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2020 年 5 月 2 日 
 
在学生の皆さん 
 

ノートルダム清心女子大学 
 
 

2020年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関する大学の支援策について 
 
 
 この度の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための出校停止と遠隔授業の実施に伴う、大
学の支援策については、既にmanaba folio等でお知らせしているところです。 
 今回、そのうちの主なものを資料にまとめましたので、参考にしてください。 
 なお、今後も状況に応じて随時、支援の内容が変化することが考えられます。Ｎサポ・manaba folio
から届く大学からの通知を、漏らさず確認するようにしてください。 
 
 
 

1. 大学からの通知について 
出校停止の継続や解除等、重要な連絡は、大学公式サイトに掲載されます。必ず確認するよう

にしてください。 
▶本学公式サイト「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」<https://www.ndsu.ac.jp/news/relief.php> 

 
2. 大学からの連絡手段 

大学からの連絡は、N サポと manaba folio(      )を目的に応じて使い分けます。両方
とも、必ずリマインダーを設定し、必要な情報を得るようにしてください。 
それぞれのマニュアルは、次の箇所にあります。早い内に一通り目を通しておいてください。 
 
▶N サポ「ログイン画面」<https://www-uni.ndsu.ac.jp/up/faces/login/Com00505A.jsp> 
→ログイン画面の下部 

 
▶            「ログイン画面」<https://ndsu.manaba.jp/ct/login> 

→以下の方法で入手できます。 
■パソコン 

(1) 上部メニューの「マイページ」を押す 
(2) 最上部「ノートルダム清心女子大学」ロゴ右側の「マニュアル」を押す。 
(3) マニュアルダウンロード画面が出るので学生用マニュアルをダウンロードする。 
   

■スマートフォン 
(1) 上部の横 3本線のアイコンを押してメニューを開く。 
(2) メニューの中の「PC版へ」を押す。 
(3) 画面上部「ノートルダム清心女子大学」ロゴ右側の「マニュアル」を押す。 
(4) マニュアルダウンロード画面が出るので学生用マニュアルをダウンロードする。 

 
※スマートフォン版の画面に戻るには、画面最上部の「スマートフォン版を表示」を押すと、戻れます。 

https://www.ndsu.ac.jp/news/relief.php
https://www-uni.ndsu.ac.jp/up/faces/login/Com00505A.jsp
https://ndsu.manaba.jp/ct/login
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3. 家計の急変等があった学生の学業継続の支援について（緊急・応急奨学金制度） 
今回の新型コロナウイルス感染症の事由により、家計の収入が著しく減少又は無くなったこと

で、学業継続が極めて困難と認められる学生に対して、学費の全額または２分の１の奨学金を給
付します。申請にあたっての詳細については、2020 年５月中旬頃にお知らせします。 
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、2020 年度第１期授業料が納付できていない学生に

対しては、納付期日の延期等についても検討しています。 
新型コロナウイルス感染症の影響で経済的困難を抱える学生に対する支援については以上を含

め様々に検討中ですので、今後のお知らせを漏らさず確認してください。      

 
 

4. 奨学金の申し込みついて 
本学独自のクビリー奨学金などさまざまな奨学金制度があります。 
これらの奨学金等の詳細については、大学公式サイトの次の箇所にてご確認ください。 
▶本学公式サイト「学費と奨学金」<https://www.ndsu.ac.jp/life/tuition/> 
 

なお、奨学金の申し込みは、募集時期が定められているものと、随時受付するものがあります。
2020年 6 月受付を予定している奨学金については、状況により変更することがあります。 
決まり次第      等でお知らせいたします。 

(1) クビリー奨学金（給付） 
(2) 災害支援奨学金（減免） 
(3) 緊急・応急奨学金（給付） 
(4) 自宅通学応援奨学金（給付） 
(5) アドバイザー推薦自宅通学応援奨学金（給付） 
(6) 一人暮らし応援奨学金（給付） 

 
また、『2020NDSU ライフ』にて、奨学金（pp123-126）、学費の納入（pp91－92）をご確認

ください。奨学金及び 2020年度第 2 期の学費（授業料等）の分納・延納についてのお問い合わせ
は、学生係までご連絡ください。 

 
 

5. 情報機器の支援（１） コンピューターを持っていない場合 
コンピューターを持っていない方に貸与をしています。既に申込は終了していますが、お困り

の場合は、以下のメールアドレスにお問い合わせください。 

  

問い合わせ先：学生係 
TEL：086-252-5039  E-mail：st-office2＠post.ndsu.ac.jp 

問い合わせ先：学生係 
TEL：086-252-5039  E-mail：st-office2＠post.ndsu.ac.jp 

問い合わせ先：教務係 
E-mail：academic＠m.ndsu.ac.jp 

https://www.ndsu.ac.jp/life/tuition/


3 
 

6. 情報機器の支援（２） 自宅にネット環境がない場合 
自宅にネット環境がない場合でも、スマートフォンのテザリング機能を使って、コンピュータ

ーをインターネットに接続させることができます。 
本学が遠隔授業を実施している間は、必要な通信料について大学が補填します。 
詳しくは、          掲載の文書「通信料金に関する支援について」を参照してください。 

 
▶            「全学生（2020 年度）コース」>スレッド「教務係からのお知らせ」> 
「#31通信料金に関する支援について」<https://ndsu.manaba.jp/ct/course_114725_topics_9_tflat> 

 
 

7. Gmailアカウントについて 
本学在学生には、Gmail アカウントが発行されます。[@m.ndsu.ac.jp]のアドレスのものがそ

れです。Gmail アカウントは次のような利点があります。 
(1) Google Classroomなどのいくつかのツールを利用できる 
(2) @m.ndsu.ac.jpアカウントを用いれば、在学中 Office365を自分の端末にインストールできる。 
Gmail アカウントの申請方法、Office365 のインストールの方法などは、     に掲載して

あります。アカウントのパスワードが不明な場合などは、情報センターに問い合わせてください。 

 
 

8. 証明書の交付について 
大学が発行する証明書一覧はこちらをご覧ください。 

▶本学公式サイト「各種証明書(在学生)」<https://www.ndsu.ac.jp/life/certificate/index.html> 

証明書の交付は郵送による申し込みができます。在学生の皆さんも、大学公式サイト「各種証明書
(卒業生)」の【郵送での申込み方法】を選んで、申し込んでください。 

▶本学公式サイト「各種証明書(卒業生)」< https://www.ndsu.ac.jp/life/certificate/index02.html#page02 > 
 
 

9. 学内への立ち入りについて 
出校停止期間中は、学内に立ち入ることができません。やむを得ない事情で来学しなければな

らないと考える場合は、所属学科に相談してください。 
 

10. 附属図書館の利用について 
出校停止により、図書館は臨時休館しています。 
休館中の対応として、次のサービスを行っています。どうぞご利用ください。 
(1) 図書の郵送貸出 
(2) 電子ブックの学外からの利用 
(3) データベース（論文検索、新聞記事検索など）の学外からの利用 
これらの利用の仕方は、          で発信します。（情報は随時更新されます） 
▶            「全学生（2020 年度）コース」>スレッド「図書館からのお知らせ」 
<https://ndsu.manaba.jp/ct/course_114725_topics_7_tflat> 

問い合わせ先：情報センター 
TEL：086-252-3072  E-mail：jkksc@post.ndsu.ac.jp 

https://ndsu.manaba.jp/ct/course_114725_topics_9_tflat
https://www.ndsu.ac.jp/life/certificate/index.html
https://www.ndsu.ac.jp/life/certificate/index02.html#page02
https://ndsu.manaba.jp/ct/course_114725_topics_7_tflat
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11. 就職活動支援について 
キャリアサポートセンターでは、主に次のことを行っています。          でも随時情報を配

信していきます。 
(1) オンラインによる個人面談（例：Skype、ZOOM等） 
(2) 全体ガイダンス・セミナー等を動画にて配信（            ） 
(3) 求人情報の提供（            ） 

 
 

12. 教職支援について 
教職支援センターでは、主に次のことを行っています。適宜           を参照してください。 
(1) オンラインによる教職個別面談を実施（ZOOM等） 
(2) 模擬試験や教採説明会の情報を提供（      使用） 
(3) 校種別の情報交換コミュニティを開設（      使用） 

 
 

13. 健康の相談について 
感染症の疑い等がある場合や心身に不調が生じた場合は、保健センターへ電話・メールで相談

をしてください。 
希望に応じて学生相談室の臨床心理士による電話・メール相談の予約をとることもできます。 
また、心身の不調等によりやむを得ず遠隔授業に対応できない状況がある場合は、「要特別配慮

支援」制度申請によって必要な配慮を受けることができます。申請については学科長やアドバイ
ザーと相談してください。 

 
 

14. 海外留学について 
世界中に広がる新型コロナウイルス感染症の拡大から海外留学の今後について見通せない状況

が続いています。しかし、海外留学、海外研修等については、随時メール、電話等でも相談を受
け付けていますので、お気軽に国際交流センターへご相談ください。 

  

問い合わせ先：キャリアサポートセンター 
TEL：086-252-6655  E-mail：ploffice＠post.ndsu.ac.jp 

問い合わせ先：保健センター 
TEL： 086-252-5722 E-mail：n-hokenc@post.ndsu.ac.jp 
URL      https://ndsu.manaba.jp/ct/course_114725_topics_4_tflat 

問い合わせ先：国際交流センター 
TEL：086-252-5319 E-mail：icc@post.ndsu.ac.jp 
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15. 現住所、電話番号等の変更について 
自宅から「Nサポ」を使い住所等の変更申請を行うことができます。 
「N サポ」にログインし、画面左上の「個人情報照会」→「学籍情報変更申請」から変更申請

を行ってください。 
▶Nサポ「ログイン画面」<https://www-uni.ndsu.ac.jp/up/faces/login/Com00505A.jsp> 

 
 

16. 各部署などの連絡先 
『2020NDSU ライフ』の p.163～を参照してください。 

 
 

17. その他問合せについて 
何かお困りごとなどがありましたら、公式サイト「お問い合わせ」ページから、ネットを通じ

て問い合わせることができます。 
また、大学の各部署の電話・FAX 番号もここに掲載されています。遠慮なくご相談ください。 
※窓⼝時間は平日8：30～16：30、⼟曜 8：30～12：30 です。 
 
▶本学公式サイト「お問い合わせ」< https://www.ndsu.ac.jp/contact/> 

 
 

以上 
  

https://www-uni.ndsu.ac.jp/up/faces/login/Com00505A.jsp
https://www.ndsu.ac.jp/contact/


6 
 

 
原田学長 祈りとメッセージ―(2020.4.15通知の再掲) 

 
 
在学生の皆様 

 

ノートルダム清心女子大学 

学長 原田 豊己 神父 

  

 

既にご承知の通り、ノートルダム清心女子大学では、4 月 30 日から開始予定の第 1 期授

業につきまして、原則として全ての授業を遠隔授業にて実施することと致しました。 

 

今後、政府の緊急事態宣言に基づき、岡山県下にも大学の休業が指示・要請される場合

も想定されます。香川県では県独自の緊急事態宣言が既に発令されています。また、本学の

教職員や学生に感染者が生じた場合には、上のような要請を待たずに、即日大学を閉鎖する

ことも想定せざるを得ない状況です。 

そのような中でも、皆さんと教職員の安全を確保しつつ、大学の使命として学びを提供

し続けることが、この度の遠隔授業の目的です。このために、全ての授業につきまして、遠

隔授業を前提として開講します。やむを得ぬ場合に最小限の対面授業を行わざるを得ない

場合にあっても、感染拡大防止策を十全に行います。 

 

このような先の見えない状況では、誰しも不安を抱えて当然です。気になること、心配

なことがある場合は、アドバイザーや保健センター等、大学のサポートを躊躇無く受けるよ

うにしてください。 

その上で、このような状況であるからこそ、学生の皆さんは、学びを続ける必要があり

ます。いずれこの状況が終息し、社会がその傷を癒そうとする時、そのための有為な一人と

して、皆さんの力が必ず求められるはずです。その時のために、今は落ちついて学修に臨ま

れることを、学長として願っています。 

 

 新型コロナウイルス感染症に苦しむ世界のために祈りましょう。 

   いつくしみ深い神よ、 

 新型コロナウイルスの感染拡大によって、 

 今、大きな困難の中にある世界を顧みてください。 

 不安と混乱に直面しているすべての人に、 

 支援の手が差し伸べられますように。 

   希望の源である神よ、 

 わたしたちが、世界のすべての人と助け合って、 

 この危機を乗り越えることができるようお導きください。 

 わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン 


