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No. 対象 関連 Question Answer

1
全学年

学生・院生
授業

授業はいつから開始されますか？ 5月11日(月)から遠隔授業で開始します。

2
全学年

学生・院生
授業

授業の履修登録はいつ？どのように？行えばいいですか？ 以下ページを確認してください。履修のスケジュール、方法が書かれ

ています。

https://www.kogakuin.ac.jp/student/learning/jikanwari.html

新入生の皆さんには、キューポートにて「新入生ガイダンス」を掲載

しており、そちらもご参照ください。

3
全学年

学生・院生
授業

授業開始後の日程はどのようになっていますか？ キューポートにて、5/11(月)授業開始版の授業日程表を掲載していま

すので確認してください。

4
全学年

学生・院生
授業

時間割表などはいつ？どこで受け取れますか？ ＨＰ上で公開しています。

https://www.kogakuin.ac.jp/student/learning/jikanwari.html

5
全学年

学生・院生
授業

遠隔授業の受講方法などはどのようにすればいいですか？ キューポートに「遠隔授業受講マニュアル」を掲載していますので、

そちらをよく読んで受講に臨んでください。

6
全学年

学生・院生
授業

キャンパスでの授業が開始された場合、通学に使用する交通機関は混

雑しますが、感染が心配です。

八王子キャンパスへ通学するバスの増便など、様々な検討をしていま

す。

7
全学年

学生・院生
授業

キャンパスでの授業が開始された場合、授業教室は大人数のものもあ

りますが、感染が心配です。

教室内の密集度を下げるため、様々な検討をしています。

8
全学年

学生・院生
授業

キャンパスでの授業が開始された場合、体調不良だったら大学に通学

できませんか？（通学してはいけないのはどのくらいの状態でしょう

か？）その場合、授業は欠席扱いになってしまいますでしょうか？

通学は控えてください。

頭痛・咽頭痛・咳など風邪の症状に加え、37.5 度以上の発熱を認める

ときは、登校および外出を控え自宅待機をすることが望ましいです。

その上で、朝・夕の体温の記録をつけ、37.5 度以上の発熱が 4 日以上

続く場合・倦怠感や咳などが継続しているときは、帰国者・接触者相

談センター（居住地の保健所等）に電話で相談をしてください。

4日以内に症状の軽快を認めた際の登校再開の目安は、解熱剤等の内服

のない状態で発熱、咳、喀痰、下痢、全身倦怠感等が消失してから 48

時間以降が望ましいです。

体調回復後で構いませんので、所定の欠席届をご提出いただきます。

9
全学年

学生・院生
授業

遠隔授業が実施されることになりましたが、自宅のネット環境が悪く

通信が安定していない時もあります。ＰＣの購入等も含め負担があり

ますが、どうすればよろしいですか。

現状、受信側に環境を整えていただくことを前提にしています。

10 新入生 学籍
学生証はいつ？どこで受け取れますか？ 学生証は大学のキャンパスへお越しいただける状況になってから直接

お渡しします。

11
全学年

学生・院生
学費

学費の振り込みはいつまでですか？ 前期分は4月30日までが納入期日です。

(参照)

https://www.kogakuin.ac.jp/student/money_insurance/school_expe

nses.html

【学費の延納について】

・2020年前期の学費延納手続きを希望される方は、キューポートに掲

載の方法をご覧のうえ、お困りのことがございましたらご相談くださ

い。



13
全学年

学生・院生
奨学金

日本学生支援機構の奨学金申請の手続きはどのように行えばいいです

か？

日本学生支援機構奨学金（高等教育新修学支援制度を含む）の手続き

についてはキューポートに掲載の方法に従い、手続きをとるようにし

てください。

14
全学年

学生・院生
催事

新学期のガイダンスはどうなりますか？ 中止となります。キューポートにて随時、必要な連絡を掲載しますの

で確認してください。

15
全学年

学生・院生
催事

健康診断はいつ実施されますか？ 9月初旬を予定しています。

16 新入生 全般

キューポートへのログインはどのように行えばいいのですか？ 以下URLにアクセスし「統合認証アカウント交付証(緑色の書類)」に

記載のIDとパスワードでログインしてください。

キューポート：https://ku-port.sc.kogakuin.ac.jp/

17 新入生 全般 大学からの郵送物はどこに届くのですか？ 新入生情報登録で入力された学生本人の現住所へお届けします。

18
全学年

学生・院生
全般

学生、教職員に感染者が発生した場合には？ 直ちに保健所への連絡、キャンパス内の消毒、濃厚接触者の調査など

を行い、医師の指示に従い感染者本人には最低２週間の自宅待機が指

示されます。

19
全学年

学生・院生
全般

今、大学に入ることはできますか？ 2020年５月31日(日)まで、キャンパスへの入構は原則禁止です。

以下、ページにてご確認ください。

https://www.kogakuin.ac.jp/news/2019/2020032601.html

20
全学年

学生・院生
全般

工学院大学が講じている感染対策を教えてください。 本学においての対応についてはWebサイトをご参照ください。

21
全学年

学生・院生
全般

大学からの連絡はどこを見れば把握できますか？ 工学院大学Webサイトと、キューポートへ随時、情報を発信します。

大学の授業については、文部科学省（以下「文科省」と略す）が定め

る大学設置基準において授業時間、授業方法が定められており、その

基準に従って各大学で認可を得て教育活動を行っているところです。

今回の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染拡大防止のため

に大学は国・東京都の要請に従ってキャンパスへの入構を禁止してお

りますが、進級・卒業のためには来年3月までに文科省の定める授業時

間の受講が不可欠であることから、文科省は通常授業に代わる代替授

業方法等のガイドラインを示しております。

本学におきましては、そのガイドラインに基づき、当面通常授業に代

わり遠隔授業を行うこととし、実験・実習等登校し対面で通常授業を

行う事が必要な授業については、感染が終息することが見込まれる時

期に集中実施することにより、進級・卒業に必要な授業時間の確保を

行うこととしたものです。ご不便をお掛けしますが､事情をご理解いた

だければと思います。

学費については、文科省が定める大学設置基準に定める授業時間、授

業方法を実施することに対して、皆様から頂戴しているものであり、

現時点では進級・卒業に必要な授業時間は確保する予定であることか

ら、学費については納期の延長は行っておりますが、返還を行うこと

は考えておりません。

また、施設設備料につきましても、文科省の定める基準の授業を行う

ために必要な施設設備の維持や運営のためにご負担いただいているも

のであり、各人が施設を使用するための費用として納入いただいてい

るものではありません。通常授業を実施できない間も施設の維持運営

は行われており、感染拡大が終息した時点から、通常授業を校内施設

設備で行う事を予定しておりますので、一定期間学校が利用できない

事を理由として減額することはできないことを、ご理解いただければ

と思います。

なお、遠隔授業実施に伴う通信環境の確保等につきましては、個々の

学生の状況を踏まえて、可能な限り公平な授業環境となるよう対応さ

せていただきますので、遠慮なくご相談いただければと思います。

とはいえ、この状況下で、困難や不安を抱えている学生・生徒が増え

ていることも承知しております。本学では、国等による公的支援に加

えて、学園独自の支援を行います。本学園の収益事業の果実である

「エステック奨学金」並びに教職員や校友による寄付金を原資に、総

額１億円の規模とする予定です。支援の具体的な詳細につきまして

は、改めてご案内いたしますが、今後の環境変化も見極めながら、す

べての学生・生徒の皆さんが学修を継続できるよう支援を行っていく

所存です。

また、学費の問題については、本学が加盟する私立大学協会において

も、関係方面と協議を進めていただいているところです。

学費の減額はないのですか?

学費
全学年

学生・院生
12



22
全学年

学生・院生
全般

各種証明書は発行してもらえますか？ コンビニエンスストアで発行できるサービスを開始しましたので、ご

利用ください。

https://www.kogakuin.ac.jp/student/campuslife/certificate/certifica

te_issuance.html

23
全学年

学生・院生
教職

教員免許状、学芸員資格の取得を希望しています。関係科目の履修登

録をしたいのですが、どうしたらいいですか？

免許取得のためには教職課程登録、学芸員課程登録の手続きが必要で

す。4/21~23学生ポータルのアンケートから、（仮）課程登録をし、

4/28～5/6履修登録期間に教職、学芸員科目も登録を行ってください。

その後、（本）課程登録を行います。課程登録費として、教職課程登

録費は1教科12,000円、2教科目から＋3,000円、学芸員課程登録費は

10,000円が必要となりますのでご準備ください。詳細は、キューポー

トにてアナウンスします。

24
全学年

学生・院生
教職

2020年度実施分の教育実習オリエンテーション（4年生対象）はどう

なりますか？

決定次第、Webサイトとキューポートにてアナウンスいたします。

実習校には、大学からも実習期間について現在調査を行っています。

実習期間が定まっていない学校が多いのが現状ですが、5月早めの実習

実施が見込まれる学校に限り、実習予定の学生に個別でメール案内を

しています。

各学校から、実習期間の相談・変更等の連絡がある可能性があるた

め、今後もメール・電話が来ていないかの確認をしてください。

25
全学年

学生・院生
教職

2021年度実施分の教育実習オリエンテーション（新3年生対象）はど

うなりますか？

決定次第、Webサイトとキューポートにてアナウンスいたします。

2021年度に実施を希望する学校に教育実習の内諾を各自で取る必要が

あります。原則、母校で実施となりますので、まずは母校に2021年度

の教育実習の受入可否について電話で打診してください。また、母校

のHP等をチェックし、次年度教育実習の受付締切が5月6日より早い学

校があれば、教務課教職課程担当「shikaku@sc.kogakuin.ac.jp」まで

メールで相談ください。

26
全学年

学生・院生
教職

2020年度に介護等体験をする学生向けオリエンテーションはいつで

すか？
決定次第、Webサイトとキューポートにてアナウンスいたします。

27
上級学年

学生・院生
就職活動

個別相談を希望していますが、就職支援センターは開室しています

か？

キューポートやホームページにて個別相談や問い合わせに関する方法

をお知らせしていますので、ご確認ください。今後の変更も随時

キューポートのお知らせに掲載します。

→4/28配信「【第5版】新型コロナウイルス感染拡大防止のための就職

活動に関するお知らせ」

28
上級学年

学生・院生
就職活動

WEB面接（説明会）対応用の環境として就職支援センターを利用し

たいのですが、開室していますか？

キューポートやホームページにて個別相談や問い合わせに関する方法

をお知らせしていますので、ご確認ください。今後の変更も随時

キューポートのお知らせに掲載します。

→4/28配信「【第5版】新型コロナウイルス感染拡大防止のための就職

活動に関するお知らせ」

29
上級学年

学生・院生
就職活動

大学指定の履歴書の受け取りは可能ですか？ 4/10よりダウンロード配付を開始しましたので、キューポートのお知

らせをご確認ください。

→4/28配信「【第5版】新型コロナウイルス感染拡大防止のための就職

活動に関するお知らせ」

30
上級学年

学生・院生
就職活動

成績証明書（卒業見込証明書）は発行可能ですか？ 4/14 15:00より、証明書コンビニ発行サービスがスタートしました。

コンビニ発行前に事前手続きが必要になりますので、キューポートの

お知らせをご確認ください。

→4/28配信「【第5版】新型コロナウイルス感染拡大防止のための就職

活動に関するお知らせ」

31
上級学年

学生・院生
就職活動

企業から健康診断証明書の提出を求められていますが、発行は可能で

すか？

健康診断の実施が9月を予定しているため発行できません。企業採用担

当者様宛に学長名の通知文を作成しています。キューポートのお知ら

せをご確認ください。

→4/28配信「【第5版】新型コロナウイルス感染拡大防止のための就職

活動に関するお知らせ」

32
全学年

学生・院生
課外活動

部活動、サークル活動は行ってもいいのですか？ 学生団体の活動については、学外での活動も含め自粛してください。

33
ティーチング

アシスタント

ティーチング

アシスタント

校内立ち入り禁止期間中、ティーチング・アシスタントとして勤務す

る上で必要な書類はどこで受け取れますか？

キューポートに書類をアップしていますので、各自ダウンロードして

ください。3月25日付でキューポートにお知らせを出していますので詳

細はそちらをご確認ください。

34
ティーチング

アシスタント

ティーチング

アシスタント

3月31日が提出期限となっていたティーチング・アシスタントの雇用

契約書等は、校内立ち入り禁止期間中どのように提出すればよいです

か？

立ち入り禁止期間終了後に提出いただければ大丈夫です。提出期限等

は改めてキューポートにてお知らせしますので、ご確認ください。


