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生活
支援

その他の学習・生活支援

教育ローン

問い合わせ先

相談窓口 学生課 参考資料 

日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

☎０４６-２２４-３７３１
厚木支店

０５７０ - ００８６５６
https://www.jfc.go.jp/
☎

０１２０ - ５１７- ３２５（フリーダイアル）
http://www.orico.tv/gakuhi/
☎

三井住友銀行 国内全店
（統括店）厚木支店

オリエントコーポレーション
学費サポートデスク

 日本政策金融公庫の教育ローンと民間金融機関の教育ローン
があります。

研究奨励費支給制度学習
支援

学部４年次生・大学院生対  象

支給基準

学部４年次生 ２万円
大学院生 （海外の会議における

　 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（海外の会議における発表を含
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４年次生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。

生活
支援 学生短期貸付金制度

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

貸付基金の限度内貸付人員

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、本学後援会の基金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
ex)学内でケガ、発病し、緊急に医療機関にかかるため。

学生作品発表活動奨励費支給制度学習
支援

 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

会基金により、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。

（東京工芸大学の学生であることを伝
えてください。）

東京工芸大学後援会研究奨励費支給規程（Ｐ.84）

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.85）

東京工芸大学後援会学生短期貸付金制度規程（Ｐ.86）

学習
支援

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
国立劇場キャンパスメンバーズ

 本学は上記の美術館、博物館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。

※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
国立新美術館
国立西洋美術館
京都国立近代美術館
国立国際美術館

● 常設展を無料にて利用可
● 特別展を 600 円引きにて利用可国立科学博物館

● 国立劇場主催の歌舞伎公演・文楽公演の割引観劇
● 会員限定の無料セミナーやバックステージツ
アーへの参加

● イヤホンガイドの割引
● 公演プログラムの割引

国 立 劇 場

相談窓口 学生課

参考資料 東京工芸大学後援会レンタカー補助規程
（Ｐ.85）

注意事項 

 大学では４年間（建築学科は３年次までの３年間）、個人専用
ロッカ－を貸与しています。指定された（学生課掲示板にてお知ら
せします）ロッカーをご使用ください。登録手続きは不要です。

●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財・経理課に問い
合わせてください。

学生ロッカー貸与

※破損した場合は実費弁償すること。

50枚枚  数

中野キャンパス学生課貸出場所

２週間以内貸出期間

縦４１ｃｍ×横５１ｃｍ×厚さ２.５ｃｍ額サイズ

相談窓口 学生課（中野）

 写真、その他平面作品などの展示を行いたい学生に、「作品展示用
ガラス付き額」を貸し出します。所定の申し込み用紙に記入の上、学
生課に申し込んでください。

作品展示用ガラス付き額の貸し出し

厚木キャンパス学生課貸出場所

１週間以内貸出期間

１台ビデオカメラ

　厚木キャンパスでは、学友会所有のビデオカメラの貸し出しを
行っています。所定の申し込み用紙に記入の上、学生課に申し込ん
でください。

ビデオカメラの貸し出し

レンタカー利用料の補助

対　　象

使用目的

・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。

補助期間
及び台数

・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

補助金額

手 続 き

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。

注　　意

　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、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。

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

・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

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

レンタカー利用の補助制度
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その他の学習・生活支援

教育ローン

問い合わせ先

相談窓口 学生課 参考資料 

日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

☎０４６-２２４-３７３１
厚木支店

０５７０ - ００８６５６
https://www.jfc.go.jp/
☎

０１２０ - ５１７- ３２５（フリーダイアル）
http://www.orico.tv/gakuhi/
☎

三井住友銀行 国内全店
（統括店）厚木支店

オリエントコーポレーション
学費サポートデスク

 日本政策金融公庫の教育ローンと民間金融機関の教育ローン
があります。

研究奨励費支給制度学習
支援

学部４年次生・大学院生対  象

支給基準

学部４年次生 ２万円
大学院生 （海外の会議における

　 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（海外の会議における発表を含
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４年次生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。

生活
支援 学生短期貸付金制度

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

貸付基金の限度内貸付人員

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、本学後援会の基金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
ex)学内でケガ、発病し、緊急に医療機関にかかるため。

学生作品発表活動奨励費支給制度学習
支援

 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

会基金により、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。

（東京工芸大学の学生であることを伝
えてください。）

東京工芸大学後援会研究奨励費支給規程（Ｐ.84）

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.85）

東京工芸大学後援会学生短期貸付金制度規程（Ｐ.86）

学習
支援

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
国立劇場キャンパスメンバーズ

 本学は上記の美術館、博物館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。

※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
国立新美術館
国立西洋美術館
京都国立近代美術館
国立国際美術館

● 常設展を無料にて利用可
● 特別展を 600 円引きにて利用可国立科学博物館

● 国立劇場主催の歌舞伎公演・文楽公演の割引観劇
● 会員限定の無料セミナーやバックステージツ
アーへの参加

● イヤホンガイドの割引
● 公演プログラムの割引

国 立 劇 場

相談窓口 学生課

参考資料 東京工芸大学後援会レンタカー補助規程
（Ｐ.85）

注意事項 

 大学では４年間（建築学科は３年次までの３年間）、個人専用
ロッカ－を貸与しています。指定された（学生課掲示板にてお知ら
せします）ロッカーをご使用ください。登録手続きは不要です。

●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財・経理課に問い
合わせてください。

学生ロッカー貸与

※破損した場合は実費弁償すること。

50枚枚  数

中野キャンパス学生課貸出場所

２週間以内貸出期間

縦４１ｃｍ×横５１ｃｍ×厚さ２.５ｃｍ額サイズ

相談窓口 学生課（中野）

 写真、その他平面作品などの展示を行いたい学生に、「作品展示用
ガラス付き額」を貸し出します。所定の申し込み用紙に記入の上、学
生課に申し込んでください。

作品展示用ガラス付き額の貸し出し

厚木キャンパス学生課貸出場所

１週間以内貸出期間

１台ビデオカメラ

　厚木キャンパスでは、学友会所有のビデオカメラの貸し出しを
行っています。所定の申し込み用紙に記入の上、学生課に申し込ん
でください。

ビデオカメラの貸し出し

レンタカー利用料の補助

対　　象

使用目的

・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。

補助期間
及び台数

・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

補助金額

手 続 き

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。

注　　意

　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、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。

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

・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

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

レンタカー利用の補助制度
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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

当該年度オートバイ
２年次生以上
・大学院生当該年度自　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。

※４月以降は、毎月1回定期的に交通安全講習会を実施します。
　日程は、掲示板、学生課にて確認してください。

●

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。

 原則、4月に申請期間を設けます。その期間中に「学生自家用車駐
車登録申請書」を学生課に提出してください。

　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。

※自転車の変更があった場合は、必ず申請してください。
※オートバイ・自動車での通学を申請する場合は、当年度の交通安
全講習会を受講している事が条件となります。

●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.77）

通学（自転車・オートバイ・自動車）
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。

●自動車は第2駐車場に停めてください。

駐車場・駐輪場について

厚木キャンパス（銀）
中野キャンパス（金）

有効期限：卒業まで有効

0001

自転車シール オートバイシール（緑）

有効期限：2017年3月31日まで
（1年間有効）

ＴＰＵ 
0001-16

 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〉

　≪Cサイクル≫とは卒業や引っ越しで不要となった皆さんの自転
車を修理点検したのち、リサイクルするシステムです。
　Cサイクル登録をするためには、自転車通学を申請する際に学生
課へ提出する「学生自家用車駐車登録申請書」のCサイクル登録希
望欄に○印を記入してください。
　登録をすると、Cサイクルシールが支給されますので、自転車の
目立つ所に貼付してください。
　実際に、自転車が不要になったときには、生協本部に連絡してく
ださい。置き場所等の指示をいたします。
　お譲りいただいた自転車は、皆さんの善意と共に次世代の学生
へ受け継がれ放置自転車撲滅に繋がります。
　詳しくは学生課までお問い合わせください。

エコシステムCサイクル（厚木キャンパスのみ）

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。

※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。

駐車場出入口にカードリー
ダーが設置してあります。学生
証をカードリーダーにかざす
と、ゲートが開きます。

〈カードリーダー〉

自動車登録

Cサイクルシール（自転車）

厚木キャンパス

アパート・マンション生活 親元から離れアパートやマンションで生活を送る人に、生活を楽しく過ごすためのアドバイス

　厚木キャンパスでは、「厚農商事㈱」への取り次ぎをしています。
また生協では提携業者の紹介や、希望者には中野キャンパス周辺
の物件の紹介も可能です。
　中野キャンパスには、生協店舗に生協提携業者の物件ファイルが
設置されています。

紹 介 窓 口キャンパス

厚木キャンパス

中野キャンパス

●家主さんとのお付き合い 家主さんには、これから生活していく上で、
色々とお世話になることがあります。家主さんの顔と電話番号は知って
おきましょう。
●規則正しい食事 簡単手軽なインスタント食品やファーストフード等
の偏った食事になりがちです。栄養バランスを考慮した食事をするよう
に心掛けましょう。
●部屋の整理・整頓 部屋の中や身の回りは、常に整理・整頓を心掛けま
しょう。特にキッチン・浴室・トイレは汚くなりがちです。
●病気に備えて 一人暮らしをしていて病気になると心細いものです。
病気になっても応急処置ぐらいはできるように、常備薬・保険証等を用意
しておきましょう。

　アルバイト求人案内は、学生課の掲示板に掲示します。アル
バイト希望の学生は、求人案内を熟読したうえで、直接求人先
に連絡し、仕事内容および条件を確認してください。

●防犯・防災 防犯のため必ず施錠しましょう。また、ガス・暖房器具・タ
バコの吸殻などの火の元は、充分に確認してから外出しましょう。
●近隣とのお付き合い 他の住人の方々とは日頃から挨拶を交わして、
親しくなっておきましょう。
●迷惑騒音お断り 部屋の中で大声で騒いだり、ＴＶやステレオのボ
リュームを大きくして聴いていると、近隣に大変迷惑を掛けます。特に夜
間の音は響くものです。トラブルの原因としてもっとも多いものですの
で、充分に注意してください。
●ゴミは決められた日に 居住する市区町村によりゴミの収集日が異な
ります。ゴミは分別が原則となっていますので、必ず分別し定められた曜
日に出すようにしてください。

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、どの学科も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、容易ではない状況です。

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

アパート・アルバイトの紹介

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。

アパート・マンションの紹介

アルバイトの紹介

　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） ☎046-228-1331　厚木市旭町2-2-1
　（新宿） ☎03-3361-3949　新宿区百人町4-4-1

TOPIC

「ブラックバイト」にご用心

０４６-２２８-０１８２☎

０3-5371-2669☎

０４６-２４２-８２７１☎
厚農商事株式会社

東京工芸大学生協購買部

東京工芸大学生協本部
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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

当該年度オートバイ
２年次生以上
・大学院生当該年度自　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。

※４月以降は、毎月1回定期的に交通安全講習会を実施します。
　日程は、掲示板、学生課にて確認してください。

●

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。

 原則、4月に申請期間を設けます。その期間中に「学生自家用車駐
車登録申請書」を学生課に提出してください。

　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。

※自転車の変更があった場合は、必ず申請してください。
※オートバイ・自動車での通学を申請する場合は、当年度の交通安
全講習会を受講している事が条件となります。

●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.77）

通学（自転車・オートバイ・自動車）
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。

●自動車は第2駐車場に停めてください。

駐車場・駐輪場について

厚木キャンパス（銀）
中野キャンパス（金）

有効期限：卒業まで有効

0001

自転車シール オートバイシール（緑）

有効期限：2017年3月31日まで
（1年間有効）

ＴＰＵ 
0001-16

 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〉

　≪Cサイクル≫とは卒業や引っ越しで不要となった皆さんの自転
車を修理点検したのち、リサイクルするシステムです。
　Cサイクル登録をするためには、自転車通学を申請する際に学生
課へ提出する「学生自家用車駐車登録申請書」のCサイクル登録希
望欄に○印を記入してください。
　登録をすると、Cサイクルシールが支給されますので、自転車の
目立つ所に貼付してください。
　実際に、自転車が不要になったときには、生協本部に連絡してく
ださい。置き場所等の指示をいたします。
　お譲りいただいた自転車は、皆さんの善意と共に次世代の学生
へ受け継がれ放置自転車撲滅に繋がります。
　詳しくは学生課までお問い合わせください。

エコシステムCサイクル（厚木キャンパスのみ）

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。

※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。

駐車場出入口にカードリー
ダーが設置してあります。学生
証をカードリーダーにかざす
と、ゲートが開きます。

〈カードリーダー〉

自動車登録

Cサイクルシール（自転車）

厚木キャンパス

アパート・マンション生活 親元から離れアパートやマンションで生活を送る人に、生活を楽しく過ごすためのアドバイス

　厚木キャンパスでは、「厚農商事㈱」への取り次ぎをしています。
また生協では提携業者の紹介や、希望者には中野キャンパス周辺
の物件の紹介も可能です。
　中野キャンパスには、生協店舗に生協提携業者の物件ファイルが
設置されています。

紹 介 窓 口キャンパス

厚木キャンパス

中野キャンパス

●家主さんとのお付き合い 家主さんには、これから生活していく上で、
色々とお世話になることがあります。家主さんの顔と電話番号は知って
おきましょう。
●規則正しい食事 簡単手軽なインスタント食品やファーストフード等
の偏った食事になりがちです。栄養バランスを考慮した食事をするよう
に心掛けましょう。
●部屋の整理・整頓 部屋の中や身の回りは、常に整理・整頓を心掛けま
しょう。特にキッチン・浴室・トイレは汚くなりがちです。
●病気に備えて 一人暮らしをしていて病気になると心細いものです。
病気になっても応急処置ぐらいはできるように、常備薬・保険証等を用意
しておきましょう。

　アルバイト求人案内は、学生課の掲示板に掲示します。アル
バイト希望の学生は、求人案内を熟読したうえで、直接求人先
に連絡し、仕事内容および条件を確認してください。

●防犯・防災 防犯のため必ず施錠しましょう。また、ガス・暖房器具・タ
バコの吸殻などの火の元は、充分に確認してから外出しましょう。
●近隣とのお付き合い 他の住人の方々とは日頃から挨拶を交わして、
親しくなっておきましょう。
●迷惑騒音お断り 部屋の中で大声で騒いだり、ＴＶやステレオのボ
リュームを大きくして聴いていると、近隣に大変迷惑を掛けます。特に夜
間の音は響くものです。トラブルの原因としてもっとも多いものですの
で、充分に注意してください。
●ゴミは決められた日に 居住する市区町村によりゴミの収集日が異な
ります。ゴミは分別が原則となっていますので、必ず分別し定められた曜
日に出すようにしてください。

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、どの学科も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、容易ではない状況です。

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

アパート・アルバイトの紹介

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。

アパート・マンションの紹介

アルバイトの紹介

　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） ☎046-228-1331　厚木市旭町2-2-1
　（新宿） ☎03-3361-3949　新宿区百人町4-4-1

TOPIC

「ブラックバイト」にご用心

０４６-２２８-０１８２☎

０3-5371-2669☎

０４６-２４２-８２７１☎
厚農商事株式会社

東京工芸大学生協購買部

東京工芸大学生協本部
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専用寮について

　入寮に関する窓口は学生課です。入寮に係る費用や、
申し込み方法等の詳細は、学生課で確認してください。
　ホームページ：http://www.gakuseikaikan.com/dp/t-kougei/

【寮内設備】

・ダイニングルーム　・パブリックバス　・シャワーブース
・ランドリールーム　・キッチンコーナー
・駐輪場　・オートロック
・メ－ルボックス

【利用時間】
１.開門と閉門
　開門／6:30　閉門／24：00
２.食事時間
　・朝食／7：00～8：30　・夕食／18:00～22：00
３.パブリックバス利用時間
　17:30～23：00

【概　要】
所在地：神奈川県厚木市旭町2-7-19
交　通：小田急小田原線「本厚木」駅下車　徒歩約5分
構造・規模：鉄骨造　4階建（エレベーターはありません）
居　室：洋室14.80㎡（9畳）
定　員：63室　※ベランダのない部屋が1室あります。

　本学では、親元を離れて学ぶ学生向けに、本学専用寮を用意して

います。一人ひとりのプライバシーはしっかり守りながらも、家庭的

な雰囲気は保たれ、安心して生活できるように配慮された専用寮で

す。また、様々な出身地の友人と共同生活することにより、協調性も

身につけることができます。

※管理・運営：（株）共立メンテナンス

駅南口入口

旭町１丁目 〒

本厚木駅
至新宿

至小田原

小田急小田原線

マクドナルド

エクセルシオールカフェ

東京工芸大学行バス停
松屋

ローソン

ミロード2

ミロード南館
静岡銀行

小田急厚木ホテル
サンクス

ローソンくすり
難波歯科

ファミリーマート
ソフトバンク

あおば鍼灸接骨院

テニスショップ

ふらんす菓子ペールノエル

厚木旭郵便局

JA厚木

北
口

南
口

バスロータリー

バスロータリー

ドーミー本厚木
「男子寮ミネルヴァ」

【寮内設備】

・ダイニングルーム　・ランドリールーム
・駐輪場　・オートロック
・メ－ルボックス

【利用時間】
１.開門と閉門
　開門／6:30　閉門／23：30
２.食事時間
　・朝食／7：00～8：30　・夕食／18:00～22：00

【概　要】
所在地：神奈川県海老名市中新田2-13-62
交　通：小田急小田原線・JR相模線「厚木」駅下車
　　　  徒歩約6分
構造・規模：鉄骨造　5階建（エレベーターはありません）
居　室：洋室18.90㎡（11.5畳）
定　員：54室

交
番

改札
美容室

静岡
中央銀行

スーパー

踏切

焼肉ホルモン
大和屋

林歯科内科

花屋

SUZUKI
クリーニング

ドーミー厚木
「女子寮フローラ」

入寮について

女子寮／Flora〈フローラ〉男子寮／Minerva〈ミネルヴァ〉

トラブル防止の対策

●アポイントメント商法

●盗難
　学内では貴重品を必ず携行してください。教室や図書館などにかば
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）は必ず施錠し貴重品は身につけて
ください。
　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。

 若い女性から、「会いたい」という電話がかかってきて、それに応じて
“のこのこ”出かけていくと販売会場に連れて行かれ、契約をさせる商
法。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。配達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の通知をしてください。
※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

 中野区消費者センター 03-3389-1196

☎

☎

 神奈川県県民部消費生活課ホームページ

●

●

●

           http://www.pref.kanagawa.jp/div/0207/
 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に増加しています。
　トラブルを未然に防ぐには、個人情報（住所、電話番号等）を確実に管理することが一番重要です。最近、学校の名前を名乗り、個人情報を聞き出
す電話が増えています。学校からこのような問い合わせをすることはありません。「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


