有意義な学生生活を送るには
■アルバイト

●アルバイトをする上での注意事項
■学士課程新入生は，大学生活に慣れてからアルバイトを探しましょう。

担当部署

■学業や健康に支障がない範囲で行いましょう。事前に労働条件（仕事内
容・形態・給与・時間・アクセス等）を確認して下さい。

・学生支援課

■就業する際は，無断遅刻・欠勤がないように努め，本学の学生としての
良識と誠意を持って就労して下さい。

学生支援課
・大岡山
Taki Plaza 地下 1 階

■留学生のアルバイトには「資格外活動許可」が必要です。（Ｐ６０参照）
■万一アルバイト中及び通勤時に事故が発生した場合は就労先に速やかに
報告して下さい。雇用主は労働保険に加入する義務を負っています。

・すずかけ台
Ｊ１棟１階

東工大 HP
→在学生の方
→課外活動・アルバイト
→アルバイト

●アルバイトの探し方
東京工業大学学生アルバイト紹介システム「バイトネット」で探す
パソコンや携帯電話からいつでもアルバイト情報の検索ができます。
学内 PC からアクセスするときは ID・パスワード不要でログインできます。
学外の PC や，携帯から初めてログインするときは大学発行のメールアド
レスを登録する必要があります。
（ID，パスワードを取得する）大学のメー
ルアドレスは，東工大ポータルサイトから取得できます。（Ｐ２１参照）
≪大学発行のメールアドレスに関する問い合わせ先≫
情報基盤課認証基盤システム担当

【アルバイト情報ネッ
トワーク「バイトネッ
ト」
】

※

03-5734-3381

東京工業大学は，（株）学生情報センターが運営する学生アルバイト紹

介システム「バイトネット」に紹介業務を委託しています。バイトネット
では，大学が定めた規約・教育的配慮に則り，職種の制限を設けて安心で
きるアルバイト先を掲載しています。
バイトネットのアルバイトの雇用・契約内容に対する疑問やトラブルが
発生したときは，速やかに下記宛て連絡して下さい。
(株) 学生情報センター

■各種相談

03-5466-1236

●学生相談室
学生相談室は，東工大生の身近な相談相手です。学業・進路の不安や，日常

担当部署
・学生支援課
学生支援課
・留学生交流課
・大岡山
80 年記念館 1 階
・すずかけ台
Ｊ１棟１階
留学生交流課
Taki Plaza 地下 1 階

生活で困っていること，対人関係の悩みなど，ささいなことでも１人で悩
まず気軽に相談して下さい。日本語に不慣れな留学生は，英語でも相談で
きます。
個人名や相談内容が外部に漏れることはありません。
安心して相談して下さい。
〔どんなことを相談出来ますか？〕
・

大学院に進むべきか，就職すべきか，進路のことで悩んでいる

・

卒論・修論の研究が進まず，どうしたら良いかわからない

・

学業面でついていけず，心配だ
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東工大 HP→在学生の方
→相談窓口

・

友達が少なく，人とうまくつきあっていけない

・

研究室内の人間関係に悩んでいる

・

SNS 上でトラブルがあって困っている

・

授業，アルバイト，サークルの両立に悩んでいる

など

〔誰に，いつ，どこで相談できますか？〕
相談員は東工大の３０数名の教員です。相談員の待機予定は，学生相談
室 WEB ページで確認できます。メールか電話で予約をするか直接学生相
談室に来て下さい。

【学生相談室】

大岡山学生相談室

すずかけ台学生相談室

〔80 年記念館 1 階 102 号室〕

〔大学会館 H２棟 1 階〕

・開室時間

・開室時間

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

10:00～12:00，13:00～16:45

9:00～17:00

・連絡先 03-5734-2060

・連絡先 045-924-5888

・メール gakusei.soudan1@

・メール gakusei.soudan2@

jim.titech.ac.jp

jim.titech.ac.jp

→在学生の方

●電話相談デスク

→相談窓口

「相談してみたいけれど，なかなか保健管理センターや学生相談室には行

→電話相談デスク

きにくくて…」という方も気軽に電話で相談できる新しいタイプの相談窓
口です。人生経験豊富な，頼もしくもやさしいスタッフが相談に応じます。
（もちろん秘密は厳守されますし，匿名での相談にも応じます。）
電話番号：
（外線：03-5734-2134）
（内線）２１３４
対応時間：ＨＰをご確認ください。
（時間外や予約をしたい時は，メールでお問い合わせ下さい。）
E-mail： denwa.soudan@jim.titech.ac.jp
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東工大ＨＰ
→在学生の方
→健康サポート

●保健管理センター
保健管理センターでは，健康のことについていつでも相談に応じていま
す。相談の結果，必要な場合には医療措置，専門の医療機関の紹介，または
生活上の指導・助言を行っています。
（P６７参照）
また，学生生活における不安，悩み，その他メンタルヘルスに関する事
柄について，精神科医やカウンセラーが，心理的，教育的な立場から，幅広
い内容について相談を受け付けています。１回の相談時間は原則的に３０
分～５０分取り，ゆっくり，じっくりと話し合っていきます。秘密は厳守
されますので，安心して相談して下さい。

→在学生の方
→相談窓口
→ピアサポート

●ピアサポート
大学に在学中の先輩が，経験者として，様々な質問や相談に応じてくれ
ます。
「授業の履修申告どうしよう」，
「サークル活動について聞いてみたい」，
「こんなとき先輩はどうしたんだろう」など気軽に何でも聞いてみましょ
う。相談対応時間や場所は左記のＷＥＢページに掲載しています。
≪問合せ先≫

学生支援センター未来人材育成部門

03-5734-7629

E-mail : peer@jim.titech.ac.jp
東工大ＨＰ
→在学生の方

●学修コンシェルジュ窓口
学修コンシェルジュ窓口は，学内で何か相談ごとがある場合に，まずは来て

→相談窓口

もらいたいワンストップ窓口です。学修コンシェルジュが，学生の皆さんが入

→学修コンシェルジュ

学当初に抱く疑問の解決，より有意義な学修・学生生活を送るためのアドバイ
ス，学修上困っている問題の解決を手伝います。皆さんが，自分の将来のため
に東工大の学修システムをうまく活用できるよう支援します。
【相談例】時間割や履修申告について,授業以外に学内で出来る活動について,
将来について(在学中,卒業後を含む。系所属,研究室所属,早期卒業,就職…)等
学生全員が利用することができ，予約の必要はありません。メール(必要に応じ
て，Zoom)での相談も受け付けています。先輩学生による理工系教養科目チュ
ータリングも実施しています。詳しくは左記の WEB ページをご参照下さい。
開室時間：祝日を除く月～金曜日

10:00～17:00

（13:15～14:15 を除く)

場所：Taki Plaza 地下 1 階
E-mail: concierge.info@jim.titech.ac.jp
東工大ＨＰ
→在学生の方
→相談窓口
→バリアフリー相談窓
口

●バリアフリー支援室
バリアフリー支援室では，障害があるなどの理由により修学上の様々な悩
みや相談ごとを抱える学生の相談に応じています。何かお困りのことがあ
るときはお気軽にご相談ください。一人ひとりの要望や状況に応じて関連
部署と連携しながら，合理的配慮に基づく支援調整を行います。電話かメ
ールでお問い合わせいただくか，直接お越し下さい。
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開室時間：月曜日～金曜日

１０：００～１７：００

（場合により閉室することがあります）
場所：大岡山８０年記念館（保健管理センターの隣）１階 101 号室
2989（内線）

東工大ＨＰ

Tel：03-5734-2989（外線）

→在学生の方

E-mail: barrierfree@jim.titech.ac.jp

→キャリア・就職支援
→キャリア相談窓口

●キャリア相談
キャリアアドバイザールーム
東工大では，専任のキャリアアドバイザーが個別相談に応じています。
就職だけでなく，進路・キャリアに関することを何でも相談できます。
相談は予約制です。左記の WEB ページで予約方法を確認し,教務 Web シス

【就職担当教員】

テムにログインの上予約して下さい。
●系の就職担当教員
系では，就職担当教員が就職指導・相談などの就職支援を行っています。
専門を活かした就職や，特に学校推薦を希望する場合は就職担当教員に相
談して下さい。最新の就職担当教員リストは，東工大 WEB ページに掲載
しています。

■ボランティア

●ボランティアをする上での注意事項
ボランティア活動に参加する場合は、指導教員（学士課程学生にあっては初年

担当部署
・大岡山

・学生支援課

Taki Plaza 地下１階

次担当主任、系主任またはアカデミックアドバイザー）から許可を得て、ボラン
ティア活動届を、大岡山キャンパス学生相談室（80 年記念館 1 階 102 号室）また
はすずかけ台学生支援グループ（J1 棟 1 階）に必ず提出して下さい。
●ボランティア情報

・すずかけ台

大学宛に届いた公共団体からのボランティア募集情報を随時 HP に公開して

Ｊ１棟１階

います。紙媒体のチラシや募集要項、過去の募集情報を必要とされる方は，大岡
山キャンパス学生相談室（80 年記念館 1 階 102 号室）にお越し下さい。

■その他

●大学パートナーシップ＆キャンパスメンバーズ
東京工業大学は，
「国立科学博物館大学パートナーシップ」，
「東京国立博

担当部署
・学生支援課

物館キャンパスメンバーズ」，「国立美術館キャンパスメンバーズ」の会員
ですので，会員特典を利用できます。
（Ｒ２年現在）
以下の施設において，常設展無料鑑賞・企画展割引鑑賞ができます。
なお，入館の際に，チケット売り場で学生証を提示して下さい。
・東京国立博物館
・国立科学博物館（上野本館，附属自然教育園，筑波実験植物園）
・国立美術館（東京国立近代美術館，国立西洋美術館，国立新美術館）
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