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通学

第3章 キャンパスライフ 学生生活編

定期券の購入

 学生証を提示することにより通学定期券購入時に学生割引を受け
ることができます。裏面シールを学生課にて受領してください。通学
定期券は使用開始日の前日から、継続の場合は14日前から購入でき
ます。

バス通学

注意◆通学定期乗車券の購入時および通学定期乗車券、又は学生用割引乗車券によって
   乗車船し、係員の請求があった時は学生証を呈示する。

通学定期乗車券発行控欄が終了した時は、学生課で裏面シールの交換を
行ってください。

自宅最寄駅から
所属キャンパス
を結ぶ最短区間
を記入してくだ
さい。変更の場
合は、学生課に
て手続きを行っ
てください。

現住所を記入して
ください。
なお住所変更の
際には、学生課に
て手続きを行って
ください。

【バス回数券の割引販売について】
厚木キャンパスでは、学生の皆さんの通学費の負担を軽減することを
目的に、通学バスの回数券を割引額で販売しています。

販売対象　東京工芸大学の学生専用
販売金額　4,000円（5,850円分の回数券）
対象路線　神奈川中央交通厚木26系統のみ使用可
販売場所　厚木キャンパス8号館2階　生協購買部
販売条件　・購入時は学生証を提示すること
　　　　　・1度に購入できるのは1人2セットまで

バスの乗車のマナー・ルール

 登校時の厚木バスセンターの乗場は大変混雑し、長い行列がで
きることがありますが、心ない学生が列に割り込んで乗車する
ケースが見受けられます。
 優先席には座らず、一般席に座っている場合でも、まわりに気を
配り、年配の方など座席を必要としている方には必ず席を譲りま
しょう。携帯電話による会話は厳禁です。また、友達との大声での
会話も控えましょう。
 バスは一般の方も利用しています。他の利用者に迷惑をかける
行為は慎みましょう。

通学定期券の購入方法
駅備え付けの申込用紙に必要事項を記入し学生証を添えて
購入します。

●

通学区間の注意
●

【公共交通機関を利用した通学】

学生証裏面シールに記載されている現住所の最寄駅と所属
キャンパス最寄駅を結ぶ最短区間でなければなりません。
通学区間を勝手に変更したり通学目的以外に使用したりする
ことは「不正乗車」となり処罰されることがあります。

【厚26系統 東京工芸大学行き／厚木バスセンター行き】
厚木バスセンター7番のりば～東京工芸大学
現金運賃：¥280（片道）
I C 運 賃：¥273（片道）

　本厚木駅からバスで通学する学生は、必ず始発の「厚木バスセン
ター7番のりば」から乗車してください。また、大学行きのバス経路の
途中には企業が多くあり、朝の時間帯は通勤客で非常に混雑しますの
で、途中停車のない「急行・東京工芸大学行」を利用してください。

緊急時の対応

消火器の
使い方

粉末・強化液消火器の場合

②ホースをはずして
 火元に向ける。

①安全ピンに指をかけ
 上に引き抜く。 ③レバーを握って

 噴射する。

火災にはまともに
正対しないように。

風上に回り風上から消す。
やや腰を落として姿勢をなるべく低く。
熱や煙を避けるように構える。
燃え上がる炎や煙にまどわされずに燃えてい
るものにノズルを向け、火の根元を掃くよう
に左右に振る。

❶火災が発生したら

○学内で火災を発見したら、119番に通報するとともに警備員室に連

絡してください。

○通報の際には火災場所、状況を正確に伝えてください。

○近くに消火器のある場合は、初期消火に努めてください。

　警備員室内線　厚木キャンパス　1980

研究施設の使用について

　研究・作品制作等で、夜間・日曜・祝日・大学休校日に研究室、実験

室・棟、実習室を使用する場合は指導（担当）教員に申し出て「研究施

設指定時間外使用届」に指導（担当）教員の承認印の押印を受けた上

で、学生課に提出してください。

学外での研究活動について

　学外での研究活動を行う際は、日時・場所・方法等を事前に指導（担

当）教員に申し出て許可を得てください。指導（担当）教員は「学外（教

育研究）活動届」を学生課に提出します。研究活動の際は事故防止に

万全の注意を払ってください。

❸ＡＥＤを用いる心肺蘇生法の手順

○呼びかけながら肩をたたき、意識があるかないかを確認する。

○意識がなければ、回りにいる人に119番通報を頼む。同時に、別の人

にAEDを取ってきてもらう。

○呼吸の確認をし、普段どおりの呼吸がない、又は判断に迷う場合

はただちに胸骨圧迫（心臓マッサージ）をする。圧迫は強く・速く

（100～120回/分）・絶え間なく。

○可能であれば人工呼吸2回と胸骨圧迫（心臓マッサージ）を30回

（100～120回/分）を交互に繰り返す。（AEDを装着するまで、専門

家に引き継ぐまで、または傷病者が動き始めるまで。）

AEDが到着したら

○電源を入れる。

○電極を貼り付ける。（右胸部前面と左わき腹）

○機械の音声指示に従って操作する。

　ＡＥＤ設置場所

　 厚木キャンパス　警備員室（正門横）

  体育館2階メインアリーナ入口

  8号館入口

❷消火器の使い方（粉末・強化液消火器の場合）

○安全ピンに指をかけ、上に引き抜く。

○ホースをはずして火元に向ける。

○レバーを握って噴射する。

○風上に回り風上から消す。

○やや腰を落として姿勢をなるべく低くする。

○熱や煙を避けるように構える。

○燃え上がる災や煙にまどわされずに燃えているものにノズルを向

け、火の根元を掃くように左右に振る。（火災にはまともに正対し

ないように。）

①

②

右胸部前面

左わき腹

AED
Automatic External Defibrillator

AEDの
使い方
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対象学年
有効期間区  分

（中野キャンパス）（厚木キャンパス）
全学年

全学年

在籍期間中自　転　車

全学年
原則禁止

当面の間、
在籍期間中
とします。

オートバイ

自　動　車

申し込み方法

提出書類（コピー）

その他

注意事項

諸事情により自動車等で通学したい場合は、学生課に相談してく
ださい。臨時の特別許可証を発行します。

●

車両を変更した場合は、学生課にその旨申し出て、新しい許可証
を得ること。
無許可車両による通学中の事故については、学生教育研究災害傷
害保険の対象外となります。

●

厚木キャンパスを中心とした半径2キロ以内に住んでいる場合は
原則として自動車通学を認めません。

●

●

●過去に駐車違反等を繰り返している者は許可しない。 
●オートバイの場合、発行された許可シールを車両の見えやすい
場所に必ず貼付すること。 

●許可証及び許可シールは他人に貸与又は譲渡してはならな
い。 

●指定された駐輪場及び駐車場以外には絶対に駐輪・駐車しな
いこと。
以上の注意事項に反した場合は、許可を取り消します。

 学生課で「学生自家用車駐車登録申請書」を受け取り、必要事項記
入の上、提出書類を添えて提出してください。

　通学に自転車、オートバイ、自動車を利用する場合は、必ず大学に
申請し、許可を受けてください。詳細は下表のように定めています。

※車両の変更があった場合は、必ず申請してください。
※厚木市では、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されてい
ます。

●運転免許証
●車検証（自動車と251cc以上のオートバイ）
●自賠責保険証明書（250㏄以下のオートバイ）
●任意保険証明書（自動車）

相談窓口 学生課 参考資料 学生自家用車通学規程（Ｐ.67）

自転車・オートバイ・自動車通学

●学内の駐車場、駐輪場は、原則、自己責任において利用してください。
●駐車場、駐輪場内における事故、盗難、いたずら等については、大
学は責任を負いかねます。

●駐輪場はスペースに限りがあります。一台でも多く停められるよ
うに心がけてください。満車の場合は、係員の指示に従い、空いて
いる駐輪場に停めてください。

●自動車は厚木キャンパス第2駐車場に停めてください。
●近隣住民の迷惑となりますので排気音による騒音に注意してく
ださい。

駐車場・駐輪場について

0001

自転車シール（銀） オートバイシール
（2022年度登録者は青色）

ＴＰＵ 
001-22

 以下の許可登録をしていない車両は、無許可車両として取り締
まりの対象となります。

通学許可証〈自転車・オートバイ〉

駐車場には、ゲートが設置されています。登録をしていないと入出
庫することができません。駐車場で入口に設置されたカードリー
ダーに学生証をかざすとゲートが開きます。

※登録申請を行った学生の学生証（ICチップ内蔵）に入出庫許可が
登録されます。

　学生証には、通行記録が残りますので、他人に貸与しないでくだ
さい。また、入出庫の際は、学生証をすぐに取り出せるようにして
ください。

自動車登録

横に並んで走行しない。●

左側通行を守ること。●

音楽を聴きながら乗らない。●

携帯電話を使用しながら
乗らない。

●

スピードを出しすぎない。●

2人乗りをしない。●

傘をさしながら乗らない。●

暗いところではライトを点ける。●

自転車のマナー・ルール
 無謀な自転車の運転が社会問題となっています。交通ルールを守
り、安全運転を心掛けてください。（自転車も軽車両とみなされてい
ます。法律に違反すると罰せられることがあります。）また、公道でブ
レーキのない自転車(ピストバイク）を運転することは、道路交通法
違反です。絶対に乗らないでください。

心身の健康管理と相談・生活指導

相談窓口 健康管理センター（厚木）

学生定期健康診断

 学校保健安全法にもとづいて、学生定期健康診断を実施します。
在学生は、全員が受診しなければなりません。
　健康診断の結果は、全員に配付します。配付時期は掲示やコウゲ
イ.netでお知らせします。また、健康上問題があると思われる場合に
は保証人に通知をする事もあります。万一、受診しなかった場合は、
健康管理センタ－で所定の用紙を受け取り、自己負担にて医療機関
を受診し、結果を記入してもらい、健康管理センターへ提出してくだ
さい。
 なお、学生定期健康診断を大学で受診した学生は、健康診断書を証
明書発行機で発行できます。

生活リズムについて

　朝、起きるのが苦手でいつも起こしてもらって学校に行っていた。
夜になってもなかなか寝付くことが出来ない。夜遅くまでPCやゲー
ムをしている。1時限目にいつも遅刻していた。電車に乗るのがつら
い。教室に入りにくい。疲れが取れない。やる気が出ない。・・・等の問
題で困っている学生の相談を受けています。

アルバイトについて

　アルバイトは授業のない週末や長期休暇の日中に行うようにして
ください。夜勤や夜遅くまでのアルバイトは生活のリズムを崩す原因
になります。学業を優先するよう心掛けてください。

遠隔地被保険者証 （自宅外通学者が対象となります）

 親元を離れ、一人住まいをしている学生は「遠隔地被保険者証」の
発行を受けてください。
 この「遠隔地被保険者証」の発行手続きは、扶養者の勤務先あるい
は市区町村役場に在学証明書（証明書自動発行機にて発行）を提出
し申請すると交付されます。病院受診の際には、保険証の提示を求め
られますので、日頃から携帯してください。
　なお、カード式の保険証で1人に1枚発行している場合は、遠隔地被
保険者証は不要となります。

学生教育研究災害傷害保険

●保険が適用される事故の範囲と治療日数

実治療日数１日以上①正課中・大学行事中

実治療日数 4日以上②①以外で大学施設内にいる間

実治療日数１４日以上③課外活動中

実治療日数４日以上④通学途中※

献血への協力

救命法講習会

●保険金請求の手続きと支払い
ケガをした時は、遅滞なく健康管理センター
に報告してください。

事故報告

ケガが完治した時は、所定の書類を健康管理
センターに提出してください。

保険金請求

規定にもとづく保険金が、届け出された
保証人の銀行口座に振り込まれます。

保険金支払

参考資料 
学生教育研究災害傷害保険のしおり

〔日本国際教育支援協会〕

TOPIC

※自転車・オートバイ・車での事故については、あらかじめ大学に通学
　許可申請し許可を得ていなければ対象となりません。

 救命法講習会を毎年開催しています。この講習会では、事故を防止
し緊急時に必要な処置が行えるよう正しい救急救命の知識と技術を
学びます。

 この保険は、在学中の正課中・大学行事・課外活動および通学途中
を含めた広範囲の教育研究活動中の事故に適用されます。この保険
料は大学が負担し、在学している期間は有効です。

 本学では、日本赤十字社の献血に協力しています。
 社会のためにも、また、めぐりめぐって自分や家族に輸血が必要と
なった時のためにも、ぜひ献血にご協力をお願いします。

※AED設置場所 正門横警備員室
8号館入口
体育館メインアリーナ入口（2F）

「学生教育研究災害傷害保険」制度の認定を受けられない
軽微な傷害の場合に東京工芸大学後援会から見舞金が
贈与される制度もありますので、健康管理センターに相談
してください。

健康管理センター

　健康管理センターは、厚木キャンパス本館1階の東側玄関の右側
にあります。学生の皆さんが明るく楽しい学生生活を送ることがで
きるよう、心身の健康管理について相談を受けています。また、日常
生活についてのアドバイス・応急処置や医療機関の紹介等を行って
います。内服薬（飲み薬）はお渡しできません。持病がある人は、主治
医と対処方法をよく相談してください。
　毎週木曜日には、学校医が健康に関わる全面的な相談を受けてい
ます。「朝起きられない」「夜寝つけない」などの睡眠に関することや、
「元気がない」「登校するのが億劫だ」「勉強に身が入らない」「イライ
ラして落ち着かない」などの不調の際には気軽に利用してください。

【開室時間】 
平日 9:00～17:00（12:00～13:00閉室）
すべての土曜日ー閉室

☎０４６-２４２-９５０４
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対象学年
有効期間区  分

（中野キャンパス）（厚木キャンパス）
全学年

全学年

在籍期間中自　転　車

全学年
原則禁止

当面の間、
在籍期間中
とします。

オートバイ

自　動　車

申し込み方法

提出書類（コピー）

その他

注意事項

諸事情により自動車等で通学したい場合は、学生課に相談してく
ださい。臨時の特別許可証を発行します。

●

車両を変更した場合は、学生課にその旨申し出て、新しい許可証
を得ること。
無許可車両による通学中の事故については、学生教育研究災害傷
害保険の対象外となります。

●

厚木キャンパスを中心とした半径2キロ以内に住んでいる場合は
原則として自動車通学を認めません。

●

●

●過去に駐車違反等を繰り返している者は許可しない。 
●オートバイの場合、発行された許可シールを車両の見えやすい
場所に必ず貼付すること。 

●許可証及び許可シールは他人に貸与又は譲渡してはならな
い。 

●指定された駐輪場及び駐車場以外には絶対に駐輪・駐車しな
いこと。
以上の注意事項に反した場合は、許可を取り消します。

 学生課で「学生自家用車駐車登録申請書」を受け取り、必要事項記
入の上、提出書類を添えて提出してください。

　通学に自転車、オートバイ、自動車を利用する場合は、必ず大学に
申請し、許可を受けてください。詳細は下表のように定めています。

※車両の変更があった場合は、必ず申請してください。
※厚木市では、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されてい
ます。

●運転免許証
●車検証（自動車と251cc以上のオートバイ）
●自賠責保険証明書（250㏄以下のオートバイ）
●任意保険証明書（自動車）

相談窓口 学生課 参考資料 学生自家用車通学規程（Ｐ.67）

自転車・オートバイ・自動車通学

●学内の駐車場、駐輪場は、原則、自己責任において利用してください。
●駐車場、駐輪場内における事故、盗難、いたずら等については、大
学は責任を負いかねます。

●駐輪場はスペースに限りがあります。一台でも多く停められるよ
うに心がけてください。満車の場合は、係員の指示に従い、空いて
いる駐輪場に停めてください。

●自動車は厚木キャンパス第2駐車場に停めてください。
●近隣住民の迷惑となりますので排気音による騒音に注意してく
ださい。

駐車場・駐輪場について

0001

自転車シール（銀） オートバイシール
（2022年度登録者は青色）

ＴＰＵ 
001-22

 以下の許可登録をしていない車両は、無許可車両として取り締
まりの対象となります。

通学許可証〈自転車・オートバイ〉

駐車場には、ゲートが設置されています。登録をしていないと入出
庫することができません。駐車場で入口に設置されたカードリー
ダーに学生証をかざすとゲートが開きます。

※登録申請を行った学生の学生証（ICチップ内蔵）に入出庫許可が
登録されます。
　学生証には、通行記録が残りますので、他人に貸与しないでくだ
さい。また、入出庫の際は、学生証をすぐに取り出せるようにして
ください。

自動車登録

横に並んで走行しない。●

左側通行を守ること。●

音楽を聴きながら乗らない。●

携帯電話を使用しながら
乗らない。

●

スピードを出しすぎない。●

2人乗りをしない。●

傘をさしながら乗らない。●

暗いところではライトを点ける。●

自転車のマナー・ルール
 無謀な自転車の運転が社会問題となっています。交通ルールを守
り、安全運転を心掛けてください。（自転車も軽車両とみなされてい
ます。法律に違反すると罰せられることがあります。）また、公道でブ
レーキのない自転車(ピストバイク）を運転することは、道路交通法
違反です。絶対に乗らないでください。

心身の健康管理と相談・生活指導

相談窓口 健康管理センター（厚木）

学生定期健康診断

 学校保健安全法にもとづいて、学生定期健康診断を実施します。
在学生は、全員が受診しなければなりません。
　健康診断の結果は、全員に配付します。配付時期は掲示やコウゲ
イ.netでお知らせします。また、健康上問題があると思われる場合に
は保証人に通知をする事もあります。万一、受診しなかった場合は、
健康管理センタ－で所定の用紙を受け取り、自己負担にて医療機関
を受診し、結果を記入してもらい、健康管理センターへ提出してくだ
さい。
 なお、学生定期健康診断を大学で受診した学生は、健康診断書を証
明書発行機で発行できます。

生活リズムについて

　朝、起きるのが苦手でいつも起こしてもらって学校に行っていた。
夜になってもなかなか寝付くことが出来ない。夜遅くまでPCやゲー
ムをしている。1時限目にいつも遅刻していた。電車に乗るのがつら
い。教室に入りにくい。疲れが取れない。やる気が出ない。・・・等の問
題で困っている学生の相談を受けています。

アルバイトについて

　アルバイトは授業のない週末や長期休暇の日中に行うようにして
ください。夜勤や夜遅くまでのアルバイトは生活のリズムを崩す原因
になります。学業を優先するよう心掛けてください。

遠隔地被保険者証 （自宅外通学者が対象となります）

 親元を離れ、一人住まいをしている学生は「遠隔地被保険者証」の
発行を受けてください。
 この「遠隔地被保険者証」の発行手続きは、扶養者の勤務先あるい
は市区町村役場に在学証明書（証明書自動発行機にて発行）を提出
し申請すると交付されます。病院受診の際には、保険証の提示を求め
られますので、日頃から携帯してください。
　なお、カード式の保険証で1人に1枚発行している場合は、遠隔地被
保険者証は不要となります。

学生教育研究災害傷害保険

●保険が適用される事故の範囲と治療日数

実治療日数１日以上①正課中・大学行事中

実治療日数 4日以上②①以外で大学施設内にいる間

実治療日数１４日以上③課外活動中

実治療日数４日以上④通学途中※

献血への協力

救命法講習会

●保険金請求の手続きと支払い
ケガをした時は、遅滞なく健康管理センター
に報告してください。

事故報告

ケガが完治した時は、所定の書類を健康管理
センターに提出してください。

保険金請求

規定にもとづく保険金が、届け出された
保証人の銀行口座に振り込まれます。

保険金支払

参考資料 
学生教育研究災害傷害保険のしおり

〔日本国際教育支援協会〕

TOPIC

※自転車・オートバイ・車での事故については、あらかじめ大学に通学
　許可申請し許可を得ていなければ対象となりません。

 救命法講習会を毎年開催しています。この講習会では、事故を防止
し緊急時に必要な処置が行えるよう正しい救急救命の知識と技術を
学びます。

 この保険は、在学中の正課中・大学行事・課外活動および通学途中
を含めた広範囲の教育研究活動中の事故に適用されます。この保険
料は大学が負担し、在学している期間は有効です。

 本学では、日本赤十字社の献血に協力しています。
 社会のためにも、また、めぐりめぐって自分や家族に輸血が必要と
なった時のためにも、ぜひ献血にご協力をお願いします。

※AED設置場所 正門横警備員室
8号館入口
体育館メインアリーナ入口（2F）

「学生教育研究災害傷害保険」制度の認定を受けられない
軽微な傷害の場合に東京工芸大学後援会から見舞金が
贈与される制度もありますので、健康管理センターに相談
してください。

健康管理センター

　健康管理センターは、厚木キャンパス本館1階の東側玄関の右側
にあります。学生の皆さんが明るく楽しい学生生活を送ることがで
きるよう、心身の健康管理について相談を受けています。また、日常
生活についてのアドバイス・応急処置や医療機関の紹介等を行って
います。内服薬（飲み薬）はお渡しできません。持病がある人は、主治
医と対処方法をよく相談してください。
　毎週木曜日には、学校医が健康に関わる全面的な相談を受けてい
ます。「朝起きられない」「夜寝つけない」などの睡眠に関することや、
「元気がない」「登校するのが億劫だ」「勉強に身が入らない」「イライ
ラして落ち着かない」などの不調の際には気軽に利用してください。

【開室時間】 
平日 9:00～17:00（12:00～13:00閉室）
すべての土曜日ー閉室

☎０４６-２４２-９５０４
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　外国人留学生へのサポートは学生課が担当しています。
生活に関すること、在留資格に関すること、奨学金に関することなどの相談を受けつけています。

留学生説明会

　４月に外国人留学生を対象とした説明会を行います。説明会では生活
に関することや奨学金などについて説明します。必ず参加してください。

必要な手続き

●学生課への届出
パスポートのコピー、在留カードのコピー、アパートの契約書など
大学が指定するものを提出してください。在留資格の更新、住所の
変更後は、必ず学生課に届け出てください。

●在留資格の変更と更新
在留資格の変更や更新は3か月前から可能です。手続きを忘れない
ように注意してください。

●国民健康保険への加入
外国人登録の際に市区町村の役所で手続きをしてください。
医療費の自己負担が３０％になります。

　※毎月保険料がかかります。

留学生在籍確認

　毎月1回、全留学生に対して在籍確認を行います。必ず、学生課で
名簿にサインをしてください。一定期間在籍確認のサインをしていな
い留学生は、文部科学省及び出入国在留管理局の指導により、所在
不明者として報告することになっていますので、ご注意ください。

アルバイト

　外国人留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受け
なければなりません。また、許可を受けていても時間や職種など様々
な制限があります。無許可でアルバイトをしたり、制限に反すると日
本での勉強を続けることができなくなる場合があります。
　なお、アルバイトをするときは、学生課にアルバイト届を提出してく
ださい。

外国人留学生へのサポート

相談窓口 学生課

　　東京工芸大学では、障害のある学生への支援にかかわるガイドラインを定めて、相談や支援を行っています。

心身に病気または障害があり、
本人が支援を受けることを希望される場合

　面談を通して困っている状況を確認させていただきながら「支援申
請書」を作成していただきます。事前に学生課までご相談ください。
　支援の必要性が認められた場合は、関係者間（所属学部・学科、担
当教員、学生課、教務課、健康管理センター、就職支援課など）で協議
しながら、必要に応じて支援内容を決めていきます。

心身に病気または障害があるが、
支援を希望されない場合

　支援を希望されない場合でも、大学では万が一の場合に備え、病気
または障害の内容を把握させていただきたいため、健康管理センター
までご連絡ください。ご連絡いただいたことにより修学上の不利益を
被ることはありません。
　また、相談対応や助言を行っておりますので、気軽にご相談ください。

病気・障害のある学生への支援

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学における障害のある学生の支援
に関するガイドライン（p.81）

学生生活をサポートする総合相談・窓口案内

　学生支援センター〈HOME〉はサポートルームとコートヤードの 2
つのエリアに分かれています。

●サポートルーム
　学生生活上のちょっとした質問、困りごと、個別相談（カウンセリ
ング）に応じています。はっきり言葉にできないもやもやしたこ
とも気軽にお話しください。

　専門の資格を持ったカウンセラーがいます。

●コートヤード
　コートヤードとは「中庭」という意味で食事や雑談、休憩、読書、自
習など誰でも自由に利用できるスペースです。一人でゆっくりで
きるスペースもあります。

●場所・開室時間
　13号館　1階
　（授業期間）  月曜・水曜・木曜：10:00～12:00/13:00～18:00
　（授業期間外）  不定期：10:00～12:00/13:00～17:00
　※祝日を除く。詳しくはコウゲイ.net・ホームページでご確認ください。

●カウンセリングの申し込みについて
　カウンセリングを希望される方は、以下のどちらかでお申し込み
ください。

　①HOME へ直接お越しください。随時窓口で受付をしています。
　②電話やメールで予約が可能です。予約をすると待ち時間なく相
談が出来ます。

　カウンセリングに関する質問などは、電話でお問い合わせください。
　☎046-242-9939
　ホームページ：
　https://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/ssc/
　e-mail:gakuseishien@office.t-kougei.ac.jp
　※メール相談は行っておりません。

学生支援センター〈HOME〉厚木キャンパス

　学生生活に関する「ちょっとした質問」から「切実な悩み事」まで、ど
のようなことでも対応する“よろず相談”場所です。相談内容により、適
切な部署を紹介・連携します。

●学び
  教室の場所がわからない。授業についていけるか不安。何となく
勉強のやる気が出ない。何となく大学の雰囲気になじめない。

●生活
  各種の事務手続きをする部署がわからない。一人暮らしが大変。
悪徳商法に騙された｡学内で宗教の勧誘にあった。アルバイトと
学業の両立ができるかな。
●人間関係
  友達関係が上手くいかない。恋人との関係をもっと良くしたい。
部活やサークルの団結を強めたい。コミュニケーション力を伸ば
したい。
●自分自身
  自分の性格について考えたい。将来や人生について考えたい。ス
トレスが多い。充実した学生生活を送りたい。今自分が考えてい
ることを聞いて欲しい。

質問・相談内容について

東京工芸大学の奨学金

その他

文部科学省外国人留学生学習奨励費

　民間企業や財団が留学生対象に設けている奨学金があります。大学に募集がある場合は、学生課掲示板にてお知らせします。下記に一部をご紹介します。

奨学金月額奨学金名 種別 対 象

文部科学省外国人留学生学習奨励費奨学金名

大学及び大学院に在籍する私費外国人留学生対   象

目   的

学部生

大学院生
資 格

48,000円奨学金月額

※奨学金額は2021年度実績

当該年度の４月募集時期

●学内奨学金で留学生対象及び受給可能な奨学金

野呂奨学金 

工学部同窓会奨学金

● 後援会留学生奨学金 ●

● 東京工芸大学 大学院研究奨学金●

※原則、後援会留学生、野呂の各奨学金と、文部科学省外国人留学生
学習奨励費との併用給付は制限されます。

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.68）

大学の学部に正規生として在籍する２年
次以上の留学生 
大学院に正規生として在籍する者。また
は、大学の学部卒業以上の学歴を有し、か
つ大学院レベルの研究活動を行うために
研究生として在籍する者

学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学
が困難である者に対して、奨励費を給付することに
より、その学習効果を一層高めるとともに、我が国と
諸外国との教育交流の発展、相互理解及び平和友好
を増進することを目的とする。

給付青峰奨学金 韓国籍で２年次以上の学部または大学院に在籍する留学生で、
他の奨学金を受給していない者。

学部生 
大学院生

50,000円
70,000円

給付平和中島財団
外国人留学生奨学金 当該年度に正規課程に在籍予定の者。学部生 

大学院生
100,000円
100,000円

給付ロータリー米山記念
奨学会米山奨学金

３年次生以上の学部または大学院に在籍する留学生で、博士課程の学位を取得し
ていない（異なる研究をする場合は対象となる。）４５歳未満の者。（指定校制）
※詳細は募集要項を参照

学部生 
大学院生

100,000円
140,000円

給付佐藤陽国際奨学財団
私費留学奨学金

指定された国籍を有する学部生または大学院生。
（国籍は募集要項を参照）

学部生 
大学院生

150,000円
180,000円

留学生対象の奨学金制度
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に関することや奨学金などについて説明します。必ず参加してください。

必要な手続き

●学生課への届出
パスポートのコピー、在留カードのコピー、アパートの契約書など
大学が指定するものを提出してください。在留資格の更新、住所の
変更後は、必ず学生課に届け出てください。

●在留資格の変更と更新
在留資格の変更や更新は3か月前から可能です。手続きを忘れない
ように注意してください。

●国民健康保険への加入
外国人登録の際に市区町村の役所で手続きをしてください。
医療費の自己負担が３０％になります。

　※毎月保険料がかかります。

留学生在籍確認

　毎月1回、全留学生に対して在籍確認を行います。必ず、学生課で
名簿にサインをしてください。一定期間在籍確認のサインをしていな
い留学生は、文部科学省及び出入国在留管理局の指導により、所在
不明者として報告することになっていますので、ご注意ください。

アルバイト

　外国人留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受け
なければなりません。また、許可を受けていても時間や職種など様々
な制限があります。無許可でアルバイトをしたり、制限に反すると日
本での勉強を続けることができなくなる場合があります。
　なお、アルバイトをするときは、学生課にアルバイト届を提出してく
ださい。

外国人留学生へのサポート

相談窓口 学生課

　　東京工芸大学では、障害のある学生への支援にかかわるガイドラインを定めて、相談や支援を行っています。

心身に病気または障害があり、
本人が支援を受けることを希望される場合

　面談を通して困っている状況を確認させていただきながら「支援申
請書」を作成していただきます。事前に学生課までご相談ください。
　支援の必要性が認められた場合は、関係者間（所属学部・学科、担
当教員、学生課、教務課、健康管理センター、就職支援課など）で協議
しながら、必要に応じて支援内容を決めていきます。

心身に病気または障害があるが、
支援を希望されない場合

　支援を希望されない場合でも、大学では万が一の場合に備え、病気
または障害の内容を把握させていただきたいため、健康管理センター
までご連絡ください。ご連絡いただいたことにより修学上の不利益を
被ることはありません。
　また、相談対応や助言を行っておりますので、気軽にご相談ください。

病気・障害のある学生への支援

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学における障害のある学生の支援
に関するガイドライン（p.81）

学生生活をサポートする総合相談・窓口案内

　学生支援センター〈HOME〉はサポートルームとコートヤードの 2
つのエリアに分かれています。

●サポートルーム
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ング）に応じています。はっきり言葉にできないもやもやしたこ
とも気軽にお話しください。

　専門の資格を持ったカウンセラーがいます。

●コートヤード
　コートヤードとは「中庭」という意味で食事や雑談、休憩、読書、自
習など誰でも自由に利用できるスペースです。一人でゆっくりで
きるスペースもあります。

●場所・開室時間
　13号館　1階
　（授業期間）  月曜・水曜・木曜：10:00～12:00/13:00～18:00
　（授業期間外）  不定期：10:00～12:00/13:00～17:00
　※祝日を除く。詳しくはコウゲイ.net・ホームページでご確認ください。

●カウンセリングの申し込みについて
　カウンセリングを希望される方は、以下のどちらかでお申し込み
ください。

　①HOME へ直接お越しください。随時窓口で受付をしています。
　②電話やメールで予約が可能です。予約をすると待ち時間なく相
談が出来ます。

　カウンセリングに関する質問などは、電話でお問い合わせください。
　☎046-242-9939
　ホームページ：
　https://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/ssc/
　e-mail:gakuseishien@office.t-kougei.ac.jp
　※メール相談は行っておりません。

学生支援センター〈HOME〉厚木キャンパス

　学生生活に関する「ちょっとした質問」から「切実な悩み事」まで、ど
のようなことでも対応する“よろず相談”場所です。相談内容により、適
切な部署を紹介・連携します。

●学び
  教室の場所がわからない。授業についていけるか不安。何となく
勉強のやる気が出ない。何となく大学の雰囲気になじめない。

●生活
  各種の事務手続きをする部署がわからない。一人暮らしが大変。
悪徳商法に騙された｡学内で宗教の勧誘にあった。アルバイトと
学業の両立ができるかな。
●人間関係
  友達関係が上手くいかない。恋人との関係をもっと良くしたい。
部活やサークルの団結を強めたい。コミュニケーション力を伸ば
したい。
●自分自身
  自分の性格について考えたい。将来や人生について考えたい。ス
トレスが多い。充実した学生生活を送りたい。今自分が考えてい
ることを聞いて欲しい。

質問・相談内容について

東京工芸大学の奨学金

その他

文部科学省外国人留学生学習奨励費

　民間企業や財団が留学生対象に設けている奨学金があります。大学に募集がある場合は、学生課掲示板にてお知らせします。下記に一部をご紹介します。

奨学金月額奨学金名 種別 対 象

文部科学省外国人留学生学習奨励費奨学金名

大学及び大学院に在籍する私費外国人留学生対   象

目   的

学部生

大学院生
資 格

48,000円奨学金月額

※奨学金額は2021年度実績

当該年度の４月募集時期

●学内奨学金で留学生対象及び受給可能な奨学金

野呂奨学金 

工学部同窓会奨学金

● 後援会留学生奨学金 ●

● 東京工芸大学 大学院研究奨学金●

※原則、後援会留学生、野呂の各奨学金と、文部科学省外国人留学生
学習奨励費との併用給付は制限されます。

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.68）

大学の学部に正規生として在籍する２年
次以上の留学生 
大学院に正規生として在籍する者。また
は、大学の学部卒業以上の学歴を有し、か
つ大学院レベルの研究活動を行うために
研究生として在籍する者

学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学
が困難である者に対して、奨励費を給付することに
より、その学習効果を一層高めるとともに、我が国と
諸外国との教育交流の発展、相互理解及び平和友好
を増進することを目的とする。

給付青峰奨学金 韓国籍で２年次以上の学部または大学院に在籍する留学生で、
他の奨学金を受給していない者。

学部生 
大学院生

50,000円
70,000円

給付平和中島財団
外国人留学生奨学金 当該年度に正規課程に在籍予定の者。学部生 

大学院生
100,000円
100,000円

給付ロータリー米山記念
奨学会米山奨学金

３年次生以上の学部または大学院に在籍する留学生で、博士課程の学位を取得し
ていない（異なる研究をする場合は対象となる。）４５歳未満の者。（指定校制）
※詳細は募集要項を参照

学部生 
大学院生

100,000円
140,000円

給付佐藤陽国際奨学財団
私費留学奨学金

指定された国籍を有する学部生または大学院生。
（国籍は募集要項を参照）

学部生 
大学院生

150,000円
180,000円

留学生対象の奨学金制度
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その他の学修・生活支援

学部3年次以上・大学院生対  象

支給基準

学部3年次以上 ２万円
大学院生 （海外での学会発表を含む

　場合は10万円） 
 ５万円支給金額

受     付
学会発表の２週間前（海外での学会発表を含む場合
は１ヶ月前）までに学生課に申請し、仮許可を受けて
ください。

本人が主体となって行っている研究で、本人が発表
を行う場合に限る。
年間支給金額内であれば複数回申し込み可能。

 この制度は、学部3年次以上及び大学院生が学会等において、自分
の研究発表等をする場合、本学後援会から学会参加費、宿泊費、交通
費の一部を支給し、研究活動を奨励することを目的としています。

学部生・大学院生対  象

貸付金額

２ヶ月以内に全額返済返済期間

学生課（学生証・印鑑持参）受     付

原則として１万円以内（但し、特別な事情の場合は３
万円まで貸し付けることができる）

 この制度は、大学生活を送る中で緊急にお金を必要とするような
場合に、本学後援会より学生に対して無利子の短期経済援助を行い、
学生生活を支援することを目的としています。

※理由によっては貸し付けができない場合があります。また、未連
絡のまま返済期日を過ぎた場合は、保証人へ返済請求すると共
に、今後当人への貸し付けは一切行いません。

主な貸し付け対象例
例)学内でケガ、発病し、緊急に医療機関にかかるため。

 この制度は、学部生及び大学院生が、個人・グループ活動において
制作した作品を学外又は中野キャンパスで発表する場合、本学後援
会から、その展示、展覧などにかかる費用の一部を支給し、学生の発
表活動を奨励することを目的としています。

学部生・大学院生対 象

支給対象

支給基準

〈個人発表〉
年間3万円

〈グループ発表〉
●

支給金額

作品発表の２週間前までに学生課に申し込み、
仮許可を受けてください。受    付

展示場所借用料、展示用品借用料、作品運搬料（託送料
に限る）、告知印刷物制作料（DM、ポスター、フライヤー
に限る）

本人又はグループが制作した作品を制作者本人が学外又
は中野キャンパスで発表を行う場合。ただし、大学、後援
会、学友会等から補助金が出ている場合は除く。年間支給
金額内（３万円）であれば複数回の申し込み可能。

●本学学生で構成されている場合は、2名分の6万円を限度
に支給。
●本学学生と他校学生、一般人で構成されている場合は、
展示場所借用料の支給は頭割りした１名分の額とし3万
円を限度に、本学学生が２名以上参加している場合は6万
円を限度に支給。

国立美術館キャンパスメンバーズ
国立科学博物館大学パートナーシップ
東京都歴史文化財団パートナーシップ

 本学は上記の美術館、博物館等と提携しているため、本学学生は
以下のような特典を受けられます。観覧券売場にてメンバーズ会員
の学生であることを申し出て学生証を提示してください。

※詳細は各館のホームページで確認してください。

【特典内容】
● 所蔵作品展及びフィルムセンター所蔵作品上
映を無料にて利用可
● 特別展及び共催展を各展覧会の割引料金（団
体割引料金）にて利用可

● フィルムセンターの特別上映及び共催上映を
割引料金にて利用可

国立近代美術館
国立映画アーカイブ
国立西洋美術館
京都国立近代美術館
国立国際美術館

東京都庭園美術館
東京都江戸東京博物館
江戸東京たてもの園
東京都写真美術館
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース
東 京 都 美 術 館
東 京 文 化 会 館
東 京 芸 術 劇 場
付属自然教育園
水 天 宮 ピ ッ ト
アーツカウンシル東京
東京都渋谷公園通りギャラリー

● 常設展を無料にて利用可
● 特別展を 620 円引きにて利用可国立科学博物館

● 常設展の無料入場 (江戸東京博物館、江戸東京た
てもの園、東京都現代美術館)

● 収蔵展の無料入場(東京都写真美術館)
● 庭園の無料入場(東京都庭園美術館)
● 特別展・企画展の割引
● コンサートや演劇等のゲネプロ･リハーサルに招待
● コンサートや観劇等の割引(東京文化会館及び東
京芸術劇場の自主事業等)

● 常設展ガイドツアーの開催

研究奨励費支給制度

学生作品発表活動奨励費支給制度

学生短期貸付金制度

相談窓口 

参考資料 

注意事項 

 大学では希望する学生には個人専用ロッカ－を貸与しています。
※貸与条件はコースによって違います。

●ロッカ－に使用する鍵は各自で用意すること。
●ロッカ－内の整理整頓を心掛け、必ず施錠すること。
●ロッカーに落書きしたり、ステッカ－等を貼らないこと。
●ロッカ－内に危険物、水気をおびた物・異臭を発する物は絶対に入
れないこと。
●ロッカ－が破損した場合は、すみやかに学生課に届け出ること。
●大学が必要と認めた場合、ロッカ－内を確認することがあります。
●卒業・退学・休学等、またはキャンパスを移動する場合は、ロッカー
の清掃を行いすみやかに返却すること。

●上記注意事項に違反した場合は、ロッカーの貸与を取り消します。
●ロッカ－内の盗難事故等について大学は一切の責任を負いません。

※ロッカーは大学が学生に貸与する物です。勝手に他人のロッ
カーや空いているロッカーを使用したり、他人に貸したりしな
いでください。

※体育館更衣室ロッカーに関するトラブルは管理課に問い合わ
せてください。

学生ロッカー貸与

レンタカー利用料の補助

　この制度は教育研究活動や学友会活動において用具、作品及び機
材等の運搬を必要とする場合に、後援会がレンタカー料金の補助を
行うことで諸活動が円滑に行われることを目的としています。

レンタカー利用の補助制度

東京工芸大学後援会研究奨励費支給規程（Ｐ.74）
東京工芸大学後援会学生作品発表活動奨励費支給規程（Ｐ.75）
東京工芸大学後援会学生短期貸付金制度規程（Ｐ.76）
東京工芸大学後援会レンタカー補助規程（Ｐ.75）

学生課

注　　意 補助を受けられる場合と
受けられない場合があります。
学生課に相談してください。

対　　象 本学学部生・大学院生で
次の団体に所属している学生
・研究室
・東京工芸大学学友会の委員会及び体育部協
議会並びに文化部協議会加盟団体

使用目的 ・学友会所属団体が公式試合等で車両の利用
を必要とする場合
・学生が教育研究活動、発表活動で作品、
　機材等を運搬する場合
・学生が大学行事で車両の利用を必要とする
場合

補助期間
及び台数

・連続して4日まで。
  （期間の変更を求めることがあります。）
・1団体につき１回１台とする。
・1団体につき当該年度中
  12日相当分までとする。

補助金額 ・1日につき3,000円
・同一団体での年間補助の上限は36,000円と
する

手 続 き レンタカーを使用する２週間前に「レンタカー
補助申請書」を学生課に提出する。
【添付書類】
運転免許証のコピー
公式試合、展覧会等の事実が確認できる書類
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その他の学修・生活支援

学部3年次以上・大学院生対  象

支給基準

学部3年次以上 ２万円
大学院生 （海外での学会発表を含む

　場合は10万円） 
 ５万円支給金額

受     付
学会発表の２週間前（海外での学会発表を含む場合
は１ヶ月前）までに学生課に申請し、仮許可を受けて
ください。

本人が主体となって行っている研究で、本人が発表
を行う場合に限る。
年間支給金額内であれば複数回申し込み可能。

 この制度は、学部3年次以上及び大学院生が学会等において、自分
の研究発表等をする場合、本学後援会から学会参加費、宿泊費、交通
費の一部を支給し、研究活動を奨励することを目的としています。

学部生・大学院生対  象

貸付金額

２ヶ月以内に全額返済返済期間

学生課（学生証・印鑑持参）受     付

原則として１万円以内（但し、特別な事情の場合は３
万円まで貸し付けることができる）

 この制度は、大学生活を送る中で緊急にお金を必要とするような
場合に、本学後援会より学生に対して無利子の短期経済援助を行い、
学生生活を支援することを目的としています。

※理由によっては貸し付けができない場合があります。また、未連
絡のまま返済期日を過ぎた場合は、保証人へ返済請求すると共
に、今後当人への貸し付けは一切行いません。

主な貸し付け対象例
例)学内でケガ、発病し、緊急に医療機関にかかるため。

 この制度は、学部生及び大学院生が、個人・グループ活動において
制作した作品を学外又は中野キャンパスで発表する場合、本学後援
会から、その展示、展覧などにかかる費用の一部を支給し、学生の発
表活動を奨励することを目的としています。

学部生・大学院生対 象

支給対象

支給基準

〈個人発表〉
年間3万円

〈グループ発表〉
●

支給金額

作品発表の２週間前までに学生課に申し込み、
仮許可を受けてください。受    付

展示場所借用料、展示用品借用料、作品運搬料（託送料
に限る）、告知印刷物制作料（DM、ポスター、フライヤー
に限る）

本人又はグループが制作した作品を制作者本人が学外又
は中野キャンパスで発表を行う場合。ただし、大学、後援
会、学友会等から補助金が出ている場合は除く。年間支給
金額内（３万円）であれば複数回の申し込み可能。

●本学学生で構成されている場合は、2名分の6万円を限度
に支給。
●本学学生と他校学生、一般人で構成されている場合は、
展示場所借用料の支給は頭割りした１名分の額とし3万
円を限度に、本学学生が２名以上参加している場合は6万
円を限度に支給。

国立美術館キャンパスメンバーズ
国立科学博物館大学パートナーシップ
東京都歴史文化財団パートナーシップ

 本学は上記の美術館、博物館等と提携しているため、本学学生は
以下のような特典を受けられます。観覧券売場にてメンバーズ会員
の学生であることを申し出て学生証を提示してください。

※詳細は各館のホームページで確認してください。

【特典内容】
● 所蔵作品展及びフィルムセンター所蔵作品上
映を無料にて利用可
● 特別展及び共催展を各展覧会の割引料金（団
体割引料金）にて利用可

● フィルムセンターの特別上映及び共催上映を
割引料金にて利用可

国立近代美術館
国立映画アーカイブ
国立西洋美術館
京都国立近代美術館
国立国際美術館

東京都庭園美術館
東京都江戸東京博物館
江戸東京たてもの園
東京都写真美術館
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース
東 京 都 美 術 館
東 京 文 化 会 館
東 京 芸 術 劇 場
付属自然教育園
水 天 宮 ピ ッ ト
アーツカウンシル東京
東京都渋谷公園通りギャラリー

● 常設展を無料にて利用可
● 特別展を 620 円引きにて利用可国立科学博物館

● 常設展の無料入場 (江戸東京博物館、江戸東京た
てもの園、東京都現代美術館)

● 収蔵展の無料入場(東京都写真美術館)
● 庭園の無料入場(東京都庭園美術館)
● 特別展・企画展の割引
● コンサートや演劇等のゲネプロ･リハーサルに招待
● コンサートや観劇等の割引(東京文化会館及び東
京芸術劇場の自主事業等)

● 常設展ガイドツアーの開催

研究奨励費支給制度

学生作品発表活動奨励費支給制度

学生短期貸付金制度

相談窓口 

参考資料 

注意事項 

 大学では希望する学生には個人専用ロッカ－を貸与しています。
※貸与条件はコースによって違います。

●ロッカ－に使用する鍵は各自で用意すること。
●ロッカ－内の整理整頓を心掛け、必ず施錠すること。
●ロッカーに落書きしたり、ステッカ－等を貼らないこと。
●ロッカ－内に危険物、水気をおびた物・異臭を発する物は絶対に入
れないこと。
●ロッカ－が破損した場合は、すみやかに学生課に届け出ること。
●大学が必要と認めた場合、ロッカ－内を確認することがあります。
●卒業・退学・休学等、またはキャンパスを移動する場合は、ロッカー
の清掃を行いすみやかに返却すること。

●上記注意事項に違反した場合は、ロッカーの貸与を取り消します。
●ロッカ－内の盗難事故等について大学は一切の責任を負いません。

※ロッカーは大学が学生に貸与する物です。勝手に他人のロッ
カーや空いているロッカーを使用したり、他人に貸したりしな
いでください。

※体育館更衣室ロッカーに関するトラブルは管理課に問い合わ
せてください。

学生ロッカー貸与

レンタカー利用料の補助

　この制度は教育研究活動や学友会活動において用具、作品及び機
材等の運搬を必要とする場合に、後援会がレンタカー料金の補助を
行うことで諸活動が円滑に行われることを目的としています。

レンタカー利用の補助制度

東京工芸大学後援会研究奨励費支給規程（Ｐ.74）
東京工芸大学後援会学生作品発表活動奨励費支給規程（Ｐ.75）
東京工芸大学後援会学生短期貸付金制度規程（Ｐ.76）
東京工芸大学後援会レンタカー補助規程（Ｐ.75）

学生課

注　　意 補助を受けられる場合と
受けられない場合があります。
学生課に相談してください。

対　　象 本学学部生・大学院生で
次の団体に所属している学生
・研究室
・東京工芸大学学友会の委員会及び体育部協
議会並びに文化部協議会加盟団体

使用目的 ・学友会所属団体が公式試合等で車両の利用
を必要とする場合
・学生が教育研究活動、発表活動で作品、
　機材等を運搬する場合
・学生が大学行事で車両の利用を必要とする
場合

補助期間
及び台数

・連続して4日まで。
  （期間の変更を求めることがあります。）
・1団体につき１回１台とする。
・1団体につき当該年度中
  12日相当分までとする。

補助金額 ・1日につき3,000円
・同一団体での年間補助の上限は36,000円と
する

手 続 き レンタカーを使用する２週間前に「レンタカー
補助申請書」を学生課に提出する。
【添付書類】
運転免許証のコピー
公式試合、展覧会等の事実が確認できる書類
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　パソコンやスマートフォンからいつでもアルバイト情報が検索で
きる「東京工芸大学学生アルバイト紹介システム」を導入していま
す。学生にとって安全・安心なアルバイト情報が掲載されています
ので、ご利用ください。

　厚木学生課に届いたアルバイト情報は下記から見られます。
https://drive.google.com/drive/folders/11ftdpJ6pyDuyh_
07c_VC46I1QYQ3q-Bb

アルバイトの心得

　アルバイトに追われ留年・退学など、学業の妨げにならないよう注意

しましょう。

 本学では入学当初から、独自の学習指導と課題学習を実施しており、

学業とアルバイトを両立させる事は、容易ではありません。特に１年次

生はまず大学生活に慣れる事を最優先し、やむなくアルバイトをするに

しても最小限にとどめ、なるべく長期休暇中に行うようにしましょう。

アルバイトをする場合は、深夜におよぶアルバイトは生活のリズムを崩

し、睡眠のリズムを乱すことになりますので、避けるようにしましょう。

学生生活に必要な金銭面の計画は、保護者の方とよく話し合ってくだ

さい。

アルバイトの紹介 学生アルバイト紹介システム

　昨今「ブラックバイト」が社会問題になっています。これは「学生

であることが尊重されないアルバイト」のことです。学生の無知や

立場の弱さに付込み、正社員並みの責任を嫁したり、過酷な労働を

強いる企業が増えています。

　・長時間労働やサービス残業を強いられる

　・学業を考慮されず勤務シフトを勝手に組まれる

　・厳しいノルマを課せられる、商品の自費での買い取りを強要される

　・上司によるパワハラ・セクハラが行われている

　こうしたことは違法行為の可能性があります。もし、自分のアルバ

イト先で行われている場合は、恐れずに労働基準監督署に相談して

ください。アルバイトは「労働契約」です。始める前に必ず「契約書」

を交わしいつでも労働条件を確認できるようにしてください。

《アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント》

　１．アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう！

　２．バイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則！

　３．アルバイトでも、残業手当があります

　４．アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます

　５．アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます

　６．アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません

　７．困ったときには、総合労働相談コーナーに相談を

　　　（厚生労働省のリーフレットより）

●相談窓口　労働基準監督署：総合労働相談コーナー

　（厚木） ☎046-401-1965　厚木市中町3-2-6 厚木Tビル５階

●東京都労働相談情報センター（東京都ろうどう110番）

　☎0570-00-6110

TOPIC

「ブラックバイト」にご用心

　パソコン・スマートフォンから下記URLにアクセスしてください。

　https://www.aines.net/t-kougei
　●登録方法
①新規登録画面を開いて、大学が交付するe-mailアドレスを登録し
　てください。

********@st.t-kougei.ac.jp 
②数分後、そのアドレス宛にIDとパスワードが届きます。
③ログイン画面からIDとパスワードを入力し、ログインしてください。
④アルバイト求人情報を検索します。希望のアルバイトが見つかったら、
直接求人先に連絡してください。

アルバイトについて

　運営：バイトネット

 大学構内において所持品を紛失した場合や落し物を拾った場合は、学生課に届けてください。学生課に届けられたもので名前の分かるものは本人に
連絡することがありますが、原則として遺失物・拾得物に関する取り扱いは下記のとおりです。
①拾得物はサイフ等の貴重品を除き、事務局に設置されている「拾得物公示用ガラスケース」にて２ヶ月公示し、その後は倉庫にて保管する。
②法定保管期間（３ヶ月）を満了した拾得物は処分する。

遺失物・拾得物の取り扱い

相談窓口 学生課

キャンパスマナー・ルール

厚木キャンパスは敷地内全面禁煙になります
　2018 年 7月に健康増進法の一部を改正する法律の成立に伴い、学校
等の施設は敷地内禁煙が原則義務付けられました。東京工芸大学厚木
キャンパスでは、その趣旨を踏まえ「敷地内禁煙に関する基本方針」を定
め 2021 年 7月 1日から「キャンパス内全面禁煙」を実施することにし
ました。
　喫煙習慣のある学生の皆さんについては、これを機に禁煙にチャレン
ジすることをおすすめします。健康管理センターでは、禁煙相談や医療
機関の紹介等、禁煙を始める学生へのサポートを随時行っていますの
で、気軽に訪問してください。
　全学生が健康的なキャンパスライフを送れるよう環境整備に取り組
んでいきますので、学生の皆さんもご協力をお願いします。

●  一気飲み　　●  飲酒の強要
飲めない人は「断る勇気」を、飲む人も節度と
良識のある飲み方を心がけてください。

アルコール ハラスメントになる行為

飲んだら運転しないこと 自転車も車両と
みなされています。

飲 酒
 キャンパス内での飲酒は原則として禁止されています。
 健康管理センターでは、アルコールに対する適応反応を検査する
アルコールパッチテストを行っています。 
　自分が飲める体質なのかどうか確認したい人は、いつでも受ける
ことができます。

●自動車・オートバイ・自転車で通学する際は学生課へ登録申請
する必要があります。

●中野キャンパスでは、自動車・オートバイでの通学は禁止されています。

迷惑駐車・駐輪
　大学周辺道路への駐車は、近隣の方々に多大な迷惑をかけるばかり
でなく、交通ルール、大学の規則に違反しています。また、学内におい
ても自転車・オートバイの指定場所以外への駐輪は非常に迷惑です。
必ず指定された場所へ、駐車および駐輪してください。

携帯電話

授業中における教室内での使用
 授業妨害とみなし、退室を命ずることがあります。

試験中における教室内での使用
　不正行為とみなし、「東京工芸大学学生懲戒規程」に則り懲戒
　処分を行うことがあります。

●

●

授業中や試験中の呼び出し音は、迷惑になるばかりでなく、授業
の妨害・試験の不正行為に該当します。教室のほか図書館等に入室
する際には必ずマナーモードに設定してください。

スマートフォンの画面を見つめながらの歩行は大変危険です。自
分自身だけでなく、周囲の方も巻き込む事故につながることもあり
ますので、歩きながらの使用はやめましょう。

横に並んで走行しない。●

左側通行を守ること。●

音楽を聴きながら乗らない。●

携帯電話を使用しながら
乗らない。

●

スピードを出しすぎない。●

2人乗りをしない。●

傘をさしながら乗らない。●

暗いところではライトを点ける。●

自転車
 無謀な自転車の運転が社会問題となっています。交通ルールを守
り、安全運転を心掛けてください。（自転車も軽車両とみなされてい
ます。法律に違反すると罰せられることがあります。）また、公道でブ
レーキのない自転車(ピストバイク）を運転することは、道路交通法
違反です。絶対に乗らないでください。なお、厚木市では、自転車損
害賠償責任保険等への加入が義務化されています。

違法改造車両
　自動車・オートバイの違法改造による騒音被害が深刻な問題
になっています。
　違法改造車両による通学は禁止します。

学内では宗教の布教・勧誘活動を禁止しています。

宗教活動

　最近、キャンパス内でのゴミのポイ捨て、指定された場所以外での喫煙、違法駐車（自動車・オートバイ）、違法駐輪（自転車）などマナーの低
下が目立っています。一人ひとりの心がけで、明るく楽しいキャンパスにしましょう。

　自分が軽い気持ちで言った言葉が、相手にはいじめに取られてい

ることがあります。また最近ではＳＮＳで自分の素性がわからないこ

とを利用して、悪口や誹謗・中傷の書き込みをしたり、個人情報をば

ら撒いたりするいやがらせをする事例が全国的にみられます。

　人の心を傷つけることは恥ずべきことです。相手の気持ちを思いや

ることで「いじめ」や「いやがらせ」を無くすことができます。みんなが

楽しいキャンパスライフを送れるよう、相手を思いやる気持ちを持つ

よう心がけましょう。

いじめ、いやがらせ

相談窓口 学生課

 学則及びそれに基づいて制定されている規程・規則に抵触する
違反を行った場合は、「東京工芸大学学生懲戒規程」に則り懲戒処
分を受けることがあります。良識ある学生生活を送り、このよう
な不名誉な懲戒処分等を受けないように心掛けてください。

危険行為
キャンパス内における公共の場所でのキャッチボール、スケート

ボード、サッカー、テニスなどは、原則禁止です。厚木キャンパスでは体
育館横の通路のみ許可しています。
　また、授業等で、建物を移動する際の自転車の使用は禁止しています。
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　パソコンやスマートフォンからいつでもアルバイト情報が検索で
きる「東京工芸大学学生アルバイト紹介システム」を導入していま
す。学生にとって安全・安心なアルバイト情報が掲載されています
ので、ご利用ください。

　厚木学生課に届いたアルバイト情報は下記から見られます。
https://drive.google.com/drive/folders/11ftdpJ6pyDuyh_
07c_VC46I1QYQ3q-Bb

アルバイトの心得

　アルバイトに追われ留年・退学など、学業の妨げにならないよう注意

しましょう。

 本学では入学当初から、独自の学習指導と課題学習を実施しており、

学業とアルバイトを両立させる事は、容易ではありません。特に１年次

生はまず大学生活に慣れる事を最優先し、やむなくアルバイトをするに

しても最小限にとどめ、なるべく長期休暇中に行うようにしましょう。

アルバイトをする場合は、深夜におよぶアルバイトは生活のリズムを崩

し、睡眠のリズムを乱すことになりますので、避けるようにしましょう。

学生生活に必要な金銭面の計画は、保護者の方とよく話し合ってくだ

さい。

アルバイトの紹介 学生アルバイト紹介システム

　昨今「ブラックバイト」が社会問題になっています。これは「学生

であることが尊重されないアルバイト」のことです。学生の無知や

立場の弱さに付込み、正社員並みの責任を嫁したり、過酷な労働を

強いる企業が増えています。

　・長時間労働やサービス残業を強いられる

　・学業を考慮されず勤務シフトを勝手に組まれる

　・厳しいノルマを課せられる、商品の自費での買い取りを強要される

　・上司によるパワハラ・セクハラが行われている

　こうしたことは違法行為の可能性があります。もし、自分のアルバ

イト先で行われている場合は、恐れずに労働基準監督署に相談して

ください。アルバイトは「労働契約」です。始める前に必ず「契約書」

を交わしいつでも労働条件を確認できるようにしてください。

《アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント》

　１．アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう！

　２．バイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則！

　３．アルバイトでも、残業手当があります

　４．アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます

　５．アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます

　６．アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません

　７．困ったときには、総合労働相談コーナーに相談を

　　　（厚生労働省のリーフレットより）

●相談窓口　労働基準監督署：総合労働相談コーナー

　（厚木） ☎046-401-1965　厚木市中町3-2-6 厚木Tビル５階

●東京都労働相談情報センター（東京都ろうどう110番）

　☎0570-00-6110

TOPIC

「ブラックバイト」にご用心

　パソコン・スマートフォンから下記URLにアクセスしてください。

　https://www.aines.net/t-kougei
　●登録方法
①新規登録画面を開いて、大学が交付するe-mailアドレスを登録し
　てください。

********@st.t-kougei.ac.jp 
②数分後、そのアドレス宛にIDとパスワードが届きます。
③ログイン画面からIDとパスワードを入力し、ログインしてください。
④アルバイト求人情報を検索します。希望のアルバイトが見つかったら、
直接求人先に連絡してください。

アルバイトについて

　運営：バイトネット

 大学構内において所持品を紛失した場合や落し物を拾った場合は、学生課に届けてください。学生課に届けられたもので名前の分かるものは本人に
連絡することがありますが、原則として遺失物・拾得物に関する取り扱いは下記のとおりです。
①拾得物はサイフ等の貴重品を除き、事務局に設置されている「拾得物公示用ガラスケース」にて２ヶ月公示し、その後は倉庫にて保管する。
②法定保管期間（３ヶ月）を満了した拾得物は処分する。

遺失物・拾得物の取り扱い

相談窓口 学生課

キャンパスマナー・ルール

厚木キャンパスは敷地内全面禁煙になります
　2018 年 7月に健康増進法の一部を改正する法律の成立に伴い、学校
等の施設は敷地内禁煙が原則義務付けられました。東京工芸大学厚木
キャンパスでは、その趣旨を踏まえ「敷地内禁煙に関する基本方針」を定
め 2021 年 7月 1日から「キャンパス内全面禁煙」を実施することにし
ました。
　喫煙習慣のある学生の皆さんについては、これを機に禁煙にチャレン
ジすることをおすすめします。健康管理センターでは、禁煙相談や医療
機関の紹介等、禁煙を始める学生へのサポートを随時行っていますの
で、気軽に訪問してください。
　全学生が健康的なキャンパスライフを送れるよう環境整備に取り組
んでいきますので、学生の皆さんもご協力をお願いします。

●  一気飲み　　●  飲酒の強要
飲めない人は「断る勇気」を、飲む人も節度と
良識のある飲み方を心がけてください。

アルコール ハラスメントになる行為

飲んだら運転しないこと 自転車も車両と
みなされています。

飲 酒
 キャンパス内での飲酒は原則として禁止されています。
 健康管理センターでは、アルコールに対する適応反応を検査する
アルコールパッチテストを行っています。 
　自分が飲める体質なのかどうか確認したい人は、いつでも受ける
ことができます。

●自動車・オートバイ・自転車で通学する際は学生課へ登録申請
する必要があります。

●中野キャンパスでは、自動車・オートバイでの通学は禁止されています。

迷惑駐車・駐輪
　大学周辺道路への駐車は、近隣の方々に多大な迷惑をかけるばかり
でなく、交通ルール、大学の規則に違反しています。また、学内におい
ても自転車・オートバイの指定場所以外への駐輪は非常に迷惑です。
必ず指定された場所へ、駐車および駐輪してください。

携帯電話

授業中における教室内での使用
 授業妨害とみなし、退室を命ずることがあります。

試験中における教室内での使用
　不正行為とみなし、「東京工芸大学学生懲戒規程」に則り懲戒
　処分を行うことがあります。

●

●

授業中や試験中の呼び出し音は、迷惑になるばかりでなく、授業
の妨害・試験の不正行為に該当します。教室のほか図書館等に入室
する際には必ずマナーモードに設定してください。

スマートフォンの画面を見つめながらの歩行は大変危険です。自
分自身だけでなく、周囲の方も巻き込む事故につながることもあり
ますので、歩きながらの使用はやめましょう。

横に並んで走行しない。●

左側通行を守ること。●

音楽を聴きながら乗らない。●

携帯電話を使用しながら
乗らない。

●

スピードを出しすぎない。●

2人乗りをしない。●

傘をさしながら乗らない。●

暗いところではライトを点ける。●

自転車
 無謀な自転車の運転が社会問題となっています。交通ルールを守
り、安全運転を心掛けてください。（自転車も軽車両とみなされてい
ます。法律に違反すると罰せられることがあります。）また、公道でブ
レーキのない自転車(ピストバイク）を運転することは、道路交通法
違反です。絶対に乗らないでください。なお、厚木市では、自転車損
害賠償責任保険等への加入が義務化されています。

違法改造車両
　自動車・オートバイの違法改造による騒音被害が深刻な問題
になっています。
　違法改造車両による通学は禁止します。

学内では宗教の布教・勧誘活動を禁止しています。

宗教活動

　最近、キャンパス内でのゴミのポイ捨て、指定された場所以外での喫煙、違法駐車（自動車・オートバイ）、違法駐輪（自転車）などマナーの低
下が目立っています。一人ひとりの心がけで、明るく楽しいキャンパスにしましょう。

　自分が軽い気持ちで言った言葉が、相手にはいじめに取られてい

ることがあります。また最近ではＳＮＳで自分の素性がわからないこ

とを利用して、悪口や誹謗・中傷の書き込みをしたり、個人情報をば

ら撒いたりするいやがらせをする事例が全国的にみられます。

　人の心を傷つけることは恥ずべきことです。相手の気持ちを思いや

ることで「いじめ」や「いやがらせ」を無くすことができます。みんなが

楽しいキャンパスライフを送れるよう、相手を思いやる気持ちを持つ

よう心がけましょう。

いじめ、いやがらせ

相談窓口 学生課

 学則及びそれに基づいて制定されている規程・規則に抵触する
違反を行った場合は、「東京工芸大学学生懲戒規程」に則り懲戒処
分を受けることがあります。良識ある学生生活を送り、このよう
な不名誉な懲戒処分等を受けないように心掛けてください。

危険行為
キャンパス内における公共の場所でのキャッチボール、スケート

ボード、サッカー、テニスなどは、原則禁止です。厚木キャンパスでは体
育館横の通路のみ許可しています。
　また、授業等で、建物を移動する際の自転車の使用は禁止しています。
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トラブル防止の対策

●盗難
　金品等を盗まれること。学内では貴重品を必ず携行し、教室や図書
館等にかばんを放置しないよう盗難の予防に努めてください。
　また、ロッカー（体育館のロッカー含む）は必ず施錠し貴重品は身に
つけ、自転車は必ず鍵をかけてください。

●ワンクリック詐欺
 特定サイト（アダルト）などへアクセスして画面上の画像等をクリッ
クしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、
料金を請求されるというもの。
 その際に、自分のＩＰアドレスやメールアドレスが表示されるケース
もあるが、絶対に料金を振り込んだり、コンタクトを取ろうとしないこ
と。また、興味本位にアクセスしないことが必要。

●利用した覚えのない請求
 利用した覚えのないアダルトサイト等の請求が、はがき、電子メール
等で送られてくるもの。利用していなければ絶対に反応しないこと。
また手口も巧妙になってきているので、必ず誰かに相談すること。

●振り込め詐欺
 いわゆる「オレオレ詐欺」、架空の誘拐話、犯罪事件の示談金名目でお
金を騙し取るもの。最近、多くの大学から詐欺被害（未遂も含む）が報告
されています。普段から家族と緊急時の連絡先を決めておきましょう。

●マルチ商法・マルチまがい商法
 販売組織の会員が、友人を勧誘し、新しく入った会員がさらに新しい
会員を勧誘するといった行動を繰り返し、ピラミッド型に組織を拡大し
ていく商法。「すぐに高収入が得られる」といった言葉で勧誘されるが、
実際は儲かることはない。借金を背負うことになるばかりか、友情も壊し
てしまう。暴力団が絡んだ儲け話の勧誘には乗らないこと。

●宗教への悪質な勧誘
 大学内では宗教布教・勧誘活動を禁止しているので、万一、勧誘され
た場合には学生課か学生支援センター〈HOME〉に相談すること。
 大学近くで待ち伏せをしての強引な勧誘や、自分達の正体を隠し
「サークル」と称してイベント等に誘い、行ってみたら宗教に勧誘される
という悪質なケースもあり、注意が必要。さらには脱退しようとすると
軟禁、暴行に及ぶ集団もある。
 悪質な勧誘は、物事が思ったとおりに運ばない時や、挫折した時に何
かにすがりたいといった心の隙間につけ入ろうとする。中途半端に返事
をすると入信する気があると受け取られ、強引に勧誘してくるケースも
ある。断る時はキッパリと断ること。

●訪問販売
 自宅に販売員が訪問してくる。家にいる間も施錠し、ドアを開ける前
には必ず用件を確認すること。服装やセールストークに惑わされないよ
うに。

●キャッチセールス
 駅前や路上で声をかけられ、ついていくとそこは商品の販売会場で、
長時間にわたり、しつこく契約をするよう迫られる。

●アポイントメント商法
　電話等で面会の約束をし、商品の契約を迫る商法のこと。抽選や商品
モニターに当選したから来てほしいと言われるケースが多くそれに応
じて出かけていくと販売会場に連れて行かれ、契約するまでしつこく勧
誘される。

備考期間契約種類
訪問販売（アポイントメントセールスなど）
電話勧誘販売

すべての商品・権利・役務連鎖販売取引（マルチ商法）
貴金属等の訪問買取訪問購入
エステ、語学教室など特定継続的役務提供
モニター商法、内職商法業務提供誘引販売取引

※通信販売、インターネットショッピングは原則クーリングオフはできません。
※消耗品で使用した分は対象外です。
※必ず書面で通知しなければなりません。特定記録か簡易書留で送付してください。
 クレジット契約をした場合、クレジット会社へも同様に通知してください。
※法律の対象外のものでもクーリングオフができる場合があります。
　まずは学生課、学生支援センター〈HOME〉や消費生活センターに相談してください。

 厚木市消費生活センター 046-294-5800
 

☎

 国民生活センターホームページ 　http://www.kokusen.go.jp/
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クーリングオフ制度

最近報告されているトラブル

　詐欺事件や消費者取引に関するトラブルが大学生の間で増加しています。

　「なにかおかしい！」と思ったら、早急に警察、学生課、学生支援センター〈HOME〉、または最寄の消費者生活センターに相談してください。

 クーリングオフ制度とは、法律で定め

られた特定の取引について契約を無条

件に解除できる制度です。

 クーリングオフができる期間は、契約

をした日から右のとおりです。

店舗外での指定商品・権利・役務の取引

（3,000円未満の現金取引を除く）

８日間

８日間

20日間

20日間

8日間

８日間

ハラスメントの防止対策に関する取り組み

ハラスメント相談窓口

【電子メールで】

harass110@t-kougei.ac.jp

ハラスメントとは？ ハラスメントが起こったら

（１）相談窓口

（２）自分がハラスメントにあったら

（３）友人がハラスメントにあったら

（４）相談する勇気を持ちましょう

参考資料 東京工芸大学ハラスメントの防止対策に関する規程（Ｐ.79）
東京工芸大学ハラスメントの防止に関するガイドライン（Ｐ.80）

 東京工芸大学は全ての学生および教職員が、個人として尊重され、互いの信頼のもとに勉学や課外活動、業務にいそしむことができる環境をつ
くり、これを維持していくことが重要と考えています。
　本学ではハラスメントに対し、断固たる態度でこれを排除・防止することを宣言いたします。また万一、本学でこのような問題が発生した場合は、
常に適切な対応と迅速な解決に向けて取り組みます。

 勉学、研究、課外活動、就労等の関係においてなされた他の者を不
快にさせる性的な言動、及び修学、就労上における学内の力関係を利
用した不適切な言動です。行為者本人が意図するか否かにかかわら
ず相手方に不快なものと受け取られ、その言動によって不利益を受
け、また脅威や屈辱感を与えられることにより、学び、活動し、研究
し、働くための環境を著しく損なうものをいいます。

●相談員に直接相談してください
●電話・手紙・電子メールを用いて相談してください

●不快であることを、その場で相手にはっきりと伝えてください
●いつ、どこで、誰から、どのようにされたのか、また証人や目撃者が
いるのか、できるだけ詳しく記録（メモ）してください
●勇気をもって相談してください

●見過ごさないで助けましょう
●被害者の相談にのって、精神的に支えてあげましょう
●相談窓口に行くようにすすめ、同行してあげましょう
●必要なら証人になってあげましょう

●圧力や仕返しを恐れることはありません
●言っても無駄だと諦めないでください
●自分にスキがあったからだと、自分を責めないでください
●問題をひとりで抱え込まず、信頼できるひとに相談してください

【直接相談員へ】本学には12名の相談員がいます。
相談員の氏名はコウゲイ.netで確認してください。
皆さんが信頼する相談員に相談してください。

※相談員は皆さんの名前や相談内容などの秘密は必ず守ります。

大学への提案メール
　皆さんの考えた大学への提案を受け付けるメールシステムです。このシステムに寄せられた提案は、担当者が内容を確認し、提案者に対し 2週
間以内に返信する予定です。また提案は、大学運営の参考にさせていただきます。

 以下の点に注意してご利用ください。
● 大学に直接提案する必要があるもののみとし、担当部署が明確なものは、直接担当部署に申し出てください。
● 学内 LANに接続されたコンピュータでアクセスしてください。
● 大学のネットワーク接続用のＩＤとパスワードが必要です。
● 東京工芸大学の学生のみ利用できます。

大学公式ホームページ→在学生の方へ→相談窓口「大学への提案メール」●

成年年齢引下げ
　2022年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられます。成年年齢が引き下げられることだけでなく、その意義や、引下げに当たって気を付け
ておくべきこと等を十分に理解することは極めて重要です。今般、法務省において、成年年齢引下げ後に成年に達する若年者を対象とした『特設
ウェブサイト「大人への道しるべ」』が公表されると同時に、内容をコンパクトにまとめた解説動画「1分でわかる成年年齢引下げ」が制作されまし
た。必ず一度視聴してください。

○動画「1分でわかる成年年齢引下げ」：https://seinen.go.jp　（成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」のトップページ）

【例】
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トラブル防止の対策

●盗難
　金品等を盗まれること。学内では貴重品を必ず携行し、教室や図書
館等にかばんを放置しないよう盗難の予防に努めてください。
　また、ロッカー（体育館のロッカー含む）は必ず施錠し貴重品は身に
つけ、自転車は必ず鍵をかけてください。

●ワンクリック詐欺
 特定サイト（アダルト）などへアクセスして画面上の画像等をクリッ
クしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、
料金を請求されるというもの。
 その際に、自分のＩＰアドレスやメールアドレスが表示されるケース
もあるが、絶対に料金を振り込んだり、コンタクトを取ろうとしないこ
と。また、興味本位にアクセスしないことが必要。

●利用した覚えのない請求
 利用した覚えのないアダルトサイト等の請求が、はがき、電子メール
等で送られてくるもの。利用していなければ絶対に反応しないこと。
また手口も巧妙になってきているので、必ず誰かに相談すること。

●振り込め詐欺
 いわゆる「オレオレ詐欺」、架空の誘拐話、犯罪事件の示談金名目でお
金を騙し取るもの。最近、多くの大学から詐欺被害（未遂も含む）が報告
されています。普段から家族と緊急時の連絡先を決めておきましょう。

●マルチ商法・マルチまがい商法
 販売組織の会員が、友人を勧誘し、新しく入った会員がさらに新しい
会員を勧誘するといった行動を繰り返し、ピラミッド型に組織を拡大し
ていく商法。「すぐに高収入が得られる」といった言葉で勧誘されるが、
実際は儲かることはない。借金を背負うことになるばかりか、友情も壊し
てしまう。暴力団が絡んだ儲け話の勧誘には乗らないこと。

●宗教への悪質な勧誘
 大学内では宗教布教・勧誘活動を禁止しているので、万一、勧誘され
た場合には学生課か学生支援センター〈HOME〉に相談すること。
 大学近くで待ち伏せをしての強引な勧誘や、自分達の正体を隠し
「サークル」と称してイベント等に誘い、行ってみたら宗教に勧誘される
という悪質なケースもあり、注意が必要。さらには脱退しようとすると
軟禁、暴行に及ぶ集団もある。
 悪質な勧誘は、物事が思ったとおりに運ばない時や、挫折した時に何
かにすがりたいといった心の隙間につけ入ろうとする。中途半端に返事
をすると入信する気があると受け取られ、強引に勧誘してくるケースも
ある。断る時はキッパリと断ること。

●訪問販売
 自宅に販売員が訪問してくる。家にいる間も施錠し、ドアを開ける前
には必ず用件を確認すること。服装やセールストークに惑わされないよ
うに。

●キャッチセールス
 駅前や路上で声をかけられ、ついていくとそこは商品の販売会場で、
長時間にわたり、しつこく契約をするよう迫られる。

●アポイントメント商法
　電話等で面会の約束をし、商品の契約を迫る商法のこと。抽選や商品
モニターに当選したから来てほしいと言われるケースが多くそれに応
じて出かけていくと販売会場に連れて行かれ、契約するまでしつこく勧
誘される。

備考期間契約種類
訪問販売（アポイントメントセールスなど）
電話勧誘販売

すべての商品・権利・役務連鎖販売取引（マルチ商法）
貴金属等の訪問買取訪問購入
エステ、語学教室など特定継続的役務提供
モニター商法、内職商法業務提供誘引販売取引

※通信販売、インターネットショッピングは原則クーリングオフはできません。
※消耗品で使用した分は対象外です。
※必ず書面で通知しなければなりません。特定記録か簡易書留で送付してください。
 クレジット契約をした場合、クレジット会社へも同様に通知してください。
※法律の対象外のものでもクーリングオフができる場合があります。
　まずは学生課、学生支援センター〈HOME〉や消費生活センターに相談してください。

 厚木市消費生活センター 046-294-5800
 

☎

 国民生活センターホームページ 　http://www.kokusen.go.jp/
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クーリングオフ制度

最近報告されているトラブル

　詐欺事件や消費者取引に関するトラブルが大学生の間で増加しています。

　「なにかおかしい！」と思ったら、早急に警察、学生課、学生支援センター〈HOME〉、または最寄の消費者生活センターに相談してください。

 クーリングオフ制度とは、法律で定め

られた特定の取引について契約を無条

件に解除できる制度です。

 クーリングオフができる期間は、契約

をした日から右のとおりです。

店舗外での指定商品・権利・役務の取引

（3,000円未満の現金取引を除く）

８日間

８日間

20日間

20日間

8日間

８日間

ハラスメントの防止対策に関する取り組み

ハラスメント相談窓口

【電子メールで】

harass110@t-kougei.ac.jp

ハラスメントとは？ ハラスメントが起こったら

（１）相談窓口

（２）自分がハラスメントにあったら

（３）友人がハラスメントにあったら

（４）相談する勇気を持ちましょう

参考資料 東京工芸大学ハラスメントの防止対策に関する規程（Ｐ.79）
東京工芸大学ハラスメントの防止に関するガイドライン（Ｐ.80）

 東京工芸大学は全ての学生および教職員が、個人として尊重され、互いの信頼のもとに勉学や課外活動、業務にいそしむことができる環境をつ
くり、これを維持していくことが重要と考えています。
　本学ではハラスメントに対し、断固たる態度でこれを排除・防止することを宣言いたします。また万一、本学でこのような問題が発生した場合は、
常に適切な対応と迅速な解決に向けて取り組みます。

 勉学、研究、課外活動、就労等の関係においてなされた他の者を不
快にさせる性的な言動、及び修学、就労上における学内の力関係を利
用した不適切な言動です。行為者本人が意図するか否かにかかわら
ず相手方に不快なものと受け取られ、その言動によって不利益を受
け、また脅威や屈辱感を与えられることにより、学び、活動し、研究
し、働くための環境を著しく損なうものをいいます。

●相談員に直接相談してください
●電話・手紙・電子メールを用いて相談してください

●不快であることを、その場で相手にはっきりと伝えてください
●いつ、どこで、誰から、どのようにされたのか、また証人や目撃者が
いるのか、できるだけ詳しく記録（メモ）してください
●勇気をもって相談してください

●見過ごさないで助けましょう
●被害者の相談にのって、精神的に支えてあげましょう
●相談窓口に行くようにすすめ、同行してあげましょう
●必要なら証人になってあげましょう

●圧力や仕返しを恐れることはありません
●言っても無駄だと諦めないでください
●自分にスキがあったからだと、自分を責めないでください
●問題をひとりで抱え込まず、信頼できるひとに相談してください

【直接相談員へ】本学には12名の相談員がいます。
相談員の氏名はコウゲイ.netで確認してください。
皆さんが信頼する相談員に相談してください。

※相談員は皆さんの名前や相談内容などの秘密は必ず守ります。

大学への提案メール
　皆さんの考えた大学への提案を受け付けるメールシステムです。このシステムに寄せられた提案は、担当者が内容を確認し、提案者に対し 2週
間以内に返信する予定です。また提案は、大学運営の参考にさせていただきます。

 以下の点に注意してご利用ください。
● 大学に直接提案する必要があるもののみとし、担当部署が明確なものは、直接担当部署に申し出てください。
● 学内 LANに接続されたコンピュータでアクセスしてください。
● 大学のネットワーク接続用のＩＤとパスワードが必要です。
● 東京工芸大学の学生のみ利用できます。

大学公式ホームページ→在学生の方へ→相談窓口「大学への提案メール」●

成年年齢引下げ
　2022年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられます。成年年齢が引き下げられることだけでなく、その意義や、引下げに当たって気を付け
ておくべきこと等を十分に理解することは極めて重要です。今般、法務省において、成年年齢引下げ後に成年に達する若年者を対象とした『特設
ウェブサイト「大人への道しるべ」』が公表されると同時に、内容をコンパクトにまとめた解説動画「1分でわかる成年年齢引下げ」が制作されまし
た。必ず一度視聴してください。

○動画「1分でわかる成年年齢引下げ」：https://seinen.go.jp　（成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」のトップページ）

【例】
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国民年金への加入

相談窓口 
国民年金相談窓口
日本年金機構「ねんきんダイヤル」

☎0570-05-1165（ナビダイヤル）

国民年金制度 加入手続き
 国民年金は、日本に住所があり、厚生年金等に加入していない20
歳以上60歳未満の方は、学生（留学生を含む）でも加入しなければ
なりません。65歳になり老齢基礎年金を受給するためには、最低10
年の保険料納付期間等が必要です。また、万一事故や病気等で重い
障害になってしまった場合、保険料を納めていないと、障害基礎年金
を受け取ることができない場合があります。

 加入の手続きは、住民票を登録している市区町村の国民年金担当
窓口で行います。親元から離れて生活して、住民票を移していない場
合は、家族が加入を代行することもできます。国民年金制度は、障害・
死亡・老齢等の人生の困ったときに皆で助け合う制度です。２０歳に
なったら、必ず加入しましょう。

学生納付特例制度について
　日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から、国民年金の
被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生に
ついては、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」が設けられています。
　手続き方法については、住民登録をしている市町村に直接お問い
合わせください。

選挙について
選挙権年齢18歳に引き下げ 住民票の異動を忘れずに

　2015年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布
されました。
　これに伴い、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引
き下げられ、大学1年次生から選挙権を有することとなりました。
　選挙は、国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反
映させることのできる大切な機会です。選挙には必ず行きましょう。

　選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人
名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は住民
票がある自治体で行われます。進学に伴い、実家を離れる場合等に
おいては、引越し先の自治体への転入届の提出を忘れないよう行っ
てください。
　住民票の異動をしていない、または異動してから3ヵ月経過してい
ない場合は、新しい住所地で投票できませんので、旧住所地で「期日
前投票制度」や「不在者投票制度」を利用しましょう。
　詳しくは住民票のある自治体の「選挙管理委員会」に問い合わせ
てください。

第4章 キャンパスライフ 奨学金編

学習奨励型奨学金

　東京工芸大学の奨学金制度は大きく分けて以下の 2つの目的に分類されます。

備　考採用人数金   額選　考　基   準出　願　資　格奨学金名称 募集時期

若干名野呂奨学金
各学年の平均的な単位数を
修得し、かつＧＰＡが原則と
して2.5以上とする。

１５万円
（給付）

在学中１回10月～11月
学術優秀・品行方正及び身体強健であ
り、経済的理由により修学に困難があ
ると認められる学部生

本学大学院入試に合格し、入学予定であ
る本学学部４年次生で、研究意欲が旺
盛で、人物及び学業ともに優れ、経済的
理由により修学に困難があると認めら
れる者

東京工芸大学
大学院研究
奨学金

願書、所属研究室教員の推薦
書及び面接での評価。原則とし
てＧＰＡ2.5以上とする。

30万円
（給付）

６名以内
（工学研究科４名
以内、芸術学研
究科２名以内）

在院中１回11月～1月

学業成績が優秀、かつ特に個性的な人
物で、経済的理由により修学に困難があ
ると認められる2年次以上の学部生
（外国人留学生は除く）

後援会
教育奨学金

各学年の平均的な単位数を修
得し、かつＧＰＡが原則として
2.5以上とする。

３０万円
（給付）

３０名以内 在学中１回
6月
１１月

　学習奨励　　　経済的な負担を軽減することにより学習を奨励するもの

学業継続支援　　学業の継続が困難な経済的状況に陥った者に対し支援を行うもの

東京工芸大学の奨学金・特待生制度

人物及び学業ともに優秀であり、経済的
理由により修学に困難があると認めら
れる学部留学生及び大学院留学生

後援会
留学生奨学金

各学年の平均的な単位数を修
得し、かつGPAが原則として
2.1以上とする。
仕送りが平均月額90,000円以
下であること。または、在日して
いる扶養者がいる場合は年収
が500万円未満であること。

３０万円
（給付）

学部生：
２０名以内
大学院生：
5名以内

在学中１回10月～11月

※募集時期は予定です。募集についてはコウゲイ.netでお知らせします。必ず確認してください。

成績及び家計経済状況を考慮
して審査するものとする。な
お、成績は原則としてGPA2.5
以上を応募条件とする。

東京工芸大学大学院工学研究科に在籍
する者で、人物及び学業ともに特に優秀並
びに健康であり、経済的理由により修学
に困難があると認められ、かつ、修了後、
同窓会役員として同窓会活動に積極的に
参加する意思のある者とする。ただし、本
学の工学部の卒業者以外の者は、出願時
点で工学部同窓会に入会している者、ま
たは入会予定の者に限る。特待生制度に
よる特待生との併用は制限しない。

工学部同窓会
奨学金

５０万円
（給付）

大学院生
5名以内

在院中1回4月中旬

●依存の種類
「物質への依存」
　　アルコールや煙草（ニコチン）、薬物といった精神に依存する物質
を原因とする依存症状のことを指します。

　　依存性のある物質の摂取を繰り返すことによって、以前と同じ量
や回数では満足できなくなり、次第に使う量や回数が増えていき、
使い続けなければ気が済まなくなり、自分でもコントロールできな
くなってしまいます。
「行為（プロセス）への依存」
　　物質ではなくギャンブルなど特定の行為や過程に必要以上に熱中
し、のめりこんでしまう症状のことを指します。特に若者が陥りがち
であり、近年問題となっているのがインターネットやゲームへの依存
です。その他にも買物依存、性依存、過食・拒食、自傷癖、窃盗癖など
も代表的な行為依存と言われています。

●依存症にならないために
　　違法な薬物に手を出さないことはもちろん、20歳になっても
気軽に煙草やお酒に手を出さず、節度を持って接するようにし
てください。

　　また行為依存の危険をよく理解し、インターネットやゲーム
などはルールを決めて計画的に行うよう心がけましょう。

　　万が一、依存症が疑われる場合は本人や家族だけで抱え込ま
ず、専門の機関に相談してください。

●依存症とは？
　特定の何かに心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状
態になることです。
　人が「依存」する対象は様々ですが、代表的なものに、アル
コール・薬物・ギャンブル等があります。依存症に共通すること
は、家族とのケンカが増える、生活リズムがくずれる、体調をく
ずす、お金を使いすぎるなど何かしらの問題が起きているのに
も関わらず、ほどほどにできない、やめられない状態に陥ると
いうことです。
　依存症は、一般的なイメージでは、“本人の心が弱いから”依
存症になったんだ、と思われがちですが依存症の発症は、ドー
パミンという脳内にある快楽物質が重要な役割を担っていま
す。アルコールや薬物、ギャンブルなどの物質や行動によって快
楽が得られます。そして、物質や行動が繰り返されるうちに脳
がその刺激に慣れてしまい、より強い刺激を求めるようになり
ます。その結果、物質や行動がコントロールできなくなってしま
う病気なのです。

依存症の危険性について




