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　ボランティア活動に従事した学生に対して、その活動を支援、推進
するために支援金を支給する制度があります。支援を受けるには、個
人または団体でのボランティア登録が必要になります。

●登録できるボランティア内容
①社会福祉ボランティア
　障害者援助、介護（相談・助言）
②国際交流ボランティア
　留学生支援（相談・通訳）、海外活動
③技能ボランティア
　手話通訳者、パソコンテイク、ノートテイク語学（通訳・日本語）、文化
活動（写真・音楽等）、スポーツ活動（指導）、各種免許（運転免許、そ
の他）及び特技

④一般ボランティア
　防災・災害時におけるボランティア、環境保護活動等
⑤その他のボランティア

●支援金の対象
　交通費、宿泊費、保険加入助成、活動補助金
　※全てボランティア支援センター運営委員会が必要と認めたものに
　　限ります。

相談窓口 学生課

参考資料 
東京工芸大学ボランティア支援センター規程（Ｐ.83）
東京工芸大学ボランティア活動支援金支給規程（Ｐ.84）

ボランティア活動支援についてボランティア支援センターについて

 ボランティア活動は特別なことではなく、一人ひとりの何気ない活
動の中で、行われているのです。個人が何かのために役立ちたいと思
う心、また、お互いに助け合って生きていこうとする気持ちがあれば
立派なボランティア活動ができます。本学では、ボランティア活動を
してみたい、何かに自分の技能や特技を活かしたいと考えている人
の活動を支援する「ボランティア支援センター」を厚木キャンパス学
生課に開設しています。

ボランティア情報の紹介

 大学に依頼があったボランティア募集の情報については、ファイル
に綴って厚木学生課のカウンターに設置しています。ボランティア活
動に興味のある方は、ぜひご覧ください。

学生による工・芸共同研究 Co-G.E.I.チャレンジについて

　工学部と芸術学部を持つという本学の特徴を生かし、工・芸両学
部の学生が協力して行う研究を推進しています。学生から提出され
た申請書とプレゼンテーションをもとに、学長を委員長とした審査
委員会が審査し、支援する活動を決定、最大80万円の研究資金が助
成されます。　学部や学科を超えた、新しい価値の創造にチャレンジ
しています。
※Co-G.E.I……「Cooperative Good Educational Innovation」
（協同して取り組む、優れた教育的革新）の頭文字をつなげた造語

申請条件

①工学部と芸術学部（大学院を含む）の複数の学生がともに参加して
いること

②学生のみなさんが自主的に行うこと
③本学の専任教員（１名以上）を指導（支援）責任者とすること
④採択年度の2月末頃までに行うこと
　※活動が採択された場合、指導（支援）責任者を通じて予算執行を
　行います

　※活動終了後に成果をとりまとめた報告書を提出する必要があり
　ます（報告書は大学ホームページで公開予定です）

　※東京工芸大学後援会「学生作品発表活動奨励費」「学生と教員と
　の共同活動等への教育・研究助成費」等、大学、後援会及び同窓
　会が支給する他の補助金との重複採択は行いません。

2016年度に採択された活動

●工芸共同のEV制作
●マンガ元素図鑑『イメげん』制作委員会
●CAD&マンガを用いた高校生向け電子工作キット教材の制作
●ニ足歩行型ロボット大会出場を目指したロボット開発プロジェクト
●Tokyo Design Week参加
●ウェアラブルデバイス～筋電信号による!聞ける手話!～

相談窓口 教育研究支援課

Co-G.E.I.チャレンジ
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就職支援課の利用について

就職支援／資格取得支援

就職支援課では、学生の皆さんの就職活動やインターンシップに関
するご相談に対応しています。
1年次から利用可能ですので、お気軽にご利用ください。

資格取得支援
特定の資格・検定試験の合格者に対し、東京工芸大学後援会による
受験料の助成を行っています。
申請方法や申請期間等は、コウゲイ.net等でお知らせします。
（注）助成対象となる資格・検定試験は年度により異なるため、最新
情報はホームページを確認してください。

キャリア教育／就職支援企画

≪キャリア教育について≫
大学卒業後の社会的・職業的自立に向けて、本学では1年次から授
業で「キャリア教育科目」を開講しています。
「キャリア教育科目」では、「自己理解・自己管理能力」「論理的思考
力・創造力」「人間関係形成・社会形成能力」「課題対応能力」「キャリ
アプランニング能力」等、生涯にわたるキャリア形成の基盤となる基
礎的・汎用的能力を養います。（芸術学部においては、クリエイターと
してキャリアを積んでいくために必要な準備も「キャリア教育科目」
の内容に含めています）
これら「キャリア教育科目」は、社会人・職業人として生活していくた
めに生涯にわたって必要となる能力であるため、卒業後の進路とし
て「就職」を視野に入れている人はもちろん、そうでない場合にも必
ず履修してください。

≪就職支援企画について≫
具体的な就職活動を支援するために授業（キャリア教育科目）とは
別に様々な「就職支援企画」を実施しています。（例：インターンシッ
プ勉強会／業界・企業研究セミナー／学内企業説明会／面接対策講
座／筆記試験対策講座／個別相談　etc）
これらの企画は4年次・3年次だけではなく、1～2年次から参加可能
なものも少なくありません。
ぜひ、低学年次から積極的に参加してください。
開催予定はコウゲイ.netおよび掲示板にてお知らせするので、こま
めに情報をチェックしてください。
（※コウゲイ.netについてはP.15を参照してください。）

期間

通常期
（授業期間中）

月～金曜日

土曜日

月～金曜日

9：00～18：20

9：00～17：00

11:30～12:30　
は閉室
就職支援課（中野）は
土曜日閉室
11:30～12:30
は閉室9：00～17：00授業期間外

開室時間 備考

●就職支援課　ご利用案内
就職活動に関する、下記書類の配布・発行を行っています。（無料）

配布・発行物 備考

卒業（修了）見込証明書

履歴書

就職活動に伴う欠席届

推薦状発行願

就活手帳

○事前に「進路登録カード」を提出した
卒業（修了）見込有資格者のみの発
行となります

○配布は1人につき、1日5枚までです
○就職活動では市販の履歴書ではな
く、この履歴書を使用してください

○企業担当者の確認印が必要なため、
欠席する該当日より前に就職支援課
で用紙を受け取ってください

○欠席届を提出しても、「公欠」扱いに
はなりません

○申請日の翌日以降に「推薦状」を発
行（※教授推薦は除く）します
○推薦状提出企業に内定した場合に
は、内定辞退はできません

○3年次・大学院1年次後期に配布します

【2017年度助成対象（予定）】
該当試験名

情報処理技術者試験

CG-ARTS検定

ビジネス著作権検定

宅地建物取引士資格試験

色彩検定

ウェブデザイン技能検定

映像音響処理技術者資格認定試験

秘書技能検定（2級以上）

カレッジTOEIC

化学系資格（公害防止管理、甲種危険物、環境計量士）

ＶＥリーダー（バリューエンジニアリング）

工業英語能力検定

●就職支援課で閲覧できるもの

無料コピーができます

デザイナー職等で内定した先輩のポー
トフォリオの閲覧ができます

貸出できます（貸出期間：1週間）

内定した先輩の入社試験報告書を閲
覧できます

求人票

ポートフォリオ

就職関連図書

入社試験報告書

●就職支援課　開室時間

●カレッジTOEIC

年2回以上、学内でカレッジTOEIC試験を開催しています。スコ

アは正規のTOIECと同様に正式認定されます。受験料の大部分

は後援会が負担いたします。（委託：東京工芸大学生活協同組合）

●工業英語能力検定

工学分野における英語力をはかり、その実力を認定する工業英

語能力検定の合格者にはその受験料を全額補助いたします。

本学問合わせ先：工学部基礎教育センター英語科　田邊　寛

TOPIC
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※キャリア教育科目　　　　　　　／　課外講座　　　　　　　　／　条件を満たした場合に単位認定

インターンシップ

インターンシップとは、「在学中に、企業等において自らの専攻やキャリアに関連した就業体験を行うこと」です。
所定の条件を満たした場合には、単位の申請も可能です（工学部：2・3年次／芸術学部：3年次）。
単位申請が認められる条件については、就職支援課までお問い合わせください。

4月　　　5月　　　6月　　 　7月　　　8月　　　 9月　　　10月　　 11月　　  12月　　　1月　　　2月　　　3月

4月　　　5月　　　6月　　 　7月　　　8月　　　 9月　　　10月　　 11月　　  12月　　　1月　　　2月　　　3月
学年

前期 後期

1年

2年

3年

4年

【工】プレゼンテーション演習（キャリアⅠ） 【工】自己分析と行動計画（キャリアⅡ）

【芸】キャリアデザイン概論

【工】ビジネスとマナー（キャリアⅢ）

【芸】仕事とライフデザイン

【工】ロジカル・ライティング演習（キャリアⅣ）

【芸】ポートフォリオ制作演習

【芸】クリエーティブ発想力演習

【芸】進路を考えるA

【芸】進路を考えるB

各種就職支援企画　（学内企業説明会／求人紹介企画／出張ハローワーク　etc）

インターンシップ勉強会

インターンシップ勉強会

【工】就職ガイダンス

○模擬集団面接・グループディスカッション講座

○ポートフォリオアドバイス

○履歴書の書き方講座

○就活メイク・スーツ講座

○筆記試験対策講座

○就活強化合宿         etc

※全学年対象のものもあります

個別相談（履歴書・エントリーシートの添削／模擬面接／求人紹介／就活相談 etc）
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芸術学部長

吉野　弘章
（写真学科）

工学研究科長

内田 孝幸
（メディア画像学科）

工学部長

西宮 信夫
（電子機械学科）

芸術学研究科長

吉田  成
（写真学科）

工学部  教員

陳   軍

①レーザ応用研究室
　厚木１０号館 ７階
②メディア画像工学入門、
波動光学、レーザ応用
工学、メディア画像応
用実験、光学演習
③光計測、レーザ応用、 
画像処理、ホログラフィー

１.所属研究室・号館（厚木キャンパス）及び階 ２.主な担当科目
３.専門分野 ＊敬称略・順不同（2017年４月１日現在）

教員役職者

第8章 教職員紹介

中楯 末三

①光システム研究室
　厚木１０号館  ７階
②幾何光学、光エレクト
ロニクス、光システム
計測、メディア画像応
用実験
③光・画像計測、光学素
子、3D画像の取得と
形成、光ファイバ、光・
音波相互作用

久米祐一郎 教授渋谷 眞人

①感覚情報処理研究室
 厚木１０号館 ６階
②コンピュータ概論、
 メディア感覚情報工学、
　ソフトウェア工学
③バーチャルリアリティ、
ヒューマンインタ
フェース、画像処理、
　視覚障害者支援技術

①光学設計研究室
 厚木１０号館 ７階
②光学設計、光学演習、メ
ディア画像基礎実験、レ
ンズCAD
③光学系の基礎理論・
解析、宇宙光学、光リ
ソグラフィー、超解像
技術、3D画像表示

教授 学科主任
教授

学 長

義江龍一郎

芸術学部教務部長

村田 雅之
（デザイン学科）

芸術学部学生部長

大島  武
（基礎教育）

中野図書館長

髙木 　聖
（基礎教育）

図書館長（兼中央図書館長）

佐藤 利文
（メディア画像学科）

工学部教務部長

大嶋 正人
（生命環境化学科）

工学部学生部長

木村 瑞生
（基礎教育研究センター）

内田 孝幸

①電子画像研究室
 厚木１０号館 ４階
②基礎画像電子工学、
メディア画像応用実
験、コンピュータリテ
ラシ、電子回路、メ
ディアデバイス工学
③電子画像工学、有機エ
レクトロニクス（有機Ｅ
Ｌ、透明EC素子など）

工学研究科長
教授 森山    剛准教授東  吉彦

①色彩画像研究室
 厚木９号館 ４階
②色彩学、色再現工学、
 コンピュータリテラシ、
 メディア画像基礎実験、 
色彩学演習
③色再現、色彩設計、
 印刷画像工学、
 視覚情報処理、
 視環境評価

①映像メディア研究室
　厚木9号館　3階
②映像概論、映像制作演
習、映像情報システム、
Webデザイン演習、映
像プログラミング演
習、メディア感覚情報
工学、ディジタル映像
特論
③音声情報処理、顔画像処
理、映像解析、音楽情報
処理、パターン情報処理

准教授

徳山 喜政 佐藤 利文田村  徹

①情報メディア研究室
　 厚木９号館 ４階
②コンピュータグラフィック
スⅠ、感性情報学、ＣＧ制作
演習Ⅰ、ＣＧプログラミング
演習、プログラミングⅠ、メ
ディア画像基礎演習B、メディ
ア画像総合演習
③画像映像処理・認識、
　メディア情報応用システム、
画像評価、視覚情報処理

①ＣＧ応用研究室
　厚木９号館 ３階
②コンピュータグラフィック
スⅡ、ＣＧ制作演習Ⅱ、ＣＧ
プログラミング演習、ゲーム
デザイン概論、情報システム
③３次元ＣＧ、ゲームプロ
グラミング、3Dプリン
ター用データの軽量化、
情報システム

①印刷デバイス研究室 
厚木１０号館 ４階
②コンピュータリテラシ、
電磁気学、メディア画像
基礎実験、画像応用デバ
イス工学
③印刷デバイス、印刷エ
レクトロニクス、分散
型EL、照明用光源

教授
図書館長（兼中央図書館長）教授

メディア
画像学科

教授 大学院メディア工学専攻主任
教授
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