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中野キャンパス

有効期限：卒業まで有効

0001

自転車シール

 自転車での通学が許可されると、登録シールが渡されます。見
えやすい場所に貼ってください。登録シールの無い自転車は、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

自転車通学について

相談窓口 学生課 参考資料 学生自家用車通学規程（Ｐ.65）

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。

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。

中野キャンパス 通学ルートについて

 中野キャンパスに通学する学生は、中野坂上駅から本学までは
下図で示したルートで通行するようお願いします。

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。

6号館6号館6号館

神田川神田川神田川

NN

↓渋谷↓渋谷↓渋谷

新宿→新宿→新宿→中野坂上駅中野坂上駅中野坂上駅

東京工芸大学
1・2号館
東京工芸大学
1・2号館
東京工芸大学
1・2号館

成願寺成願寺成願寺

3号館3号館3号館

芸術情報館芸術情報館芸術情報館

山
手
通
り

東京工芸大学通り

登校時のマナー・ルール

　登校時に利用する電車やバス等の公共交通機関では、マナー
とルールを守ってください。割り込み乗車や車内での携帯電話に
よる会話などは厳禁です。年配の方など座席を必要としている
方には、席を譲りましょう。
　自転車や徒歩での通学も交通ルールを守り、事故のないよう
に注意して登校してください。

●

●

●

●

中野坂上駅１番出口から山手通りを渋谷方面に進み、成願寺を右折。
中野坂上駅では混雑緩和のため、できるだけエレベーターやエスカ
レーターを使わず階段を利用しましょう。
生活道路、住宅街の通り抜けはしないでください。
歩きスマホ、大声でのおしゃべり、ゴミのポイ捨て、広がっての通行は
しないでください。

自転車通学

　自転車通学を希望する学生は、必ず学生課に申請し、許可を受
けてください。申請方法は、学生課窓口に「通学（通勤）用自転車
登録申請書」を提出してください。
※１ 中野キャンパスでは、オートバイ、自動車での通学は
　　できません。
※２ 自転車を新しく買い替えた場合には、申請しなおして
　　 ください。

駐輪場について

　学内の駐輪場は、原則自己責任において利用してください。
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。多くの学生が利用できるように、整然と駐
輪するよう心掛けてください。

自転車損害保険等への加入の義務化

　東京都では条例を改正し、令和2年4月1日から自転車利用者
は自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場
合などの損害を賠償できる保険又は共済等への加入が義務と
なります。

自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体
の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入し
なければなりません。

　既に加入している保険等に付帯されている場合もありますの
で、状況を確認した上で正しく自転車を利用してください。

自転車
利用者

未成年の子供が自転車を利用するときは、自転車の利用
によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自
転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

保護者

※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
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なんでも相談室（お話ルーム）中野キャンパス

　中野キャンパスでは、学生のみなさんが快適に大学生活を送ること

ができるよう中野キャンパスなんでも相談室（お話ルーム）を、１号館

１階保健センターと、1号館2階相談室に開室しています。

　相談員は、学校医、看護師、公認心理師、臨床心理士、教員、教務課・

学生課員が対応します。どんなことでも気軽に相談できるところです

ので、何か話したいことのある学生は、ぜひ、来室ください。

　開室日は月曜日から金曜日12:30～16:00です。掲示とコウゲイ.

netでお知らせします。

　　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、保健センター、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、保健センターまで

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.80）

学生生活をサポートする総合相談・窓口案内

　お話ルームは、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。

質問・相談内容について

心身の健康管理と相談・生活指導
保健センター

 保健センターは、1号館1階にあります。体調不良等で利用を希望す
る場合は、学生課に相談してください。
　一人暮らしの学生や、遠距離通学の皆さん、疲れすぎや体調に不安
を抱えている方は、ぜひ利用してください。
 学校医による心身の健康相談については、ガイダンスまたは掲示
にてお知らせします。
　【開室時間】 9:00～18:20（授業期間）
　　　　　　 土曜 閉室
　　　　　　 9:00～17:00（授業期間外）

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、
中野学生課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、中野学生課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。

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、アパ－トやマンション等で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。

※自転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。

 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。

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※

●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・
保健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・保健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

相談窓口 学生課（中野）

AED設置場所

●中野キャンパス：1号館警備室
 　　　　　3号館警備室横
 　　　　　6号館警備室横

「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、保健センターに相談して
ください。
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　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.80）

学生生活をサポートする総合相談・窓口案内

　お話ルームは、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。

質問・相談内容について

心身の健康管理と相談・生活指導
保健センター

 保健センターは、1号館1階にあります。体調不良等で利用を希望す
る場合は、学生課に相談してください。
　一人暮らしの学生や、遠距離通学の皆さん、疲れすぎや体調に不安
を抱えている方は、ぜひ利用してください。
 学校医による心身の健康相談については、ガイダンスまたは掲示
にてお知らせします。
　【開室時間】 9:00～18:20（授業期間）
　　　　　　 土曜 閉室
　　　　　　 9:00～17:00（授業期間外）

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、
中野学生課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、中野学生課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。

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、アパ－トやマンション等で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。

※自転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。

 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。

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※

●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・
保健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・保健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

相談窓口 学生課（中野）

AED設置場所

●中野キャンパス：1号館警備室
 　　　　　3号館警備室横
 　　　　　6号館警備室横

「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、保健センターに相談して
ください。
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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、査証（ビザ）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。ビザの更新、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。
※長期休業日（8月・2月・3月）にはサインは不要です。

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2018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 ● 後援会留学生奨学金 ●

同窓会芸術学研究科奨学金●

東京工芸大学 大学院研究奨学金●

同窓会芸術学部奨学金●

※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.66）

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

学修環境と生活等について

　レポートが書けない、作品が作れない、先生（他の学生）から褒めら

れない、通学時間が長く学修にとりくめない･･など、これまでと異な

る学修環境の中で自信を無くしてしまうような場面があるかもしれ

ません。万一授業に出席できなくなりそうなときも一人きりで悩まず

相談してください。

生活と睡眠のリズムについて

　授業に欠かさず出席するために睡眠はたいへん重要です。現代の

生活は夜間のアルバイト、インターネットやゲームをしての夜型生活

など睡眠を崩す危険が一杯です。芸術学部は授業や課題、作品制作

など忙しく、うまく睡眠をとれない日が続くと単位取得にも影響が

でます。食生活などとともに睡眠習慣に気をつけて健やかな大学生

活を送りましょう。

心の健康のために

　３つのC（Cogn i t ion：認知（ものの考え方や受け取り方）、

Communication：コミュニケーション、Control：コントロール感覚）

が大切であると言われています。ものごとに対する考え方、受け止め

方は人それぞれです。また、気持ちをコントロールするためには人と

のコミュニケーションが役に立ちます。誰かと話をすること、聴いて

もらうことで心に余裕ができ行動もより前向きにコントロールでき

る場合があります。柔軟に考えることができるようになれば気持ち

も楽になります。考え方や行動を自身でコントロールすること（セル

フマネージメント）を身につけて有意義な学修や学生生活に役立て

ましょう。

心身ともに健康な学生生活を送ろ

　楽しく有意義な学生生活を送るための前提は、心と体の健康で

す。高校時代と比べて、より高度になる学業、レポートや課題、作品

制作、長時間の通学等、忙しい毎日を送ることになるでしょう。健康

管理には十分留意してください。また、日本全国、海外からも多様な

個性を持った仲間が大勢集まります。交流が広がり楽しく活動する

機会が増える一方で、意見がかみ合わずにストレスを感じることも

あるかもしれません。強いストレスを感じたときは無理をしないで

「保健センター」「なんでも相談室」「学生課」などにお越しください。

また、学修や制作に関する心配なことについては、「教員」も皆さん

が相談に来てくれるのを待っています。不安なことは気軽に相談し

ましょう。


