
学生生活について

～大学を120％活用しよう～

青木 彰
令和３年４月１日（木）

令和３年度 新入生（学士課程）総合オリエンテーション

学務部 学生支援課長
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・みなさんが，大学に慣れたり，
東工大に慣れたりするために様々な
アドバイスをします。
・東工大の学修について，教育体系・
システムの目的を平易に説明します。
・必要な支援窓口を紹介します。

学修コンシェルジュ

学修コンシェルジュJr.

・学修コンシェルジュが，4/7～4/9全学生にガイダンスをします。
・学生証配付と同時に配布された白い紙袋内の案内チラシに
各ユニットごとの日程が記載されています。

・必ず出席してくだ さい。
・オンライン開催です。Zoomリンクは前日までにメールで
お送りします。

東工大生をよく知る
教職員，OB,学生ス
タッフが担当します。

日時

新入生の皆さんに学修で必要なこと（時間割の
作り方、東工大でできること、相談窓口など）を

知ってもらい、東工大をより理解し、
スムーズなスタートを切ってもらうために、

学修コンシェルジュと先輩学生が
ガイダンスをします。

◆自分のユニットのクラス（裏面参照）に出席してください。

ガイダンスの第三部で、ユニットごとに交流会を実施します。

※都合が悪い場合は、別のユニットの日時に出席も可（連絡不要）

◆ 所要時間は、９０分間です。
（ガイダンスが約60分、交流会が約30分です）

◆メールで、Zoomリンク一覧が送られます。
Mアドレスのメールと出願時に提出したアドレスに届きます。
メールを必ずチェックしてください！

◆ 第3部の交流会では、自己紹介を行います。

必ず出席
してね！

工太郎

可能であれば、第3部では
カメラとマイクをONにし

てね！

トーコ
問い合わせ先

学生支援センター未来人材育成部門
学修コンシェルジュ窓口
concierge.info@jim.titech.ac.jp

自分のユニットの日時を、裏面の表で確認しましょう。

※ユニットは学生証受領時に配布される所属クラス通知書で確認してください。



学修コンシェルジュによるガイダンス

・少人数（ユニット単位）でアットホームに

・東工大ってどんな大学？（OBの視点から）
・東工大生活のイロハ

（先輩学生の視点から）
・「先輩東工大生の1日」,東工大で出来ること
・困った時の相談先
・東工大学修コンシェルジュLINE公式アカウント
紹介(月2回、特に 「1年生にその時役立つ」記
事を配信します。）

・ユニット単位の交流会
（仲間を作ろう）



初年次担当主任／系主任

アカデミック・アドバイザー

指導教員

初年次担当主任
学院に関する様々なことを相談できます。各学院の初年次担当
主任は下記に掲載されています。
https://www.titech.ac.jp/enrolled/counseling/other.html
アカデミック・アドバイザー
・学生１人を教員２名が担当します。ポートフォリオシステムにロ
グインすると，あなたのアカデミック・アドバイザーがわかります。
・学生の成績や履修状況等を考慮し，相談や指導を行い，将来の
夢や今後の学修計画・進路の実現をきめ細かくサポートします。
指導教員
・平均的には4年目の春（最短だと3年目の秋）に研究室に配属さ
れるときに決まります。学士特定課題研究の指導担当教員です。

東工大の教員
が担当します。
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ピアサポーター
東工大の在学生
（みなさんの先輩）
が担当します。

皆さんの先輩からアドバイス！

・入学してすぐには「わからないこと」が
たくさんありますが，先輩が優しく丁寧に
どんなことでも教えてくれます。
・本日は，13時から16時30分まで実施。
・4/1（木）～4/23（金）まで相談受付中！
（開催日は東工大HPやチラシを確認）

・開催時間は，13時からです。
・対面相談場所はTaki Plaza 地下1階です。
・対面相談、zoom相談、どちらもOK。
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学修相談室
東工大の在学生や
教員が担当します。

皆さんの学修をサポートします
・授業でわからないこと，もっと知りたいことなど，
どんどん質問しましょう。
教員や大学院生が，丁寧に説明してくれます。

●数学相談室
●物理相談室
●化学相談室
●生命科学相談室
●外国語学修相談室
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授業の担当教員
オフィスアワーも活用

（シラバスに記載あり。なければ
教員に聞いてみよう）



留学相談

留学情報館
大岡山キャンパス Taki Plaza 地下1階

・留学プログラム募集情報、先輩の留学体験談、留学のための奨学金など
留学を考えるうえで役立つ情報を取り揃えています。

留学コンシェルジュ
・海外経験が豊富で、学内で留学プログラム業務に関わっている教職員が

留学に関する個別相談にお応えします。対面やZoomによる面談をご希望の場合
は以下のページより事前予約してください。メールでの相談も受け付けています。

留学関連イベント
• 年に1回開催の留学フェアや、留学経験者による留学報告会を不定期で開催して
います。イベントの詳細は随時HPに更新しています。

【留学情報館・留学コンシェルジュ】

https://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/abroad_concierge.html
【留学関連イベント】

https://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/events.html

https://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/abroad_concierge.html
https://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/events.html


保健管理センター

学生や教職員の心と体の健康を守ります。
・健康診断，健康相談，アルコールパッチテスト，カウンセリング

内科医，精神科医，心理カウン
セラー，看護師が担当します。

学生相談室

東工大の先生が，相談にのります。
・本学における修学や将来のこと，また，大学生活で困っていること，
対人関係の悩みなど，どんなことでも気軽に相談できるところです。

東工大の教員が担当します。

電話相談デスク

どんなことでも，気兼ねなく
・相談窓口に行けないぐらいつらいとき，電話やメールで相談できます。

本学を退職された教員が担当します。
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バリアフリー支援室

心身の障害に応じた支援
・障害に応じた修学上のサポートについて，相談できます。

コーディネーターが担当します。



進学も就職も支援
・理工系である東工大生に合わせたキャリア形成の相談，支援
をしています。
・就職資料が豊富にあり，webで情報検索が出来る資料室が
あります。
・各時期に合わせてイベントや講座を開催します。

キャリアアドバイザー，
就職担当教員，くらま
えアドバイザーが担当
します。

就職支援

入学当初から，学修ポート
フォリオを使って情報を入
力しておくと，どんな相談
に行くときにも役立ちます。
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仲間を増やそう

学
院

学
院
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●「学院」
専門性を軸とする
コミュニティ。

学
院

学
院

学
院

学
院

学
院

学
院

●「ユニット」

専門の枠を超えて幅広く付き
合いを広げるコミュニティ。

８０ユニット



正確でタイムリーな情報が成功の鍵

●メールニュース（ほぼ毎月） 必ず読もう！

①学務部メールニュース

②東工大メールニュース

（東工大共通メールアドレス×××@m.titech.ac.jpを取得）

●掲示板 毎日チェック！

①ウッドデッキ横

②ウェブ掲示板（在学生向けHP）
・学務部掲示板

・在学生向けお知らせ

後から「しまった」とならないために

●学研災（学生教育研究災害傷害保険）等加入必須

●正確な第1次情報を確認する
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掲示板は桜並木の左側



入学料・授業料減免（授業料等減免）

●授業料等減免（日本人学生対象）

• 経済的理由により納付が困難な方には，審査の上，入
学料及び各期分の授業料の全額、2/3又は1/3を減免す
る制度

• 認定された場合も、各期末頃に継続願の提出が必要

• 入学手続時に、減免意思確認書で「希望する」を選択し、
期限までに提出していた場合のみ申請することが可能

• 締め切り厳守ですので、注意してください

●優秀学士留学生修学支援奨学金（私費留学生対象）
学業成績優秀な留学生向けに授業料全額相当又は半額相当の

支援を行うものです

13



各種奨学金

【日本人学生対象】

●日本学生支援機構（JASSO）奨学金

• 在学採用希望者は、詳細を大学HPで確認

• 各種証明書等が必要，準備は早めに

• 授業料等減免を希望する場合は、給付奨学金の申請も必要

• 高校の時に奨学金を申請した予約採用候補者は，決定通知を学生支援課経済支
援グループ宛てに提出。詳細を大学HPで確認

●東工大基金奨学金・民間財団・地方公共団体等の奨学金

• 給付型（返済不要）と無利子貸与型（返済必要）

• 学生掲示板，大学HP，学生支援課で随時案内

【私費留学生対象】

●大学推薦の民間財団・JASSOの奨学金

• 大学からの推薦を希望する方は登録が必要です。

• 登録方法等の詳細は大学HPで確認

【博士後期課程学生対象】

●東京工業大学つばめ博士学生奨学金 給付型（返済不要）
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アルバイト

●アルバイト

「東京工業大学アルバイト紹介システム（バイトネット）」

！！注意事項！！

・1年目の前期は学業優先の生活を

・留学生は資格外活動許可が必須
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サークル（課外活動）

●公認サークル ８１団体
体育系３７、文化系３４、技術系１０

●多彩な活躍
・工大祭実行委員会 学園祭グランプリ2018 5位
・ロボット技術研究会 ABU学生ロボコン2017で敢闘賞（ベスト4）受賞

・ボート部 第40回東日本新人選手権競漕大会優勝

・コール・クライネス第71回全日本合唱コンクールで銀賞

・ヨット部 全日本学生ヨット選手権スナイプ級4位

公認サークル一覧は，東工大HP（トップページ）≫在
学生の方≫課外活動・アルバイト≫（サークル活動）
にてご確認ください。



学内での諸活動

●在学生の学内でできるお仕事

ピアサポーター，図書館サポーター，

キャンパスガイド，広報サポーター，

学修コンシェルジュJr.

●学勢調査

●理工系学生能力発見・開発プロジェクト

●学生ボランティアグループ（東工大VG）
● Taki Plaza Gardener
●サークル

●学園祭（工大祭）

●教育プログラム（教務担当から紹介） などなど
17

提供：隈研吾建築都市設計事務所

（上）ピアサポーター，（下）学勢調査



学内施設の活用

●Taki Plaza（4/8グランドオープン！）

●体育館
• アリーナ（１階），温水プール（１階）

• 武道場（地階）,トレセン（地階）

●多目的グラウンド

●サークル棟

●図書館
ラーニングコモンズ（グループで課題に取り組んだりする場合）
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学内施設の活用

●食堂・レストラン

• 生協第一食堂（食堂棟）

• 生協第二食堂（本館）

• シアトル・エスプレスカフェ（Taki Plaza1階）

• ROYAL BLUE精養軒（TTF） 学生証で1割引！

• エクセルシオールカフェ（TTF） 飲み物は学生証で1割引！

●ショップ

・生協購買部（本館）

・セブン－イレブン（南４号館）

・キッチンカー（本館横駐輪禁止スペース、スロープ脇）
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学生寮（学士課程向け）

• 洗足池ハウス（女子寮・シェアハウス）

• 南品川ハウス（男子寮・シェアハウス）

• 梶が谷国際寮（提携） （男子寮、朝夕食事付き）

• 長津田ハウス（シェアハウス）

各寮の空室状況は，東工大HP（トップページ ）≫在学生の方≫
寮アパート≫（学生寮・住まい）にてご確認ください。
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南品川ハウス 洗足池ハウス



安全のために

●理工系学生として、安全のための基礎知識を

学ぼう。

●実験の前に、まずは安全の基礎を学びます。

●サークル活動でも、安全講習会に参加する

必要があります。

●未成年者の飲酒は、処分対象となります。



東工大生として

●今日から「東工大生」

●大人としての常識を持つ。
○授業中，講演会などで，スマホをいじらない

○〆切厳守

○カウンター，電話，メールなどの対応

○だめなことは，だめ など

●正確な情報を得る。
○聞いてなかった，知らなかったは，通用しない。

○不正確な情報を基に行動した結果は，自分で責任をとることになる。

●自ら行動する。

●ツールやサポートを，良いタイミングで上手に利用

する。



困ったときには学生支援課へ

主体的に，学修や活動に励んで，東工大生らし
い充実した大学生活を送ってください。

Taki Plazaの窓口に

23
トーコ 工太郎

そうだ，
学生支援課に

行こう
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