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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。

厚木キャンパス バス通学

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。

【バス回数券の割引販売について】
厚木キャンパスでは、学生の皆さんの通学費の負担を軽減することを
目的に、通学バスの回数券を割引額で販売しています。

販売対象　東京工芸大学の学生専用
販売金額　4,000円（5,850円分の回数券）
対象路線　神奈川中央交通厚木26系統のみ使用可
販売場所　厚木キャンパス8号館2階　生協購買部
販売条件　・購入時は学生証を提示すること
　　　　　・1度に購入できるのは1人2セットまで

バスの乗車のマナー・ルール

 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。

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。

【厚26系統 東京工芸大学行き／厚木バスセンター行き】
厚木バスセンター7番のりば～東京工芸大学
現金運賃：¥280（片道）
I C 運 賃：¥273（片道）

　本厚木駅からバスで通学する学生は、必ず始発の「厚木バスセン
ター7番のりば」から乗車してください。また、大学行きのバス経路の
途中には企業が多くあり、朝の時間帯は通勤客で非常に混雑しますの
で、途中停車のない「急行・東京工芸大学行」を利用してください。

緊急時の対応

消火器の
使い方

粉末・強化液消火器の場合

②ホースをはずして
 火元に向ける。

①安全ピンに指をかけ
 上に引き抜く。 ③レバーを握って

 噴射する。

火災にはまともに
正対しないように。

風上に回り風上から消す。
やや腰を落として姿勢をなるべく低く。
熱や煙を避けるように構える。
燃え上がる炎や煙にまどわされずに燃えてい
るものにノズルを向け、火の根元を掃くよう
に左右に振る。

❶火災が発生したら

○学内で火災を発見したら、119番に通報するとともに警備員室に連

絡してください。

○通報の際には火災場所、状況を正確に伝えてください。

○近くに消火器のある場合は、初期消火に努めてください。

　警備員室内線　厚木キャンパス　1980

研究施設の使用について

　研究・作品制作等で、夜間・日曜・祝日・大学休校日に研究室、実験

室・棟、実習室を使用する場合は指導（担当）教員に申し出て「研究施

設指定時間外使用届」に指導（担当）教員の承認印の押印を受けた上

で、学生課に提出してください。

学外での研究活動について

　学外での研究活動を行う際は、日時・場所・方法等を事前に指導（担

当）教員に申し出て許可を得てください。指導（担当）教員は「学外（教

育研究）活動届」を学生課に提出します。研究活動の際は事故防止に

万全の注意を払ってください。

❸ＡＥＤを用いる心肺蘇生法の手順

○呼びかけながら肩をたたき、意識があるかないかを確認する。

○意識がなければ、回りにいる人に119番通報を頼む。同時に、別の人

にAEDを取ってきてもらう。

○直ちに、心臓マッサージ（胸骨圧迫）30回をする。

○可能であれば人工呼吸2回を繰り返す。（AEDを装着するまで、専門

家に引き継ぐまで、または傷病者が動き始めるまで。なお、圧迫は

強く・速く（約100回／分）・絶え間なく。圧迫解除は胸がしっかり戻

るまで。）

AEDが到着したら

○電源を入れる。

○電極を貼り付ける。（胸部前面と側面）

○機械の音声指示に従って操作する。

　ＡＥＤ設置場所

　 厚木キャンパス　警備員室（正門横）

  体育館2階メインアリーナ入口

  8号館入口

❷消火器の使い方（粉末・強化液消火器の場合）

○安全ピンに指をかけ、上に引き抜く。

○ホースをはずして火元に向ける。

○レバーを握って噴射する。

○風上に回り風上から消す。

○やや腰を落として姿勢をなるべく低くする。

○熱や煙を避けるように構える。

○燃え上がる災や煙にまどわされずに燃えているものにノズルを向

け、火の根元を掃くように左右に振る。（火災にはまともに正対し

ないように。）

①

②

右胸の上部

左わき腹

AED
Automatic External Defibrillator

AEDの
使い方
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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

当該年度自　動　車

申し込み方法（厚木キャンパスのみ）

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。
　中野キャンパスはオートバイ、自動車通学はできません。

※車両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。（厚木キャンパスのみ）

※厚木市では、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されてい
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.66）

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。

●自動車は厚木キャンパス第2駐車場に停めてください。
●近隣住民の迷惑となりますので排気音による騒音に注意してく
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（緑色）

有効期限：2021年3月31日まで
（1年間有効）

ＴＰＵ 
001-20

 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〉

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。駐車場で入口に設置されたカードリー
ダーに学生証をかざすとゲートが開きます。

※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。

自動車登録（厚木キャンパスのみ）

　≪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。置き場所等を指示いたします。
　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）

Cサイクルシール（自転車）

厚木キャンパス

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。●

自転車のマナー・ルール
 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。

心身の健康管理と相談・生活指導
健康管理センター

学生定期健康診断

遠隔地被保険者証 （自宅外通学者が対象となります）

相談窓口 健康管理センター（厚木）

 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、
健康管理センタ－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、健康管理センターへ提出してくだ
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。

　健康管理センターは、厚木キャンパス本館1階の東側玄関の右側
にあります。学生の皆さんが明るく楽しい学生生活を送ることがで
きるよう、心身の健康管理について相談を受けています。また、日常
生活についてのアドバイス・応急処置や医療機関の紹介等を行って
います。
　毎週水曜日には、学校医が健康に関わる全面的な相談を受けてい
ます。「朝起きられない」「夜寝つけない」などの睡眠に関することや、
「元気がない」「登校するのが億劫だ」「勉強に身が入らない」「イライ
ラして落ち着かない」などの不調の際には気軽に利用してください。

 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。

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※

献血への協力

救命法講習会

●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
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

※自転車・オートバイ・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。

 救命法講習会を毎年開催しています。この講習会では、事故を防止
し緊急時に必要な処置が行えるよう正しい救急救命の知識と技術を
学びます。

 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。

 本学では、日本赤十字社の献血に協力しています。
 社会のためにも、また、めぐりめぐって自分や家族に輸血が必要と
なった時のためにも、ぜひ献血にご協力をお願いします。

※AED設置場所
●厚木キャンパス：正門横警備員室
 　　　　　8号館入口
 　　　　　体育館メインアリーナ入口（2F）

「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、健康管理センターに相談
してください。

【開室時間】 
授業期間  平日 9:00～18:00（12:00～13:00閉室）
定期試験期間 平日 9:00～17:00（11:30～12:30閉室）
授業・定期試験期間以外 平日 9:00～17:00（12:00～13:00閉室）
すべての土曜日 閉室

☎０４６-２４２-９５０４
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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

当該年度自　動　車

申し込み方法（厚木キャンパスのみ）

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。
　中野キャンパスはオートバイ、自動車通学はできません。

※車両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。（厚木キャンパスのみ）

※厚木市では、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されてい
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.66）

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。

●自動車は厚木キャンパス第2駐車場に停めてください。
●近隣住民の迷惑となりますので排気音による騒音に注意してく
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（緑色）

有効期限：2021年3月31日まで
（1年間有効）

ＴＰＵ 
001-20

 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〉

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。駐車場で入口に設置されたカードリー
ダーに学生証をかざすとゲートが開きます。

※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。

自動車登録（厚木キャンパスのみ）

　≪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。置き場所等を指示いたします。
　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）

Cサイクルシール（自転車）

厚木キャンパス

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。●

自転車のマナー・ルール
 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。

心身の健康管理と相談・生活指導
健康管理センター

学生定期健康診断

遠隔地被保険者証 （自宅外通学者が対象となります）

相談窓口 健康管理センター（厚木）

 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、
健康管理センタ－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、健康管理センターへ提出してくだ
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。

　健康管理センターは、厚木キャンパス本館1階の東側玄関の右側
にあります。学生の皆さんが明るく楽しい学生生活を送ることがで
きるよう、心身の健康管理について相談を受けています。また、日常
生活についてのアドバイス・応急処置や医療機関の紹介等を行って
います。
　毎週水曜日には、学校医が健康に関わる全面的な相談を受けてい
ます。「朝起きられない」「夜寝つけない」などの睡眠に関することや、
「元気がない」「登校するのが億劫だ」「勉強に身が入らない」「イライ
ラして落ち着かない」などの不調の際には気軽に利用してください。

 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。

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※

献血への協力

救命法講習会

●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
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

※自転車・オートバイ・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。

 救命法講習会を毎年開催しています。この講習会では、事故を防止
し緊急時に必要な処置が行えるよう正しい救急救命の知識と技術を
学びます。

 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。

 本学では、日本赤十字社の献血に協力しています。
 社会のためにも、また、めぐりめぐって自分や家族に輸血が必要と
なった時のためにも、ぜひ献血にご協力をお願いします。

※AED設置場所
●厚木キャンパス：正門横警備員室
 　　　　　8号館入口
 　　　　　体育館メインアリーナ入口（2F）

「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、健康管理センターに相談
してください。

【開室時間】 
授業期間  平日 9:00～18:00（12:00～13:00閉室）
定期試験期間 平日 9:00～17:00（11:30～12:30閉室）
授業・定期試験期間以外 平日 9:00～17:00（12:00～13:00閉室）
すべての土曜日 閉室

☎０４６-２４２-９５０４
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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、文部科学省及び入国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。

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、健康管理センター、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、健康管理センター
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

　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専門の資格をもった心理カウンセラーがい
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

●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。

●場所・開室時間
　厚木キャンパス　13号館　1階
　（授業期間）  月曜・水曜・木曜：10:00～12:00/13:00～18:00
　（授業期間外）  不定期：10:00～12:00/13:00～17:00
　※祝日を除く。詳しくは正門前掲示板もしくはコウゲイ.netで
　　ご確認ください。

●カウンセリングの申し込みについて
　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
　ホームページ：
　https://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/ssc/
　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。

学生支援センター〈HOME〉厚木キャンパス

　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

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2019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 

工学部同窓会奨学金

● 後援会留学生奨学金 ●

● 東京工芸大学 大学院研究奨学金●

※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.67）

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


