
2020 年（令和２年）６月 18 日 

在学生（学部生・大学院生）の皆さんへ 

中京大学 

 

【第２報】学内への入構及び各種活動について（お知らせ） 

 

５月 28 日付け「緊急事態宣言解除後の学内への入構及び各種活動について（お知らせ）」にて学内への入構緩

和措置をお知らせしましたが、その後、様々な社会経済活動が再開されていることを踏まえ、本学においても 

６月 19 日より「学部生の研究活動」「課外活動」を目的とする入構を一定の条件の下で認めますので、下表にて

お知らせします。また、５月７日に ALBO を通じてお知らせしたとおり、７月からは大学が認めた一部の科目 

のみ「学部の対面型授業」を行います。 

なお、今後、新型コロナウイルスの感染が拡大したときや学内で感染者が確認されたときは、下記事項に関す

る対応を見直すことがあります。また、現在の状況が維持された場合には、引き続き段階的な緩和を検討する予

定です。 

記 

 

1. 学内への入構及び学内での活動を認める主な事項 

区

分 
目的 概要 時間 場所 

授

業 

大学院の対面型授業 

＊大学が認めた一部 

科目のみ 

大学院生が対面型の授業を履修する場合 

※対面型授業科目については、5 月 7 日に配信

した ALBO 及び授業担当教員からの MaNaBo

お知らせを確認してください。 

□名古屋キャンパス 

 8：30～21：30 

□豊 田キャンパス 

 9：00～21：40 

実験室・研究室・教室等 

学部の対面型授業 

＊大学が認めた一部 

科目のみ 

学部生が対面型の授業を履修する場合 

※対面型授業科目については、5 月 7 日に配信

した ALBO 及び授業担当教員からの MaNaBo

お知らせを確認してください。 

□名古屋キャンパス 

 8：30～18：20 

□豊 田キャンパス 

 9：00～18：30 

教室・実験室等 

無線 LAN 対応 

教室の利用 

＊ノートパソコン 

保有者 

オンライン（遠隔）授業の受講環境の確保を 

目的として、無線 LAN 対応教室を利用する 

場合 

※学内に利用可能な教室を掲示します。 

※着席場所についても限定します。 

※ノートパソコン、ヘッドフォン等を 

各自持参してください。 

※本対応は 8/7 までとします。秋学期の教室 

利用については別途案内予定です。 

□名古屋キャンパス 

 8：30～18：20 

□豊 田キャンパス 

 9：00～18：30 

□名古屋キャンパス 

0 号館 8 階指定教室 

□豊 田キャンパス 

8 号館 5 階指定教室 

コンピュータ教室の

利用 

＊ノートパソコン 

非保有者 

オンライン（遠隔）授業の受講環境の確保を 

目的として、コンピュータ教室を利用する場合 

〔8/7 まで〕席数に限りがありますので、以下

から希望日前日正午までに事前予

約をしてください。 

https://forms.gle/ATPok4A2MFaUHEXo9 

〔8/8～9/20 まで〕利用を停止します。 

〔9/21～〕利用を再開します（予定）。 

□名古屋キャンパス 

 8：30～18：20 

□豊 田キャンパス 

 9：00～18：30 

□名古屋キャンパス 

 0 号館 5 階指定教室 

□豊 田キャンパス 

 8 号館 3 階指定教室 

PC 故障対応等 

大学推奨パソコンの故障修理受付、メール対応

が難しいパソコン、システムのトラブル対応を

行う場合 

9：00～17：00 
各キャンパス 

情報センター窓口 

https://forms.gle/ATPok4A2MFaUHEXo9


TA 業務 
TA 業務の実施に際し、登校の必要があると授業

担当教員より認められた場合 
9：00～17：00 研究室等 

研

究

活

動 

修士及び博士学位審

査（最終試験等） 

大学院生（学位申請者）が、最終試験等を受け

る場合 

研究科が指定する時

間（ALBO にて通

知） 

研究科が指定する場所

（ALBO にて通知） 

大学院生の研究活動

（実験室や研究室の

利用） 

大学院生が研究を目的として実験室や研究室、

院生室を利用する場合 

※研究を行うに当たっては、研究指導教員に事 

前に申し出てください。 

9：00～19：00 実験室・研究室・院生室 

学部生の研究活動

（実験室や研究室の

利用） 

学部生が研究を目的として実験室や研究室を利

用する場合 

※研究を行うに当たっては、ゼミ担当教員に事 

前に申し出てください。詳細は ALBO を通じ

てお知らせします。 

9：00～17：00 実験室・研究室 

図

書

館 

図書館の利用 

図書館で図書を閲覧する（時間制限あり）又は

図書等を借りる場合 

※図書館での自学自習は認められません。 

https://www.chukyo-u.ac.jp/extension/library/ 

9：00～17：00 

□名古屋キャンパス 

 名古屋図書館、0 号館 

3 階 LSC、9 号館法学

文献センター 

□豊 田キャンパス 

 豊田図書館 

証

明

書 

証明書の発行 

各種証明書を学内自動発行機で発行することが

できます。なお、郵送での申請もしばらくは受

け付けます。詳細は以下をご確認ください。 

https://www.chukyo-u.ac.jp/student-

staff/studentlife/b4.html 

9：00～17：00 

□名古屋キャンパス 

5 号館 1 階 

□豊 田キャンパス 

1 号館 1 階 

学

生

生

活 

学生証、学割、 

保険加入関係 

・学生証の再発行を目的とする場合 

・学生証裏面シールの受取りを目的とする場合 

・「学研災付帯賠償責任保険（インターンシッ 

プ）」の加入を目的とする場合 

・就職活動等で学割を取得することを目的とす

る場合（学内自動発行機） 

https://www.chukyo-u.ac.jp/student-

staff/studentlife/b4.html 

9：00～17：00 

各キャンパス 

学生支援課窓口 

 

※学割：学内自動発行機 

学生相談センターの

利用 

学生相談は事前予約があれば可能 

https://www.chukyo-u.ac.jp/student-

staff/studentlife/b8.html 

9：00～17：00 
各キャンパス 

学生相談センター 

日本学生支援機構 

奨学金の手続き 

「日本学生支援機構奨学金（給付、貸与、家計

急変）」の手続きを目的とする場合 

詳細は以下をご確認ください。 

https://www.chukyo-

u.ac.jp/news/pdf/1549f6c1026c210bcba512643b

3e4d7a.pdf 

9：00～17：00 
各キャンパス 

学生支援課窓口 

課外活動 

文化会、体育会、大学祭実行委員会の活動を 

一定の条件の下で認めます。 

※サークル活動に関しては、引き続き自粛して

ください。 

詳細は以下をご確認ください（申請書類等につ

いては ALBO を通じてお知らせします） 

大学から許可された

時間 
大学から許可された場所 
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https://www.chukyo-

u.ac.jp/news/f01cae4fbd2904742dfb54bb3af610

b4.pdf 

大

学

院

入

試

／

そ

の

他

出

願 

大学院入試 

・要項等の受取  

・出願 

・過去問題の窓口 

での閲覧 

大学院入試要項等の受取、窓口出願、過去問題

の窓口閲覧を希望する場合 

※以下からも資料請求が可能です（自宅に郵送

します）。https://www.chukyo-

u.ac.jp/admissions/a3.html 

※郵送での出願も可能です。 

9：00～17：00 

各キャンパス 

大学院事務課 

□名古屋キャンパス 

14 号館 1 階 

□豊 田キャンパス 

11 号館 1 階 

大学院入試のための

研究指導教員との事

前面談 

出願前に研究指導希望教員との面談を必要とし

ている又は推奨している研究科（専攻・課程・

試験区分）の出願希望者のみ 

※学内での面談が難しいときの対応は、以下を

ご確認ください。 

https://www.chukyo-

u.ac.jp/admissions/pdf/382c09253a34b70d93d2

eb360c35aa1c.pdf 

研究指導教員が指定

する時間 
研究室等 

研究生の出願 
詳細は以下をご確認ください。 

https://www.chukyo-u.ac.jp/admissions/a4.html 
9：00～17：00 

各キャンパス 

学 部：教務課 

大学院：大学院事務課 

教

職 

教員採用試験対策 

資料等の利用 
各種資料閲覧や貸出しを希望する場合 9：00～17：00 

各キャンパス 

教職支援課窓口 

教員採用試験向け 

面談指導 

教員採用試験向けの面接指導を受ける場合 

※事前予約が必要です。教職支援課より ALBO

を通じて予約方法等についてご連絡します。 

9：00～16：00 
各キャンパス 

教職支援課窓口 

就

職

支

援

／

資

格

取

得

支

援 

就職支援 

・キャリア支援課資料室の利用を希望する場合 

（「キャリア・ナビ」での事前予約必要） 

・インターンシップや推薦状発行等の手続を目

的とする場合 

※詳細は、ALBO、「キャリア・ナビ」を通じ 

てお知らせいたします。 

※キャリアカウンセラーによる面談は Web 面談

のみ（「キャリア・ナビ」での事前予約必

要） 

9：00～18：00 
各キャンパス 

キャリア支援課窓口 

公務員試験対策 

面接指導 

公務員試験対策の面接指導を受ける場合 

（4 年生対象） 

※対象者には、資格センターより ALBO を通じ 

て個別にご連絡します。 

□名古屋キャンパス 

 9：00～17：00 

□名古屋キャンパス 

 5 号館 2 階指定教室 

資格センターの利用 

・各種資料閲覧、窓口対応及び教材等の受取り

を希望する場合 

・8 月～10 月まで開講する公務員・資格対策講

座及び TOEIC 学内団体試験については、以

下をご確認ください。 

https://www.chukyo-

u.ac.jp/news/pdf/5d7d7c92c48e5bf9cf420038

63886371.pdf 

9：00～17：00 
各キャンパス 

資格センター窓口 

※表に掲載してある事項（目的）以外で大学に入構することは認めませんが、やむを得ない理由がある場合は、

各キャンパスの総務課（名古屋：052‐835‐7141 豊田：0565‐46‐1228）まで相談してください。 
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※各訪問先で受付票に記入していただきますので、筆記具を持参してください。 

※履修・授業に関する窓口での相談は受け付けません。授業担当教員に MaNaBo メールを通じて連絡するか、

用途に応じて MaNaBo に記載しているアドレス宛にメールにて問い合わせてください。 

 

２．措置期間 

2020 年（令和２年）６月 19 日(金) ～ 当面の間 〔平日のみ〕 

 

3. 入構方法 

キャンパス 入構方法 入構受付時間 留意事項 

名古屋 
0 号館 G 階より入構してくださ

い。 
8：30～16：50 

・学生証を確認する場合があります

ので、必ず持参してください。 

・必ず自宅で検温した上で登校して

ください。また、体調不良（少しで

も不調を感じる）の場合は自宅療

養し、登校を差し控えてください。 

豊 田 

〔授業・課外活動での登校者 

及びスクールバス利用者〕 

そのまま入構してください。 

（総務課に立ち寄る必要はあり

ません） 

〔上記以外の方〕 

1 号館 1 階総務課に立ち寄り、

検温を受けてください。 

9：00～16：50 

 

4.  その他入構にあたっての注意事項 

・入構中は必ずマスクを着用してください。 

・建物及び教室への出入りは指定された入口と出口（出入構手続場所）を利用してください。 

・大学内での他の学生との対面での会話は、ソーシャルディスタンスを保ってください。 

・指定された場所・施設以外には立ち寄らないようにしてください。 

・学内での滞在時間は必要最小限としてください。 

・昼食時には学生食堂を利用できます（ソーシャルディスタンスを保持し、対面での会話は控えてください。 

打ち合わせを目的とした利用は禁止とします）。 

・大学スタッフによる指示や掲示等による注意事項に従って利用してください。 

・新型コロナウイルス感染症影響下での学生生活について、皆さんが疑問に感じやすい点をまとめました

ので、ご確認ください。 

「新型コロナウイルス感染症影響下における学生生活について Ｑ＆Ａ ＜新しい生活様式の実践＞」 

 

 以 上 


