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教室・クラブハウスの使用（中野キャンパス）

第5章 キャンパスライフ 施設編

学内施設等の使用

●学内施設・クラブハウス使用に必要な許可願・使用届

 学内施設を利用する場合、「学内施設使用許可願」に下記施設管理者の許可（印）をもらい、学生課に申請してください。
教室はコウゲイ.netで直接予約してください。

※学内施設を継続して使用する場合は、１週間をもって１枚の書式にまとめて申請してください。連続していない場合は、1枚ずつ提出すること。
※楽器の演奏は近隣の方のご迷惑になるので２０時までに必ず終了してください。
※大学休校日［夏季一斉休暇（8月中の1週間程度）・年末年始休暇]・大学入試センター試験実施日及び、入学試験実施日（中野キャンパスのみ）は、
　学内施設は使用できません。

施設管理者使用施設 使用可能時間 申請先 申請期間・備考

【平日の使用】
使用希望日の1週間前から前日（日曜・祝日・大学休校日除く）の16:45まで

【日曜・祝日の使用】
使用希望日の1週間前から前々日（日曜・祝日・大学休校日除く）の16:45まで

※コウゲイ.netの不具合で予約ができないときは教務課までお問い合わせください。

教務課教室 7:00～22:00 コウゲイ.net中野

【平日の使用】
申請不要

【日曜・祝日の使用】
使用希望日の前日（日曜・祝日・大学休校日除く）の事務取扱終了時間まで

※時間外での使用は原則不可。特別な事由がある場合は学生課に相談してください。

学生課クラブハウス 7:00～22:00 学生課中野

使用希望日の3日前まで学生課プレイス・その他 7:00～22:00 学生課中野

【申請方法】
「デッサン室使用許可申請書」に必要事項を記入し、教務課窓口に提出

【申請期限】
使用希望日の16:30まで。事務室が開室している平日のみ使用可能。

教務課デッサン室 9:00～22:00 教務課中野

キャンパス

研究施設の使用

●平日（月～土曜日）の22時以降の使用

●日曜・祝日・大学休校日の使用

　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、実習室を使用したい場合は、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。

 当日分の「研究施設指定時間外使用届」を事務取扱時間に学生
課へ提出してください。 ※当日残る学生を全員記入すること。

 前日の事務取扱時間に学生課へ提出してください。
※使用する学生を全員記入すること。

芸術学部共有施設（ワークス）

　中野キャンパスには、作品制作をサポートするため、芸術学部
学生が使用できる共有施設（ワークス）があります。使用規則に
従って積極的に使用してください。
　使用希望の学生は、ワークス管理室に出向き、管理者から説明を受
けてください。

３号館
Ｂ１階

ワークス管理室
（３号館Ｂ１階）
(10:00 ～ 18:00
月～金 )

※開室時間は変更される場合があります。

場所 管理窓口施設名称

ウッドワークス

スチルワークス

ペイントワークス

1・2号館屋上開放
　中野キャンパスでの学生生活環境改善のため、1・2号館屋上を開放
しています。
（土・日・祝 及び大学休校日を除く）
月曜日～金曜日　9:20～18:20

屋上からの景色

バーベキュー施設

バーベキュー施設

　中野キャンパスには、バーベキュー施設があります。研究室や課外活
動での懇親に活用してください。

・利用の１週間前までに「学内施設使用許可申請書」を学生課に提出し
てください。
・担当教職員・顧問の立会いが必要です（学生のみの使用は厳禁）。

●利用方法・注意事項

（中野キャンパス）

使用可能時間 学外退出時刻

授業期間平日

土曜・日曜・祝日
授業期間外全ての日

18：10～21：00

9：00～21：00

完全撤収時刻

21:30 22:00
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学内施設等の使用

●学内施設・クラブハウス使用に必要な許可願・使用届

 学内施設を利用する場合、「学内施設使用許可願」に下記施設管理者の許可（印）をもらい、学生課に申請してください。
教室はコウゲイ.netで直接予約してください。

※学内施設を継続して使用する場合は、１週間をもって１枚の書式にまとめて申請してください。連続していない場合は、1枚ずつ提出すること。
※楽器の演奏は近隣の方のご迷惑になるので２０時までに必ず終了してください。
※大学休校日［夏季一斉休暇（8月中の1週間程度）・年末年始休暇]・大学入試センター試験実施日及び、入学試験実施日（中野キャンパスのみ）は、
　学内施設は使用できません。

施設管理者使用施設 使用可能時間 申請先 申請期間・備考

【平日の使用】
使用希望日の1週間前から前日（日曜・祝日・大学休校日除く）の16:45まで

【日曜・祝日の使用】
使用希望日の1週間前から前々日（日曜・祝日・大学休校日除く）の16:45まで

※コウゲイ.netの不具合で予約ができないときは教務課までお問い合わせください。

教務課教室 7:00～22:00 コウゲイ.net中野

【平日の使用】
申請不要

【日曜・祝日の使用】
使用希望日の前日（日曜・祝日・大学休校日除く）の事務取扱終了時間まで

※時間外での使用は原則不可。特別な事由がある場合は学生課に相談してください。

学生課クラブハウス 7:00～22:00 学生課中野

使用希望日の3日前まで学生課プレイス・その他 7:00～22:00 学生課中野

【申請方法】
「デッサン室使用許可申請書」に必要事項を記入し、教務課窓口に提出

【申請期限】
使用希望日の16:30まで。事務室が開室している平日のみ使用可能。

教務課デッサン室 9:00～22:00 教務課中野

キャンパス

研究施設の使用

●平日（月～土曜日）の22時以降の使用

●日曜・祝日・大学休校日の使用

　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、実習室を使用したい場合は、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。

 当日分の「研究施設指定時間外使用届」を事務取扱時間に学生
課へ提出してください。 ※当日残る学生を全員記入すること。

 前日の事務取扱時間に学生課へ提出してください。
※使用する学生を全員記入すること。

芸術学部共有施設（ワークス）

　中野キャンパスには、作品制作をサポートするため、芸術学部
学生が使用できる共有施設（ワークス）があります。使用規則に
従って積極的に使用してください。
　使用希望の学生は、ワークス管理室に出向き、管理者から説明を受
けてください。

３号館
Ｂ１階

ワークス管理室
（３号館Ｂ１階）
(10:00 ～ 18:00
月～金 )

※開室時間は変更される場合があります。

場所 管理窓口施設名称

ウッドワークス

スチルワークス

ペイントワークス

1・2号館屋上開放
　中野キャンパスでの学生生活環境改善のため、1・2号館屋上を開放
しています。
（土・日・祝 及び大学休校日を除く）
月曜日～金曜日　9:20～18:20

屋上からの景色

バーベキュー施設

バーベキュー施設

　中野キャンパスには、バーベキュー施設があります。研究室や課外活
動での懇親に活用してください。

・利用の１週間前までに「学内施設使用許可申請書」を学生課に提出し
てください。
・担当教職員・顧問の立会いが必要です（学生のみの使用は厳禁）。

●利用方法・注意事項

（中野キャンパス）

使用可能時間 学外退出時刻

授業期間平日

土曜・日曜・祝日
授業期間外全ての日

18：10～21：00

9：00～21：00

完全撤収時刻

21:30 22:00
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図書館について

館内案内

図書館

●中野図書館

●貸出冊数・期間
期 間冊 数区 分
14日

14日
30日

８冊学部１年次生～３年次生
８冊学部４年次生・大学院生
４冊研究生・科目等履修生・聴講生・委託生

※指定図書は１人１冊３日間です。

相談窓口 教育研究情報課 図書グループ

参考資料 
東京工芸大学図書館利用規程（Ｐ.68）

ＬＩＢＲＡＲＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（図書館配布）

●開館時間
土曜日平 日

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※ホームページ：https://www.t-kougei.ac.jp/library/

中野図書館 ９：００ ～ ２０：００ ９：００ ～ １７：００

●貸出・返却時間
土曜日平 日

中野図書館 ９：００ ～ ２０：００ ９：００ ～ １７：００

●視聴覚資料利用時間

※視聴覚資料の利用は１人１日２点までです。

土曜日平 日
中野図書館 ９：００ ～ ２０：００ ９：００ ～ １７：００

 本学図書館は、厚木キャンパスに中央図書館、中野キャンパスに中
野図書館があり、図書・雑誌・視聴覚資料等を所蔵しています。文献複
写や論文検索、希望図書購入制度等、読書をはじめ学習や研究に活用
してください。両館の資料は相互取寄せをし、利用することができま
す。利用の際は必ず学生証を携行してください。

貸出ノートPCについて

　図書館では、館内で利用できるノートPCを貸出しています。自習や
作品制作に利用できます（印刷はできません）。利用希望の方は、学生
証持参の上、2階貸出カウンターまでお越しください。

1階：

2階：

貸出・返却カウンター、和書、洋書、学術雑誌のバックナンバー（製
本）、写真集、貴重本、コレクション
貸出・返却・相談カウンター、和書、新着の学術雑誌・一般雑誌、当
日の新聞、視聴覚コーナー

中野図書館：Windows  20台
Mac  10台

…………　
………………　

第一書架

エントランス全景・ステンドグラス

●中央図書館
1階：

2階：

3階：

貸出・返却カウンター、一般雑誌、当日の新聞、洋書、学術雑誌の
バックナンバー（製本）
貸出・返却・相談カウンター、技術・工学系和書、新着の学術雑誌、
視聴覚コーナー
社会科学・芸術・文学などの和書、アクティブラーニングエリア
自習ルーム（個別ブース）

中央図書館：Windows  25台
Mac    5台

…………　
………………　

中央図書館 ９：００ ～ １９：３０ ９：００ ～ １７：００

中央図書館 ９：００ ～ 1９：２０ ９：００ ～ １６：５０

中央図書館 ９：００ ～ １９：２０ ９：００ ～ １６：５０

情報処理教育研究センター 

参考資料 

東京工芸大学情報処理教育研究センター利用規程（Ｐ.69）
情報処理教育研究センター利用に伴うガイドライン（Ｐ.70）
東京工芸大学ネットワークシステム利用規程（Ｐ.71）

 本学の学生のコンピュータリテラシー教育やソフトウェア教育のため
の環境を整備するとともに、自習や制作を支援する施設です。
 入学と同時にPC演習室やネットワークを利用するためのアカウント
が発行され、センター施設を利用することができます。
　厚木キャンパスにあるPC演習室には666台のコンピュータが設置
され、多種多様なソフトウェア及びインターネットが利用できる環境
が整備されています。
　中野キャンパスのPC演習室には345台のコンピュータが設置され、
クリエイティブ活動に打ち込むことの出来るハイブリッドな制作環境
が整っています。
　PC演習室のソフトウェアや設備機器の詳細は下記のホームページ
でご確認ください。
　授業で使用していないPC演習室は、学生のために開放しています
ので、レポート作成などに大いに活用してください。

※夏季・冬季・春季学生休暇期間中の開室時間は9：00～16:00です。
※授業で使用しているPC演習室は利用できません。また、夏季・冬季・
春季学生休暇期間中やメンテナンス等のため時間が変更されるこ
とがあります。掲示等に注意してください。

　学生の皆さんには入学と同時に、大学からメールアドレスが用意さ
れています。Gmailのサービスを利用していますので、一般的なGmail
と利用方法は同じです。
●学生用メールアドレス
　例）学部・学科を表す英文字1字+学籍番号＠st.t-kougei.ac.jp

学生用メールアドレスについて

　芸術学部の学生は個人所有のPCでAdobe Creative Cloudデスク
トップ アプリケーション、ならびにMicrosoftのOffice製品を在学中
無償で利用できます。大学のアカウントで登録の上、専用のサイトにア
クセスすれば利用環境に合わせた製品をダウンロードできますので、
PC演習室と合わせてレポートや作品の制作に大いに役立ててくださ
い。利用開始手順の詳細については情報処理教育研究センターのホー
ムページを確認いただくか、 教育研究情報課までお問合せください。

各種ソフトウェアの利用について

URL:http://www.cc.t-kougei.ac.jp/
　各種サービスの利用手続き、学内Wi-Fi接続マニュアル等をご確認
いただけます。
　各キャンパスPC演習室の開室スケジュールも随時公開しています
のでご利用ください。

情報処理教育研究センターのホームページについて

情報処理教育研究センターについて

相談窓口 教育研究情報課 情報グループ
厚木キャンパス：本館2階センター管理室
中野キャンパス：1号館1階・5号館3階

 本学には厚木キャンパス・中野キャンパスを含めた情報ネットワーク
（いわゆる学内LAN）があります。このネットワークを通じて、情報処理教
育研究センターのコンピュータや各研究室のコンピュータがインター
ネットに接続されています。また、一部の教室等には情報コンセント（有
線）、またはコウゲイWi-Fi（無線）が設けられており、ネットワークを利用
することが可能です。ネットワークを通じて、学内外の情報にアクセスす
ることができ、学習、研究、就職活動などに大いに利用できます。
 しかし、使用・運用を誤れば、広く社会に影響を及ぼしますので、利
用規程に則って適正に利用することが大切です。以下のような行為が
なされた場合は、利用許可が取り消されたり、停止されたりします。特
に悪質な行為と判断された場合には、懲戒処分の対象ともなりますの
で、良識ある利用をお願いします。

●情報処理教育研究センター利用規程や利用に伴うガイドライ
ンに反する行為

●他人にユーザ名を貸したり、他人になりすます行為
●システムに障害を与える行為
●営利を目的とする行為

情報ネットワークについて
●厚木キャンパスPC演習室　開室時間

土曜日月～金
9：00 ～20：00 9：00 ～16：00

厚木キャンパスPC演習室

中野キャンパスPC演習室

土曜日月～金
9：00 ～20：00 閉　室

●中野キャンパスPC演習室　開室時間
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●中野図書館

●貸出冊数・期間
期 間冊 数区 分
14日

14日
30日

８冊学部１年次生～３年次生
８冊学部４年次生・大学院生
４冊研究生・科目等履修生・聴講生・委託生

※指定図書は１人１冊３日間です。

相談窓口 教育研究情報課 図書グループ

参考資料 
東京工芸大学図書館利用規程（Ｐ.68）

ＬＩＢＲＡＲＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（図書館配布）

●開館時間
土曜日平 日

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※ホームページ：https://www.t-kougei.ac.jp/library/

中野図書館 ９：００ ～ ２０：００ ９：００ ～ １７：００

●貸出・返却時間
土曜日平 日

中野図書館 ９：００ ～ ２０：００ ９：００ ～ １７：００

●視聴覚資料利用時間

※視聴覚資料の利用は１人１日２点までです。

土曜日平 日
中野図書館 ９：００ ～ ２０：００ ９：００ ～ １７：００

 本学図書館は、厚木キャンパスに中央図書館、中野キャンパスに中
野図書館があり、図書・雑誌・視聴覚資料等を所蔵しています。文献複
写や論文検索、希望図書購入制度等、読書をはじめ学習や研究に活用
してください。両館の資料は相互取寄せをし、利用することができま
す。利用の際は必ず学生証を携行してください。

貸出ノートPCについて

　図書館では、館内で利用できるノートPCを貸出しています。自習や
作品制作に利用できます（印刷はできません）。利用希望の方は、学生
証持参の上、2階貸出カウンターまでお越しください。

1階：

2階：

貸出・返却カウンター、和書、洋書、学術雑誌のバックナンバー（製
本）、写真集、貴重本、コレクション
貸出・返却・相談カウンター、和書、新着の学術雑誌・一般雑誌、当
日の新聞、視聴覚コーナー

中野図書館：Windows  20台
Mac  10台

…………　
………………　

第一書架

エントランス全景・ステンドグラス

●中央図書館
1階：

2階：

3階：

貸出・返却カウンター、一般雑誌、当日の新聞、洋書、学術雑誌の
バックナンバー（製本）
貸出・返却・相談カウンター、技術・工学系和書、新着の学術雑誌、
視聴覚コーナー
社会科学・芸術・文学などの和書、アクティブラーニングエリア
自習ルーム（個別ブース）

中央図書館：Windows  25台
Mac    5台

…………　
………………　

中央図書館 ９：００ ～ １９：３０ ９：００ ～ １７：００

中央図書館 ９：００ ～ 1９：２０ ９：００ ～ １６：５０

中央図書館 ９：００ ～ １９：２０ ９：００ ～ １６：５０

情報処理教育研究センター 

参考資料 

東京工芸大学情報処理教育研究センター利用規程（Ｐ.69）
情報処理教育研究センター利用に伴うガイドライン（Ｐ.70）
東京工芸大学ネットワークシステム利用規程（Ｐ.71）

 本学の学生のコンピュータリテラシー教育やソフトウェア教育のため
の環境を整備するとともに、自習や制作を支援する施設です。
 入学と同時にPC演習室やネットワークを利用するためのアカウント
が発行され、センター施設を利用することができます。
　厚木キャンパスにあるPC演習室には666台のコンピュータが設置
され、多種多様なソフトウェア及びインターネットが利用できる環境
が整備されています。
　中野キャンパスのPC演習室には345台のコンピュータが設置され、
クリエイティブ活動に打ち込むことの出来るハイブリッドな制作環境
が整っています。
　PC演習室のソフトウェアや設備機器の詳細は下記のホームページ
でご確認ください。
　授業で使用していないPC演習室は、学生のために開放しています
ので、レポート作成などに大いに活用してください。

※夏季・冬季・春季学生休暇期間中の開室時間は9：00～16:00です。
※授業で使用しているPC演習室は利用できません。また、夏季・冬季・
春季学生休暇期間中やメンテナンス等のため時間が変更されるこ
とがあります。掲示等に注意してください。

　学生の皆さんには入学と同時に、大学からメールアドレスが用意さ
れています。Gmailのサービスを利用していますので、一般的なGmail
と利用方法は同じです。
●学生用メールアドレス
　例）学部・学科を表す英文字1字+学籍番号＠st.t-kougei.ac.jp

学生用メールアドレスについて

　芸術学部の学生は個人所有のPCでAdobe Creative Cloudデスク
トップ アプリケーション、ならびにMicrosoftのOffice製品を在学中
無償で利用できます。大学のアカウントで登録の上、専用のサイトにア
クセスすれば利用環境に合わせた製品をダウンロードできますので、
PC演習室と合わせてレポートや作品の制作に大いに役立ててくださ
い。利用開始手順の詳細については情報処理教育研究センターのホー
ムページを確認いただくか、 教育研究情報課までお問合せください。

各種ソフトウェアの利用について

URL:http://www.cc.t-kougei.ac.jp/
　各種サービスの利用手続き、学内Wi-Fi接続マニュアル等をご確認
いただけます。
　各キャンパスPC演習室の開室スケジュールも随時公開しています
のでご利用ください。

情報処理教育研究センターのホームページについて

情報処理教育研究センターについて

相談窓口 教育研究情報課 情報グループ
厚木キャンパス：本館2階センター管理室
中野キャンパス：1号館1階・5号館3階

 本学には厚木キャンパス・中野キャンパスを含めた情報ネットワーク
（いわゆる学内LAN）があります。このネットワークを通じて、情報処理教
育研究センターのコンピュータや各研究室のコンピュータがインター
ネットに接続されています。また、一部の教室等には情報コンセント（有
線）、またはコウゲイWi-Fi（無線）が設けられており、ネットワークを利用
することが可能です。ネットワークを通じて、学内外の情報にアクセスす
ることができ、学習、研究、就職活動などに大いに利用できます。
 しかし、使用・運用を誤れば、広く社会に影響を及ぼしますので、利
用規程に則って適正に利用することが大切です。以下のような行為が
なされた場合は、利用許可が取り消されたり、停止されたりします。特
に悪質な行為と判断された場合には、懲戒処分の対象ともなりますの
で、良識ある利用をお願いします。

●情報処理教育研究センター利用規程や利用に伴うガイドライ
ンに反する行為

●他人にユーザ名を貸したり、他人になりすます行為
●システムに障害を与える行為
●営利を目的とする行為

情報ネットワークについて
●厚木キャンパスPC演習室　開室時間

土曜日月～金
9：00 ～20：00 9：00 ～16：00

厚木キャンパスPC演習室

中野キャンパスPC演習室

土曜日月～金
9：00 ～20：00 閉　室

●中野キャンパスPC演習室　開室時間
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写大ギャラリー（中野キャンパス）

　1975 年に設立された写大ギャラリーは、誰にでも開かれた空間
として、年間を通して無料で展覧会を開催し、また、収蔵作品を日常
的に写真教育や研究の現場で活用しています。

　写大ギャラリーでは1万点を超えるオリジナル・プリントを所蔵し
ており、教育機関の付属施設としては、世界に誇れる所蔵作品数と
言えます。約1,000点の作品を収蔵している土門拳や森山大道のほ
か、ウィン・バロックやアンセル・アダムスなど20世紀の世界的巨匠
の名作や、W.H.フォックス・タルボットのような19世紀の歴史的作
品など、数多くの著名写真家の作品を収蔵しています。

　それぞれの作品はデジタル・
アーカイブ化され、中野図書館
の端末からいつでも作品の情報
や高精細な画像を閲覧できるよ
うになっています。

(中野図書館 地下1階
検索スペース) 

※検索システムを利用できる時
間については、中野図書館の開
館時間をご確認ください。

写大ギャラリーについて

収蔵作品について

　写大ギャラリー設立当時、本学は東京写真大学という名称であ
り、略して「写大」と呼ばれていたことがギャラリー名の由来です。
1977年に校名が現在の東京工芸大学に変更された後も、永年親し
まれてきた「写大」という呼び名をギャラリーの名前に残し、現在に
至っています。

写大ギャラリーの名称について

　1975年、第一線で活躍する写真家であった細江英公先生が本学
教授に就任した際に、写真教育に携わる条件として、本物の写真を
日常的に見せられる場として、「オリジナル・プリント」※を展示、収集
するギャラリーの設置を提案しました。写真教育の現場でこそ、「写
真の素晴らしさ」「写真への愛と尊敬」を語る上で最も効果的な教材
として、オリジナル・プリントを活用すべきだと考え、ギャラリー設立
の重要性を主張したのでした。

※「オリジナル・プリント」とは、写真家自身により制作され、署名な
どが入れられた、写真家の最終的な表現媒体としてのプリントを指
し、印刷物などでは感じられない、作者の息づかいまで伝えるもの
として、絵画や彫刻のように、芸術作品の一つのジャンルとして、認
識されているものです。

　そして1975年5月の「ウィン・バロック展」を皮切りに写大ギャラ
リーは開設され、以降、海外の著名写真家の初個展や、歴史的意義
のある国内作家の写真展など、数多くのユニークな展覧会を開催し
てきました。会期中には作家本人を招聘して授業を行ったり、一般向 
けのトークショーなどを実施したりしてきました。 国内外の優れた
写真作品を展示・収集・研究する常設施設としては、教育機関のみな
らず、我が国の写真の歴史を見ても、極めて先駆的な存在だといえ
るでしょう。

写大ギャラリーの歴史

場 所
開 館 時 間

展示内容・会期などは、写大ギャラリーホームペー
ジでご確認ください。ホームページからは、過去展
覧会のアーカイブデータもご覧いただけます。 
http://www.shadai.t-kougei.ac.jp

：中野キャンパス5号館(芸術情報館)2F 
：10:00～20:00
    (会期中無休・入場無料)

施設概要

初代写大ギャラリー運営委員長であり、日
本を代表する写真家である細江英公先生
は、1933年に生まれ、1954年に本学(当
時:東京写真短期大学)を卒業しました。卒
業後は、小説家の三島由紀夫を被写体と
した「薔薇刑」(1963年)や、舞踏家の土方
巽を被写体とした「鎌鼬」(1969年)など、
肉体をモチーフにしたセンセーショナルな
作品を発表し、若くして国際的に評価され
る写真家でした。2003年には英国王立写
真協会から特別勲章を授与され、2010年には我が国の文化発展に
対する永年の功績が認められ文化功労者として選出、2019年の秋
の叙勲においては「旭日重光章」を受章されています。

細江英公先生略歴

学生食堂 大学生協購買部

自販機コーナー

学生食堂・大学生協購買部

土月～金名　称

閉店STORE（ストア）中野キャンパス

※長期休暇中は営業時間が変更になります。
※学内行事の関係で変更になる場合があります。

 中野キャンパス1号館地下1階には自販機コーナーがあります。
飲料、お菓子、その他食べ物などの商品が利用できます。
　時間 7:00～22:00

中野キャンパス3号館  軽食販売

 中野キャンパス3号館1階に、お弁当やパン、ホットスナックを販売
します。
　営業時間 11:30～13:30

 中野キャンパスの2号館地下1階「プレイス」には学生食堂（B-Cafe）が
あります。「芸術にふさわしい環境づくり」という2号館建設コンセプ
トのもとに、都会の喧噪を忘れさせるような芸術に囲まれた佇まいの
中で、食事の時間をゆったりと過ごせる空間になっています。
　人気定番メニューや家庭料理を幅広くリーズナブルなお値段で取
り揃えています。また学内に設置された「バーベキュースペース」へ
の食材提供（肉パPlan）で、気軽に学生同士でのバーベキューも楽し
めます。

　中野キャンパスのSTORE（ストア）では勉学研究に必要な教科書、
パソコン、パソコンソフト、文具等はもちろん、芸術系大学らしく画
材も多くそろえています。
　営業時間は下記のとおりです。

10：30～17：00

土月～金名　称

B Cafe 11:30～17:00
（ランチタイム 11:30～14:00） 閉　店
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写大ギャラリー（中野キャンパス）

　1975 年に設立された写大ギャラリーは、誰にでも開かれた空間
として、年間を通して無料で展覧会を開催し、また、収蔵作品を日常
的に写真教育や研究の現場で活用しています。

　写大ギャラリーでは1万点を超えるオリジナル・プリントを所蔵し
ており、教育機関の付属施設としては、世界に誇れる所蔵作品数と
言えます。約1,000点の作品を収蔵している土門拳や森山大道のほ
か、ウィン・バロックやアンセル・アダムスなど20世紀の世界的巨匠
の名作や、W.H.フォックス・タルボットのような19世紀の歴史的作
品など、数多くの著名写真家の作品を収蔵しています。

　それぞれの作品はデジタル・
アーカイブ化され、中野図書館
の端末からいつでも作品の情報
や高精細な画像を閲覧できるよ
うになっています。

(中野図書館 地下1階
検索スペース) 

※検索システムを利用できる時
間については、中野図書館の開
館時間をご確認ください。

写大ギャラリーについて

収蔵作品について

　写大ギャラリー設立当時、本学は東京写真大学という名称であ
り、略して「写大」と呼ばれていたことがギャラリー名の由来です。
1977年に校名が現在の東京工芸大学に変更された後も、永年親し
まれてきた「写大」という呼び名をギャラリーの名前に残し、現在に
至っています。

写大ギャラリーの名称について

　1975年、第一線で活躍する写真家であった細江英公先生が本学
教授に就任した際に、写真教育に携わる条件として、本物の写真を
日常的に見せられる場として、「オリジナル・プリント」※を展示、収集
するギャラリーの設置を提案しました。写真教育の現場でこそ、「写
真の素晴らしさ」「写真への愛と尊敬」を語る上で最も効果的な教材
として、オリジナル・プリントを活用すべきだと考え、ギャラリー設立
の重要性を主張したのでした。

※「オリジナル・プリント」とは、写真家自身により制作され、署名な
どが入れられた、写真家の最終的な表現媒体としてのプリントを指
し、印刷物などでは感じられない、作者の息づかいまで伝えるもの
として、絵画や彫刻のように、芸術作品の一つのジャンルとして、認
識されているものです。

　そして1975年5月の「ウィン・バロック展」を皮切りに写大ギャラ
リーは開設され、以降、海外の著名写真家の初個展や、歴史的意義
のある国内作家の写真展など、数多くのユニークな展覧会を開催し
てきました。会期中には作家本人を招聘して授業を行ったり、一般向 
けのトークショーなどを実施したりしてきました。 国内外の優れた
写真作品を展示・収集・研究する常設施設としては、教育機関のみな
らず、我が国の写真の歴史を見ても、極めて先駆的な存在だといえ
るでしょう。

写大ギャラリーの歴史

場 所
開 館 時 間

展示内容・会期などは、写大ギャラリーホームペー
ジでご確認ください。ホームページからは、過去展
覧会のアーカイブデータもご覧いただけます。 
http://www.shadai.t-kougei.ac.jp

：中野キャンパス5号館(芸術情報館)2F 
：10:00～20:00
    (会期中無休・入場無料)

施設概要

初代写大ギャラリー運営委員長であり、日
本を代表する写真家である細江英公先生
は、1933年に生まれ、1954年に本学(当
時:東京写真短期大学)を卒業しました。卒
業後は、小説家の三島由紀夫を被写体と
した「薔薇刑」(1963年)や、舞踏家の土方
巽を被写体とした「鎌鼬」(1969年)など、
肉体をモチーフにしたセンセーショナルな
作品を発表し、若くして国際的に評価され
る写真家でした。2003年には英国王立写
真協会から特別勲章を授与され、2010年には我が国の文化発展に
対する永年の功績が認められ文化功労者として選出、2019年の秋
の叙勲においては「旭日重光章」を受章されています。

細江英公先生略歴

学生食堂 大学生協購買部

自販機コーナー

学生食堂・大学生協購買部

土月～金名　称

閉店STORE（ストア）中野キャンパス

※長期休暇中は営業時間が変更になります。
※学内行事の関係で変更になる場合があります。

 中野キャンパス1号館地下1階には自販機コーナーがあります。
飲料、お菓子、その他食べ物などの商品が利用できます。
　時間 7:00～22:00

中野キャンパス3号館  軽食販売

 中野キャンパス3号館1階に、お弁当やパン、ホットスナックを販売
します。
　営業時間 11:30～13:30

 中野キャンパスの2号館地下1階「プレイス」には学生食堂（B-Cafe）が
あります。「芸術にふさわしい環境づくり」という2号館建設コンセプ
トのもとに、都会の喧噪を忘れさせるような芸術に囲まれた佇まいの
中で、食事の時間をゆったりと過ごせる空間になっています。
　人気定番メニューや家庭料理を幅広くリーズナブルなお値段で取
り揃えています。また学内に設置された「バーベキュースペース」へ
の食材提供（肉パPlan）で、気軽に学生同士でのバーベキューも楽し
めます。

　中野キャンパスのSTORE（ストア）では勉学研究に必要な教科書、
パソコン、パソコンソフト、文具等はもちろん、芸術系大学らしく画
材も多くそろえています。
　営業時間は下記のとおりです。

10：30～17：00

土月～金名　称

B Cafe 11:30～17:00
（ランチタイム 11:30～14:00） 閉　店



2020 CAMPUS GUIDE

3938

第
5
章 

施
設
編

第
6
章 

課
外
活
動
編

池の平ホテル

白樺高原ホテル

日～金：7,800円
土・休前日：11,040円

日～金：5,640円
土・休前日：8,880円

 観光協会に属するホテ
ル・旅館・ペンション・民宿・
ロッジ（合計40カ所以上）の
全てが利用できます。

※宿泊施設を指定しな
い場合は、学生に限り
一律2,500円になり
ます。

ホテル・旅館
ペンション・ロッジ・民宿

8,000円

5,000円

新潟県妙高高原
●妙高高原
  池の平温泉観光協会
利用料金

平・休日：
5,000～6,000円
休前日：
7,000～9,000円

情緒ある宿でのゼミ合宿や体育館・グランド・野球
場などの体育施設の手配まで充分おまかせ可能！

静岡県伊豆長岡温泉
●実篤の宿いづみ荘
利用料金

平・休日：3,480円
休前日：4,020円

BBQハウス新設！合宿のお客様に大人気！
音楽ホール充実！50 名様で貸切可！

千葉県南房総
●やまげん
利用料金

●コンビニまで徒歩３分
●露天風呂あり  
●夕食はセットメニュー・朝食バイキング  
●上諏訪駅より徒歩７分  

長野県諏訪湖
●諏訪湖ホテル

平日：4,500円
休前日：5,500円

利用料金

白樺湖近く
貸切天然温泉がある宿！
20名様～貸切可！（要相談）

長野県姫木平
●ペンションあーるいん

4,000円～6,150円
※利用者数2名以上
　冬季利用の場合は
　暖房費加算あり

利用料金

 観光協会に属する民宿のすべてが利用できます。
自然溢れる尾瀬高原に程近く、近隣の体育施設や温
泉施設も充実しています。

福島県尾瀬
●尾瀬檜枝岐
  温泉観光協会

 グループに属する池の平ホ
テル・白樺高原ホテル、及びレ
ジャー施設等が利用できます。
※レジャー施設も協定の割引
料金で利用できます。

長野県
●白樺リゾート
  池の平ホテル
  白樺高原ホテル
利用料金

通常期
平日：5,710～7,870円
土日祝：
6,250～8,410円

利用料金

●コンビニまで徒歩 8分
●30 名収容の大浴場あり
　　　　　　　　( 温泉 )
●夕食・朝食セットメニュー
●自然体験プログラムあり

栃木県那須高原
●那須オオシマ
  フォーラム

通常期
平・休日：3,630～4,710円
休前日：4,170～4,710円

利用料金

 本学では、以下の施設とリゾート契約を結んでいます。お得な協定料金となっていますので、ぜひ利用してください。どの施設を利用する場合も、
大学から本人１人１泊につき３,０００円の利用補助が出ますので、下表の利用料金で利用する事ができます。（原則１回につき１人２泊３日まで）利用
の申し込みは利用希望日の２週間前までに、学生課にて行ってください。それぞれの施設の設定除外日についてはお問い合わせください。

相談窓口 学生課※利用料金等は変更される場合があります。
　最新情報はお問い合わせください。

平・休日：
7,150～9,250円
休前日：
10,350～14,750円

芦ノ湖と箱根の山なみ、この変化に富んだ景観と豊かな自然
が息づく湖尻高原の中心、深い緑につつまれた当ホテルは
湖尻・桃源台に近く、箱根めぐりにも絶好のロケーション。

神奈川県箱根湖尻
●箱根高原ホテル

伊豆長岡温泉の中心に位置し、温泉情緒豊かな雰囲
気に包まれた和風温泉です。館内には500点余の書
画を展示し、ゆったりと美術鑑賞ができます。

静岡県伊豆長岡温泉
●小松家 八の坊

●コンビニまで徒歩４分
●夕食・朝食バイキング
●テニスコート
　（オムニコート）４面あり
●露天風呂あり 

山梨県石和温泉
●春日居
  びゅーほてる
利用料金

雄大な富士山と緑の自然に囲まれた環境の中、セミナーハ
ウス、グランド、体育館、テニスコート、フットサルコートを完
備。ゼミ合宿・スポーツ合宿に最適の施設です。

山梨県河口湖
●富士緑の休暇村

●コンビニまで徒歩1分
●夕食は和会席・朝食バイキング
●源泉かけ流しの露天風呂
●石和温泉駅より徒歩5分

山梨県石和温泉
●華やぎの章 慶山
利用料金

越後湯沢を代表する充実
ファシリティー！首都圏か
らわずか 80 分でリゾート
ミーティング！

新潟県越後湯沢温泉
●NASPA
  ニューオータニ
利用料金

利用料金
平日：5,640～6,720円
休前日：6,720円

●コンビニまで車で5分
●豊かな自然に囲まれたリゾートコテージ
●夕食はセットメニュー・朝食バイキング
●温泉大浴場・サウナあり

静岡県伊豆高原
●ルネッサ赤沢
利用料金
通常期
平・休日：5,424～6,504円
休前日：8,964～11,664円

平・休日：5,500円
休前日：7,700円

利用料金

利用料金

平・休日：
5,800～8,000円
休前日：
12,300～14,500円

平日：3,480円
休前日：5,640円

東京工芸大学リゾート施設

体育館・会議室多数あり！

山梨県西湖
● HAMAYOUリゾート
  レイクホテル西湖

4,020～5,100円

利用料金

平日：4,900～5,500円
休前日：6,800～8,000円

利用料金

九十九里のほぼ真ん中にある当館は砂風呂（別料金）や天然
温泉を使用している岩風呂などを含め、多彩なお風呂があ
ります。イベントやショーなど毎日活気があります。

千葉県九十九里・長生村
●スパ＆リゾート
  九十九里太陽の里

4,300円
※利用者数10名以上

会議室兼コンパルームはオールナイトで利用できま
す。インドアコートはテニス以外にもバレーボールや
ドッヂボール、綱引き等の運動会にも利用できます。
海水浴場や城ヶ崎海岸、スーパー・コンビニまで無料
送迎（予約制）があり、ゼミ合宿に最適です。

静岡県伊豆高原
●リゾートホテル
  ロブィング
利用料金
通年 4,776～5,856円
※利用者数5名以上

第6章 キャンパスライフ 課外活動編

課外活動

課外活動団体について

参考資料 

 授業以外の時間を利用して参加する課外活動は、組織ならではの
協調性・自主性・リーダーシップといった、社会に出てからも必要と
される要素も課外活動を通して育成されます。
 本学においては、入学すると全員が学友会の会員となります。学
友会の中には、各種委員会、体育系・文化系のクラブ(部)、同好会な
ど50以上の課外活動団体が組織され、学生が主役となって運営さ
れています。自分に合った課外活動団体を見つけ、より充実した学
生生活への第一歩として皆さんの積極的な参加を期待します。 

学友会とは
　学友会とは『学生の学生による学生のための組織』です。学生が
主体となり、自分達のキャンパスライフをより良く、楽しくするため
に活動をする組織です。高校で言うところの生徒会に近い存在にな
ります。

　4月に学友会が主催する新入生歓迎クラブ・サークル紹介で説明
があります。委員会および協議会所属クラブ（部）に入会したい場
合は、各部のクラブハウスに行きましょう。

新しいサークルを作りたい場合は学友会に相談してください。

クラブ（部）の設立について
　クラブ（部）を設立するためには以下の条件を満たしている必要
があります。
【設立条件】
・同好会として承認されている団体であること
・２年以上の活動を行い「月間活動報告書」が提出されていること
・活動が活発に行われていること
・学友会会則の項目に反していない規則を制定していること
・構成員が１０名以上であること
・顧問が在任していること

　新たに同好会・クラブ（部）の設立に関する詳しい内容は、学友会
本部で相談してください。

部室について
　各委員会・協議会所属クラブ（部）には部室があります。中野キャ
ンパスは「7号館 クラブハウス」に集まっています。場所は「第9章 
校舎案内」で確認してください。

学友会本部

中野祭実行委員会

学友会学生生協委員会

学友会中野支部

体育部協議会本部

学園祭実行委員会

文化部協議会本部

委員会

プログラミング研究会

アカペラ部

漫画研究会

Ｊａｚｚ研究会

サウンド研究会

ダンス部（POLYTECHNICS)

特撮研究会

軽音楽部

天文部

演劇部

パフォーマンス研究会

モーターサイクル部

TRPG-Club

ＢＨＣ（重音部）

吹奏楽団

コスプレサークル

オカルト研究会

厚木、中野両方で活動する団体

バドミントン部

硬式野球部

剣道部

陸上競技部

弓道部 からくり工房

アーチェリー部

硬式庭球部

バレーボール部

茶道部

厚木のみで活動する団体

東京工芸大学学友会会則（Ｐ.80）
東京工芸大学学友会課外活動団体取扱規程（Ｐ.83）
Evolution’20（学友会本部）

カラー写真部写真部

ＦＯＴＯ.ism

報道写真部
中野のみで活動する団体

同好会の設立について
　同好会を設立するためには以下の条件を満たしている必要があ
ります。
【設立条件】
・活動内容が明白であること
・構成員が5名以上であること
・顧問が在任していること

課外活動に関する手続き
 学外での合宿・大会等に参加する場合は、1週間前までに「課外活
動許可願」を学生課に提出してください。特に、夏季及び冬季休暇前
にも忘れずに提出してください。提出されない場合は、学生教育研究
災害傷害保険が適用されませんので、注意してください。また、終了
後には必ず「報告書」を提出してください。

※これ以外に数多くの「同好会」が活動しています。
　詳しくはEvolution’20で確認してください。


