新型コロナウイルス感染症拡大に対する松戸歯学部・大学院松戸歯学
研究科・附属歯科衛生専門学校の支援及び対応
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，７都府県に出された政府の緊急事態宣言は，感染の拡大
の懸念から対象地域が全国へ広がり，収束の兆しが見えないのが現状です。
そのような状況において，本学部等としては，学生及び教職員の健康，安全と学生の学修を第一と
して，刻々と変化する状況に対応しなければなりません。引き続き，多くの大学構成員をキャンパス
に集めることは適切でないと判断し，緊急事態宣言の発令に関わらず，当面の間は，原則キャンパス
への立ち入りを禁止します。
授業開始日については，既に授業開始の延期と通学を伴わないオンライン授業の円滑な実施に向
けて準備を進めていることをお知らせし，学生のみなさんにもオンライン授業の受講に向けた準備を
していただいていることと思います。
しかし，このような新型コロナウイルス感染症拡大に伴う授業開始の延期やオンライン授業の実施
への対応について，本学部等に様々な問い合わせがありました。また，オンライン授業に関する調査
結果においても，オンライン授業を受講する上で必須のパソコンやタブレット端末が用意できない，イ
ンターネットの環境が整っていないなど，さらに個々の事情により最低限の学修環境を整えることが
できない方がいることを把握しました。
そこで，本学部等として，学生のみなさんの健康，安全及び学修を第一とした，以下の支援及び対応
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，これを適用いたします。給付金額は１人当たり１０万円（日本大学全体で総額１０億
円）の予定です。対象は，学部・大学院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，決定次第お知らせいたします。
また，独立行政法人日本学生支援機構や本学部等独自の奨学金制度もありますので，学生課にお
問い合わせください。
問い合わせ先
gakusei.md.ml＠nihon-u.ac.jp （学生課）

連絡先：０４７-３６０-921４

② 学費の納入時期の猶予等
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，学費の納入が困難となっている方について，柔軟
に対応いたしますので，会計課にお問い合わせください。
問い合わせ先
mas.kaikei@nihon-u.ac.jp （会計課）
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連絡先：０４７-３６０-92０９

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
パソコンやタブレットの貸与を希望する場合は，教務課にお問い合わせください。

問い合わせ先
mas.kyomu＠nihon-u.ac.jp （教務課）

連絡先：０４７-３６０-92０６

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
「学修環境補助費申請書」を保護者宛に 5 月中に送付いたします。申請書に必要事項を記入し，
本学部等へ御返送ください（切手を貼付した返信用封筒を同封しますので御利用ください）。
指定の銀行口座へ振込いたします。ただし，振込先口座は学費支弁者名義の口座を御指定くだ
さい。
（１） 給付対象者
令和２年５月１１日現在，学部・大学院及び附属専門学校に在籍する学生です。
※ 休学者は除く
※ 科目等履修生・研究生・特別聴講学生等は除く
（２） 給付時期
令和２年 5 月２９日（金）までに御提出いただいた場合は，6 月末までに振込予定です。
（３） 問い合わせ先
mas.kaikei@nihon-u.ac.jp （会計課）

連絡先：０４７-３６０-92０９

③ オンライン授業の問い合わせ対応
オンライン授業全般に係る質問等は，教務課にお問い合わせください。
問い合わせ先
mas.kyomu＠nihon-u.ac.jp （教務課）

連絡先：０４７-３６０-92０６

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

全学部で学生の図書館利用は制限しています。
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等を御利用ください。
問い合わせ先
mascat.adm.lib＠nihon-u.ac.jp （図書館事務課）

連絡先：０４７-３６０-92７０

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
在学生の各種証明書に係る申請手続を簡略するとともに発行手数料・郵送料を免除いたします。
証明書を希望する場合は，以下の手続きに基づき申請してください。
（１） 申請免除期間
令和２年５月１１日～令和２年５月３１日
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※ 入構制限が解除されない場合は，申請免除期間を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，学部・大学院及び附属専門学校に在籍する学生です。
（３） 申請方法
学生本人からのメールによる申請とします。
以下の項目をメールにて教務課（mas.kyomu＠nihon-u.ac.jp）宛てに送信してください。
・学生番号
・学年
・氏名（フリガナ）
・生年月日
・返送先住所
・証明書の種類及び枚数
問い合わせ先
mas.kyomu＠nihon-u.ac.jp （教務課）

連絡先：０４７-３６０-92０６

③ 休学願出の猶予
令和２年度の前学期に休学を希望する方は，早めに，教務課にお問い合わせください。
問い合わせ先
mas.kyomu＠nihon-u.ac.jp （教務課）

連絡先：０４７-３６０-92０６

４ 健康管理の支援
①

健康管理システムを用いた健康観察の支援

スマートフォン等でその日の体温を入力し，各自の健康管理や健康観察が可能となる WEB シス
テムを提供しています。
通学を伴う授業開始後は，クラス担任等が授業開始の入校前に，体温チェックや健康観察を行い
ます。
問い合わせ先
gakusei.md.ml＠nihon-u.ac.jp （学生課）

②

連絡先：０４７-３６０-921４

学生の孤立を防ぐための対応

学生相談窓口では，電話を利用した個別相談が可能な体制を整えています。
専門のカウンセラーが応対し，皆さんの心のケアに寄り添い，学生生活のケアを行っていきます。
カウンセラーへの相談を希望する方は，学生課にお問い合わせください。
問い合わせ先
gakusei.md.ml＠nihon-u.ac.jp （学生課）
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連絡先：０４７-３６０-9214

③ 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
るよう配慮いたしますので，学生課にお問い合わせください。
問い合わせ先
gakusei.md.ml＠nihon-u.ac.jp （学生課）

連絡先：０４７-３６０-9214

④ 障がいのある学生への対応
オンライン授業に必要な補助を個々に確認し，受講が困難な場合は，補講の実施等による学修
時間確保に配慮いたしますので，学生課にお問い合わせください。
問い合わせ先
gakusei.md.ml＠nihon-u.ac.jp

（学生課）

連絡先：０４７-３６０-9214

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本学部等の支援及び
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
質問内容

問い合わせ部署

メールアドレス

教務課

mas.kyomu＠nihon-u.ac.jp

会計課

mas.kaikei@nihon-u.ac.jp

学生課

gakusei.md.ml＠nihon-u.ac.jp

図書館事務課

mascat.adm.lib＠nihon-u.ac.jp

オンライン授業への問い合わせについて
休学について
免除期間の証明書の発行について
学費の納入について
学修環境補助費について
修学支援の奨学金について
健康管理の支援について
カウンセラーへの相談の希望について
図書館のサービスについて

※ 問い合わせ先に示しているメールアドレス以外へ送った場合は，問い合わせ又は申請が受理され
ない場合があります。
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通信環境及びそのサポートについて総務省を始め，携帯電話会社等から以下のとおりホームページ
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
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

以
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上

