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新型コロナウイルスの影響で厳しい状況が続きます
が、学生、教職員一同は、オンライン授業などを通じ
た「新しい学び」に取り組み、相当の手応えも感じて
います。実習や課外活動、地域交流などは制約されま
したが、努力と工夫でこれを克服し、新しい発見も見
られました。基礎ゼミⅠ及びⅡでの学生たちの問題意
識、ゼミの仲間たちとの議論を通じたバーチャルなカ
ンパニー運営、地域への提案などを見ても、内容・レ
ベルは、かなり高いものでした。「知」について先人は、
「学ぶ意志のある人は退屈を感じない」「時間の熟成を
信じて忍耐強く完成を待つ」「離れて高みから見ること
で問題を把握できる」といいます。その時期だと捉え

れば、無駄ではないのです。学生たちには、積極的で前向きな姿勢を持ち続け、本
学らしい自由、多様で、創造性に富んだ方向を堅持してほしいと思います。
対面授業、課外活動、地域交流が再開されれば、前期での経験と合わせて、充実

した学びが期待できますし、初体験となる「卒業研究」もキャッチ・アップは十分
可能です。スポーツ活動、クラブ活動も本格化するでしょう。
また、学生たちには、「マコモタケ、無農薬米、ベトナム野菜、べにはるか（はる

かなた）」などの地域住民との交流活動を一層にぎやかにして欲しいと思います。
まもなく新年度の入学試験が始まり、大学の完成は目前です。ここで立ち止まる

ことなく、大学院、学部・学科・コースの新増設などにもチャレンジしたいと考え
ています。
皆様には、これまで以上のご支援を賜りますよう心からお願いします。

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
通常の総会開催ではなく、書面表決のお願いとなり、
皆さまに大きなご負担をお掛けいたしました。書面表
決での決議により、2020年度後援会会長に推挙され、
1 年間皆さまと共に学生と大学の支援のお手伝いをさ
せていただくこととなりました。よろしくお願いいた
します。
新潟食料農業大学後援会は、「本学の教育・研究事業

を援助し、本学の発展に寄与すること」を目的として
活動しております。また、会員相互の親睦を深める役
割も担っているものであります。新型コロナウイルス
感染症の影響のため活動の制限を余儀なくされる可能

性もありますが、会員の皆さまのご理解とご協力のもと今年度の活動を行って参り
ます。
学生の皆さんにとっては、前期の授業がインターネットを利用した「遠隔授業」
が中心となり、特に新入生にとっては入学式も中止になる等、異例の新年度スター
トとなりました。いろいろと苦労をされた場面もあったと思いますが、後期へ向け
て、また新たな気持ちで様々な活動へ取り組んでくれるものと期待しております。
また、新たな指定強化部である「男子	ラグビー部」、「男女	柔道部」の活動も少
しずつ本格化し、また今後の就職活動に向けて、今年度より胎内キャンパスにもキャ
リアセンターを開設する等、将来を見据えた活動も増えております。
今年度も会員の皆さまのご理解をいただきながら後援会活動を行い、学生の皆さ
んへの支援に努めて参りますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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橙和…一期生による造語。本学のイメージカラー
であるオレンジと、その実が春先から夏場にかけ
ては青く、秋には見事に熟す「橙」を自分たちの成
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くように、との願いを込めています。
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今年度、本学では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、誠に残念ながら入学式を中止といたしました。また新入生オリエンテー
ションや前期授業開始日等を当初の予定から変更し、授業はインターネットを利用した遠隔授業により行うなど、「感染しない・させな
い」「すべての学生・教職員および地域住民を守る」の原則に基づき徹底した新型コロナウイルス感染症対策を実施いたしました。
その結果、関係する全員の理解と自覚、そして努力の成果として今日まで本学の学生および教員・職員の感染者は 0名となっており
ます。
後期からは第 3週目より対面型授業を再開いたしますが、今後も引き続
き徹底した新型コロナウイルス感染症対策を講じ、学生のみなさんが安心
して学生生活を送ることができるよう努めて参ります。

【上期の活動について】
○ ５月 ７日（木）、 ８日（金）　新入生オリエンテーション
新入生を少人数に分け、複数グループで実施。
○ ５月11日（月）～　前期授業開始
インターネットを利用した遠隔授業により授業開始。
○ ５月12日（火）　就職支援セミナー「スタートアップ講座」開催
オンラインにて、就職活動の動きや心構え等を解説（以降、就職活動基
礎講座や公務員試験講座、業界研究講座、面接対策講座など様々な講座
を開催）。
○ 6月 1日（月）～ ７日（日）　第 1回コース希望調査
1年生を対象に、 2年次からの選択コースについて希望調査。

○ ７月16日（木）　コース配属説明会
1年生を対象に、次年度からのコース分属についてオンライン説明会を
開催。
○ ８月 6日（木）～ ８月10日（月）　前期定期試験
○ ９月23日（水）　後期授業開始
開始後 2週間の授業は遠隔授業にて実施、 3週目より対面授業を再開予
定。

【新型コロナウイルス感染症対策について】
1）2020年度前期授業の実施方法について
前期の授業はインターネットを利用した「遠隔授業」により実施する
こととし、前期終了時まで継続しました。なお本学の遠隔授業は、時間
割に合わせて各科目の担当教員が動画・音声をリアルタイムで配信する
オンライン授業（同時双方向型・リアルタイム型）を中心に、授業の内
容や学修の目的に応じて「録画配信型（オンデマンド型）」「資料配信型」

3 新型コロナウイルス感染症対策について
本学では 4月 ８日に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、「感染しない・させない」「すべての学生・

教職員および地域住民を守る」を原則として対応にあたっています。
幸いなことに、本学では感染は発生しておりません。学生・保護者の皆様には、多くの制限・制約に対するご
協力をいただき心より感謝申し上げます。
授業はすべてインターネットを利用した「遠隔授業」としてスタートし、ほぼ全員が自室からアクセスして、
遠隔授業に取り組んできました。リアルタイム、双方向性、飽きることのない内容などが本学の遠隔授業の特徴
です。授業中に小テストを複数回課して理解の状況を確認したり、チャットで個人の発言を求めるといったこと
で、従来の授業とは異なる成果が得られました。学生間のディスカッションを必要とする基礎ゼミⅠやⅡなどの
授業においても、例年と遜色のない立派な成果がネットライブ形式の報告会で発表されています。学生の皆さん
の情熱と本学教員の努力の賜だと思います。
一部の実験・実習は ７月より対面型で開始しており、後期は、 2週間の遠隔授業を行いながらの健康観察の後に、すべての授業を対面
型に移行します。
感染症対策をした上ではありますが、学生間や教職員との触れ合いを楽しみ、充実した大学生活を送っていただきたいと思います。

4 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた本学の上期活動について

新型コロナウイルス感染症
対策本部長

中井 裕



「自習中心型」の方法を組み合わせて効果的に実施しました。なお
実験・実習の授業については、一部内容を遠隔授業で補完しなが
ら、徹底した感染症対策を講じつつ対面授業を併用して実施しま
した。

2 ）2020年度後期授業の実施方法について
後期授業については、後期開始から 2週間は遠隔授業で行い、そ
の後は原則対面方式での実施を予定しています。ただし、新型コロ
ナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

3 ）都道府県をまたぐ移動の制限について
感染リスクの回避を目的とし、すべての学生および教職員に対し
て、新潟県外との不要不急の往来については自粛を要請してきまし
た。なおやむを得ない理由により感染拡大の恐れがある地域を往来
する場合は、事前申請および事後の行動履歴および体調経過報告を
課すなどの対策を講じ対応しました。

４ ）「感染しない・させない」ための対応について
新型コロナウイルス感染症はいつでも・誰でも感染するリスクが
あるため、厚生労働省が提供するスマートフォン向けのアプリ（通
称：COCOA）を学生・教職員がイントールし利用することとして
います。そして手洗い・うがいや消毒薬での手指消毒、外出時のマ
スク着用等、日常的な感染予防について繰り返し指導を行っていま
す。また、「密閉・密集・密接」のいわゆる「 3密」の環境を避け
るため、各地の大学等でクラスター発生が確認されている「会食や
飲み会、コンパ」「カラオケ」「多人数での集団旅行」等は自粛する
よう広く指導しています。
さらに、健康状態のセルフチェックのため毎朝・夕の検温と記録、
教職員の執務場所の分散、オンラインシステムによる会議の実施、
テレワークの活用等、あらゆる場面での感染防止に努めています。

５ ）指定強化部ならびにその他のクラブの活動について
感染防止対策を含む「活動計画書」を新型コロナウイルス感染症
対策本部へ提出し、感染防止対策が十分に確保されていると認めら
れる活動についてのみ、チームやクラブでの活動を大学として許可
しています。

６ ）本学学生の来学について
不要不急の来学は禁止ですが、各種の手続や学生相談室の利用な
どやむを得ない理由により来学が必要となった場合は、事前の届出
と検温、手指消毒、マスク着用の上で入構を許可し対応いたしま
した。

おかげさまで本学では学生および教員・職員から新型コ
ロナウイルス感染者が生じることなく、2020年度上期を終
えることができました。
これはひとえに皆様のご理解・ご協力の賜物であり、深
く感謝申し上げます。

今後も引き続き本学の対策・対応にご理解・ご協力をお
願いしますと共に、10月 7 日（水）からの対面授業再開に
つきましてもご支援を頂きますよう、重ねて宜しくお願い
申し上げます。
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5 キャリアセンター紹介
本学では、 4 月より新潟キャンパスに加えて、胎内キャンパスにも
キャリアセンターを設置し、現在は 2つのキャンパスにて、専門人材を
配置しキャリア支援を行っております。
引き続き、従来の『就職』という狭義の支援だけでなく、進学や留学
など将来の進路を念頭に置きながら人生における働き方、生き方を考
え、見つけ出す『キャリアアップ』という視点で学生のサポートを行っ
てまいります。また、就職活動をする上で、自信を持って取り組んでい
けるよう、一人ひとりの個性や状況に合わせて丁寧に支援いたします。

【主な支援の内容】
■キャリア形成や就職、進学に関する情報提供
■業界研究セミナー（企業担当者）／就職活動支援セミナー（就職支援
企業）等の実施
■個別相談（キャリア相談／エントリーシート指導／面接対策等）

【2020年度上期実施セミナー】
業界研究セミナーや就職活動支援セミナーについては、全てオンライン
にて実施。

7 2020年度 下期活動予定
○ ９月23日（水）	 後期授業開始
○10月 ７ 日（水）	 対面授業再開
○10月16日（金）	 1 年生対象　コース説明会実施
○11月 ８ 日（日）	 第 3 回「橙和祭」（大学祭）
○12月24日（木）	 年内授業最終日
○ 1月 ７日（木）	 後期授業再開
○ 1月2９日（金）～	 後期定期試験

2月 4日（木）
○ 3月11日（木）	 2 年次コース分属発表（予定）

2020年 4 月指定強化
部として、部員19名で
産声を上げました。関
東大学ラグビー・リー
グ戦連盟に加盟し 5部
からスタート。いつの
日かの大学日本一の頂
を目指し、この夏季休
暇中岩手県釜石市、盛
岡市に遠征し、岩手大

学、盛岡大学と試合をして強化に努めました。11月からのリーグ
戦を楽しみにしています。

6 部活動・クラブ紹介

本年度より創設され
た柔道部は、男子 3名
女子 1名でスタートし
ました。しかも新型コ
ロナウイルス感染症の
蔓延により、正常の活
動ができない状態での
スタートとなりました
が、高い意識をもって
練習に取り組んでいま

す。学内はもとより近隣住民の皆様からも応援されるような柔道
部を目指しています。

○柔道部　○男子ラグビー部　


