東工大の学生は、誰もが何かしらの援助を受けながらキャンパ
スライフを送っている。
しかし、各機関が提供している支援につい
て十分に知り、活用できている学生は少ないだろう。
今号の特別企画では、東工大で学生のサポートを担う三つの
部署、学生支援課の草彅課長、東工大生協の毎田前専務理事、
学生支援GPの山田特任准教授に取材し、伺った話をもとに東工
大で行われている学生支援活動をまとめた。読者がさまざまな支
援を知り、
より快適な大学生活を送れるようになることを願う。

特別企画
東工大の学生支援

学生支援課

東京工業大学生活協同組合

学生支援 GP

草彅 久男 課長

毎田 伸一 前専務理事

山田 恵美子 特任准教授

学生支援〜よりよい学生生活を目指して
◆学生支援課と教務課
◆東京工業大学生活協同組合
◆支援活用のススメ

学生支援 GP 〜支援は新たなステップへ
◆ことつくり～自発性と社会性の教育
◆学勢調査～学生と大学の意思疎通
注：毎田専務は 2010 年６月 16 日を以って異動となりました。
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学生支援〜よりよい学生生活を目指して
東工大で学生のサポートを受け持っているのは

いろいろな場所
（図１）で学生支援を行っている。

学生支援課や教務課、生協などの機関だ。これら

それぞれの機関が行っているさまざまな支援を順

の機関は協力し、互いを補い合いながら大学内の

に見ていこう。

学生支援課と教務課
大学の数ある部署の中で、学生のサポートに関

行っているのが教務課だ。教務課は教務 Web シ

する活動の中心となるのが学生支援課だ。支援の

ステムと OCW/OCW - i を運営し、履修登録など

内容は、授業料免除・各種奨学金に代表される経

の手続きや成績の管理、一部の講義資料の公開な

済支援から、就職支援、悩み相談、体育館などの

どをオンライン化している
（注）
。他にも教務課で

施設の貸し出しまで幅広い。学生支援課の活動拠

は遺失物の管理や講義室の貸し出し、自転車の利

点は西８号館１階だが、健康支援は保健管理セン

用登録などを行っている。

ターで行われている。毎年春には全学生を対象に

学生支援課と教務課の他にも大学は多くの部署

健康診断が実施されている。通常時も無料で医師

を設け、
学生に必要な支援を分担して行っている。

やカウンセラーの診察が受けられるほか、血圧計

しかし、
大学が手がけるには適さない支援もある。

や視力計などを自由に使える。毎週水曜日には、

たとえば、大学自体は教育機関であり、小売業の

アルコールパッチテストを受けることもできる。

ノウハウを持っていない。そこで、大学の手の届

主に生活面のサポートを担当する学生支援課に

かない部分をカバーし、学生に必要な商品の販売

対して、講義に関する事務手続きなどの支援を

などを担っているのが大学生協である。

東京工業大学生活協同組合
東工大生協は、キャンパス内で購買と食堂を運

的に改善している。たとえば食堂では、学生に栄

営しているほか、学生総合共済や生協独自の保険、

養バランスへの関心を持ってもらうため、今年か

一般の企業と提携したサービスを提供している。

らレシートに栄養価を表示している。また、宗教

まずは、生協が行っている活動の例として購買

上の理由で食べるものが限られる学生のために、

を紹介しよう。購買では書籍や文具、菓子類など

その宗教の作法に則って調理した食事
（ハラール

が割引価格で販売されている。東工大の購買の特

メニュー）
の提供も始めた。

徴は、理系大学らしく、理工書やパソコンとその

生協のサービスの向上には学生の声が活かされ

周辺機器の品揃えが充実していることだ。また、

ている。学生が生協に意見を伝える手段の一つが

購 買 の 窓 口 で は、 書 籍 の 取 り 寄 せ や TOEIC・

総代会だ。総代会は年一回開催される東工大生協

TOEFL などの検定・資格試験の申し込みが簡単

の最高議決機関である。学生や教職員の代表であ

にできる。他にも、鉄道の座席予約や合宿・ゼミ

る総代は、生協の活動報告を聞き、直接意見を言

向きの旅行、長期休暇や時間割に合わせた自動車

うことができる。また、誰でも簡単に意見を伝え

教習などのサービスを仲介している。大学とマ

られる声のカードというシステムもある。声の

イクロソフトが結んだ契約（キャンパスアグリー

カードとは購買や食堂に設置されたコメント用紙

メント）によって安く提供されるソフトウェアも、

であり、生協への意見を記入し投稿すると、生協

購買で入手できる。

職員の返答とともに店頭やブログで公開される。

次に、生協の新しい取り組みを紹介する。東工

実際に要望があった雑誌や菓子が購買に置かれる

大生協は、学生のニーズに応じてサービスを積極

など、学生の声は着実に運営に反映されている。

注：教務 Web システムと OCW/OCW-i は、LANDFALL68 号特別企画で取り上げています。
過去の記事は LANDFALL のウェブサイト（http://www.titech-coop.or.jp/landfall/）からご覧頂くことができます。
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★

石川台地区

大岡山地区へ

←

地階
１階

★

学生食堂
生協本部（共済の加入・申請）
第一食堂

緑が丘地区

★

★
★

１階

7階

地階
１階

西８号館
学生支援課
教務課

西１号館
留学生センター

―

保健管理センター
健康診断
健康相談・カウンセリング
身体測定
アルコールパッチテスト

大岡山地区
―

西3号館
学生支援 GP 室

★

★

★ ★

本館
購買
第二食堂
学生相談室

★

★
★

証明書発行機
★

：弁当販売所

石川台地区へ

★

★

★

★：電子掲示板

★
★

←

大岡山駅

１階

百年記念館
ピアサポート（４月・10 月）

S2棟
（フロンティア創造共同研究センター）
就職資料室
２階
キャリア相談

3階

蔵前会館
（TTF）Ｂ館
キャリア相談
就職資料室

H2棟
（大学会館）
１階

購買
食堂
学生相談室

★

★

G4棟
１階

保健管理センターすずかけ台分室

★

すずかけ台駅

B棟
１階

：弁当販売所
★：電子掲示板

１階

図１
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フードショップ

J1棟
証明書発行機
学務課

キャンパス内の支援（上 : 大岡山

下 : すずかけ台）
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支援活用のススメ
これまで紹介してきた通り、東工大ではさまざ

給付申請の受付窓口が異なる。この違いを知らな

まな機関が異なるアプローチで学生をサポートし

いと、事故にあったときや病気になったときに保

ている。しかし、支援の中にはあまり知られてい

険をうまく活用できない恐れがある。
この他にも、

ないものや内容がわかりにくいものもある。たと

需要は多いはずだがあまり知られていないために

えば、保険に注目してみよう。東工大生が加入で

活用が進まない支援は多い。

きる保険には、入学時の加入が義務付けられてい

そこで、読者に勧めたい支援の内容を図２と図

る学生教育研究災害傷害保険（学研災）
・学研災付

３にまとめた。こうして分類すると、似たような

帯賠償責任保険（学研賠）と、約７割の学生が加入

支援でも細部が異なったり、管轄が違ったりする

している学生総合共済（共済）がある。前者は学生

ことがわかる。役立つ支援を見つけたら、積極的

支援課、後者は生協の管轄であり、補償の対象や

に活用してほしい。
各機関のHP

名称

例

学生支援課
http://www.gakumu.titech.ac.jp/gakuseisien/index.html
教務課
http://www.titech.ac.jp/registrar/index.html
東京工業大学生活協同組合
http://www.titech-coop.or.jp/

こんな人におすすめ
支援の内容
受付場所
（大：大岡山、
す：すずかけ台）
受付時間

保険の補償を受けたい！

学研災・学研賠

学生総合共済・その他保険

実験中や通学中、課外活動中に事故にあった人

本人や扶養者が事故・病気になった人

学研災は、事故によるケガなどの通院・入院を補償する。
学研賠は、他者にケガを負わせたり、
ものを破損したりしたとき、
損害賠償を補償する。
どちらも、大学に関係する活動中に起こった事故が対象。

学校内外での事故や病気、火災、盗難、扶養者の死亡、他者に
ケガを負わせた場合の賠償など、補償の範囲は幅広い。
食生活相談会など、予防のための活動も行っている。

学生支援課

生協本部
（大）
、生協購買書籍部
（す）

月〜金 8:30〜17:15

月〜金 10:00〜17:00
（大）
、10:00〜21:00
（す）

一人暮らしがしたい！

学生寮

民間アパートの紹介

家賃を抑えたい人

キャンパス周辺に住みたい人

青葉台・洗足池・長津田にある東工大の寮への入寮申請が可能。
また、留学生向けに、留学生会館や社員寮の特別枠などへの
入寮募集もある。

生協が提携している不動産業者を紹介する。
仲介手数料がかからず、直接大家と契約できる物件もある。
物件紹介冊子の発行や、住まいの相談会というイベントも
行っている。

公的手続きをしたい！

学生支援課

生協本部
（大）
、生協購買書籍部
（す）

月〜金 8:30〜17:15

月〜金 10:00〜17:00
（大）
、10:00〜21:00
（す）

証明書自動発行機

手続き

証明書が必要な人

公的手続きが必要な人

在学証明書、卒業見込・修了見込証明書、学業成績証明書、
健康診断証明書、通学定期券購入証明書
（年間１枚）
、
旅客運賃割引証
（年間10枚）など、各種証明書を発行できる。

学士論文研究の申請や講義室使用の手続き、
自転車の登録、
学生証の再発行、休学・復学手続きなどの手続きができる。

本館１階
（大）
、J1棟１階
（す）

教務課(大)、学務課(す)

月〜金 8:30〜18:00
（大）
、8:30〜17:30
（す）

月〜金 8:30〜17:15

図２
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利用してほしい学生支援
（１）
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受付・営業時間

大
岡
山

学生支援課
教務課
生協本部
購買書籍部
第一食堂
（パン・飲料等）
第二食堂
（パン・飲料等）

8:30〜17:15
8:30〜17:15
10:00〜17:00
10:00〜18:00
11:00〜14:00
10:00〜15:00
11:00〜20:00
10:00〜20:00

す
ず
か
け
台

学務課

（平日）
購買書籍部
（土）
（平日）
食堂
（土）

8:30〜17:15
10:00〜21:00
11:00〜14:00
11:00〜20:00
11:30〜14:00

＊土日祝日は休業
すずかけ台の購買書籍部と食堂は日祝日休業

大学の近くで家庭教師として働きたい人

東工大生限定のアルバイト求人ネットワーク。
塾講師やWEBデザイン、
プログラミングなど、東工大生向きの
募集も多い。
https://www.aines.net/titech/index.html

キャンパス付近での家庭教師の求人を大学が仲介し、
学生に紹介している。
求人情報は、学生相談室、学務課のほか、学生支援課HPで
確認できる。

―

学生相談室
（大）
、学務課
（す）

―

―

就職資料室

就職関連イベント

就職関連の情報が欲しい人

就活でこまったことがある人

企業のパンフレットや求人票、就職関連雑誌、学外の就職
セミナーのパンフレットなどの閲覧が可能。
求人票は、学内LANからのみアクセスできる検索システムから
探すこともできる。

進路ガイダンス、就職で必要なスキルを磨く講座、省庁の業務
説明会など、就職に関するイベントが毎年数回開催されている。
開催情報は、学生支援課のHPで確認できる。
学内の講堂や講義室など
―

学生相談室

健康相談

進路や学業で悩んでいる人

体調やメンタルに不安がある人

学生相談委員の教員に相談できる。
予約は、直接訪問・電話・FAX・メールで可能。
相談面接予約申込書は、学生支援課ＨＰでダウンロードできる。

医師の診察やカウンセラーの心理相談、保健師などによる健康
相談・保健指導が受けられる。電話での予約が必要。
医師やカウンセラーの待機日程はＨＰで確認できる。
連絡先は03-5734-2057
（大）
、045-924-5107
（す）
。

本館地階Ｂ-44室
（大）
、H2棟
（大学会館）
１階
（す）

保健管理センター
（大）
、保健管理センターすずかけ台分室
（す）

月〜金 10：00〜17：00
（大）
、9：00〜17：00
（す）

月〜金 8：30〜17：15

ピアサポート

電話相談デスク

新入生

対面で相談しづらい人

先輩の学生に、履修やサークルについてなど、学生生活全般の
相談ができる。
４月・10月以外の時期は、
メールで連絡すれば相談可能。
peer@jim.titech.ac.jp

専任のアドバイザーに、学業や対人関係の悩みなど、
どんな悩み
でも電話で相談できる。匿名も可能。
時間外の相談や予約は、
メールで受け付ける。
03-5734-2134 denwa.soudan@jim.titech.ac.jp

百年記念館

―

入学式後の
（４月・10月）

月〜木 10：00〜17：00

キャリア相談

24時間電話相談サービス

就職活動に悩みがある人

相談したいがなかなか時間がとれない人

面接の受け方や、
エントリーシートの書き方など、就職に関する
相談ができる。
原則として、相談の２日前までにメールでの予約が必要。
career2@jim.titech.ac.jp

民間のサービスで、電話・対面・メールであらゆる相談ができる。
学生支援課に設置されたリーフレットに記載されている専用電話
番号とID、パスワードが必要。
予約すると、面談や電話でのカウンセリングを受けられる。

蔵前会館
（TTF）Ｂ館３階
（大）
、S2棟２階
（す）

―

月〜水、金
（大）火〜金
（す） 11:00〜18：00

24時間
（年末年始を除く）

図３
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相談したい！

蔵前会館
（TTF）Ｂ館３階
（大）
、S2棟２階
（す）
月〜金 10:00〜17:00

就活したい
！

アルバイトを探している人

アルバイトを始めたい！

家庭教師の紹介

アルバイト紹介システム

利用してほしい学生支援
（２）
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学生支援 GP 〜支援は新たなステップへ
東工大の学生支援は今あるものにとどまらず、

違いないが、それだけではカバーしきれないこと

新たな段階に進んでいる。これまでとは違う切り

も出てきている。その最たる例が、学生の内面に

口から学生をサポートする取り組みが、学生支援

関する支援だ。そこで、学生に自発性や社会性を

GP
（Good Practice）だ。学生支援 GP とは、東工

獲得させることを目的とした、学生の成長を促す

大独自の学生支援活動であり、『３相の〈ことつく

新たな支援が学生支援 GP だ。

り〉で社会へ架橋する－問題解決型支援から成長

学生支援 GP は、文部科学省が募集した平成 19
年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プ

促進型支援へ－』と名付けられている。
これまで紹介してきた支援は、問題を抱えた学

ログラム」に、東工大の学生支援計画が採択され

生に手を貸すというものであった。もちろん従来

たことから始まった。これまでに展開されてきた

の支援も効果的であり、学生の助けになるのは間

活動を紹介する。

ことつくり～自発性と社会性の教育
学生支援 GP には「ことつくり」というテー
マがあり、活動はできごとの「事」、ことのはの
「言」、ことなるの「異」という三つの「こと」

コミュニケーション力や文章力の鍛錬を通して、
対話に必要な思考力を身につけることができる。
ことなるの「異」に属する活動の目的は、留学

に象徴されている。それぞれの具体的な活動を図

生と日本人学生の交流および相互支援だ。国籍を

４に示した。

超えた交流を目的としたスポーツ大会など、各種

できごとの「事」に属する活動の目的は、学生
が自ら考え、行動する力を養うことだ。学生支

イベントが積極的に開催されている。
学生支援 GP の活動は多方面に広がっていて、

援 GP の HP 等に掲載される募集に応じた学生は、

すべての活動の根幹には、
学生に活躍の場を与え、

近隣の小中学校で実験教室を開くなど、学内外の

学生の自立を促すという共通の目的がある。学生

多くの場所で活躍している。

支援 GP の重要な取り組みの一つである学勢調査

ことのはの「言」に属する活動の目的は、自ら
の意見を進んで発信できる学生の育成だ。学生は、

でも、学生の力が大学全体を巻き込んだ大きな役
割を果たしている。

できごとの「事」
スクールパートナー

サイエンスインストラクター

学生カメラマン

デザイナーズカフェ

東工大近辺の小中学校で、
学生が授業や補習、学校行事
のサポートなどの教育支援を
行う。

東工大近辺の小中学校を
訪問し、ものつくり教室や科
学教室を開催する。

学生支援GPのイベントや、
スクールパートナーなどの活
動時に写真撮影を行う。

学生支援GPのパンフレット
やチラシ、電子掲示板のス
ライドなどをデザインする。

ことつくり
ことのはの「言」

ことなるの「異」

コラムランド

サイエンスカフェ

国際交流学生会
（SAGE）

東工大留学生会
（TISA）

文系講義の一つ。
文章を書き、学生同士で議
論することによる人間形成を
図っている。

科学について市民と専門家
が自由に議論するイベント。
運営を学生が行うことで対
話に必要なスキルを磨く。

海外からの訪問学生に対し、
キャンパス案内、研究室見
学、交流会などの企画運営
を行っている。

国籍を越えて結成された留
学生の輪。スポーツ大会な
どを通し、留学生同士や日本
人との交流を深めている。

図４
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３相の〈ことつくり〉

Vol.70

スクールパートナー

科学教室

電子掲示板
写真

学生支援 GP の活動

学勢調査～学生と大学の意思疎通
学勢調査は、東工大の学生すべてを対象にした

ムの導入により達成された。また、大学から学生

大規模なアンケート調査で、WEB 上で行われる。

への情報伝達をスムーズにするため、学内各所に

調査の目的は、大学生活全体に対する学生の意見

電子掲示板が設置された。電子掲示板では、イベ

を集め、大学に伝えることにある。

ントの宣伝や健康診断の日程告知など、学生生活

学勢調査の運営は、学生スタッフの手で行われ

にかかわるさまざまな情報を発信している。

ている。公募で集められた学生スタッフは、準備

生協もまた、学勢調査の結果を参考に業務の改

段階ではアンケート項目の選定を行い、調査が終

善に取り組んでいる。生協は昨年、学勢調査の結

了すると結果を集計し分析する。その後、教職員

果と経済不安を受け、食堂のメニューと価格を改

への聞き取りを経て、大学への提言書がまとめら

定した。
学生の念願である書店の新設も検討中だ。

れる。提言書は学生スタッフの手で学長に渡され、

学勢調査は 2010 年 10 月にも実施が予定されて

大学の環境改善というかたちでのフィードバック

いる。多くの学生が参加することにより、大学の

が約束される。なお、これまで 2005 年と 2008 年

環境は改善され、これからのキャンパスライフは

に実施された学生調査の結果は WEB 上で公開さ

よりよいものになるだろう。
東工大の学生支援は、学生の要望を取り込みな

れている（注）。
大学はこれまでの学勢調査の結果を受け、既に

がら、日々改善されている。まずは支援の存在を

学内無線 LAN の配備、グラウンドの人工芝化な

知ることが支援を活用する第一歩となる。読者が

どのさまざまな対応を行っている。要望が多かっ

より充実した学生生活を送るために、この記事を

た履修申告のオンライン化も、教務 Web システ

役立ててもらえれば幸いだ。

テーマを学生支援に決めたのは、私自身が支援

を支えていることがわかり、大学と学生の橋渡し

を利用しようとしたとき、支援の周知が不足して

になりたいという思いが増しました。記事の執筆

いると感じたことがきっかけでした。理解が進む

にあたり、取材に快くご協力してくださったお三

につれ、東工大では諸機関が手を取り合って学生

方に深く感謝いたします。

注：学勢調査結果

Oct.2010

（新谷

仁美）

http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/index.htm
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