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国民年金への加入

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10
年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。

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。

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～11月
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

　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

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10月～11月

※募集時期は予定です。募集についてはコウゲイ.netでお知らせします。必ず確認してください。

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。

東京工芸大学大学院工学研究科に在籍
する者で、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。ただし、本
学の工学部の卒業者以外の者は、出願時
点で工学部同窓会に入会している者、ま
たは入会予定の者に限る。特待生制度に
よる特待生との併用は制限しない。

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

●依存の種類
「物質への依存」
　　アルコールや煙草（ニコチン）、薬物といった精神に依存する物質
を原因とする依存症状のことを指します。
　　依存性のある物質の摂取を繰り返すことによって、以前と同じ量
や回数では満足できなくなり、次第に使う量や回数が増えていき、
使い続けなければ気が済まなくなり、自分でもコントロールできな
くなってしまいます。
「行為（プロセス）への依存」
　　物質ではなくギャンブルなど特定の行為や過程に必要以上に熱中
し、のめりこんでしまう症状のことを指します。特に若者が陥りがち
であり、近年問題となっているのがインターネットやゲームへの依存
です。その他にも買物依存、性依存、過食・拒食、自傷癖、窃盗癖など
も代表的な行為依存と言われています。

●依存症にならないために
　　違法な薬物に手を出さないことはもちろん、20歳になっても
気軽に煙草やお酒に手を出さず、節度を持って接するようにし
てください。

　　また行為依存の危険をよく理解し、インターネットやゲーム
などはルールを決めて計画的に行うよう心がけましょう。

　　万が一、依存症が疑われる場合は本人や家族だけで抱え込ま
ず、専門の機関に相談してください。

●依存症とは？
　特定の何かに心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状
態になることです。
　人が「依存」する対象は様々ですが、代表的なものに、アル
コール・薬物・ギャンブル等があります。依存症に共通すること
は、家族とのケンカが増える、生活リズムがくずれる、体調をく
ずす、お金を使いすぎるなど何かしらの問題が起きているのに
も関わらず、ほどほどにできない、やめられない状態に陥ると
いうことです。
　依存症は、一般的なイメージでは、“本人の心が弱いから”依
存症になったんだ、と思われがちですが依存症の発症は、ドー
パミンという脳内にある快楽物質が重要な役割を担っていま
す。アルコールや薬物、ギャンブルなどの物質や行動によって快
楽が得られます。そして、物質や行動が繰り返されるうちに脳
がその刺激に慣れてしまい、より強い刺激を求めるようになり
ます。その結果、物質や行動がコントロールできなくなってしま
う病気なのです。

依存症の危険性について



2022 CAMPUS GUIDE

3130

第
4
章　

奨
学
金
編

第
4
章　

奨
学
金
編

特 典推薦資格種 類

当該年次の１年間に限り授業料の半額を免除する
学業特待生
（学部生）

２年間授業料の半額を免除する
大学院特待生
（博士前期課程）

●学業成績が著しく低下した場合、または病気・事故以外の理由で休学した場合等は資格が取り消されます。

※１ 学業特待生は、各学科から特待生候補者が推薦され、教授総会の議を経て、決定されます。

※２ 各専攻から特待生候補が推薦され、研究科総会の議を経て決定されます。 相談窓口 教務課

 成績が著しく優秀な学生に対し、特待生制度を設けています。

２年次以上の学部生で、各年次終了時において、
GPAが3.5以上である者（※１）

本学の学部卒業後、大学院博士前期課程に入学した者で、
学部時の学業成績優秀・人物が優秀と認められる者（※２）

特待生制度

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.68）

事由が発生
した月から
１２ヶ月以内

連帯保証人の病気療養等の理由により
修学に困難があると認められる学部生
及び大学院生

後援会
応急奨学金

５０万円以内
（金額は家計
状況を考慮し
選考委員会に
おいて決定）
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

在学中１回
連帯保証人の死亡による家計事情の急
変で修学に困難であると認められる学
部生及び大学院生

後援会
共済奨学金

年間学納金の
半額相当分
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

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

学業継続支援型奨学金

大学に在学し、身体健康、勉学意欲旺盛
かつ経済的事由により学業を継続するこ
とが困難であり、原則として当年度に卒
業又は修了が見込まれる学生（外国人留
学生等を除く）

えんのき
奨学金

願書及び面接により
判定する。

上限６０万円で
１０万円単位
（貸与）

基金の
限度内

前期・後期
各1回

在学中１回

次に掲げる要件を全て満たす者
・本学の学部及び大学院に在学する正規
学生である者
・授業への出席が良好である者
・父母若しくはこれに代わって家計を支
えている者が、会社の倒産又は解雇等
により、無収入に近い状態となり、修学
の継続が困難になった者

緊急支援
奨学金

３０万円以内
（給付）

奨学原資
の限度内

願書及び面接により
判定する。

問い合わせ先
日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

☎０４６-２２４-３７３１
厚木支店

０５７０ - ００８６５６
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
☎

０１２０ - ５１７- ３２５（フリーダイヤル）
http://www.orico.tv/gakuhi/
☎

三井住友銀行 国内全店
（統括店）厚木支店

オリエントコーポレーション
学費サポートデスク

 日本政策金融公庫の教育ローンと民間金融機関の教育ローンがあります。

（東京工芸大学の学生であることを伝
えてください。）

教育ローン

⇨P.21 「外国人留学生サポート体制」に記載しています。

留学生対象の奨学金制度

日本学生支援機構　貸与型奨学金

　日本学生支援機構の奨学金貸与事業は、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学生等が、自らの意志と責任において大学等で学ぶ
ことができるよう、国の重要な教育事業として実施されています。大学進学後、申し込みができる奨学金の種類は、第一種（無利子貸与）奨学金
と、第二種（有利子貸与）奨学金があります。

第二種（有利子貸与）第一種（無利子貸与）

学力基準

博士前期 5万円、8万 8千円
5万円、8万円、10万円、13万円、15万円

　4月初旬　(コウゲイ .net でお知らせします )

博士後期 8万円、12万 2千円

貸与月額

募集時期

相談窓口 学生課

学外の奨学金制度

https://www.rakuten-bank.co.jp/loan/education/
０１２０ - ６１-６９１０（フリーダイヤル）☎楽天銀行 カードセンター

教育ローン専用ダイヤル

申込資格
大学の正科生であり、経済的理由により修学に困難で優れた学生等であると認められる人。
※休学中・留年中の学生は申し込み不可。外国籍の学生は申込資格に制限あり。

学部 1年次 高等学校の評定平均値が 3.5 以上 出身学校における成績が平均水準以上等

学部 2年次以上 成績が所属学部の上位 3分の 1以内 在籍する学校における成績が平均水準以上等

家計基準 希望する奨学金種別、収入形態、通学形態等、世帯人員によって異なる。

自宅：2万円、3万円、4万円、5万 4千円
自宅外：2万円、3万円、4万円、5万円、6万 4千円
※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高
　月額以外の月額から選択

学部 2万円～ 12万円（1万円単位で選択）

高等教育の修学支援新制度

　家庭の経済事情に左右されず、意欲のある生徒が大学に進学し学ぶことができることを目的に、2020 年 4 月から国による新しい就学支援
制度が始まりました。支援内容は、「授業料等減免（入学金含む）」の創設と返還の必要のない「給付型奨学金」の拡充の 2つです。世帯収入の基
準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。

学力基準

　4月初旬　(コウゲイ .net でお知らせします )

支援金額

募集時期

申込資格
・高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が
　2年を経過していない学部生
・外国籍の学生は在留資格により申込制限あり

1 年次 1．高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で 3.5 以上であること
2．将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること

収入基準

【第 1区分】本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第 2区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600 円未満であること
【第 3区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600 円以上 51,300 円未満であること
※詳細は日本学生支援機構のホームページ参照

資産基準
本人と生計維持者 (2人 ) の資産 (不動産は含まない )の合計が 2000 万円未満
※生計維持者 1人の場合は 1250 万円未満

2年次以上
1．GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2分の 1の範囲に属すること
2．修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って
　学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

家計基準

※金額は第 1区分のもの。第 2区分はこの金額の 3分の 2、第 3区分は 3分の 1となります。
【給付奨学金】自宅通学：月額 38,300 円／自宅外通学：月額 75,800 円　
【授業料等減免】入学金：(工学部 )200,000 円　(芸術学部 )250,000 円
　　　　　　　授業料：700,000 円　

※2022 年 3月現在の情報です。
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特 典推薦資格種 類

当該年次の１年間に限り授業料の半額を免除する
学業特待生
（学部生）

２年間授業料の半額を免除する
大学院特待生
（博士前期課程）

●学業成績が著しく低下した場合、または病気・事故以外の理由で休学した場合等は資格が取り消されます。

※１ 学業特待生は、各学科から特待生候補者が推薦され、教授総会の議を経て、決定されます。

※２ 各専攻から特待生候補が推薦され、研究科総会の議を経て決定されます。 相談窓口 教務課

 成績が著しく優秀な学生に対し、特待生制度を設けています。

２年次以上の学部生で、各年次終了時において、
GPAが3.5以上である者（※１）

本学の学部卒業後、大学院博士前期課程に入学した者で、
学部時の学業成績優秀・人物が優秀と認められる者（※２）

特待生制度

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.68）

事由が発生
した月から
１２ヶ月以内

連帯保証人の病気療養等の理由により
修学に困難があると認められる学部生
及び大学院生

後援会
応急奨学金

５０万円以内
（金額は家計
状況を考慮し
選考委員会に
おいて決定）
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

在学中１回
連帯保証人の死亡による家計事情の急
変で修学に困難であると認められる学
部生及び大学院生

後援会
共済奨学金

年間学納金の
半額相当分
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

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

学業継続支援型奨学金

大学に在学し、身体健康、勉学意欲旺盛
かつ経済的事由により学業を継続するこ
とが困難であり、原則として当年度に卒
業又は修了が見込まれる学生（外国人留
学生等を除く）

えんのき
奨学金

願書及び面接により
判定する。

上限６０万円で
１０万円単位
（貸与）

基金の
限度内

前期・後期
各1回

在学中１回

次に掲げる要件を全て満たす者
・本学の学部及び大学院に在学する正規
学生である者
・授業への出席が良好である者
・父母若しくはこれに代わって家計を支
えている者が、会社の倒産又は解雇等
により、無収入に近い状態となり、修学
の継続が困難になった者

緊急支援
奨学金

３０万円以内
（給付）

奨学原資
の限度内

願書及び面接により
判定する。

問い合わせ先
日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

☎０４６-２２４-３７３１
厚木支店

０５７０ - ００８６５６
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
☎

０１２０ - ５１７- ３２５（フリーダイヤル）
http://www.orico.tv/gakuhi/
☎

三井住友銀行 国内全店
（統括店）厚木支店

オリエントコーポレーション
学費サポートデスク

 日本政策金融公庫の教育ローンと民間金融機関の教育ローンがあります。

（東京工芸大学の学生であることを伝
えてください。）

教育ローン

⇨P.21 「外国人留学生サポート体制」に記載しています。

留学生対象の奨学金制度

日本学生支援機構　貸与型奨学金

　日本学生支援機構の奨学金貸与事業は、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学生等が、自らの意志と責任において大学等で学ぶ
ことができるよう、国の重要な教育事業として実施されています。大学進学後、申し込みができる奨学金の種類は、第一種（無利子貸与）奨学金
と、第二種（有利子貸与）奨学金があります。

第二種（有利子貸与）第一種（無利子貸与）

学力基準

博士前期 5万円、8万 8千円
5万円、8万円、10万円、13万円、15万円

　4月初旬　(コウゲイ .net でお知らせします )

博士後期 8万円、12万 2千円

貸与月額

募集時期

相談窓口 学生課

学外の奨学金制度

https://www.rakuten-bank.co.jp/loan/education/
０１２０ - ６１-６９１０（フリーダイヤル）☎楽天銀行 カードセンター

教育ローン専用ダイヤル

申込資格
大学の正科生であり、経済的理由により修学に困難で優れた学生等であると認められる人。
※休学中・留年中の学生は申し込み不可。外国籍の学生は申込資格に制限あり。

学部 1年次 高等学校の評定平均値が 3.5 以上 出身学校における成績が平均水準以上等

学部 2年次以上 成績が所属学部の上位 3分の 1以内 在籍する学校における成績が平均水準以上等

家計基準 希望する奨学金種別、収入形態、通学形態等、世帯人員によって異なる。

自宅：2万円、3万円、4万円、5万 4千円
自宅外：2万円、3万円、4万円、5万円、6万 4千円
※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高
　月額以外の月額から選択

学部 2万円～ 12万円（1万円単位で選択）

高等教育の修学支援新制度

　家庭の経済事情に左右されず、意欲のある生徒が大学に進学し学ぶことができることを目的に、2020 年 4 月から国による新しい就学支援
制度が始まりました。支援内容は、「授業料等減免（入学金含む）」の創設と返還の必要のない「給付型奨学金」の拡充の 2つです。世帯収入の基
準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。

学力基準

　4月初旬　(コウゲイ .net でお知らせします )

支援金額

募集時期

申込資格
・高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が
　2年を経過していない学部生
・外国籍の学生は在留資格により申込制限あり

1 年次 1．高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で 3.5 以上であること
2．将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること

収入基準

【第 1区分】本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第 2区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600 円未満であること
【第 3区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600 円以上 51,300 円未満であること
※詳細は日本学生支援機構のホームページ参照

資産基準
本人と生計維持者 (2人 ) の資産 (不動産は含まない )の合計が 2000 万円未満
※生計維持者 1人の場合は 1250 万円未満

2年次以上
1．GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2分の 1の範囲に属すること
2．修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って
　学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

家計基準

※金額は第 1区分のもの。第 2区分はこの金額の 3分の 2、第 3区分は 3分の 1となります。
【給付奨学金】自宅通学：月額 38,300 円／自宅外通学：月額 75,800 円　
【授業料等減免】入学金：(工学部 )200,000 円　(芸術学部 )250,000 円
　　　　　　　授業料：700,000 円　

※2022 年 3月現在の情報です。




