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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/

【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。

【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

　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

【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

【寮内設備】
・ダイニングルーム　・ユニットバス（各部屋）　・ランドリールーム
・駐輪場　・オートロック　・メ－ルボックス

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。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

 中野区消費者生活センター 03-3389-1196

☎

☎

 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。
　「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

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

●大家さんとのお付き合い 大家さんには、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。大家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。

●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。

住まいの紹介
アパート・マンションの紹介

0120-36-0182☎

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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ソーシャルメディア利用上の注意

　ソーシャルメディアに関するお問い合わせ、ご相談は下記にご連絡
ください。
学事部広報課
☎046-242-9600
メール pr@office.t-kougei.ac.jp

④お問い合わせ

①ソーシャルメディアへの参加についての考え方
　LINE、Twitter、Facebook、Instagramなどのソーシャルメディアに
参加することは、「新たなコミュニケーションの在り方」を知る一助に
なり、「社会の声が得られる、あるいは社会に対して情報発信ができる」
貴重な場にもなりえ、実りある学生生活にも寄与するでしょう。
　ただし、ソーシャルメディア（インターネット上）での不正確・不用
意な言動が、実社会に対し多大なる影響を及ぼす危険性があるとい
う点も忘れてはいけません。
　不用意な言動により、あなたと周囲の方々の生活と将来を大きく
揺るがす事態になる危険性があります。
　ソーシャルメディア上でも、東京工芸大学の各種規則や社会的常
識に従った発言・行動・ふるまいが大原則であることを自覚してくだ
さい。その上で、ソーシャルメディアへ参加しましょう。

●大学名・実名を明らかにせず私的にソーシャルメディアへ参加する
場合も、東京工芸大学の一員である自覚のもと、行動してください。
　実名及び東京工芸大学の一員であることを名乗る場合は、自分、
自分以外の学内関係者及び大学について記載した内容が誤解され
ないようなプロフィールや記載内容にしてください。また、匿名で
利用する場合でも、ソーシャルメディア上での発言や投稿画像・位
置情報・交友関係などから、氏名・住所・大学名・所属団体・アルバイ
ト勤務先などを特定される可能性があります。実名・匿名にかかわ
らず、良識あるふるまいをしましょう。
●間違いがあった場合には、個人的な判断で削除せず、訂正するなど
　誠実に対応しましょう。
　間違えた言動をしてしまった場合は、誤りを率直に認めて、事実関
係が判明次第訂正しましょう。過去に発言したことを削除し、「なかっ
たことにする」ことは、周囲からの非難が集まる原因となります。
●法律・条例違反、犯罪を連想させる発言は、それがたとえ虚偽の内容
であったとしても禁止します。また、第三者によるこのような発言・
行動に対して同意・助長する発言も禁止します。
　未成年による飲酒・飲酒運転・カンニング・その他犯罪行為などを
行わないことはもちろんですが、それらを連想・あるいは周囲の人に
誤解させるような発言も行ってはいけません。また、第三者がこのよ
うな発言をしているのを見かけた場合、その発言に対して同意、ある
いは助長するような発言を行ってはいけません。
●差別や誹謗中傷は禁止します。
　人種・思想・信条などに関連した差別や特定の個人への侮辱・中傷を
してはいけません。また、政治・宗教など異論が出たり扇動的になった
りする可能性のある話題については、充分に配慮してください。

●著作権・肖像権・個人情報等、第三者が保有する権利の侵害を禁止し
ます。また、他者のプライバシーを尊重してください。
　個人を特定できる写真を無許可で撮影し、投稿してはいけませ
ん。また、音楽・映像・画像等の制作物の著作権を尊重し、その権利
を侵害してはいけません。
●アルバイト先などの商品情報・サービス情報、買収・合併に関する情
報、その他業務上知り得た情報には守秘義務があります。これらにつ
いては言及を禁止します。
　アルバイト先の商品情報や従業員の個人情報に対しては守秘義
務が存在します。また、顧客に関する言及・誹謗中傷をしてはいけ
ません。芸能人やスポーツ選手などに代表される著名人の方がア
ルバイト先に訪れた場合なども同様です。
●疑問やためらいがある場合には、投稿する前にご家族や教職員に
相談しましょう。
　発言することに疑問やためらいがある場合には、即座に投稿せ
ずに少し間をおいて、冷静に考えてください。また、ご家族や友
人、大学の教職員など、周囲の人に相談してください。批判や誹謗
中傷を投げかけられた際も同様です。感情的にならず、冷静に対
応しましょう。時には無視することも大切です。

②ソーシャルメディアへ参加する前に知っておくべきこと
■ソーシャルメディアでは、公私の区別が明確ではない
　ソーシャルメディア上では、個人としての立場と、東京工芸大学
関係者としての区別が明確ではありません。個人としての意見は
積極的に発信すべきですが、その発言が原因となり、東京工芸大学
及び東京工芸大学に関わる全ての人の社会的信用が損なわれる危
険があることを忘れないでください。

■インターネットリスクの理解
　インターネットには次のようなリスクがあります。良識に基づ
き、誠実なコミュニケーション・情報発信をしてください。
●投稿した内容は半永久的に保存されます
　一度、インターネット上に公開された情報は完全には削除で
きないことを認識してください。たとえ、自らの投稿そのものを
削除したとしても、第三者による投稿のコピーや保存・復元は容
易にできてしまいます。

●投稿した発言は、インターネット上の多くの人々が閲覧可能です
　インターネット上での発言は、友人以外の多くの人々も見る
ことができます。インターネットは、公に開かれたスペースであ
るという意識を持ちましょう。情報公開範囲の設定などをして
いる場合でも同様です。

●投稿した発言は、すぐに拡散します
　インターネット上では自らの発言が限りなく広い範囲に拡散し
ていく可能性があるという認識を持った上で投稿してください。

●完全な匿名は存在しません
　ソーシャルメディア上での普段の発言や交友関係から、個人が
特定できる可能性があります。たとえあなたが情報を公開してい
なくとも、周囲の人達の発言等から個人が特定されてしまうこと
もあります。

③守るべきこと
■大学規則の順守
　東京工芸大学の各種規則はインターネット上でも適用されます。
東京工芸大学の各種規則について、理解を深めてください。また、
ソーシャルメディアを利用するにあたり、次のような点に十分注意
してください。

薬物（ドラッグ）の危険性について

●身体に悪影響を及ぼす非常に危険な薬物

●合法と称して販売する商品の中に麻薬などが含まれていた例も
　　危険ドラッグは、繁華街やインターネットなどで「合法」であ
ると称して販売されていることがあり、軽い気持ちで手を出す
人が少なくありません。覚醒剤や麻薬などの規制薬物よりも危
険な物質が含まれていることもあり、大変危険な薬物です。
　　また、規制されていないから大丈夫と思うのは間違いで、一
度の使用で死んでしまうこともあり、とても危険です。絶対に使
用しないでください。

●薬物（ドラッグ）の種類
　・大麻（マリファナ）　・覚醒剤　・MDMA　・LSD　・コカイン
　・ヘロイン　・マジックマッシュルーム　・シンナー　・危険ドラッグ

●所持しているだけで犯罪に
　　薬事法改正に伴い、指定薬物の輸入、製造、販売若しくは授
与目的での貯蔵又は陳列の禁止に加え、所持、使用、購入、譲受
けについても禁止されています。

　　合法ドラッグ、合法ハーブ等と称して販売されているものに
指定薬物が含まれることがあります。指定薬物を含む危険ド
ラッグを所持、使用する等して薬事法に違反した場合は、３年
以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はどちらの罰も科
されます。

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.89）
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.90）

 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。しかしここ数年、世間では男女間の性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）や大学内での
権力や地位を利用した嫌がらせ（キャンパスハラスメント）の問題が大きく取り上げられるようになりました。
 このようなハラスメントは本来あってはならないことと考えます。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1３名の相談員がいます。

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。

　薬物には、脳を刺激して興奮させる作用、鎮める作用、幻覚を
起こす作用などがあります。そのため「一度だけ」のつもりでも、
再び同じ感覚を味わいたくなり、繰り返し薬物に手を出してし
まうようになります。薬物によっては特有の禁断症状が現れる
ため、禁断症状の苦しさを解消するために、更に乱用を繰り返
すことになります。
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ソーシャルメディア利用上の注意

　ソーシャルメディアに関するお問い合わせ、ご相談は下記にご連絡
ください。
学事部広報課
☎046-242-9600
メール pr@office.t-kougei.ac.jp

④お問い合わせ

①ソーシャルメディアへの参加についての考え方
　LINE、Twitter、Facebook、Instagramなどのソーシャルメディアに
参加することは、「新たなコミュニケーションの在り方」を知る一助に
なり、「社会の声が得られる、あるいは社会に対して情報発信ができる」
貴重な場にもなりえ、実りある学生生活にも寄与するでしょう。
　ただし、ソーシャルメディア（インターネット上）での不正確・不用
意な言動が、実社会に対し多大なる影響を及ぼす危険性があるとい
う点も忘れてはいけません。
　不用意な言動により、あなたと周囲の方々の生活と将来を大きく
揺るがす事態になる危険性があります。
　ソーシャルメディア上でも、東京工芸大学の各種規則や社会的常
識に従った発言・行動・ふるまいが大原則であることを自覚してくだ
さい。その上で、ソーシャルメディアへ参加しましょう。

●大学名・実名を明らかにせず私的にソーシャルメディアへ参加する
場合も、東京工芸大学の一員である自覚のもと、行動してください。
　実名及び東京工芸大学の一員であることを名乗る場合は、自分、
自分以外の学内関係者及び大学について記載した内容が誤解され
ないようなプロフィールや記載内容にしてください。また、匿名で
利用する場合でも、ソーシャルメディア上での発言や投稿画像・位
置情報・交友関係などから、氏名・住所・大学名・所属団体・アルバイ
ト勤務先などを特定される可能性があります。実名・匿名にかかわ
らず、良識あるふるまいをしましょう。
●間違いがあった場合には、個人的な判断で削除せず、訂正するなど
　誠実に対応しましょう。
　間違えた言動をしてしまった場合は、誤りを率直に認めて、事実関
係が判明次第訂正しましょう。過去に発言したことを削除し、「なかっ
たことにする」ことは、周囲からの非難が集まる原因となります。
●法律・条例違反、犯罪を連想させる発言は、それがたとえ虚偽の内容
であったとしても禁止します。また、第三者によるこのような発言・
行動に対して同意・助長する発言も禁止します。
　未成年による飲酒・飲酒運転・カンニング・その他犯罪行為などを
行わないことはもちろんですが、それらを連想・あるいは周囲の人に
誤解させるような発言も行ってはいけません。また、第三者がこのよ
うな発言をしているのを見かけた場合、その発言に対して同意、ある
いは助長するような発言を行ってはいけません。
●差別や誹謗中傷は禁止します。
　人種・思想・信条などに関連した差別や特定の個人への侮辱・中傷を
してはいけません。また、政治・宗教など異論が出たり扇動的になった
りする可能性のある話題については、充分に配慮してください。

●著作権・肖像権・個人情報等、第三者が保有する権利の侵害を禁止し
ます。また、他者のプライバシーを尊重してください。
　個人を特定できる写真を無許可で撮影し、投稿してはいけませ
ん。また、音楽・映像・画像等の制作物の著作権を尊重し、その権利
を侵害してはいけません。
●アルバイト先などの商品情報・サービス情報、買収・合併に関する情
報、その他業務上知り得た情報には守秘義務があります。これらにつ
いては言及を禁止します。
　アルバイト先の商品情報や従業員の個人情報に対しては守秘義
務が存在します。また、顧客に関する言及・誹謗中傷をしてはいけ
ません。芸能人やスポーツ選手などに代表される著名人の方がア
ルバイト先に訪れた場合なども同様です。
●疑問やためらいがある場合には、投稿する前にご家族や教職員に
相談しましょう。
　発言することに疑問やためらいがある場合には、即座に投稿せ
ずに少し間をおいて、冷静に考えてください。また、ご家族や友
人、大学の教職員など、周囲の人に相談してください。批判や誹謗
中傷を投げかけられた際も同様です。感情的にならず、冷静に対
応しましょう。時には無視することも大切です。

②ソーシャルメディアへ参加する前に知っておくべきこと
■ソーシャルメディアでは、公私の区別が明確ではない
　ソーシャルメディア上では、個人としての立場と、東京工芸大学
関係者としての区別が明確ではありません。個人としての意見は
積極的に発信すべきですが、その発言が原因となり、東京工芸大学
及び東京工芸大学に関わる全ての人の社会的信用が損なわれる危
険があることを忘れないでください。

■インターネットリスクの理解
　インターネットには次のようなリスクがあります。良識に基づ
き、誠実なコミュニケーション・情報発信をしてください。
●投稿した内容は半永久的に保存されます
　一度、インターネット上に公開された情報は完全には削除で
きないことを認識してください。たとえ、自らの投稿そのものを
削除したとしても、第三者による投稿のコピーや保存・復元は容
易にできてしまいます。

●投稿した発言は、インターネット上の多くの人々が閲覧可能です
　インターネット上での発言は、友人以外の多くの人々も見る
ことができます。インターネットは、公に開かれたスペースであ
るという意識を持ちましょう。情報公開範囲の設定などをして
いる場合でも同様です。

●投稿した発言は、すぐに拡散します
　インターネット上では自らの発言が限りなく広い範囲に拡散し
ていく可能性があるという認識を持った上で投稿してください。

●完全な匿名は存在しません
　ソーシャルメディア上での普段の発言や交友関係から、個人が
特定できる可能性があります。たとえあなたが情報を公開してい
なくとも、周囲の人達の発言等から個人が特定されてしまうこと
もあります。

③守るべきこと
■大学規則の順守
　東京工芸大学の各種規則はインターネット上でも適用されます。
東京工芸大学の各種規則について、理解を深めてください。また、
ソーシャルメディアを利用するにあたり、次のような点に十分注意
してください。

薬物（ドラッグ）の危険性について

●身体に悪影響を及ぼす非常に危険な薬物

●合法と称して販売する商品の中に麻薬などが含まれていた例も
　　危険ドラッグは、繁華街やインターネットなどで「合法」であ
ると称して販売されていることがあり、軽い気持ちで手を出す
人が少なくありません。覚醒剤や麻薬などの規制薬物よりも危
険な物質が含まれていることもあり、大変危険な薬物です。
　　また、規制されていないから大丈夫と思うのは間違いで、一
度の使用で死んでしまうこともあり、とても危険です。絶対に使
用しないでください。

●薬物（ドラッグ）の種類
　・大麻（マリファナ）　・覚醒剤　・MDMA　・LSD　・コカイン
　・ヘロイン　・マジックマッシュルーム　・シンナー　・危険ドラッグ

●所持しているだけで犯罪に
　　薬事法改正に伴い、指定薬物の輸入、製造、販売若しくは授
与目的での貯蔵又は陳列の禁止に加え、所持、使用、購入、譲受
けについても禁止されています。

　　合法ドラッグ、合法ハーブ等と称して販売されているものに
指定薬物が含まれることがあります。指定薬物を含む危険ド
ラッグを所持、使用する等して薬事法に違反した場合は、３年
以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はどちらの罰も科
されます。

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.89）
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.90）

 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。しかしここ数年、世間では男女間の性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）や大学内での
権力や地位を利用した嫌がらせ（キャンパスハラスメント）の問題が大きく取り上げられるようになりました。
 このようなハラスメントは本来あってはならないことと考えます。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1３名の相談員がいます。

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。

　薬物には、脳を刺激して興奮させる作用、鎮める作用、幻覚を
起こす作用などがあります。そのため「一度だけ」のつもりでも、
再び同じ感覚を味わいたくなり、繰り返し薬物に手を出してし
まうようになります。薬物によっては特有の禁断症状が現れる
ため、禁断症状の苦しさを解消するために、更に乱用を繰り返
すことになります。
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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25
年（300ヶ月）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。

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→キャンパスライフ→相談窓口「大学への提案メール」●

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。

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.80）

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月上旬
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

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。

在学する大学院生（本学工学部同窓生に
限る）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。

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

学力・人物ともに優れ、かつ、修学継続
の意志が強固である3年次・4年次の学
部生

同窓会芸術学部
奨学金

平均的な単位数を取得し、か
つ、成績水準（GPA）が原則とし
て２．3以上とし、経済的理由に
より修学に困難があると認め
られる者とする。

２０万円
（給付）

各学科
１名以内

（デザイン学科は
2名以内）

在学中１回4月中旬

　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

同窓会芸術学
研究科奨学金

卒業研究成果または研究実績
を重視し、学力及び当該専攻の
総合評価に基づき判定する。

２５万円
（給付）

芸術学研究科
２名以内

在院中１回4月中旬
学力・人物ともに優れ、かつ、修学継続
の意志が強固である大学院生（芸術学
部同窓生）

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9月下旬

※募集時期は予定です。掲示板で必ず確認してください。


