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第3章 キャンパスライフ 学生生活編

喫 煙

指定場所以外での喫煙
キャンパス内外での歩きたばこ

●

●

吸殻のポイ捨て●

 喫煙は、喫煙者本人ばかりではなく、間接的に非喫煙者の健康にも害
を及ぼします（受動喫煙）。たばこは指定された場所で吸ってください。
 本学では以下の行為を禁止しています。

●  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なっています。 
　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。

食堂利用
● 昼食時の食堂は大変混雑します。食事を終えたら、他の利用者のた
めにも速やかに席を譲りましょう。

●食堂はセルフサービスです。食べ終えた食器類はテーブルに放置せ
ず、食器返却口に返却してください。

ゴミの放置
　教室や屋外のベンチ等にペットボトルやゴミを放置したままにし
ている状況が見受けられます。ゴミの放置、ポイ捨ては絶対に止め、
皆が気持よく過ごせるキャンパスにしましょう。

●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
する際には必ず電源を切ってください。

　スマートフォンや携帯電話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。

バスの乗車

 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。

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。

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。

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。

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
　サポートルームにはカウンセラーが常駐しています。学生生活の
中で、困ったこと、質問や相談したいことなどがあったら、まずサ
ポートルームに来てください。

　・よろず相談コーナー
　・カウンセリングルーム
　・センター事務室

●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。

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

e-mail:gakuseishien@office.t-kougei.ac.jp

※学生の電話相談、メール相談は原則的に行っておりません。

　HOMEは、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。

月曜日～金曜日 10:00～11:30 ／ 12:30～17:00

厚木キャンパス　13号館　1階

ホームページ　http://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/learningsupport

【コートヤード】

【サポートルーム】

学生支援センター〈HOME〉

質問・相談内容について 開室時間と場所

カウンセリングの申し込みについて

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。

　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

　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
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