%9c%a8%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%b4%8d%e9%87%91%e7%b4%8d%e4%bb%98%e7%b4%8d%e5%85%a5%e6%9c%9f%e9%99%90%e3%81%ae%e5%bb%b6%e9%95%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e3%81%8a/
https://www.agu.ac.jp/topics/%e5%9c%a8%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%b4%8d%e9%87%91%e7%b4%8d%e4%bb%98%e7%b4%8d%e5%85%a5%e6%9c%9f%e9%99%90%e3%81%ae%e5%bb%b6%e9%95%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e3%81%8a/
https://www.agu.ac.jp/topics/%e5%9c%a8%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%b4%8d%e9%87%91%e7%b4%8d%e4%bb%98%e7%b4%8d%e5%85%a5%e6%9c%9f%e9%99%90%e3%81%ae%e5%bb%b6%e9%95%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e3%81%8a/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

大学名 参考ＵＲＬ
http://www.gakusen.ac.jp/okazaki/info/info200331.html
http://www.gakusen.ac.jp/u/cov_toyota/info_toyota.html

愛知学泉大学

http://www.gakusen.ac.jp/okazaki/info/info200331.html
http://www.gakusen.ac.jp/u/cov_toyota/info_toyota.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.aut.ac.jp/news/univ_news/entry-2144.html
https://www.aut.ac.jp/univ/current_students/　　　（Thanksドリル）

愛知工科大学

https://www.aut.ac.jp/univ/current_students/%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%EF%BC%88Thanks%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%EF%BC%89


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知工業大学 https://www.ait.ac.jp/news/detail/0004883.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知工業大学 https://www.ait.ac.jp/campuslife/financing/

https://www.ait.ac.jp/news/detail/0004883.html
https://www.ait.ac.jp/campuslife/financing/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

新型コロナウイルス感染症対策に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知産業大学 https://www.asu.ac.jp/news/?id=401

https://www.asu.ac.jp/news/?id=401


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_004.html
http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_007.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_009.html
http://www.aasa.ac.jp/life/scholarship/gakunoukin/index.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知淑徳大学 http://www.aasa.ac.jp/news/ad2020/005886.html

※参考：新型コロナウイルス感染症に関する愛知淑徳大学の対応について（まとめ）
大学名 参考ＵＲＬ

愛知淑徳大学 http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_005.html

愛知淑徳大学

愛知淑徳大学

http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_005.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

桜花学園大学 https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/news/detail.html?id=jHI72c
名古屋短期大学 https://www.nagoyacollege.ac.jp/news/detail.html?id=3slkNr

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/news/detail.html?id=2H17uK
https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/support/expensesbun.html
https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/support/scholarship.html
https://www.nagoyacollege.ac.jp/news/detail.html?id=2H17uK
https://www.nagoyacollege.ac.jp/support/expensesbun.html
https://www.nagoyacollege.ac.jp/support/scholarship.html

名古屋短期大学

桜花学園大学

https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/news/detail.html?id=jHI72c
https://www.nagoyacollege.ac.jp/news/detail.html?id=3slkNr
https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/news/detail.html?id=2H17uK
https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/support/expensesbun.html
https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/support/scholarship.html
https://www.nagoyacollege.ac.jp/news/detail.html?id=2H17uK
https://www.nagoyacollege.ac.jp/support/expensesbun.html
https://www.nagoyacollege.ac.jp/support/scholarship.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について 2020

遠隔授業に関する取組について

大学名 概要 参考ＵＲＬ

■1年生向け
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/sys/upload/save_editor/6c627158e0aa1a958032ffffb177ff73.pdf

■2年生以上向け
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/sys/upload/save_editor/d24a685d63e54579876f164fa456a98c.pdf

教科書は通信販売で購入・自宅送付（送料は大学負担） ※学生へは購入用サイトにて通知している為、参考URLはありません。

図書・雑誌の貸出は郵送で対応 [卒論提出予定の最高年次の学生と大学院生のみ]
（送料は大学負担）

※対象学生へは指導教員から連絡する為、参考URLはありません。

有料データベースの学外からの利用設定（キャンパス立ち入り禁止期間） ※教員へはメール連絡、学生へは指導教員から案内の為、参考URLはありません。

貸出図書の返却猶予（キャンパス立ち入り禁止期間） https://opc.kinjo-u.ac.jp/2020gakusei.pdf

経済的困窮学生に対する取組について

大学名 概要 参考ＵＲＬ

学納金口座振替日の延期（5/1に学生へ通知）

遠隔授業環境整備支援金の支給（4/28に学生へ通知）

金城学院大学緊急奨学金（既制度の紹介）

学生相談（メンタルヘルスケア）の対応について

大学名 概要 参考ＵＲＬ

https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/sys/upload/save_editor/6a113c7fb384b20037a1762a030f226c.pdf

https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/campus-life/support/consultation-room/

就職支援の対応について

大学名 概要 参考ＵＲＬ

就職相談の面談をzoom・電話で対応

就職ガイダンスをWEBで展開

参考／まとめページ https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/news/detail/?id=305

※学生へはメールにて案内している為、参考URLはありません。金城学院大学

金城学院大学

金城学院大学 https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/sys/upload/save_editor/9f07b9396d75b3348be40305801f9d46.pdf

キャンパス立ち入り禁止期間中は電話・ビデオ通話で対応金城学院大学

前期授業のスケジュールは以下の通り（※状況により変更可能性あり）
　4/20～5/10 前倒し遠隔補講 [2年生以上]
　5/11～5/31 遠隔授業 [全学生]
　6/1～8/6 対面授業および遠隔授業  [全学生]
※学生向けにLMS（manaba）上で遠隔授業に向けた解説資料を掲載

https://opc.kinjo-u.ac.jp/2020gakusei.pdf
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/sys/upload/save_editor/6a113c7fb384b20037a1762a030f226c.pdf
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/campus-life/support/consultation-room/
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/news/detail/?id=305
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/sys/upload/save_editor/9f07b9396d75b3348be40305801f9d46.pdf


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

至学館大学 https://www.sgk.ac.jp/campus-life/assets/docs/action200501.pdf

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.sgk.ac.jp/campus-life/fees/jasso/
https://www.sgk.ac.jp/campus-life/fees/scholarship/

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

至学館大学 https://www.sgk.ac.jp/contribution/

至学館大学

https://www.sgk.ac.jp/campus-life/assets/docs/action200501.pdf
https://www.sgk.ac.jp/campus-life/fees/jasso/
https://www.sgk.ac.jp/campus-life/fees/scholarship/
https://www.sgk.ac.jp/contribution/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ
修文大学 https://www.shubun.ac.jp/notice/2020/04/post_71.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

修文大学

https://www.shubun.ac.jp/notice/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD
%E3%83
%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%
97%87%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%
E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

https://www.shubun.ac.jp/notice/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.shubun.ac.jp/notice/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.shubun.ac.jp/notice/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.shubun.ac.jp/notice/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.shubun.ac.jp/notice/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

椙山女学園大学 http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/remote

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/news/detail/post-1328.html
http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/news/detail/post-1325.html

椙山女学園大学

http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/remote
http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/news/detail/post-1328.html
http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/news/detail/post-1325.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.seijoh-u.ac.jp/news/2020/04/30/post-579.html
http://www.seijoh-u.ac.jp/news/2020/04/30/post-578.html
2020.04.30 ５月１１日から遠隔講義開始

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.seijoh-u.ac.jp/news/2020/05/01/post-581.html
2020.05.01 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等に対する経済的支援等について

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.seijoh-u.ac.jp/news/2020/04/24/post-576.html
http://www.seijoh-u.ac.jp/news/2020/04/13/post-573.html

その他
大学名 参考ＵＲＬ

http://www.seijoh-u.ac.jp/news/2020/04/10/post-561.html
2020.04.10 新型コロナウイルスの感染拡大における対応について

星城大学

星城大学

星城大学

星城大学



遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

大同大学 https://www.daido-news.jp/daido_news/notice/2020-20.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

大同大学 https://www.daido-news.jp/daido_news/notice/post-328.html

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://www.daido-news.jp/daido_news/notice/2020-20.html
https://www.daido-news.jp/daido_news/notice/post-328.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ
中京大学 https://www.chukyo-u.ac.jp/student-staff/academics/a7.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.chukyo-u.ac.jp/news/pdf/767c0bd78ff37ab53deecb37db1450f1.pdf
https://www.chukyo-u.ac.jp/news/2020/05/018444.html

中京大学

https://www.chukyo-u.ac.jp/student-staff/academics/a7.html
https://www.chukyo-u.ac.jp/news/pdf/767c0bd78ff37ab53deecb37db1450f1.pdf
https://www.chukyo-u.ac.jp/news/2020/05/018444.html


遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 概要

https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4352.html 緊急事態宣言解除に伴う大学の対応について
https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4325.html 授業開始に関する対応とお願い
https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4304.html 2020年度の授業日予定と授業方法について

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 概要

中部大学 https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4341.html
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急修学支援
について

就職支援の対応について
大学名 参考ＵＲＬ 概要

中部大学 https://www3.chubu.ac.jp/career/news/26051/
新型コロナウィルス感染症対策に伴う就活サポート
について

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ 概要

中部大学 https://www.chubu.jp/main/news/8777/
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急寄付のお
願い

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

中部大学

https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4352.html
https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4325.html
https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4304.html
https://www.chubu.ac.jp/news2/detail-4341.html
https://www3.chubu.ac.jp/career/news/26051/
https://www.chubu.jp/main/news/8777/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 概要

東海学園大学
5月11日から少なくとも5月末日までは、Microsoft Teamsを活用した遠隔授業を実施す
る。

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 概要

①  遠隔授業など学修環境を整えるための緊急支援金を在学生全員に対して一律50,000円
を支給する。
②  新型コロナウイルス感染症の影響により勉学の継続に支障がある方を対象に最大15万
円の緊急修学支援金を給付する。
③  新型コロナウイルス感染症の影響により学納金の納入が困難な方に延納措置を講ず
る。

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 概要

東海学園大学
本学学生の保護者で組織する「教育後援会」及び卒業生で構成する「同窓会」の協力を得
て上述の措置を進める。

東海学園大学



新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋外国語大学 https://www.nufs.ac.jp/news-topics/20200501-02/

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋外国語大学 https://www.nufs.ac.jp/news-topics/20200501-02/

https://www.nufs.ac.jp/news-topics/20200501-02/
https://www.nufs.ac.jp/news-topics/20200501-02/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 標題

名古屋学院大学 https://www.ngu.jp/important/kinnkyu_200428/
【学部生の皆さんへ】5月11日(月)からネッ
トで授業を開始します

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 標題

https://www.ngu.jp/important/president_message0410-39148-10903-86577/
【学部生の皆さんへ】新型コロナウイルス感
染症拡大に関する緊急支援について

https://www.ngu.jp/important/ocgl2018-68076/
【学部生の皆さんへ】新型 コロナウイルス
感染症の影響で学費等支援が必要になった学
生の皆さんへ

その他
大学名 参考ＵＲＬ 標題

https://www.ngu.jp/important/koronatyui-96147/
【学部生の皆さんへ】新型コロナウイルス感
染症の影響拡大に伴う諸注意等について（第
2報）

https://www.ngu.jp/important/200309-90114-60083/
【学部生の皆さんへ】2020年度定期健康診
断の再延期について

名古屋学院大学

名古屋学院大学

https://www.ngu.jp/important/kinnkyu_200428/
https://www.ngu.jp/important/president_message0410-39148-10903-86577/
https://www.ngu.jp/important/ocgl2018-68076/
https://www.ngu.jp/important/koronatyui-96147/
https://www.ngu.jp/important/200309-90114-60083/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋学芸大学 https://www.nuas.ac.jp/profile/news/attention.html
本学では学部ごとに対応に異なる点があり、統一された資料のようなものはなく、ポータ
ル、メール等を通じて学部から各学生へ周知している。
コロナウイルスに対する対応については、上記の大学HPで周知している。

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋学芸大学 https://www.nuas.ac.jp/download/2020/20200501-1.pdf

https://www.nuas.ac.jp/profile/news/attention.html
https://www.nuas.ac.jp/download/2020/20200501-1.pdf


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nagoya-ku.ac.jp/jcenter/online/ 
https://www.nagoya-ku.ac.jp/jcenter/kankyou/index.php 
前期の授業開始を5月11日とし、当面の間は対面授業を実施せず、
原則全ての授業を遠隔で行う（実習型の科目を除く）。

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 概要

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

既存の未来支援基金の拡充等による対応を検討中
https://www.nagoya-ku.ac.jp/kifu/mirai/

名古屋経済大学

名古屋経済大学

前期授業料の納期限について、4月のところを学生の経済状況に応じ、
8月まで延伸している。状況によっては更なる延伸を検討する。

名古屋経済大学

https://www.nagoya-ku.ac.jp/jcenter/online/
https://www.nagoya-ku.ac.jp/jcenter/kankyou/index.php
https://www.nagoya-ku.ac.jp/kifu/mirai/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋産業大学 https://www.nagoya-su.ac.jp/2020/05/16706/

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋産業大学 https://www.nagoya-su.ac.jp/2020/05/16770/

https://www.nagoya-su.ac.jp/2020/05/16706/
https://www.nagoya-su.ac.jp/2020/05/16770/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nzu.ac.jp/news/covid-19_st/
https://www.nzu.ac.jp/news/covid-19/

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nzu.ac.jp/news/covid-19_st/
https://www.nzu.ac.jp/news/covid-19/

名古屋造形大学

名古屋造形大学



新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋文理大学 https://www.nagoya-bunri.ac.jp/news/student/2_5.html

https://www.nagoya-bunri.ac.jp/news/student/2_5.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ
南山大学 https://ei.nanzan-u.ac.jp/

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ
南山大学 https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/news/2020/200507_shugaku.html

https://ei.nanzan-u.ac.jp/
https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/news/2020/200507_shugaku.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

大学名 参考ＵＲＬ
日本赤十字豊田看護大学 https://www.rctoyota.ac.jp/information/regulation.html

https://www.rctoyota.ac.jp/information/regulation.html


（2020年6月3日現在）

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.n-fukushi.ac.jp/news/covid-19/index.html#new1
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/covid-19/index.html#new2
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/20/200421/20042101.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

日本福祉大学 https://www.n-fukushi.ac.jp/news/20/200521/20052101.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

日本福祉大学 https://www.n-fukushi.ac.jp/about/bokin/

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

日本福祉大学

https://www.n-fukushi.ac.jp/news/covid-19/index.html#new1
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/covid-19/index.html#new2
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/20/200421/20042101.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/20/200521/20052101.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/about/bokin/


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

藤田医科大学
https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv00000059jp.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000005fc2.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.fujita-hu.ac.jp/students/j93sdv0000005co4.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/students/j93sdv0000004bp6-att/j93sdv0000005h91.pdf
https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000005hoy.html

藤田医科大学

https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000005fc2.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000005fc2.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/students/j93sdv0000005co4.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/students/j93sdv0000004bp6-att/j93sdv0000005h91.pdf
https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000005hoy.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ
名城大学 https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23300.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23304.html
https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23310.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ
名城大学 https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23309.html

名城大学

https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23300.html
https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23304.html
https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23310.html
https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_23309.html


新型コロナウイルス感染症対策への取組について

遠隔授業に関する取組について
大学名 概要

岡崎女子大学 学生ポータルサイトを使用しての課題配信、郵送による課題送付等

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 概要

岡崎女子大学 学生１人あたり一律2万円の学修支援奨学金の給付
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