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新型コロナウイルス感染症発生・拡大による学内行事中止・延期に伴うよくあるご質問（FAQ） 

（2020 年 3月 31日現在） 

 

※緑色の網掛け部分が、3月 30日掲載時から追加された部分です。（今回追加はありません） 

※オレンジ色の網掛け部分が、3月 30日掲載時から変更となった部分です。 

※青色でマークされている部分は変更となります。変更後の内容は、後日この FAQ 内でご案内いたしま

す。今しばらくお待ちください。 

 

◆Ａ．履修相談 

 質問内容 回答 

Ａ-1 新入生が学期開始前に出席するものは服

装指定がありますか？ 
特に指定はありません。 

Ａ-2 諸資格ガイダンスは延期ですか？ これまでのご案内どおり 3 月中に実施予定だったガ

イダンスは一律中止です。 

対象者には T-Po を通じて連絡します。 

※今回の諸資格ガイダンスは新 2 年生対象です。 

Ａ-3 教職ガイダンスは延期ですか？ これまでのご案内どおり 3 月中に実施予定だったガ

イダンスは一律中止です。 

対象者には T-Po を通じて連絡します。 

Ａ-4 【新入生】 

ガイダンス資料が届きません。 

2 月 20 日～3 月 17 日に入学手続をされた方は、3 月

18 日より順次発送しております。 

なお、3 月 18 日以降に合格し、入学手続をされる方

で 4 月 1 日（水）の時点でまだ受け取りに来られて

いない方は、新型コロナウイルス感染症による社会

情勢に鑑み郵送にてお送りいたします。 

Ａ-5 【在学生】 

ガイダンス資料が届きません。 

ガイダンス資料が届いておらず、不在票も投函されて

いない方は、保証人住所の変更届（学生課へ自身で届

出）をされていない場合、一度大学に返送されてしま

います。大学に返送された場合は、T-Po でお知らせ

しています。 

Ａ-6 春学期と秋学期は分けて履修登録します

か？ 

それぞれの学期の登録期間内に登録をしてください。

学期を超えての履修登録はできません。 

 

 

Ａ-7 抽選登録とは何ですか？ 人数制限のある科目において、受講者の抽選を行いま

す。履修希望科目が抽選の場合は、抽選登録期間に T-

Po にて申込をしてください。申込期間や当選発表は、

履修登録スケジュールを確認してください。 
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Ａ-8 登録した授業を削除したいです。 指定された期間内に T-Po にて削除をしてください。

なお、抽選・先着登録にて当選した科目は削除ができ

ません。 

事前に履修計画を立てた上で申込を行ってください。 

Ａ-9 履修登録をし忘れてしまいました。授業に

出席後、担当教員へ頼めば登録できます

か？ 

できません。履修登録を行っていなければ、単位の認

定ができませんので、履修の登録・削除は指定された

期間内に必ず行ってください。 

Ａ-10 科目を登録したのですが、授業内容が異な

っていたため出席せず、そのままにしてし

まいました。どうすればいいですか？ 

修正登録期間内に必ず修正をしてください。 

修正しなかった場合は、GPA 値に反映されてしまい、

進級基準に影響することがあります。 

Ａ-11 履修したい授業が沢山あります。制限単位

を超えて履修をしてもいいですか？ 

制限を超えての履修はできません。 

学生の皆さんが無理なく単位を修得できるよう、各学

年・学期ごとに履修できる単位数に上限を定めていま

す。 

Ａ-12 履修登録した科目が時間割に表示されて

いません。どうしたらいいですか？ 

履修登録期間終了翌々日までに、時間割に表示をされ

ていない場合は、登録が完了していません。 

次回修正登録期間内に追加登録してください。なお、

登録が完了したら履修登録画面を印刷し授業終了時

まで控えとして保管してください。 

Ａ-13 授業時間は 1 コマ何分ですか？ 2020 年 4 月 1 日より大正大学の授業は 1 コマ 100 分

になります。 

1 時限目の開始は 9 時からです。詳細は授業日程表を

確認してください。 

Ａ-14 授業の教室はどこで分かりますか？ 授業開始 1 週間前を目途に T-Po に掲示しますので、

各自で確認をしてください。 

なお、履修者数や授業の特性上、教室変更が生じる場

合があります。授業前に必ず T-Po で確認してくださ

い。 

Ａ-15 休講情報はどこで確認できますか？ T-Po 内の休講情報にて随時お知らせします。 

Ａ-16 体調不良で授業をお休みします。先生への

連絡はどうしたらいいですか？ 

次回授業出席時に、担当教員へ欠席理由をお伝えくだ

さい。 

 

 

Ａ-17 電車の遅延で授業に遅れてしまいそうで

す。 

公共交通機関の遅延により、授業へ遅刻、欠席してし

まう場合は、使用した各交通機関の「遅延証明書」を

受け取り、担当教員へ直接提出してください。取り扱

いについては、担当教員の判断に委ねられています。 
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Ａ-18 【新入生】 

資格取得を考えています。資格科目を履修

できますか？ 

履修したい資格課程がある場合は、「資格登録」の手

続きが必要です。 

2020 年度入学の新入生は今年度 9 月にガイダンスを

行いますので今回の資格登録は不要です。資格科目の

履修もまだできません。 

各宗僧階及び教職課程を除き、資格課程の履修は 2 年

次からです。 

Ａ-19 【在学生】 

資格取得を考えています。資格科目を履修

できますか？ 

履修したい資格課程がある場合は、「資格登録」の手

続きが必要です。 

各宗僧階及び教職課程を除き、資格課程の履修は 2 年

次からです。資格登録は 1 年次秋学期もしくは 2 年次

春学期に行います。 

Ａ-20 【在学生】 

資格登録はいつ、どこでできますか？ 

4 月 9・10 日に登録できます。 

ガイダンス資料は 4 月 1 日以降に配信予定です。 

この登録期間内に、1 号館 1 階の証明書発行機で納金

し、出力された用紙を教務課窓口に必ず提出してくだ

さい。 

上記日程以外に、2回ほど登録期間を設ける予定です。 

日程は現在調整中ですので、4 月 9・10 日の来校が不

安な学生は後 2 回の期間で登録してください。 

 

以上、詳細が決まり次第、資格登録対象学年の学生に

は、T-Po にてご連絡いたします。 

Ａ-21 現在 3 年生ですが今からでも資格は取れ

ますか？ 

諸資格課程は 2 年生からの原則 3 年間での履修とし

て科目を開講しています。 

資格登録をすることは可能ですが、卒業までに資格取

得することは極めて困難であると想定してください。 

A-22 【在学生】 

「英語３」のクラス分けの発表はいつです

か？ 

4 月 6 日（月）に T-Po の「学生時間割」に表示

されます。 

英語のクラス分けは、4 月 6 日から始まる「履修登

録・抽選登録」の前に、T-Po に登録されますので、

「学生時間割」をご確認ください。 
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A-23 【在学生】 

外国語検定の成績等による単位認定や、

検定合格等による基礎技法 C の単位認定

の申請手続きは、いつ行われますか？ 

ガイダンス補助資料に記載のとおり受け付けま

す。 

＜受付期間＞ 

春学期：T-Po にてご案内いたします。  

秋学期：2020 年 9 月 17 日～9 月 24 日 

 

＜受付窓口＞ 

7 号館 2 階 学修支援コーナー 

※上記に変更が生じた場合は、T-po にてご案内し

ます。 

A-24 履修登録の日程はいつですか？ 大正大学公式 HP でご案内のとおりです。 

「1 令和 2 年度授業開始の延期について」をご確

認ください。 

A-25 授業日程に変更はありますか？ 大正大学公式 HP でご案内のとおりです。 

「1 令和 2 年度授業開始の延期について」をご確

認ください。 

 

 

◆Ｂ．学生生活相談（奨学金を含む） 

 質問内容 回答 

Ｂ-1 健康診断の振替日程はいつですか？ 新４年生 

午前：男子、午後：女子（予定） 

５月２３日（土） 

新１年生、新２年生、新３年生の女子 

９月２４日（木） 

新１年生、新２年生、新３年生の男子 

９月２５日（金） 

いずれも時間等の詳細は、後日 T-Po でお知ら

せします。 

詳細は、「大正大学公式 HP」➝「最新ニュー

ス」➝「令和２年度 学生証認定及び全学健康診

断日程について」をご参照ください。 

 

Ｂ-2 【在学生】 

学生証認定はいつ実施されますか？ 

在学生の学生証認定に係る資料を 3 月 30 日に発

送しました。資料に基づいて手続きをお願いし

ます。 

Ｂ-3 【新入生】 

学生証の配布はいつですか？ 

新入生・新編入生の学生証は、入試出願時の住

所に 4 月 7 日に発送します。 
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Ｂ-4 【新入生】 

日本学生支援機構奨学金の 予約採用者 

ですが、進学先に提出する採用候補決定

通知はどうすればいいですか？ 

学生証発送時（4 月 7 日）に手続きの案内を同

封します。資料に従って手続きしてください。 

 

Ｂ-5 日本学生支援機構奨学金の 貸与奨学金

(第一種・第二種) 新規申込者ガイダンス

はどうなりますか？ 

学生証発送時（4 月 7 日）に手続きの案内を同

封します。資料に従って手続きしてください。 

Ｂ-6 日本学生支援機構奨学金の 給付奨学金

(高等教育修学支援新制度) 新規申込者ガ

イダンスはどうなりますか？ 

学生証発送時（4 月 7 日）に手続きの案内を同

封します。資料に従って手続きしてください。 

Ｂ-7 【在学生】 

日本学生支援機構奨学金の 貸与奨学金

(第一種・第二種) 新規申込希望ですが、

事前に準備するものはありますか？ 

申し込み案内を 4 月 7 日に大正大学公式 HP に

アップする予定ですので、そちらを確認してく

ださい。 

Ｂ-8 【在学生】 

日本学生支援機構奨学金の 給付奨学金

(高等教育修学支援新制度) 新規申込希望

ですが、事前に準備するものはあります

か？ 

申し込み案内を 4 月 7 日に大正大学公式 HP に

アップする予定ですので、そちらを確認してく

ださい。 

Ｂ-9 【新入生】 

日本学生支援機構奨学金の 貸与奨学金

(第一種・第二種) 新規申込希望ですが、

事前に準備するものはありますか？ 

申込時に高等学校の成績証明書が必要になりま

す。 

Ｂ-10 【新入生】 

日本学生支援機構奨学金の 給付奨学金

(高等教育修学支援新制度) 新規申込希望

ですが、事前に準備するものはあります

か？ 

申込時に高等学校の成績証明書が必要になりま

す。 

 

 

 

 

Ｂ-11 クラブ・サークル紹介は実施されます

か？ 

予定していた形態では実施いたしません。 

詳細は、４月以降に学内のポータルサイト（T-

Po）上でお知らせいたします。 

Ｂ-12 【新入生】 

ガイダンス資料に同封されていた鴨台祭

のアンケートの提出はいつ、どこにすれ

ばいいですか？ 

１号館１階学生課に回収 BOX を設置してありま

す。４月末まで受け付けますので、そちらに提

出してください。 
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◆Ｃ．証明書等に関する相談 

 質問内容 回答 

Ｃ-1 卒業見込証明書はどこで発行できます

か？ 

4 月 6 日より 1 号館 1 階の証明書発行機で発行で

きます。 

Ｃ-2 健康診断書はいつから発行できますか？ 新 4 年生については、５月の健康診断受診後、約

1 か月後から証明書発行機で発行可能です。ただ

し、緊急で必要な場合はご相談ください。 

C-3 在学証明書はいつ、どこで発行できます

か？ 

4 月 1 日より 1 号館 1 階の証明書発行機で発行でき

ます。学生証が必要となりますので、新入生は B-3

に掲載のとおり学生証を受け取った後、発行可能で

す。 

 

 

◆Ｄ．学費等に関する相談 

 質問内容 回答 

Ｄ-1 学費の振込用紙は、いつ届きますか？ 4 月 1 日以降に、在学生の学費支給者あてに送

付します。4 月 10 日までに届かない場合は、経

理課にお問い合わせください。 

 

 

◆Ｅ．就職進路に関する相談 

 質問内容 回答 

Ｅ-1 就職課の個別相談は受け付けていますか？ 個別相談は平日受け付けています（１回 40

分）。「求人 navi」で空き状況や時間枠を確認

し、予約をしてください。 

「求人 navi」は T-Po の「就職支援」からアク

セスすることができます。 

E-2 エントリーシートの添削や面接の練習がした

いのですができますか？ 

個別相談で対応しています。「求人 navi」で予

約できます。 

※集団面接やグループディスカッションなど

のミニセミナーは中止になりました。個別相

談でご相談ください。 

Ｅ-3 WEB 面接を実施することになったのですが、

適切な環境が周りにありません。大学で場所を

貸してもらえますか？ 

就職課の個別面談室などを提供することがで

きます。就職課までお問合せください。 
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Ｅ-4 就活対策講座や資格対策講座などはいつから

始まりますか？ 

各種支援講座も授業開始日以降での開講にな

ります。 

講座の日程や申込などについては、web ガイ

ダンスや T-Po を通じて案内します。 

 

 

◆Ｆ．図書館利用に関する相談 

 質問内容 回答 

Ｆ-1 図書館はいつから利用できますか。 館内利用は 5 月 7 日以降を予定しています。 

また、現在以下のサービスも停止していま

す。 

・閲覧席、検索用 PC の利用 

・資料の閲覧および貸出 

・利用カード、閲覧許可証の発行および更新 

・その他カウンター受付サービス 

最新情報は、「大正大学公式 HP」➝「図書館・

研究所」➝「付属図書館」をご確認ください。 

※図書館利用についての詳細は、Student’s 

Handbook（学生手帳）巻末の『図書館活用ガ

イド』を参照してください。 

Ｆ-2 図書館の開館時間は何時までですか。 

 

大学の開講時期と閉講時期で開館時間は異な

ります。詳しくは「大正大学公式 HP」➝「図

書館・研究所」➝「付属図書館」の開館カレン

ダーで確認をしてからご来館ください。 

※Student’s Handbook（学生手帳）巻末の

『図書館活用ガイド』もご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8／6 

 

◆Ｇ．事前学修に関する相談（新入生） 

 質問内容 回答 

Ｇ-1 【新入生】 

4 月 2 日実施予定の「基礎学力調査」が日程変更

になったとガイダンス資料にありました。基礎

学力調査はいつ実施されますか？ 

基礎学力調査で実施予定であった国

語・数学・英語のうち、英語テストにつ

いては、WEB 上で受験していただくこ

とになりました。国語・数学テストにつ

いては、実施日・実施方法等調整中で

す。 

 

英語テストは、3 月 25 日以降に大学

から発送するご案内の中に、「大正大学 

英語基礎学力テスト（ELCA）受験方

法」という資料があります。資料をよく

読み、詳細をご確認ください。実施期間

は、3 月 26 日 9 時～4 月 27 日 12 時

（正午）です。英語テストの結果は、入

学後の語学科目のクラス分けの基礎資料

となりますので、期間中に必ず受験して

ください。 

 上記のご案内は、 

3 月 6 日までに手続きが完了している方

に対して、出願時の登録住所宛に届きま

す。 

3 月 7 日(土)以降の手続きの方には、4

月 2 日（木）にかけ順次発送いたしま

す。今しばらくお待ちください。 

 


