
1 

 

令和２年４月２８日 

羽衣国際大学 学 長 

吉 村 宗 隆 

学長メッセージ 

 

学生の皆さんへ 

在学生、新入生の皆さん、新学期がスタートしましたがお変わりないでしょうか。 

本学では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、日本国政府の緊急事態宣言及び大阪府

の休業要請を受け、5 月 6 日（水）まで原則登校を禁止し、対面授業を中止してきました。この措置

は、学生、教職員の健康、安全を第一に考え、また、感染症の拡大を防止するという大学の社会的責

任を果たすためです。まずはこの間、皆さんが本学の方針を理解し、不自由さを我慢し、協力してく

れたことに感謝いたします。 

さて、4 月 8 日（水）の時点では、5 月 7 日（木）から対面授業を開始する予定であることをお伝

えしました。しかしながら、国の非常事態宣言から 3 週間、大阪府による休業要請から 2 週間が経過

しようとしている今、大阪府の一日の新規感染者数等をみる限り、まだ安心できるという状況にはあ

りません。大阪府の休業要請も、今後一定期間継続される可能性が高いと考えています。このような

現状から、5 月 7 日以降も当面は対面授業を再開することが困難と判断いたしました。 

既にホームページや Web ポータルでお知らせしましたが、このような状況から 5 月 7 日以降、本

学の前期授業は、原則として遠隔授業で実施することとします。実習・実験系科目の一部は、内容的

に遠隔授業では実施できないものもありますが、それでも遠隔授業で実施できるものは、授業担当者

の創意工夫と皆さんの協力によって可能な限り実施したいと考えています。もちろん、幸いにも大学

への休業要請が解除され、対面授業が実施できるようになれば、その時には改めてお知らせをいたし

ます。このように遠隔授業の実施については大学として最大限の配慮をしていきますので、ご理解、

ご了承の程お願い致します。 

新型コロナウイルス感染症との戦いは我慢比べです。 

本当に安心、安全な学修環境が得られるのは、少し先のことになりますが、それまでの間は、与え

られた環境の中で私たちにできることをしていくしかありません。皆さんは、このような環境を不運

と思うかもしれませんが、逆境の時こそ、自分が今何をすべきかを本当に考える機会になります。ま

た、遠隔授業は、マイナス面ばかりでなく、通学時間を省き、場所を選ばす学習できるというメリッ

トもあります。多くの授業担当者にとって初めての機会となるため、授業の進め方には皆さんと同じ

ように最初は試行錯誤する面があるかもしれません。しかし、授業は対面であろうと遠隔であろうと、

授業担当者と受講者が協力して作っていくものであるという点は変わりありません。遠隔授業の期間

が皆さんにとって貴重な学びの機会となることを心より願っています。 

最後に、緊急事態下の現在、何か困ったことは起きていないでしょうか。家計の急変のよる経済的

な不安は起こっていないでしょうか。履修登録など修学上のこと、奨学金のこと、就職活動のこと、

健康上のことなど、なにか心配なことがあれば、何でもいつでも大学に相談してください。 

この困難な時をともに乗り切っていきましょう。元気な皆さんと、一日でも早くお会いできること

を楽しみにしています。 
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各種対応・注意事項 

（4月 28日更新） 

 

１．5月 7日以降の 2020年度前期授業について 

 【授業の実施形態について】 

・5 月 7 日（木）以降、2020 年度前期、原則として授業を遠隔授業（Zoom など）で実施いたしま

す。 

※対面授業は、大阪府による休業要請が解除され、安全、安心に授業が実施できると本学が

判断した時に実施します。その場合は、改めて皆さんにお知らせいたします。 

・講義系科目（語学科目を含む）は 5 月 7 日以降、すべて遠隔授業（Zoom など）で実施します。 

・実習・実験系科目については、遠隔授業で対応できる科目は遠隔で実施し、遠隔で対応できない

科目は、対面授業が可能となってから実施します。実施日時、実施場所等は決まり次第、お伝

えします。詳細は、Web ポータルの「Web フォルダ」→「（全学科・全学年）在宅学習」で確

認してください。 

 

【Zoomによる遠隔授業について】 

・Zoom を利用した遠隔授業の受講方法については以下の参照してください。 

 Web ポータルの「Web フォルダ」→「（全学科・全学年）在宅学習」→「Zoom インストール・

操作方法②（スマホ版）」または「Zoom インストール・操作方法②（PC 版）」 

・Zoom の ID、パスワードは、5 月 7 日以降、授業により固有の ID、パスワードが使用されます。

履修登録した科目の ID、パスワードは以下で確認してください。 

 Web ポータルの「Web フォルダ」→「（全学科・全学年）在宅学習」→「授業形態リスト」 

 ※「授業形態リスト」は順次更新されますので、必ず授業の当日に確認してください。 

・Zoom 授業が、授業当日の通信回線の不具合などやむを得ない理由で受講できなかった場合、

後日動画データを視聴することができます。視聴方法については Web ポータルで追ってお知

らせします。 

・受信端末、Wi-Fi 環境などにより、自宅で遠隔授業を受講できない場合、大学の PC 室や教室等

での受講を認めます。該当する方は予め以下に連絡し、登校許可を受けてください。登校の際、

マスク着用、手指消毒、距離ルールを守り、授業終了後は速やかに下校してください。 

  ＜許可の手順＞ 

   メールの「件名」を、「登校許可願い（学籍番号）」とし、メール本文に、 

① 所属学科・コース・学年、②氏名、③在宅学習できない理由、④登校日時 

を記載し、kyoumu@hagoromo.ac.jp まで送信してください。許可証をメール添付にてお送

りいたします。プリントアウトして、登校時には守衛所で提示してください(プリントアウ

トできなければ、スマートフォンの画面を提示してください)。 

※3 密を避けるために、一定のルールを掲示しているので、それを確認順守してください。 

mailto:kyoumu@hagoromo.ac.jp
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 【Zoom遠隔授業における出席確認について】 

  ・5 月 7 日以降の Zoom 遠隔授業では、受講者はログイン時に学籍番号と氏名を入力します。正し

く入力されていない場合は欠席と見なされますので注意してください。 

  ・その他、以下の方法で授業の出欠を確認する場合があります。授業担当者の指示に従い、適切な

応答などがない場合は、ログインしていても出席となりませんので注意してください。 

①主に少人数授業：授業のはじめや中間、終わりなどで適宜、音声で呼びかけ、映像で出欠を

確認する場合があります（音声、映像は、最初はオフになっていますので、授業担当者から

指示があればオンにしてください）。 

   ②主に大人数授業：授業担当者がチャット機能を使い、授業のはじめや中間、終わりなどに入

力を指示する場合があります。授業担当者の指示にしたがい必要事項を入力してください。 

   ③その他：授業終了後、Web ポータルなどで課題レポート等の提出が求められ、提出すること

で出席と見なされる場合があります。 

 

 【シラバスの変更（成績評価等）について】 

  対面授業が遠隔授業に変更となることに伴ってシラバス内容が変更される場合があります。授業

の「テーマ」や「到達目標」は変わりませんが、授業計画や成績評価方法などについては、変更

となる場合がありますので、履修科目について最新情報を確認してください。なお学期途中で対

面授業が可能となった場合は、再度変更となる場合があります。その場合は授業担当者からお伝

えします。 

 

 【履修登録の修正について】 

以下に該当する学生は、授業科目の追加登録ができます。 

・履修登録していた科目が「不開講」となった場合。 

・履修登録していた科目が抽選などで履修できなくなった場合。 

・その他、所属する学科で科目の追加登録や修正を認めた場合。 

＜登録修正期間＞ 

 5月 7日（木）～5月 14日（木） ※最終日は午後 4時 20分までとなります 

 

 【教科書の販売、プリント等の送付について】 

・教科書販売は以下の日時に行います。場所はいずれも 4 号館の学生ホールです。 

・販売する教科書は別紙添付資料で確認してください。 

 5月 7日（木）、5月 8日（金）両日とも 

午前 9時 30分～午後 12時：現代社会学部  午後 12時 30分～午後 3時：人間生活学部 

 ※別途、学科等から指示がある場合は、プリント等の受け取りを忘れないようにしてください。 

 ※当日、教科書が入手できなかった場合（品切れで追加注文となった場合のみ）、後日、大学か

ら皆さんの自宅・下宿へ郵送します。 

 ※風邪様の症状（発熱、咳など）がある場合は登校をしないでください。 
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 ※正門で手指消毒、マスク着用、距離エチケットを守ってください。 

・教科書のほかプリントや実習、演習などで使用する道具などを郵送する場合があります。大学か

らの郵送物はすぐに開封し確認するようにしてください。 

 

 【4月 15日～5月 1日までの授業の取り扱いについて】 

上記期間の授業については、同時期の「授業形態リスト」で実施形態を確認してください。 

・「対面授業開始後、課題」となっていた授業は、Zoom 授業内や Web ポータルを通して 2～3 週

分の課題が出されますので、課題の内容を確認してください。 

・「対面授業開始後、補講」となっていた授業は、①Zoom 授業内で 2～3 週分の課題が課される

か、②Zoom 授業による補講が行われます。但し、一部の実習・実験系科目は、Zoom 授業で

は実施できないため、不開講措置や対面授業開始後の補講や集中講座などで対応する場合があ

ります。科目により対応が異なりますので、最新の「授業形態リスト」で履修科目の実施形態

を確認してください。 

・「レポート」となっていた授業は既に「レポート」等の課題の指示が Web ポータルを通して行

われているかと思います。課題の提出をもって授業の代替となります。 

 

２．登校、授業以外の課外活動、施設利用について 

 〇5月 7日以降も、原則として大学に登校することはできません。 

  ※教科書購入や PC室等の利用、奨学金の手続きなど、登校を認められた場合を除く。 

 〇クラブ・サークル等の課外活動は、5月 7日以降も引き続き禁止とします。 

 〇図書館、わかやまサテライトなどの施設も利用できません。 

  ・（図書館）電子書籍については、学外からアクセスできるよう現在調整中です。学外からの利用

ができるようになった時点で利用方法について Webポータルでお知らせします。 

〇就職活動支援について（キャリアセンター） 

  ・キャリアカウンセリングについて 

対面でのカウンセリングを休止し 、希望者には Zoom を利用した Web カウンセリングを行い

ます。面談予約は、 面談予約専用メールアドレス career_yoyaku@hagoromo.ac.jp で受付し

ます。すでに担当のカウンセラーに相談などをしている学生は、担当カウンセラーに直接メー

ルで予約しても構いません。面談は月～金の 10 時～ 17 時までとなります（土日祝は不可） 

  ・証明書発行について 

企業から卒業見込証明書や成績証明書を提出するように指示があった場合、キャリアセンタ

ーまたは担当カウンセラーにメールでご相談下さい。 

なお、健康診断書については 8月の健康診断受診後の発行となります。 

・大学指定の履歴書について 

Web ポータルの Web フォルダ（各種届出）から履歴書のデータをダウンロードし、「印刷して

手書き」もしくは「エクセルから入力」することが可能です。 

・公欠届について 

授業時間と企業独自の説明会（合同説明会は除く）や選考が重なってしまった場合は、その時

間に説明会・選考が実施された証明になるもの（企業からのメール、開催通知、Web説明会や

mailto:career_yoyaku@hagoromo.ac.jp


5 

 

Web面接実施中の画面コピー等日時が記載されているもの）を必ず保存しておいて下さい。対

面授業開始後に公欠届と証明になるものをキャリアセンターに提出してください。 

  ※キャリアセンターへの問い合わせは、career@hagoromo.ac.jp まで。 

 〇共通教育開発センター（CSD）が取り扱う学修支援は以下の通りとなります。 

  ・検定試験、対策講座に関わる情報は Webポータルに最新情報が掲載されていますので確認して

ください。 

  ・一部の検定試験（TOEICなど）は、ネットで受験することができます。受信端末、Wi-Fi環境な

どにより、自宅で受験できない場合、大学の PC 室や教室等での受験を認めます。該当する方

は予め以下に連絡し、登校許可を受けてください。 

   ＜許可の手順＞ 

    メールの「件名」を、「登校許可願い（学籍番号）」とし、メール本文に、 

①所属学科・コース・学年、②氏名、③在宅学習できない理由、④登校日時 

を記載し、✉メールアドレス csd@hagoromo.ac.jp まで送信してください。許可証をメー

ル添付にてお送りいたします。プリントアウトして、登校時には守衛所で提示してください

(プリントアウトできなければ、スマートフォンの画面を提示してください)。 

  ・海外研修は夏期実施予定分までは中止となります。秋以降については今後、随時 Webポータル

で最新情報を掲載していきますので確認してください。 

  ・課外の学修支援（数的思考、日本語表現など）は Zoom による遠隔講座として実施することを

検討しています。実施する場合は Webポータルでお知らせします。 

  ・E-learningやオンライン英会話（対象学生のみ）は引き続き使用することができます。 

  共通教育開発センターへのお問い合わせは✉メールアドレス csd@hagoromo.ac.jp まで 

 

３．学生相談室、奨学金等の経済支援、証明書発行、各種相談 

 〇学生相談室は対面での相談はできませんが、予約制で Zoom や電話による相談を受け付けていま

す。臨床心理士が相談に応じます。事前にメールで予約してください。 

 ✉メールアドレス sodan@hagoromo.ac.jp 

 〇日本学生支援機構奨学金の手続きや、家計の急変などで相談したいことがある場合は、速やか

に相談してください。  ✉メールアドレス syougakukin@hagoromo.ac.jp 

  〇健康診断は、8月に実施する予定です。日時は決定し次第、Webポータルでお知らせします。 

 〇証明書発行は、以下の手順で申し込んでください。 

  大学ホームページ→卒業生の方へ→各種証明書の発行→郵送による申し込み参照 

お問い合わせ✉メールアドレス kyoumu@hagoromo.ac.jp 

〇留学生は、ポータルやメールを通して適宜情報発信していますが、ZOOMによる留学生ガイダ

ンスを計画していますので、必ず出席してください。 

✉メールアドレス gakusei@hagoromo.ac.jp 

 〇その他学生生活全般に関することや、「どこに相談していいのかわからない」という方は、担

当部署へつなぎますのでお問い合わせください。✉メールアドレス gakusei@hagoromo.ac.jp 

 

mailto:career@hagoromo.ac.jp
mailto:csd@hagoromo.ac.jp
mailto:csd@hagoromo.ac.jp
mailto:sodan@hagoromo.ac.jp
mailto:syougakukin@hagoromo.ac.jp
mailto:kyoumu@hagoromo.ac.jp
mailto:gakusei@hagoromo.ac.jp
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４．5月7日以降の学生生活上の留意点 

〇5月 7日以降も外出自粛要請がある間は、生活の維持に必要な場合以外、外出を控えてください。

特に 5月の連休は注意してください。 

〇日常的に手洗い・手指消毒につとめ、マスクの着用等の咳エチケットを守りましょう。 

〇３密（密閉、密集、密接）を避ける行動をとってください 

・夜間の繁華街へ外出、コンパ、カラオケ、スポーツジムに通うことなどはしないでください。 

・国内旅行（帰省等）はしないでください。 

・留学生の一時帰国はしないでください。 

 ・アルバイトも可能な限り控えてください。※やむを得ずアルバイトを行う場合は、3 密のない環

境、頻繁な手指消毒、マスク着用に留意してください。 

 

 〇体調管理に十分気をつけてください 

・夜更かしや著しく体力を消耗するような運動は控え、規則正しい生活を心がけてください。 

・睡眠を十分に取り、食生活（バランスの良い栄養摂取）に留意するなど、免疫力を高める生活

習慣を心がけてください。 

・日常的に検温するなどして、自分自身の体調の変化に十分に気をつけてください。 

 

 ５．体調不良時の行動基準について 

  〇風邪様症状（発熱、熱っぽい）がある場合 

 → 登校許可がある場合も登校（外出）しないでください。軽い症状は自宅で休養をとること。

症状が改善しない場合は、マスクを着用し、最寄りの医療機関で診察を受けてください。 

  〇風邪様症状（発熱、熱っぽい）が 4日程度（基礎疾患がある場合は 2日程度）続いている 

 → 下記の新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談セター）へ相談してください。同

センターの指示があれば「帰国者・接触者外来」で受診してください（※この時点で大学教学

センター学生支援課に連絡してください。０７２－２６５－７１２７） 

＜新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）一覧＞ ※大阪府内居住者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、ご自身の体調に不安がある場合など一般的なお問い合わせは次の窓口にご相談ください。 

電 話 番 号 FAX 電 話 番 号 FAX

06-6647-0641 06-6647-1029

072-228-0239 072ｰ222-9876

072-661-9335 072ｰ661-1800

072-963-9393 072-960-3809

06-6151-2603 06-6152-7328

072-841-1326 072-841-2470

072-994-0668 072-922-4965

072-829-8455 072-838-1152

06-6339-2225 06-6339-2058吹 田 市 保 健 所

06-7166-9911 06-6944-7579

セ ン タ ー 名

豊 中 市保 健所

枚 方 市健 康部

八 尾 市保 健所

寝屋川市保健所大阪府岸和田保健所

大阪府泉佐野保健所

大阪府茨木保健所

大 阪 市保 健所

堺 市 保 健 所

高 槻 市保 健所

東大阪市保健所

セ ン タ ー 名

大阪府池田保健所

大阪府守口保健所

大阪府四條畷保健所

大阪府藤井寺保健所

大阪府富田林保健所

大阪府和泉保健所
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＜大阪府民向け相談窓口＞ 

 電話番号：06-6944-8197  FAX：06-6944-7579 受付時間 9:00～18:00（土日・祝日も実施）  

※大阪府外の居住の場合も、それぞれの府県に受診相談センターが設けられています。 

『○○県（市）新型コロナウイルス感染症 相談センター』で検索すると一覧が出てきます 

 

今後、状況は刻々と変化していくことが予想されます。 

最新情報は、毎日、Web ポータル、ホームページで確認してください。 

皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

【問い合わせ先（まとめ）】※電話でのお問い合わせは 9:00～17:00にお願いします 

 

授業に関すること     羽衣国際大学 教学センター教務支援課  072-265-7102 

             メールアドレス kyoumu@hagoromo.ac.jp 

 

学生生活（奨学金等を含む）に関すること 

   羽衣国際大学 教学センター学生支援課  072-265-7127 

   メールアドレス gakusei@hagoromo.ac.jp 

   メールアドレス syougakukin@hagoromo.ac.jp (奨学金専用) 

   メールアドレス sodan@hgoromo.ac.jp（学生相談室専用） 

 

情報システム(Webポータル、Zoomの使用方法)に関すること 

             羽衣国際大学 総合企画室（情報システム）072-265-7040 

                          メールアドレス joho@hagoromo.ac.jp 

 

就職活動に関すること   羽衣国際大学 キャリアセンター     072-265-7400 

             メールアドレス career@hagoromo.ac.jp 

      メールアドレス career_yoyaku@hagoromo.ac.jp（面談予約専用） 

 

 

 各学科の先生方（ゼミ担当者やクラスアドバイザー、助手）から、適宜必要な連絡を行います。 

 わからないこと、不安な点があれば気軽に相談してください。 

 

以上 
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