
 

『新型コロナウイルス感染症』に関する本学の対応について 

 発症状況について  

・九州共立大学における新型コロナウイルス感染者の発生状況について  [R3.7.31 更新] 
 

 在学生の方へ  

■ 授業について 

 ・７月１２日以降の授業対応について  [R3.7.9 付] 

 ・６月２８日以降の授業対応について  [R3.6.25 付] 

 ・６月２１日から６月２６日までの授業対応について  [R3.6.17 付] 

 ・５月２４日（月）からの授業対応について  [R3.5.21 付] 

 ・５月１７日（月）からの授業対応について  [R3.5.15 付] 

 ・緊急事態宣言の発令に伴う本学の授業対応について  [R3.5.11 付] 

 ・令和３年度前期授業およびオリエンテーション・ガイダンスのお知らせ  [R3.4.9 付] 

 ・緊急事態宣言の発令に伴う授業対応について[R3.1.14 付] 

・令和２年度７月以降の授業時間割について [R2.6.24 付] 

・令和２年度７月以降の授業実施の留意事項等について（お知らせ） [R2.6.24 付] 

・令和２年度７月以降の授業について（お知らせ）[R2.6.19 付] 

 

 

■ 奨学金について 

・「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の 2次推薦申込受付について[R2.7.7付] 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う本学独自の特別措置【募集開始】について[R2.6.22 付] 

 

 

■ その他 

 ・情報機器（タブレット端末一式）無償貸与 追加募集のご案内[R2.7.2 付] 

・キャリア支援課（窓口）での手続きについて [R2.6.30 付] 

 

 

 

〈 新型コロナウイルス感染症について 〉 

 過去の履歴  

 

【学内の基本方針・取り組み等】 
・緊急事態宣言の延長に伴う本学の対応について [R3.2.10 付] 

・新型コロナウイルス感染症対策の徹底について [R3.1.8 付] 

・本学における新型コロナウイルス感染防止の取組について [R2.5.9 付] 

・緊急事態宣言延長に伴う勤務体制について [R2.5.7 付] 

・健康チェック等のアンケートについてお知らせ（経済学部在学生の皆さまへ）[R2.4.24 付] 

・本学学生の新型コロナウイルス感染症発症に関する経過等のご報告（続報） [R2.4.20 付] 

・大学等の休業要請に伴う勤務体制のお知らせ [R2.4.15 付] 

・授業再開に向けてのセルフ健康チェックについて [R2.4.15 付] 

・新型コロナウイルス感染症の対策について（学生への注意喚起） [R2.4.9 付] 

・本学学生の新型コロナウイルス感染症発症に関する経過等のご報告 [R2.4.3 付] 
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http://www.fukuhara-gakuen.jp/news/post-97.html
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・【重要】新型コロナウイルス感染症に関する対応について（第 2 報）[R2.2.26 付] 

・【重要】新型コロナウイルス感染症に関する対応について [R2.2.21 付] 

 
【新入生関係】 

・入学前課題について[R2.4.14 付] 

・令和２年度 九州共立大学新入生の皆様へ [R2.4.3 付] 

・【緊急連絡】入学式の中止、ガイダンスの延期等について[R2.4.1 付] 

 
 
【学修支援】 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う本学独自の特別措置【募集開始】について[R2.6.22付] 

・情報機器（タブレット端末一式）無償貸与のご案内 [R2.6.18 付] 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う本学独自の特別措置の実施について[R2.6.2 付] 

・タブレット端末の無料レンタルに関するアンケート調査について [R2.5.23 付] 

・新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ[5.11付] 

 
【奨学金・給付金関係】 

・新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する学生の皆さんへ「応援給付金」のご案内[R3.2.26 

付] 

・「緊急特別無利子貸与型奨学金」の奨学金の申込みについて [R2.6.18 付] 

・学生支援緊急給付金給付事業の申込受付について [R2.5.27 付] 

・学生支援緊急給付金給付事業について [R2.5.22 付] 

・日本学生支援機構の奨学金（高校予約の給付奨学金） [R2.5.1 付] 

・日本学生支援機構の奨学金申し込みについて [R2.4.23 付] 

・日本学生支援機構の奨学金申込み手続きについて [R2.4.3 付] 

 
【教務関係】 
 ・教育実習内諾に関する説明資料の掲載について [R2.6.3 付] 

・６月１日（月）から予定していた対面授業の開始時期延期について [R2.6.1 付] 

・令和２年６月以降の授業について（お知らせ） [R2.5.18 付] 

・「教職実践演習（中・高）」の開講について（お知らせ） [R2.5.13 付] 

・令和２年５月１４日（木）からの授業開始について [R2.5.11 付] 

・スポーツ学部 1 年生の「情報処理演習 1」のクラス分けについて [R2.5.7 付] 

・地域創造学科「チャレンジ AB」の科目概要について[R2.5.7 付] 

・K-CIP科目「教職教養(教育原理・教育心理)受講の学生さんへテキストのご案内[R2.5.7 付] 

・重要！履修登録に関する資料を掲載しました [R2.5.1 付] 

・令和２年５月の授業対応について（お知らせ） [R2.4.27 付] 

・オリエンテーション資料を郵送いたしましたので、お知らせします[R2.4.16 付] 

・【４年生・科目等履修生対象】令和２年度教育実習に関する事項について[R2.4.14 付] 

・令和２年度 授業開始に向けた対応方針について（通知） [R2.4.9 付] 

・授業開始日、学事日程およびオリエンテーション・ガイダンスの日程について[R2.4.8 付] 

・【３･４年生対象】介護等体験(社会福祉施設)の申込みについて[R2.4.8 付] 

・授業開始延期に伴う感染防止対策・自学自習等について（お願い） [R2.4.2 付] 

 

【キャリア関係】 

・キャリア支援課（窓口）での手続きについて[R2.6.29 付] 

・2020 年度学生定期健康診断について [R2.5.8 付] 

・ＪＲ・福岡市地下鉄の通学定期券の通学証明書について [R2.4.16 付] 
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・2020 年度学生定期健康診断 延期のお知らせ[R2.4.2 付] 

 

【課外活動関係】 
 ・緊急事態宣言の発令に伴う対応について（課外活動関係）再通知 [R3.6.1 付] 

 ・緊急事態宣言の発令に伴う対応について（課外活動関係） [R3.1.14 付] 

・令和２年６月以降の学内環境・施設および課外活動について [R2.5.22 付] 

・課外活動の禁止期間の延長について [R2.4.9 付] 

 

【就職関係】 
・就職活動中の学生の皆さんへ [R2.4.8 付] 

 

【証明書関係】 
・各種証明書の申請について [R2.4.16 付] 

 

【施設利用関係】 
・６月の遠隔授業における学内のパソコン教室等の一時利用について [R2.5.30 付] 

・遠隔授業における学内のパソコン教室等の一時利用について [R”.5.12 付] 

・履修登録における学内のパソコンの一時利用について [R2.5.5 付] 

 
 

< 大学に関するお問い合わせ一覧 > ⇒ こちら 
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https://www.kyukyo-u.ac.jp/wysiwyg/topics/files/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80%E3%81%AE%E7%99%BA%E4%BB%A4%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E9%83%A8%E6%B4%BB%E9%96%A2%E4%BF%82%EF%BC%89.pdf
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