
2021/6/30

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
生活支援金
https://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20210519_kagai.pdf
新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生に対する追加の経済的な支援について
https://www.gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp/event/open_005.html
食糧配付

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

その他
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nagoya-u.ac.jp/info/covid-19.html
新型コロナウイルス感染症への対応について

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

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
https://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20210519_kagai.pdf
https://www.gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp/event/open_005.html
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20200428_kikin.html#single-title�
https://www.nagoya-u.ac.jp/info/covid-19.html


2021/6/30

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

○令和3年度における授業形態について（PDF）
https://www.aichi-edu.ac.jp/files/r3jugyokeitai_210420.pdf
【補足】対面形式のガイダンス及び選修・専攻・コース別交流会（令和２年度）
令和２年度，新型コロナウイルス感染拡大の影響で入学式が中止となり，４月に新入生に対するガイダンスが実施できなかった。また，５月から前期の授業は原則遠隔授業での
実施となったため，これにより，新入生は，キャンパスライフへの期待に胸を膨らませていたにもかかわらず，実際にはほとんど大学に足を運べず，友達を作れない状況の下，
ストレスを内に秘めたまま，大学側への相談や働きがけがままならない状態であった。
後期，学生の入構制限が解除となったため，学部１年生全員を対象に，教務及び学生支援に関するガイダンスを対面形式で行うこととし，これに合わせて，選修・専攻・コース
別交流会を開催した。本交流会では，これまでオンライン上でしか面識のなかった同級生や教員と対面形式での交流が図られ，後期授業開始を前に，学生が漠然と抱えていたス
トレスを解消する一助となったと思われる。

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

○困窮学生支援金（令和２年度～）
https://www.aichi-edu.ac.jp/pickup/2020/06/29_009222.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

○新入生キャンパスライフ支援金（令和２年度のみ）
https://www.aichi-edu.ac.jp/topics/news/2020/9442.html
○帰国困難留学生支援金（令和２年度～）
○新型コロナウイルス感染症見舞金（令和２年度～）
○愛知教育大学未来基金
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/outline.html
○ご寄附の手続きについて
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/procedure.html

その他
大学名 参考ＵＲＬ

○新型コロナウイルス感染症への本学の対応について
https://www.aichi-edu.ac.jp/topics/news/2021/9930.html
○マスク会食および公共交通機関利用時の諸注意等を学内放送（URLなし）
○在寮生に対する食料支援（本学は支援者の仲介役）（URLなし）
○全学生に対する食料支援（URLなし）
○入国できない外国人留学生及び海外協定大学の日本語専攻の学生向けの無料のオンライン日本語補講授業（URLなし）

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

https://www.aichi-edu.ac.jp/files/r3jugyokeitai_210420.pdf
https://www.aichi-edu.ac.jp/pickup/2020/06/29_009222.html
https://www.aichi-edu.ac.jp/topics/news/2020/9442.html
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/outline.html
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/procedure.html
https://www.aichi-edu.ac.jp/topics/news/2021/9930.html


2021/6/28

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/news/news/2019/8147.html
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/support_for_students_affected_by_coronavirus.html

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

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

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

名古屋工業大学

https://www.nitech.ac.jp/news/news/2019/8147.html
https://www.cc.nitech.ac.jp/public/doc/ondemand-lec-faq.pdf
https://www.nitech.ac.jp/campus/support/support_for_students_affected_by_coronavirus.html
https://www.nitech.ac.jp/kikin/index.html


2021/6/15

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

豊橋技術科学大学 https://cite.tut.ac.jp/ja/guide2021/

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

豊橋技術科学大学 https://www.tut.ac.jp/info/corona/gaku-tut.html 

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/kikin/gaiyou.html#abcd

新型コロナウイルス感染症対策への取組について



2021/6/29

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/
「感染症流行に対応した遠隔授業」

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/2021/news_20210526_19973.html
「学生生活支援金」支給制度について

その他
大学名 参考ＵＲＬ

https://youtu.be/EPM3G780d2I
動画 「コロナをみんなで乗り越えよう」
本学では、令和３年３月に学務課及び学生支援課室内にオンライン利用専用の個室空間をそれぞれ設置し
ました。学生だけでなく教職員も利用できる空間です。同年４月から運用を開始しましたが、現在は就職
活動で利用する学生が増えています。

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

愛知県立大学

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/2021/news_20210526_19973.html
https://youtu.be/EPM3G780d2I%E5%8B%95%E7%94%BB%20%E3%80%8C%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%92%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A7%E4%B9%97%E3%82%8A%E8%B6%8A%E3%81%88%E3%82%88%E3%81%86%E3%80%8D
https://youtu.be/EPM3G780d2I%E5%8B%95%E7%94%BB%20%E3%80%8C%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%92%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A7%E4%B9%97%E3%82%8A%E8%B6%8A%E3%81%88%E3%82%88%E3%81%86%E3%80%8D


2021/6/24

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_020006.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.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_020006.html


2021/6/18

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/operations/emergency/
https://ade.nagoya-cu.ac.jp/lae/student2021.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/
https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/fees/

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/

名古屋市立大学

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

名古屋市立大学

https://ade.nagoya-cu.ac.jp/lae/student2021.html
https://www.nagoya-cu.ac.jp/about/operations/emergency/
https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/fees/


2021/6/18

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 https://www.aichi-u.ac.jp/news/46548

就職・キャリア支援の取組について
大学名 参考ＵＲＬ
愛知大学 https://www.aichi-u.ac.jp/recruit/recruitnews/44246

オンラインによる学習支援（ガイダンス・学習相談）の取組について
大学名 参考ＵＲＬ
愛知大学 https://www.aichi-u.ac.jp/news/39450

図書館所蔵図書の郵送サービスの取組について
大学名 参考ＵＲＬ
愛知大学 https://library.aichi-u.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=259

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 https://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

https://www.aichi-u.ac.jp/news/46548
https://www.aichi-u.ac.jp/recruit/recruitnews/44246
https://www.aichi-u.ac.jp/news/39450
https://library.aichi-u.ac.jp/?action=common_download_main&upload_id=259
https://www.aichi-u.ac.jp/covid-19


2021/6/30

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

■愛知医科大学における活動基準（遠隔授業以外の内容についても掲載あり）
https://www.aichi-med-u.ac.jp/pages/COVID-19_all.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

■学生への家計支援策などについて
　令和３年度文部科学省予算に基づき，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，家
計が急変した世帯の学生の修学機会を確保するために医学部生90万円，看護学部生30万円
の授業料減免を行うこととした。

■新型コロナウイルス感染症に関する対応について（看護学部）
（経済的困窮学生以外の内容についても掲載あり）
https://www.aichi-med-u.ac.jp/su08/su0800/su080001/COVID-19.html

愛知医科大学

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

愛知医科大学

https://www.aichi-med-u.ac.jp/pages/COVID-19_all.html
https://www.aichi-med-u.ac.jp/su08/su0800/su080001/COVID-19.html


2021/6/21

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知学院大学

https://www.agu.ac.jp/topics/%e3%80%8c%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%8
3%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%e5%af%be%e7%ad%96%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%a5%a8%e5%ad
%a6%e9%87%91%e3%80%8d%e3%81%ab-2/

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://www.agu.ac.jp/topics/%e3%80%8c%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%e5%af%be%e7%ad%96%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%a5%a8%e5%ad%a6%e9%87%91%e3%80%8d%e3%81%ab-2/
https://www.agu.ac.jp/topics/%e3%80%8c%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%e5%af%be%e7%ad%96%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%a5%a8%e5%ad%a6%e9%87%91%e3%80%8d%e3%81%ab-2/
https://www.agu.ac.jp/topics/%e3%80%8c%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%e5%af%be%e7%ad%96%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%a5%a8%e5%ad%a6%e9%87%91%e3%80%8d%e3%81%ab-2/
https://www.agu.ac.jp/topics/%e3%80%8c%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%e5%af%be%e7%ad%96%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%a5%a8%e5%ad%a6%e9%87%91%e3%80%8d%e3%81%ab-2/


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


2021/6/18

授業実施に関する方針について
大学名 参考ＵＲＬ

愛知工業大学 https://www.ait.ac.jp/news/detail/0005807.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/

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://www.ait.ac.jp/news/detail/0005807.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


2021/6/29

大学名 参考ＵＲＬ
http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_004.html
http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_007.html
https://www.aasa.ac.jp/news/ad2021/006367.html

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

大学名 参考ＵＲＬ

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

愛知淑徳大学

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

経済的困窮学生に対する取組について

愛知淑徳大学

http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_004.html
http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_007.html
https://www.aasa.ac.jp/news/ad2021/006367.html
http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_009.html
http://www.aasa.ac.jp/life/scholarship/gakunoukin/index.html
http://www.aasa.ac.jp/topics/202004_005.html


2021/6/15

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.aichi-toho.ac.jp/special/covid19
上記のURL内に、遠隔授業に関する情報を記載しています。

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.aichi-toho.ac.jp/special/covid19
上記のURL内に、経済支援に関する情報を記載しています。

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.toho-gakuen.jp/donation
上記のURL内に、学生支援のための寄附金等に関する情報を記載しています。

その他（メンタルヘルス、就職支援等）
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.aichi-toho.ac.jp/special/covid19
上記のURL内に、メンタルヘルス、就職支援等に関する情報を記載しています。

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

愛知東邦大学

愛知東邦大学

愛知東邦大学

愛知東邦大学

https://www.aichi-toho.ac.jp/special/covid19
https://www.aichi-toho.ac.jp/special/covid19
https://www.toho-gakuen.jp/donation
https://www.aichi-toho.ac.jp/special/covid19


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


2021/6/23

遠隔授業に関する取組について
大学名 概要 参考ＵＲＬ

前期授業スケジュール
　4/8～8/6　対面授業及び遠隔授業〔全学生］

学生には専用ポータルサイトで連絡しているため、参考ＵＲＬはありません。

教科書は対面販売 学生には専用ポータルサイトで連絡しているため、参考ＵＲＬはありません。

図書・雑誌の貸出は郵送で対応（貸出時の送料は大学負
担、返却時の送料は自己負担）

https://opc.kinjo-u.ac.jp/shoshiki.htm

https://opc.kinjo-u.ac.jp

※キャンパス立ち入り禁止期間に案内しています。

https://opc.kinjo-u.ac.jp

※図書館ホームパージのMy　Libraryで案内しています。

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

金城学院大学 金城学院大学緊急奨学金（既制度の紹介） https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/campus-life/support/scholarship/

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/news/detail/?id=305

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

その他
大学名 概要 参考ＵＲＬ

就職相談の面談をZoom・電話も対応

就職ガイダンスをWebも展開

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

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

金城学院大学 学生相談室におけるコロナ対応について

金城学院大学 ※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。

有料データベースの学外からの利用

金城学院大学

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/shoshiki.htm
https://opc.kinjo-u.ac.jp/
https://opc.kinjo-u.ac.jp/
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/campus-life/support/scholarship/
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/news/detail/?id=305
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/campus-life/support/consultation-room/
https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/news/detail/?id=305


2021/6/30

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 内容

至学館大学 https://www.sgk.ac.jp/campus-life/assets/docs/action210630.pdf 環境・体制整備

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.sgk.ac.jp/campus-life/fees/scholarship/ 学内奨学金
https://www.sgk.ac.jp/dousoukai/news/detail/218 下宿生への食料支援

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ 内容

至学館大学 https://www.sgk.ac.jp/contribution/ 寄附金募集

その他
大学名 参考ＵＲＬ 内容

https://www.sgk.ac.jp/news/news/004171.html
https://www.mext.go.jp/content/20210322-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
https://www.sgk.ac.jp/news/info/004150.html 帰省学生への支援（PCR検査）

https://www.univas.jp/article/63683/

https://www.univas.jp/uploads/2021/03/HP_UNIVAS_AWARDS_2020-
21_Ceremony_final.pdf

https://www.sgk.ac.jp/campus-life/assets/docs/action210617.pdf 検温・感染予防の啓蒙活動等
https://www.sgk.ac.jp/campus-life/covid-19/letter/ 学長メッセージの配信

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

地域への貢献（PCR検査）

至学館大学

至学館大学
感染拡大防止対策 ：UNIVAS
AWARDS2020-21 安全確保に関
する優秀取組賞(最優秀賞 )

https://www.sgk.ac.jp/campus-life/assets/docs/action210630.pdf
https://www.sgk.ac.jp/campus-life/fees/scholarship/
https://www.sgk.ac.jp/dousoukai/news/detail/218
https://www.sgk.ac.jp/contribution/
https://www.sgk.ac.jp/news/news/004171.html
https://www.mext.go.jp/content/20210322-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
https://www.sgk.ac.jp/news/info/004150.html
https://www.univas.jp/article/63683/
https://www.univas.jp/uploads/2021/03/HP_UNIVAS_AWARDS_2020-21_Ceremony_final.pdf
https://www.univas.jp/uploads/2021/03/HP_UNIVAS_AWARDS_2020-21_Ceremony_final.pdf
https://www.sgk.ac.jp/campus-life/assets/docs/action210617.pdf
https://www.sgk.ac.jp/campus-life/covid-19/letter/


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


2021/6/14

新型コロナウイルス感染症　本学の対応について
大学名 参考ＵＲＬ

椙山女学園大学 https://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/covid-19/

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/covid-19/


2021/6/18

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

星城大学 http://www.seijoh-u.ac.jp/

遠隔授業に関する取組について

大学名 参考ＵＲＬ

星城大学 http://www.seijoh-u.ac.jp/

新型コロナウイルス感染症対策への取組について



2021/6/30

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/2021-5.html

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 概要

大同大学

新型コロナウイルス感染症の影響によって修学が困難となる学生に対する貸与奨学制度を
設けている。
奨学金概要：貸与（無利子）
　　　　　　自宅通学者は月額54,000円、自宅外通学者は月額64,000円
　　　　　　貸与期間は2021年4月から2022年3月まで

その他
大学名 概要

大同大学

【食の面から学生を支える、食の支援を実施】
新型コロナウイルス禍でアルバイトの機会が減り、経済的に不安を感じている学生を食で
支援し、元気になってもらおうと、昨年度（2020年度）、12月下旬からのおよそ1ヵ月
間、450円の定食を大学後援会より1食あたり250円の援助をいただき、学生に栄養バラン
スに配慮した日替わり定食を200円で提供した。2021年度も6月後半から実施している。

新型コロナウイルス感染症対策への取組について



2021/7/19

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/a11.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/2021/07/019691.html
https://www.chukyo-u.ac.jp/admissions/tuition/i11.html

その他
大学名 参考ＵＲＬ

中京大学
〇新型コロナウイルス感染症に伴う対応について
https://www.chukyo-u.ac.jp/news/2020/03/018309.html

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

中京大学

https://www.chukyo-u.ac.jp/student-staff/academics/a11.html
https://www.chukyo-u.ac.jp/news/2021/07/019691.html
https://www.chukyo-u.ac.jp/admissions/tuition/i11.html


2021/6/30
遠隔授業に関する取組について

大学名 参考ＵＲＬ
https://www.chubu.ac.jp/current_students/
※1　マニュアル・相談用フォームの開設。在学生専用ページのため、認証が必要となります。

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www2.chubu.ac.jp/current_students/news/detail-4762.html
※1　在学生専用ページのため、認証が必要となります。

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ
中部大学 https://www.chubu.jp/main/news/8777/

その他
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.chubu.jp/main/news/8865/

新型コロナウイルス感染症への本学の対応・相談窓口（2021年度）特設サイト
本HPに様々な情報を集約して掲載しています。

中部大学

中部大学

中部大学

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://www.chubu.ac.jp/current_students/
https://www2.chubu.ac.jp/current_students/news/detail-4762.html
https://www.chubu.jp/main/news/8777/
https://www.chubu.jp/main/news/8865/


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



2021/6/16

新型コロナウイルス感染症への対応について
大学名 参考ＵＲＬ

豊田工業大学 https://www.toyota-ti.ac.jp/emergency/001443.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.toyota-ti.ac.jp/emergency/001443.html


2021/6/29

遠隔授業に関する取組について
大学名 概要

コンピュータ（ＰＣ）の無償貸与
　大学所有のＰＣ（windows対応）を希望者に無償貸与し、
　学生のオンライン授業の受講環境整備を支援

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 概要

緊急経済支援特別措置（授業料減免）
　新型コロナウイルス禍に伴う経済状況の悪化（失職、倒産等）による保護者家計の
　急変や自立して授業料を支払う学生の学費納付が困難となる場合に対して、
　修学の継続を支援することを目的とした従来の緊急経済支援特別措置
　（１期授業料の１／２減免）の対象人数を倍増する予算措置を講じる
前期分学納金延納期限の延長
　従来から、７月末とされていた前期分の学納金延納期限を８月末頃まで、
　１ヶ月程度延長する措置を実施

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学



2021/6/25

遠隔授業に関する取組について
大学名 概要 参考ＵＲＬ

遠隔授業で使用するパソコン、マイクロソフトTeams、キャンパスポータルサイトについてのQ&Aサイトを開設（学内関係者のみ閲覧可） http://www2.ngu.ac.jp/gakujou/entrance/entrance.html

名古屋キャンパス所属の6学部は、隔週の対面授業にて授業を実施
その他の学部は全面対面授業を実施

https://www.ngu.jp/covid-19/president_message20210412/

一部の教室に、授業を同時配信できるシステムを導入
大学院の授業は少人数なので対面を基本としているが、比較的受講生の多い授業については、サテライト教室を利用した中継による授業を実
施
通信制大学院のスクーリングを、遠隔で実施（Teamsを利用）

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

学費納付期限の延長の実施
新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変者への緊急援助奨学金の実施 https://www.ngu.jp/important/president_message0410-39148-10903-86577/

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 概要 参考ＵＲＬ

特別修学支援金の給付 https://www.ngu.jp/important/president_message0410-39148-10903-86577/

教育研究振興資金(寄付金)のお願い（新型コロナウイルス感染症に伴う学生支援） https://www.ngu.jp/outline/donation/

その他
大学名 概要 参考ＵＲＬ

2020年度入学式が実施できなかった代わりに、2020年9月に「新入生歓迎セレモニー」を実施 https://www.ngu.jp/news/2020ceremony/

2020年度3月卒業生に対し、感染対策を講じたうえで、2部制（午前・午後）で学位記授与式を実施。 2020年度学位記授与式（卒業式:学部）について | 重要なお知らせ | 名古屋学院大学 (ngu.jp)

新入生オリエンテーション実施時、密回避のため学部（出講者）を分散して実施 https://www.ngu.jp/important/kinnkyu_200327/

新入生に対する入学サポート窓口の開設（2021年度入学者向け）
学内入構禁止期間の郵送による奨学金業務及び証明書発行業務の学生対応 https://www.ngu.jp/important/200309-90114-34314-58341-63726-34897/

学内ポータルサイトにて感染症対策に関する注意喚起の実施
感染症対策に関する学内掲示の実施（複数種類作成）
課外活動実施（参加）に係る活動誓約書の提出及び保護者の同意書の提出
学生自治会による全学生に対してのオリジナルマスク（2枚/人）の配付
陽性・濃厚接触者に対する隔離期間等終了日までの健康観察
健康診断実施時、密回避のため学部・学年を分散して実施
学生相談室の非対面（オンライン・電話）による相談を実施
就職ガイダンス及びセミナーを対面・オンライン（Microsoft Teams）の併用型で実施
就職ガイダンスやセミナーを動画撮影し、いつでも視聴できるようにオンデマンド化
就職相談の面談を対面・オンライン（Microsoft Teams）の併用型で実施
自宅でのオンライン就活が困難な学生に教室を貸出
チャペルアワーを動画配信 https://www.youtube.com/playlist?list=PLgBrMWPBssEIeXUzoeILd3zVCWNwzh1eo

対面で実施している全学部生対象の少人数制英会話レッスンをオンラインで受講可能に。また、海外渡航が厳しく、海外からの留学生も不在
の状況で、海外文化に触れる学生主体の各種イベントをオンラインで実施。（一部のイベントには、海外協定校の学生も参加）

https://coubic.com/i-lounge/booking_pages#pageContent

オンライン留学プログラムを実施
留学生別科渡日前オンラインプログラムを開始

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

名古屋学院大学

名古屋学院大学

名古屋学院大学

名古屋学院大学

http://www2.ngu.ac.jp/gakujou/entrance/entrance.html
https://www.ngu.jp/covid-19/president_message20210412/
https://www.ngu.jp/important/president_message0410-39148-10903-86577/
https://www.ngu.jp/important/president_message0410-39148-10903-86577/
https://www.ngu.jp/outline/donation/
https://www.ngu.jp/news/2020ceremony/
https://www.ngu.jp/important/gakubu-gakuikijuyoshiki2020/
https://www.ngu.jp/important/kinnkyu_200327/
https://www.ngu.jp/important/200309-90114-34314-58341-63726-34897/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgBrMWPBssEIeXUzoeILd3zVCWNwzh1eo
https://coubic.com/i-lounge/booking_pages#pageContent


遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

https://www.nuas.ac.jp/profile/news/attention.html
遠隔授業については、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
①２０２１年度の学費の各期の納付期限の１カ月延長
②２０２１年度緊急経済支援特別措置の継続(採用枠の倍増)

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋学芸大学 寄附等は行っておりません 　

名古屋学芸大学

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://www.nuas.ac.jp/profile/news/attention.html


2021/6/29
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
前期については、原則として100人以上の規模の授業(オンデマンド型のリモート授業)を
除き対面授業を実施

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 概要

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

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.nagoya-ku.ac.jp/kifu/mirai
既存の未来支援基金により対応

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

名古屋経済大学

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/


2021/6/25

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

名古屋造形大学 https://www.nzu.ac.jp/important/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

名古屋造形大学 https://www.nzu.ac.jp/campuslife/tuition/scholarships/

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

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


2021/6/28

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/

学生支援のための寄附金・基金について
大学名 参考ＵＲＬ
南山大学 https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/bokin/covid-19/

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://ei.nanzan-u.ac.jp/
https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/bokin/covid-19/


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


2021/6/29

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ

日本福祉大学 https://www.n-fukushi.ac.jp/news/21/210528/21052801.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
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生・大学院生の学びの継続を保障する2021年度の
総合支援策について
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/21/210520/21052001.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/type/economic.html

その他
大学名 参考ＵＲＬ

日本福祉大学

フードドライブの実施
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/20/210108/21010801.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/20/210303/21030302.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/20/210315/21031503.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.n-fukushi.ac.jp/news/21/210528/21052801.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/21/210520/21052001.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/21/210520/21052001.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/news/21/210520/21052001.html
https://www.n-fukushi.ac.jp/about/bokin/type/economic.html
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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


2021/7/21

遠隔授業に関する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 件名

名城大学 https://www.meijo-u.ac.jp/student_staff/pdf/meimo_web01.pdf WebClass 案内（令和 3 年度版）（2021.3.16付）
https://www.meijo-u.ac.jp/student_staff/pdf/meimo_web16.pdf 教室録画システムの整備について（2021.4.12付）
学内者のみ閲覧可。 統合ポータルサイト内で「各種マニュアル」を掲載。

経済的困窮学生に対する取組について
大学名 参考ＵＲＬ 件名

名城大学 https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_25000.html
令和3年度　緊急修学援助奨学生　出願要項
(2021.7.14付）

その他
大学名 参考ＵＲＬ 件名

名城大学 https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_24613.html
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止につ
いての注意事項（2021.4.18付）

https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_24856.html 証明書発行について（2021.5.18付）  

https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_24921.html
6月21日（月）からの授業方法について
（2021.6.16付）

https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_24920.html ワクチン接種の実施について（2021.6.16付）

新型コロナウイルス感染症対策への取組について



2021/6/15

大学名 参考ＵＲＬ
岡崎女子大学 https://www.okazaki.ac.jp/covid/

新型コロナウイルス感染症対策への取組について

https://www.okazaki.ac.jp/covid/


2021/7/5

新型コロナ感染症への本学の対応について
大学名

名古屋柳城女子大学 https://www.ryujo.ac.jp/ryujo_covid19/index.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.ryujo.ac.jp/ryujo_covid19/index.html
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