
新型コロナウイルス感染症拡大に対する理工学部・大学院理工学研究科・

短期大学部（船橋校舎）の支援及び対応について 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い，理工学部・大学院理工学研究科・短期大学部 

（船橋校舎）では，学生のみなさんの健康，安全及び学修を第一とした支援及び対応を行います。 

 

 

１ 修学支援 

① 日本大学創立１３０周年記念奨学金 

災害等不測の事態により学費等の支弁が困難な学生を対象とした，本学独自の給付奨学

金「日本大学創立１３０周年記念奨学金」（第３種）があります。 

    今回の新型コロナウイルス感染症拡大による，学費支弁者の家計急変や学生本人の収入

減による経済的困窮者に，これを適用します。 

    給付金額は１人当たり１０万円（総額１０億円）の予定です。 

  対象は，本学の学部・大学院・短期大学部及び附属専門学校に在学中の学生です。 

    応募方法，給付時期，条件等については，決まり次第お知らせしますので，個別のお問

い合わせはお待ちくださいますようお願いいたします。 

    その他の大学としての奨学金についての応募方法等については，６月上旬を目途に詳細

についてお知らせする予定です。 

   【修学支援の奨学金に関する問い合わせ先】 

     学部ホームページの｢お問い合わせ｣にある「お問い合わせフォーム」の「お問い合わ

せ先」において『奨学金，課外活動に関して』を選択して質問事項を送ってください。 

     https://www.cst.nihon-u.ac.jp/inquiry/form.php （理工学部お問い合わせフォーム） 

 

② 学費の納入時期の猶予等 

学費の延納について，以下のとおり期限を柔軟に対応いたします。 

前学期：令和２年６月３０日   

後学期：令和２年１１月３０日 ※予定 

※上記の期限までに全額納付が難しい場合は，分納をご利用ください。 

いずれにもより難い場合には，早めにご相談ください。 

【学費の納入や分納に関する問い合わせ先】 

skaikei＠adm.cst.nihon-u.ac.jp （会計課） 

 

 



２ オンライン授業実施に伴う支援 

① パソコンやタブレット端末を用意できない学生へのパソコンの無償貸与 

（１）貸出の対象者 

理工学部，大学院理工学研究科，短期大学部（船橋校舎）の学生で，下記のいずれか

に該当する学生 

① （自分・家族を含め）パソコン，タブレット，スマートフォンのいずれも所有していない 

こと 

② スマートフォンのみを所有していること 

※休学者は対象となりません。 

※科目等履修生・研究生・特別聴講学生等は対象となりません。 

（２）貸出期間 

    令和２年５月～９月１０日 

（３）貸出の申請   

近日中に CST ポータル等で貸出の御案内をいたします。 

なお，貸与可能なパソコンの台数に限りがあるため，応募者多数の場合，ご希望に添

えないことがあります。 

※パソコンは順次お送りしますが，時間を要する場合がありますので御容赦ください。 

（４）問い合わせ先  

【パソコンの貸出申込みに関する問い合わせ先】 

cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp （教務課） 

【貸与パソコンの管理・返却に関する問い合わせ先】 

edu-help＠cn.cst.nihon-u.ac.jp （情報教育研究センター） 

 

② 学修環境を整えるための学修環境補助費を一律３万円給付 

（１）給付の対象 

令和２年５月１１日現在，理工学部・大学院理工学研究科・短期大学部（船橋校舎）に 

在籍する学生 

※休学者は対象となりません。また，５月１２日以降，休学または退学を願い出た場

合も対象となりません。 

※科目等履修生・研究生・特別聴講学生等は対象となりません。 

（２）給付方法・振込先 

学費支弁者が指定した口座（日本国内に限る）へ振込をいたします。 

（３）給付時期 

手続が完了次第，６月末を目途に順次振込を行います。 



（４）給付までの流れ 

ご案内方法等を近日中に学部ホームページ及び CST ポータルにてお知らせします。ま

た，手続きに係るメールを学生宛てに送信予定ですので，大学からのメールにご注意

ください。 

 （５）外国人留学生 

     ・日本に在留している留学生は，（４）によりお知らせします。 

     ・日本に入国できていない留学生は，日本に入国後に下記にお問い合わせください。 

（６）問い合わせ先 

    【学修環境補助費に関する問い合わせ先】 

       skaikei＠adm.cst.nihon-u.ac.jp （会計課） 

 

③ 授業に関する各種お問い合わせ対応 

授業に関するお問い合わせは，下記にて承ります。 

・授業の内容，課題の提出等に関すること：授業科目担当者 

（連絡先はシラバス等でご確認ください） 

     ・履修登録，授業時間割，テキスト購入に関すること 

cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp （教務課） 

お問い合わせは，順次回答していきますが，時間を要する場合がありますので，御容赦

ください。 

なお，お問合せが多い事項について，CSTポータル掲載の「よくあるご質問について」に

まとめてありますので，ご確認ください。 

 

 ④ 基礎疾患のある学生への対応 

事態が好転し，通学を伴う授業に戻った場合も，希望により引き続きオンライン授業が

受講できるよう配慮します。 

      cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp （教務課） 

 

 ⑤ 障がいのある学生への対応 

授業（オンライン授業を含む）の受講に必要な補助を個々に確認し，受講が困難な場合

は，各種サポートや補講の実施等による学修時間確保に配慮します。 

cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp （教務課） 

授業以外の学生生活に関する相談は，学生支援室にて承ります。初回相談申込時におい

ては，来室及び電話でのお申し込みはご遠慮いただき，学生支援室予約受付用 E-mailを

ご利用ください。 



      cst.suru-gakuseishien@nihon-u.ac.jp（駿河台校舎学生支援室） 

      cst.funa-gakuseishien@nihon-u.ac.jp（船橋校舎学生支援室） 

お問い合わせは，順次回答していきますが，時間を要する場合がありますので，御容赦

ください。 

 

３ キャンパスへの入構制限に伴う支援 

① 図書館のサービス拡大 

図書館が利用できないため，学外から閲覧可能な電子ジャーナル，電子ブック等の利用

が可能です。利用方法等は，理工学部図書館ホームページ（http://www.lib.cst.nihon-

u.ac.jp/），または理工学部ホームページで確認できます。 

【図書館のサービスに関する問い合わせ先】 

stosyo@adm.cst.nihon-u.ac.jp （駿河台校舎図書館事務課） 

ftosyo@adm.cst.nihon-u.ac.jp （船橋校舎図書館事務課） 

 

② 在学生の各種証明書の申請手続の簡略化及び発行手数料・郵送料の免除 

（１）手数料等免除期間 

    令和２年５月１１日～令和２年５月３１日 

    ※入構制限が解除されない場合は，延長する場合があります。 

（２）申請対象者 

令和２年５月１１日現在，理工学部・大学院理工学研究科・短期大学部（船橋校舎）に

在籍する学生 

 （３）申請の流れ 

・CSTポータル掲載の「証明書申請フォーム」に必要事項を記入し，送信してください。 

 （ CSTポータル HOME ＞ 大学からのお知らせ ＞［教務課］【全学生対象】５月３１日

までの証明書申請について］） 

・プルダウンにない証明書が必要な場合は「その他の証明書」を選択し，証明書の名称

を記入してください。 

・１週間程度で郵送します。 

（４）申請の上限 

    １人に付き，証明書の種類によらず，申請枚数の合計で３０枚を限度とします。 

（５）問い合わせ先 

    【免除期間の証明書の発行に関する問い合わせ先】 

     cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp （教務課） 

 



③ 就職活動等の対応 

就職指導課・キャリア支援センターでは，現在新型コロナウイルス感染症の拡大により，

就職活動へ不安をもっている学生に対し，「Zoom を使用しての就職相談」を実施してお

り，今後は WEB による「就職ガイダンス」「公務員試験対策」「教員採用試験対策」等を

予定しております。 

また，本学の就職支援サイト「ＮＵ就職ナビ」により，企業情報，求人情報の提供，履歴

書の電子ファイルの入手が可能です。 

 

○就職指導課・キャリア支援センターの対応とお知らせ  

     https://sites.google.com/view/cstcareer/ 

Ⅰ 対応状況 

Ⅱ 相談コーナー・模擬面接のオンライン実施 

Ⅲ 各種お知らせ・注意事項（2021.3 卒向け 4・M2・短 2年） 

求人・履歴書入手・学校推薦・公務員試験・教員採用試験・内定手続書類など 

Ⅳ 各種お知らせ・注意事項（2022.3 卒向け 3・M1・短 1年） 

      インターンシップについて・今後の「就職・キャリア支援プログラム」 

【就職活動に関する問い合わせ先】 

     cst.career@nihon-u.ac.jp （就職指導課） 

 

④ 休学願出の猶予 

令和２年度前学期の休学の願出については，期限にかかわらず，柔軟に対応します。 

休学を希望する方は，教務課までお問い合わせください。 

【令和２年度における休学に関する問い合わせ先】 

      cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp （教務課） 

 

⑤ 外国人留学生への対応 

日本に在留している外国人留学生については，オンライン授業や学生生活等の相談に対

応し，また，入国できず，母国に留まらざるを得ない状況にある外国人留学生について

は，入国後，補講の実施等による学修時間確保に配慮し，さらに，学修環境補助費（３

万円）を給付します。 

【外国人留学生への対応についての問い合わせ先】 

学部ホームページ「お問い合わせ」にある「お問い合わせフォーム」の「お問い合わせ

先」において『学生課』又は『船橋校舎学生課』を選択し質問事項を送ってください。 

     https://www.cst.nihon-u.ac.jp/inquiry/form.php （理工学部お問い合わせフォーム） 



４ 健康管理の支援 

① 健康管理システム用いた健康観察を支援 

理工学部・大学院理工学研究科・短期大学部（船橋校舎）では「健康チェック表（自己管

理用）（PDF版）」にて各人の健康観察の自己管理をお願いしています。 

今後はスマートフォン等で入力し，各自の健康管理や健康観察が可能となる WEB システ

ムを提供する予定です。リリースしましたら，再度御案内いたします。 

【健康管理の支援に関する問い合わせ先】 

cst.suru-hoken@nihon-u.ac.jp（駿河台校舎保健室） 

      cst.funa-hoken@nihon-u.ac.jp（船橋校舎保健室） 

 

② 学生の孤立を防ぐための対応 

理工学部・大学院理工学研究科・短期大学部（船橋校舎）の学生支援室では，緊急事態

下においても学生へのメンタルへの支援体制の維持との観点から，相談業務には対応し

ています。 

ただし初回相談申込時においては，来室及び電話での申し込みはご遠慮いただき，学生

支援室予約受付用 E-mailをご利用ください。 

申込の対応は平日午前１０時から午後４時となり，返答に時間がかかる場合があります

ので，ご了承ください。 

  cst.suru-gakuseishien@nihon-u.ac.jp（駿河台校舎学生支援室） 

  cst.funa-gakuseishien@nihon-u.ac.jp（船橋校舎学生支援室） 

 

    このような状況において，学生のみなさんの健康，安全及び学修を第一とした理工学部・

大学院理工学研究科・短期大学部（船橋校舎）の支援及び対応を御理解ください。また，

今後も必要に応じて，さまざまな支援を検討，実施して参ります。 

  



（問い合わせ先一覧） 
 

要    件 担当部署 メールアドレス・URL 

修学支援の奨学金について 学 生 課 

問い合わせフォーム 

https://www.cst.nihon-u.ac.jp/inquiry/form.php 

『奨学金，課外活動に関して』 

学費の納入時期の猶予や分納に

ついて 
会 計 課 skaikei＠adm.cst.nihon-u.ac.jp 

パソコンの貸出申請について 教 務 課 cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp  

貸出しパソコンの管理・返却につ

いて 

情報教育研究

センター 
edu-help@cn.cst.nihon-u.ac.jp 

学修環境補助費について 会 計 課 skaikei＠adm.cst.nihon-u.ac.jp 

授業に関する問い合わせに 

ついて 
教務課ほか 上記２③参照 

基礎疾患のある学生のオンライ

ン授業の継続希望について 
教 務 課 cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp 

カウンセラーへの面談の申込に

ついて 
学生支援室 

cst.suru-gakuseishien@nihon-u.ac.jp 

（駿河台校舎学生支援室） 

cst.funa-gakuseishien@nihon-u.ac.jp 

（船橋校舎学生支援室） 

図書館のサービスについて 図書館事務課 

stosyo@adm.cst.nihon-u.ac.jp 

（駿河台図書館事務課） 

ftosyo@adm.cst.nihon-u.ac.jp 

（船橋図書館事務課） 

手数料等免除期間中の証明書の

発行について 
教 務 課 cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp 

就職活動について 就職指導課 cst.career@nihon-u.ac.jp 

休学について 教 務 課 cst.kyoumu@nihon-u.ac.jp 

健康管理の支援について 学 生 課 

cst.suru-hoken@nihon-u.ac.jp 

（駿河台校舎保健室） 

cst.funa-hoken@nihon-u.ac.jp 

（船橋校舎保健室） 

外国人留学生への対応について 学 生 課 

問い合わせフォーム 

https://www.cst.nihon-u.ac.jp/inquiry/form.php 

『学生課』又は『船橋校舎学生課』 

 

mailto:stosyo@adm.cst.nihon-u.ac.jp
mailto:ftosyo@adm.cst.nihon-u.ac.jp


※総務省を始め，携帯電話会社等から通信環境及びそのサポートについてホームペー

ジ等でお知らせがありました。各自契約内容を御確認の上，御活用ください。 

 

≪総務省ホームページ≫  
 

●「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請」

及び「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う学生等の学習に係る通信環境の確

保に関する要請」に対する電気通信事業者の取組 

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000398.html 

 

●新型コロナウイルス感染症拡大に伴う料金支払期限の延長等の措置に関する取組状況 

  https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf 

 

●新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う学生等の学習に係る通信環境の確保に関

する 

取組状況 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000682994.pdf 
 

 

≪携帯電話各社及びモバイル通信各社による通信料サポート≫ 
 

ＮＴＴドコモ 

「新型コロナウイルス感染症の流行に伴う U25向け支援措置」の実施 -25歳以下の「1GB 追加オプシ 

ョン」および「スピードモード」を 50GBまで無償化- 

 https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/200403_00.html 
 

au 

 学生 (25歳以下) のお客さまの auデータチャージご利用料金を無償化 

 https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/04/03/4364.html 
 

ソフトバンク ・ ワンモバイル 

 25歳以下の“ソフトバンク”と“ワイモバイル”の利用者へ 50GBの追加データを無償提供 

https://www.softbank.jp/corp/news/info/2020/20200403_01/ 
 

UQmobile 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う支援措置について（第 2報） 

- 学生向け（25歳以下）に UQ mobile データ容量 30GB まで無償提供 - 

https://www.uqwimax.jp/annai/news_release/202004271.html#data30 
 

mineo 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う 25歳以下のお客さまへの支援措置について 

～パケットチャージのご利用料金を最大 10GBまで無償化～ 

https://optage.co.jp/press/2020/press_22.html 
 

J:COM MOBILE 

 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う支援措置について 

 - 学生向け（25歳以下）に J:COM MOBILEのパケット追加を 30GBまで無償化 - 

https://notices.jcom.co.jp/notice/91270.html 
 

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000398.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682994.pdf
https://www.softbank.jp/corp/news/info/2020/20200403_01/


LINEモバイル 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、学生のお客様のオンライン学習支援について 

 http://mobile-blog.line.me/archives/34882721.html 
 

ＯＣＮモバイル ONE 

 【U25向け】OCN モバイル ONEデータ容量 10GB無償提供 

 https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/member/u2510g-202004.html 
 

IIJmio 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う 25歳以下のお客様への支援措置について 

 https://www.iijmio.jp/info/iij/1586314801-1923.html 
 

BIGLOBEモバイル 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、学生のお客さまのオンライン学習支援について 

https://www.biglobe.co.jp/pressroom/release/2020/04/200408-a 
 

nuroモバイル 

nuroモバイルからのお知らせ新型コロナウイルス感染症の流行に伴う学生支援措置について 

https://www.so-net.ne.jp/info/2020/op20200407_0020.html 
 

エキサイトモバイル 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う 25歳以下のお客さまへの支援措置 

https://bb.excite.co.jp/info/detail/399 
 

ｙ.u mobile 

 25歳以下のお客さまへ「y.u mobile」の 25GBまでの追加データチャージ料金を無償化【休校中のご自

宅でのオンライン学習支援】 

https://help.yumobile.jp/info/yum202004092 
 

NifMo 

 新型コロナウイルス感染症の影響拡大、長期化に伴う追加支援措置について 

https://nifmo.nifty.com/news/?infoId=20200501 
 

QTモバイル 

教育機関休校措置を踏まえたオンライン学習環境支援について 

～QTモバイルの通信容量を無料追加～ 

https://www.qtnet.co.jp/info/?page_name=31310150qptu.38/iunm 
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