
、月4年9002 なた新は学大洋東 」革改のつ５「 。すまみ挑に

、もつつし持堅を知な的統伝はと問学 とれ流の代時 と き大を図構く巻り取や容内のそにも 。すまいてせさ化変く

、合融の域領たいてれか分は来従 、れさ返り繰が築構の問学たっかないてれさ立確でまれこたま 。すまいてし生誕が域領なた新と々次

、は学大洋東 、で中の史歴の年余021 きてし索模を方りあの学大るす応対に会社の々時のそ ま 。たし

念理育教 」りあに学哲は礎基の学諸「 もに くづと 方見ののも「 ・ 」方え考 、を と代時 と よのどで中の野分問学るす容変にも う かきべくいてし得体に －－。

、今てしそ ャキつ持が学本と容内育教 、果結たね重を論議の々数ていつに法方用活な効有のスパン

なた新 」革改のつ５「 う行を こ まし定決をと 。たし

、はてったあに施実のられこ こるすい願おを力協ごな大多に様皆のく多るす係関 りなにと 。すま

よ 、育教な的力魅り よ くづ学大な的力魅り り 、に革改の学大洋東たし指目を よすまけだたいを解理ごの様皆 。すまげ上し申い願おう
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を部学工 」部学工理「 。すまし編再に

」部学報情合総「 。すまし設新を

」部学科命生「 。すまし充拡に制体科学3を

」部学域地際国「 。すまし転移にスパンャキ2第山白を

」科学援支活生部学ンイザデフイラ「 。すましに制体攻専2を

集特
月4年9002

を部学工 」部学工理「 。すまし編再に

」部学工理「 、りよに合融の学理と学工は
」りくづのも型紀世12「 。すまし成育をーダーリの

、がージロノクテるれらめ求に代世次

。すでらかるいてし化変
、降以期長成済経度高 るけおに場現産生くら長 くづのも「 」り 、はと 量大

と提前を産生 。たしでージロノクテの心中間人たし 、今しかし 向に代世次
、はのるいてれらめ求てけ 、たえ捉らか野視い広の模規的宙宇はたま的球地
いし新くづ基に理原や然自 くづのも「 」り 。すで

、ばえ例 、ばれけ向を目に題問境環球地 くづのもたし和調と然自 欠がり
。んせませか ま高が力争競際国 、り るす行移とへ外国が点拠の産生量大

、はで中 よに準基計設たし化ルアュニマは本日 る くづのも 、し脱をルベレのり
くづ基に理原 くづのも ょしでるあが要必くいてえ変を方りあの産生とへり 。う

、にです くなは根垣の学工と学理 、りあつつりな イバ 、スンエイサオ 、学物生
、どな合融の学工と学医 リアニジンエ「 グン ・ イサ 」スンエ よるれさ視重が にう

。すまいてっな
よのこ 、にう 、全安［ 、適快 スコ ］ト 、どな るす与寄に上向活生の間人 工「
」知の 、に 、宙宇［ 、球地 ］命生 るす求追を性能可と理原の然自のどな 理「
」知の こるせさ合融を よにと 、てっ くづのもな要必に代世次 、材人う担を術技り

フと性間人なか豊 ィ フソロ ィ 、たっ持をー 者究研な的践実 ・ を成育の者術技
。すまし指目

ぜな 」部学工理「

、し成構再に科学6 
」理「

。すまし開展を育教 

」部学工「

、い行を成構再の容内育教・ よ来従 り
たいづ基に則原理原も 」理「 え考の

。すまし開展を育教たれ入り取を方
学理物や学物生るあで学理にらさ・

目科礎基を るすと 科学工医体生 新を
。すまし設 化齢高子少はで科学のこ

フな要重るけおに会社 クァ るあでータ
」康健「 」療医「 くづのもるす献貢に
、し指目をり やムテスシるあに界然自
造構の物生 ・ 、察観を能機 。析解 工

ロノクテ新最や用応のへムテスシ学
。すまい行を究研的合融のとージ
、に軸をムラュキリカの科学るす属所・

るなと攻専副 」ムラグロプ育教別特型断横科学「 を よるきで択選つ１ う
。すまいてっなに よ りなに能可が習学るあのりが広で的合融り 。すま

〕ジーメイ路進の部学工理〔
、器機密精 、車動自 ッボロ 、ト 、鋼鉄 、器機送輸 、機電 リアニジンエ 、グン ュキセ 、連関ィテリ 、融金 、信通報情 、器機療医 、器機祉福 ・薬製 、ーカーメ薬試 、育教 イテータンエ メン ン 、ト 、力電 、スイバデ子電 、器機信通 メ

ィデ クレエルカ 、スクニロト 、学化 、維繊 、油石 、オイバ 、境環 、刷印 、品食 、料飲 、品粧化 、画計市都 、築建 イ 界業記上 かほアリテン ・ 発開究研の種業 ・ 計設 ・ 、理管産生 、アニジンエ 、員教 、員務公 どな学進院学大
〕noitamrofni〔

、はんさ皆の生学たし学入に部学工に前以度年02成平 てし修履を目科の科学各部学工り通来従 」部学工「 りなにとこるす業卒を 。すま が科学部学るいでん学在現がんさ皆は部学いし新るす介紹でここ
。すで礎のてべす ４年12成平 、ていおにスパンャキ越川はらか月 、がすまれさ始開が育教の部学報情合総びよお部学工理てし行並に育教の部学工 、はていつにんさ皆の生部学工 出り送を生業卒の後最

たい証保を育教の科学各でます 。すまし
8031-932-940 LET 課学教部務事越川 先せわ合い問おるわ関に部学工理・部学工■

、ち持を念信たれらけ付裏に学工①
、ち持を力用応と力学礎基なか確② 定設題問に的発自 ・

、ち持を野視的合総の工と理③ くづのも 化度高の術技盤基り ・

 名科学  ）員定学入（

● 科学工械機 ）名051（

● 科学工医体生 ）名001（

● 科学工報情子電気電 ）名011（

● 科学化用応 ）名021（

● 科学ンイザデ境環市都 ）名08（

● 科学築建 ）名041（

〕ムラグロプ育教別特型断横科学〔

スーコ合融スンエイサノナ・オイバ
、しか活に育教部学を究研の端先最界世るいてけ受を定選のムラグロプEOC紀世12 。すまし得体を術技端先最

、ぎ継き引を念理育教の科学スクィテボロ能機 ッボロな様多の後今らか野分門専なまざまさ 。すまし索模を会社ト

ムラグロプ育教型生共域地たれさ択採にPG代現 」築構の学越川「 、にスーベを な的践実たしとドルーィフを域地
。すまい行をみ組り取

〕力能るす得修〔

63和昭 ）1691（ 、年 と部学系理の初学本 。部学工たし生誕てし 、に基を積蓄の年64 るよに念理いし新 」部学工理「 、は換転のへ 」学工「 に
、が者係関るわ関 、向方るめ求が会社 、し革改を野分門専のら自とへ向方るすドーリを会社 戦挑なき大くゆてせさ化変 ― ンョシーベノイ ― 。すで

系007線幹新 ）シハノモカ（ 、や 着水 のメサ（
）膚皮 、どな を倣模物生の界然自 はのもたし

く古 。るあらか ンヒをみくしや動運の物生 にト
ッボロいし新るな異く全はと来従 バー発開ト

ミオイ ィテメ

よに科学※ りな異てっ 。すま

なお、ここで 介紹 する 5「 つの 」革改 は 3年8002 月 在現末 の 想構 であり、 定容収 員 加増 の 可認 申請中です。
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〔生命科学部の進路イメージ〕�
�

食品、製薬、医療機器、化粧品、醸造、繊維、飲料、分析、エネルギー、農業、園芸、ファインケミカル、環境分野の企業への就職、国公立研究機関、中高教員（理科）、公務員（技術系）、起業家、大学院
進学など�
�

〔information〕�
�

平成20年度以前に生命科学部に入学した学生の皆さんは、従来通り生命科学科の所属となります。これまで１学年の定員が約100名であったものが、約200名の定員増となり、多くの後輩が増えること
になります。３学科体制に向けては、実験室や研究室を拡張し、より充実した教育・研究施設の整備を図っていきます。�
�

■生命科学部・大学院生命科学研究科に関わるお問い合わせ先　板倉事務部教学課　TEL 0276-85-9110
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「総合情報学部」はユビキタス時代における�
「第一級の情報の使い手」を育成します。�

�

「生命科学部」は幅広いテーマで「いのち」を学び�
地球社会に貢献できる創造力と倫理観を持った人材を育成します。�

�

「人の営み」に関わる多様な分野で�
情報通信技術を的確に使いこなす�
ためのトレーニングを行います。�

　情報通信技術（ICT）が求められているのは、今やハードな情報機器の
開発にとどまりません。ICTの知識・システムがサービス産業へと拡張する
につれ、ソフトな人の行動や組織活動、環境やアートなどへと、いかに的確
に応用できるかが求められています。ところが、従来のわが国の情報技術
者にとっては大変不得意な領域だと言われてきました。�
　社会・経済・文化・芸術・環境・心理などの各分野に生じる「情報」につ
いて、的確に収集・編集・分析・表現できるかどうか。これから成長していく
すべての産業分野において、こうした「人間的な営み」に情報技術を活用
させることのできる人材がますます求められていくでしょう。�
　この学部では、「情報科学」を重視した上で、「情報」の技術を追求する
だけではなく、教育やメディア文化、企業経営や環境のマネジメント、心理学
などの分野で情報通信技術を的確に使いこなすための教育を行います。
これによりICT革命と共生知識社会を先導し、豊かな人間性とフィロソフィ
ーを持った、情報の担い手を育成します。�
�

　生命の問題を考える手立てとして、農・理・工・医学等の複合的・学際的
な学問分野の開拓が必要であるとの考えから、東洋大学が平成９年に「生
命科学部」を設立した当時、まだ「生命科学」という学問領域は確立され
ておらず、このような学部名称をもつ大学もほとんどありませんでした。�
　しかしこの間、医療の進歩、倫理が問われるさまざまな生の問題、バイオ
テクノロジーの進化などを背景に、豊かな人類社会や環境保全に貢献す
る技術・産業にとって、「いのち」の仕組みを解明する「生命科学」が不可
欠な領域となり、その人材育成が急がれています。�
　本学の生命科学部はスタート時から、生命倫理、生命哲学などの科目を
一般教養科目に置き、「いのち」について考える倫理や哲学を身につける
よう配慮してきました。また、専門知識の修得にあたっては、主に植物や極
限環境微生物を対象にした特徴的な教育を行ってきましたが、生命科学
の学問領域の広がりにより、入学してくる学生の関心も多岐にわたるように
なりました。３学科への拡充は、これまでと同様、生命倫理の基盤のもとに、
より幅広い生命科学を総合的に学べるようにというねらいがあります。�

「総合情報学部」では�
 何を学ぶのですか？�

１学科体制で共通基礎力を徹底。�
「専門系科目群」とクロスさせ�
複眼的な職業能力を養います。�

「総合情報学部」の学習の特徴は？�

「いのち」を探求する�
「生命科学」という学問領域が�
日々進化、拡大しているからです。�

なぜ3学科に拡充するのですか？�
「生命科学部」3学科の概要は？�
拡充により、新たに展開する内容は？�

〔総合情報学部の進路イメージ〕�
�

システムエンジニア、ＩＴ技術者、ネットワーク技術者、メディアアーティスト、ゲームクリエーター、マーケティングリサーチャー、産業カウンセラー、経営コンサルタント、環境プランナーほか�
製造業やサービス産業の情報活用責任者、公務員、大学院進学など�
�
�
�
�
�
�
�

■総合情報学部に関わるお問い合わせ先　川越事務部教学課　TEL 049-239-1308�

�

�
①情報の活用に関する情報科学的な見方・考え方�
②情報の専門知識を問題解決に活用できる能力�
③人間的な営みに関する人文・社会科学的な見方・考え方�
④他者と有効かつ円滑にコミュニケーションする能力�
�
�

●総合情報学科（260名）�

〔専門系科目群〕�
�

情報科学系�
情報科学を理解し、コンピュータのふるまいや取り扱いを深く学びます。�
�

メディア文化系�
人間のハートに訴えかけるアート系の情報活用を学びます。��

環境情報系�
組織活動や環境向上など、人間をとりまく環境共生型の情報活用を学びます。��

心理情報系�
個々の人間の心理や健康を探究する情報活用を学びます。�

総合情報学部の構成� 〔修得する能力〕�

「総合情報学部」を新設します。�
　これまで工学分野が育て、第2次産業を支えてきた情報通信技術の知識・システムは、日本のGDPの70％以上を占める第3次産業分野
へと応用するターゲットを拡げています。工学が担ってきた「情報」分野を基礎として文系、理系の枠を超えた新たな学問分野として誕生さ
せるのが「総合情報学部」です。�

　一昨年、開校10周年を迎えた板倉キャンパス。自然豊かで広大なキャンパスの長期的な利用展望を大学全体で俯瞰した結果、生命科学
関係の研究拠点を板倉キャンパスに整備し、北関東におけるバイオサイエンスの中心的活動拠点となるべく発展を目指します。設置以来の
単一学科体制から3学科体制に拡充します。�

�
イメージ写真�

「生命科学部」を3学科体制に拡充します。�

長らく単一学部だった川越キャンパス。�
2つの学部が並ぶことで新たな活性化が�
期待される。�

・総合情報学科の１学科体制で、す
べての学生が軸となる「情報科学」
の基礎力を徹底的に身につけます。
さらに、４つの「専門系科目群」か
ら関心のある「科目」を選択し、情
報科学とクロスした形で、それぞれ
の分野にどのように「情報」を活か
すかを体得していきます。�

・専門系科目群の中からは、複数の系の選択を勧め、主専攻とともに副専
攻の修得を推進します。産業構造の多様化に対して、複数の職業能力
を持った人材が求められる今、より多様な分野の「情報活用のあり方」に
触れることで、「情報」における複眼的な職業能力を養います。�

・ SE（システムエンジニア）、SS（サービスサイエンティスト）など、ニーズの高
い職業領域での実践力を高めるため、インターンシップを促します。�

生命科学部の構成�
〔教育目標〕�

生命の総合的理解の上に立って、地球社会の発展に貢献する創造的思
考能力、かつ高い倫理観を併せもった人材を育成する�

�

　東洋大学は1月10日（木）に群馬県
立群馬産業技術センター（前橋市）と「研
究・技術開発の連携に関する協定」を
締結しました。今後はこの協定に基づ
いて、高度技術の研究開発面での相
互協力、地域産業との共同研究の推進、
両機関の連携を推進する運営会議の
設置等が行われます。21年度の学科
増設に向け、地域産業との連携基盤

が固まりつつあります。�

�

群馬産業技術センターと協定を締結�

●生命科学科（100名）�
�

「サイエンス」の追究。生命現象の不思議さ、仕組みを探求し、最先端の科
学を学びます。��
・サイエンスとは常に「新しいものをつくりだす」学問です。生命現象を見て感じて、考
えて、知恵を生み出す―生命現象の不思議・原理を先端的バイオサイエンスにより探
求する人材を育成します。文部科学省の大型研究、国内外の大学との連携、大学院進
学を促進します。�

●応用生物科学科（100名）�
�

実学主義。生物の働きを活用して環境にやさしいものづくりを学び、実際に
活かします。��
・今やものづくりと「環境」は切り離せません。「生命科学」の立場から生物資源を利用�
　した「環境にやさしいものづくり」とは何かを追求します。特に、この分野における地
域バイオ産業の芽づくりを行い、群馬県周辺企業との共同研究開発を推進。将来的に
は大学の広大な敷地への企業施設誘致や、コンソーシアムの形成を構想しています。
ベンチャー的技術者の育成を促します。�

●食環境科学科（100名）�
�

食の視点から「いのち」を考える。食品機能と健康を総合的に学び、食の安
全・安心に関わるエキスパートを育成します。��
・さまざまな「食」の問題がクロ
ーズアップされていますが、
食品系学部は現在、家政学系
の調理や栄養に関する資格
取得が中心です。最新のバイ
オテクノロジーの知識と技術
をもとに、食育から食の安全・
安心にかかわる知識を系統
的に学び、食品流通分野で幅
広く活躍できる人材を育成し
ます。�

�

3大テーマは「生命」「環境」「食」。�
地球的規模の課題への取り組みを�
地域貢献に活かします。�

い のち �
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「ライフデザイン学部生活支援学科」を2専攻体制とします。�
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「国際地域学部」は都心キャンパスへの移転により�
大学全体のさらなる「国際化」のミッションを担います。�

�

都市が持つ多くのメリットを�
活用することで、「国際」という特色を�
より教育研究に反映できるからです。�
　国際地域学科はキャンパス創設から約10年、国際観光学科は短期大学
観光学科で培った38年の蓄積を基盤として平成13年度から４年制に転換
し、それぞれ板倉キャンパスという立地を活用した教育研究を行ってきました。�
　国際地域学科においては板倉地域のまちづくりに教員・学生が主体的
に関わり、その連携が評価されてきました。一方で近隣の市町村や企業と
の連携（就業機会）を強化する中でのインターンシップ科目の開講、アジアや
欧米の大学との協定にもとづくフィールド・スタディ（国内外での研修）の拡
充や、交換留学の拡大が図られるようになり、キャリアを積んで国際機関に
就職する卒業生も出てきました。しかしながら、そうした過程で重要になっ
てきた学生のさまざまなアクションをはじめ、国際シンポジウムへの参加や、海
外からの講師の招聘など、都市部では可能な試みが立地条件によって制
限されることがたびたびありました。�
　国際観光学科においては、かつて短大観光学科を卒業し、現在、観光
業界をリードする卒業生ネットワークの大半が、観光関連の施設が集積す
る都心に集中していることや、国の国際観光推進の拠点は東京にあり、観
光産業への就職にとって要となるインターンシップにおいても都心のアクセシ
ビリティが圧倒的に有利であるのが事実でした。また、学び直しが期待され
る観光分野において、社会人の受け入れが進む大学院では、すでに平成
17年度から白山キャンパスにてサテライト講座が設けられていました。�
�
　こうした多くの理由から、学部として都心部への移転が望まれ、キャンパ
ス利用を検討した結果、本学が所有する白山第２キャンパス（平成17年取得）
への移転が決定されました。�
�

　白山第２キャンパスはかつて最高裁判所書記官研修所として使用され
ていた土地で、現在は建物の一部を法科大学院と研究センターが使用し
ています。敷地内には国際地域学部用の新たな教室・研究棟、さらに就職
資料室や図書室、食堂、サークル部室棟を建設中です。�
　もちろん、徒歩10分の距離にある白山キャンパスの学食・図書館・キャリ
アセンター等の利用、部・サークル活動への参加も可能。他学部との交流
が期待されます。�

なぜ、都心キャンパスへの移転が�
必要なのですか？�

都心でありながら閑静で緑豊かな環境。�
文系5学部が所在する�
白山キャンパスとの交流も生まれます。�

移転先の白山第2キャンパスは�
どのような施設・環境なのでしょうか？�

〔国際地域学部の進路イメージ〕�
�

鉄道、航空、運輸、小売、アパレル、金融、ホテル、旅行、出版、ブライダル、NPO・NGO、国際協力機関、中高教員（社会）、公務員（行政職）、留学、大学院進学など�
�

〔information〕�
�

平成21年度4月から学年に関わらず国際地域学部・国際地域学研究科に在籍するすべての学生の修学場所が白山第2キャンパスへ移行します。これは、充実した教育研究を行うためには、全学年が同
一キャンパスで修学することが重要であるという考えに基づくものです。関係する皆様に対し、昨年より各種説明会を実施しておりますが、今後ともさまざまなご意見について、大学として可能な限り真摯
に対応してまいります。�
�

■国際地域学部・大学院国際地域学研究科に関わるお問い合わせ先　板倉事務部教学課　TEL 0276-82-9110�
�

〔information〕�
�

２専攻については、平成21年度以降に入学された方に適用となります。これまでに入学された皆さんのお声を活かしたものとして、ご理解をいただけますようよろしくお願いいたします。�
�

■ライフデザイン学部に関わるお問い合わせ先　朝霞事務部朝霞事務課　TEL 048-468-6403

〔教育目標〕　  国際的なひろがりの中で「地域づくり」と「観光振興」に貢献する、�
　　　　　　  「国際的な視野を持つ職業人」を育成する�
�

●国際地域学科（180名）�

●国際観光学科（200名）�

国際地域学部の構成�

「国際地域学部」を白山第2キャンパスに移転します。�
　板倉地域をフィールドとして、身近なコミュニティからの発想による「まちづくり」に大きな成果を挙げてきた「国際地域学部」。しかし一方
で「国際」というアイデンティティを十二分に生かした教育目標を達成するためには、さまざまな制約がありました。キャンパス移転は、これか
らの東洋大学全体にもたらすメリットを熟考しての決断です。�

「フィールド＝現場」を重視する国際地域学部
で最も力を入れている「海外研修」プログラム。
2007年度はのべ250名が参加�

各国大使を大学に招聘する「大使リレー講義」も
好評。国際情勢、地域経済、文化についてじかに
触れることができる�

〔国際地域学部の今後の展望〕��
・引き続き「現場主義」を主眼におくフィールド・スタディ（国内外での
研修）の拡充とともに、その学習基礎となる�

　　英語による専門科目の開講�
　　幅広い交換留学生の受け入れ�
　　国際機関との連動�
　　インターンシップの拡大　�　　�
　などに従来以上に力を注ぎます。�
・「国際化」のミッションの下に、従
来からこの学部の特徴である「地
域からの視点」を活かし『グロ
ーバリゼイションのなかでのコ
ミュニティ』を模索していきます。
もちろん、10年間築き上げてきた
板倉地域との連携を継続し、移
転先となる文京区や近隣都市部
とのまちづくり連携も新たに推進
していきます。�
・「哲学」の理念を現代化し、東洋大学における教育研究の重要なキーワ
ードである「共生学」への取り組みは、平成13年度に国際地域学研究
科に設立した「国際共生社会研究センター」に端を発します。21世紀の
国際社会の目標である「持続可能な発展」の実現を目指し、「環境共生

社会」をさらに追究します。�
・グローバル化が進む国際社会の
中では、どの分野においてもそれ
を見据えた対応が必要となります。
国際地域学部は学部のみならず、
東洋大学全体の「国際化」のミ
ッションを担います。�
�

�

「生活支援学科」は「社会福祉、介護福祉、精神保健福祉」と�
「保育、幼児教育」に関わるより専門性の高いスペシャリストを養成します。�

�

「生活支援」と「子ども支援」のそれぞれのカリキュラムを�
充実させ、学生のニーズと社会の要請に応えるためです。�

なぜ2専攻に分けるのでしょうか？�

　平成17年度にスタートした「ライフデザイン学部 生活支援学科」は少子高齢化、核家族化などの社会的な課題に直面する中で、これらに
関する幅広い知識を持った専門的な人材の養成を行ってきました。完成年度を迎える平成21年4月より、教育の更なる充実のため、入学時
から「生活支援学専攻」と「子ども支援学専攻」の2専攻制とします。�

地域子育て支援「子育て・サプリ」。地域との結びつきを作り、
同時に学生の実践学習の場として活かす試みです。�

○生活支援学専攻（100名）　�
　[社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、レクリエーションインストラクターなど]　�

○子ども支援学専攻（100名）　�
　[保育士、幼稚園教諭一種免許状、社会福祉士、レクリエーションインストラクターなど]          　�

生活支援学科の構成�

〔information〕�
白山第２キャンパスの所在地�
〒112-0001　東京都文京区白山2-36-5　�
都営地下鉄三田線「白山」駅下車徒歩６分�

第２キャンパス新棟完成予想図�

　「生活支援学科」は、超少子高齢化社会における、社会福祉、介護福祉、精神保健福祉、保育、幼児教
育の各領域で活躍できる専門的な人材の養成を行ってきました。現在、学生はそれぞれの領域を幅広く総
合的に学習するとともに、入学後の希望によって「介護福祉士コース」と「幼児教育・保育コース」の２つの
特別コースに入り、将来の進路に向けた実践的な学習に取り組んでいます。�
　しかし、近年の社会経済の変化や、社会福祉・介護福祉領域における制度・法令の改正、子育てに関す
る様 な々社会的状況の中で、それらに積極的に対応できる高度な専門職の存在が強く求められるようになりました。�
　これらを受けて、生活支援学科を社会福祉、介護福祉、精神保健福祉領域に取り組む「生活支援学専攻」と、保育、幼児教育領域に取り組む「子ども支
援学専攻」の２専攻とし、入学当初から、各自の資格取得ニーズに即した専門性の高いカリキュラムを提供します。�

�

至茗荷谷�

〔教育目標〕�
社会福祉の幅広い知識に基盤を置きながら、実践的・理論的に高い能力を有し、時代に�
即した社会福祉、介護福祉、精神保健福祉及び保育、幼児教育の福祉専門職養成を目指す�

法科大学院棟� 国際地域学部�
講義棟�

研究室・図書館・食堂棟�

部室・売店棟�


