
45

自分が受けようと思っている
授業に関することや、カリキ
ュラムについてガイダンスを
聞いても分からない事があ
れば、教務の窓口に問い合わ
せてみよう。�

授業に関する問い合わせは教務窓口へ�

※学生休暇期間中は窓口受付時間が異なりますので、掲示板やホームペ
ージで確認してください。�

※白山・板倉キャンパスについては開室時間が一部変更になりますので、
各キャンパス相談室へ直接お問い合わせ下さい。�

窓口対応時間　�

●白山キャンパス�
　教務課（3号館1階）�

平日　 9：00～13：00�
　　　14：00～20：30�
土曜　 9：30～12：45�
　　　17：30～20：00�

�
●朝霞キャンパス�
　教務課（研究管理棟1階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～16：45�
土曜　 9：30～12：45

●川越キャンパス�
　教学課（4号館1階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～16：45�
土曜　 9：30～12：45�
�

●板倉キャンパス�
　教学課（1号館1階）�

平日　 9：20～12：50�
　　　14：00～16：50�
土曜　 9：20～12：50

学内で落し物をしてしまった、
新しいサークルをつくりた
い、奨学金について聞きた
いなど、皆さんの学生生活
をサポートする窓口です。
アパートやアルバイトの紹
介もおこなっています。気
軽に声をかけてみよう。�

学生生活に関する問い合わせ先�

窓口対応時間　�

●白山キャンパス�
　学生部学生生活課（3号館3階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～20：30�
土曜　 9：30～12：45�
　　　17：30～20：00�

�
●朝霞キャンパス�
　朝霞事務部学生生活課（研究管理棟1階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～16：45�
土曜　 9：30～12：45

●川越キャンパス�
　教学課学生生活担当�
  （4号館1階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～16：45�
土曜　 9：30～12：45�
�

●板倉キャンパス�
　教学課学生生活担当�
  （1号館1階）�

平日　 9：20～12：50�
　　　14：00～16：50�
土曜　 9：20～12：50

大学生になると、レポート作成や就職活動での情報収集など、
PCを利用する機会が多くなるはず。そんな皆さんのために、
各キャンパスにはPCが設置されている教室があります。�

パソコン（PC）を使いたいときは�

●白山キャンパス�
1号館5階、6階�

�
●朝霞キャンパス�
　1号館2階、3階�

●川越キャンパス�
図書館メディア棟3階�
�

●板倉キャンパス�
　2号館2階�

大学生の本分はもちろん学業。大学の図書館は高校までと
は比べ物にならないくらい多くの本が所蔵されているので、
自分の調べたいものがきっと見つかるはず。また、音楽や
映画鑑賞ができる施設もありますので、あなたなりの図書
館利用法を見つけてください。�

図書館を利用しよう�

窓口対応時間　�

学生の健康保持・増進、
病気予防および急病、け
が等の応急処置、健康管
理のために医務室が設
けられています。健康診
断証明書の発行以外は、
無料で利用できます。薬
を希望する場合は、校医
診察時間内に来室くださ
い。�

医務室�

窓口対応時間　�

●白山キャンパス（3号館3階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～20：30�
土曜　 9：30～12：45�
　　　17：30～20：00�

■校医診察時間�
平日　14：45～19：45�
土曜　10：00～12：45�
�

●朝霞キャンパス（2号館1階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～17：45�
土曜　 9：30～12：45�

■校医診察時間�
平日　10：00～13：00�
土曜　10：00～12：30

●川越キャンパス（4号館1階）�

平日　 9：30～17：30�
土曜　 9：30～14：30�

■校医診察時間�
月・水・金　14：00～17：00�
�
●板倉キャンパス（1号館1階）�

平日　 9：30～13：00�
　　　14：00～17：00�
土曜　 9：30～13:00�

■校医診察時間�
月・水・木　14:00～17:00

心身の不調で勉強や授業に
集中できない人。友人、異性、
家族のこと等で悩んでいる
人。心理テスト等を受けて
みたい人。気軽に学生相談
室を訪ねてみて下さい（事
前の予約が必要です）。�

学生相談室�

窓口対応時間　�

●白山キャンパス�
　（3号館3階）�

電話  03－3945－7265�
月～金曜　 9：30～13：00�
　　　　　14：00～20：30�
�
●朝霞キャンパス�
　（研究指導棟2階）�

電話  048－468－6462�
月～金曜　 9：30～13：00�
　　　　　14：00～16：30

●川越キャンパス�
　（4号館3階）�

電話  049－239－1544�
月～金曜　9：30～13：00�
　　　　14：00～16：30�
�
●板倉キャンパス�
　（1号館1階）�

電話  0276-82-9132�
月～木曜　 9：30～13：00�
　　　　　14：00～16：30　�

体調がすぐれない、�
新しい生活が始まって�
悩んでいることがある…�
そんなときは？�

●附属図書館（白山）�

約70万冊の蔵書を誇るメインラ
イブラリー。ほぼ開架式の書架で
利用がしやすい。また、重要文化
財に指定されている書物や、貴重
な資料も多く所蔵されている。�

月～金　9：00～21：30�
　　土　9：00～20：00�
�

●朝霞分館�

約24万冊を所蔵。視聴覚資料利
用施設として、40席の個人視聴
室や、ミニ映画館ともいえる110
名収容のAVホールがある。�
また、グループ学習室を8室、グル
ープ視聴覚室を2室設置している。�

月～金　9：00～19：00�
　　土　9：00～16：00

●工学部分館�

2001年12月に工学部のシンボ
ル棟として新館オープン。閲覧席、
書架ともに拡充し、ゆとりの閲覧
空間を演出。学習・研究に必要な
資料を多数所蔵している。�

月～金　9：00～19：00�
　　土　9：00～16：00�
�

●板倉分館�

若さ溢れる街づくりが進行中の板
倉キャンパスにある図書館は、充
実した施設と図書、雑誌、視聴覚
資料等を揃え、教育・研究の支援
に万全の態勢で臨んでいます。�
�

月～金　9：00～18：00�
　　土　9：00～16：00

低価格でお腹を満
たしてくれる学生食
堂は学生の心強い
味方。近年は軽食堂
ができたキャンパス
もあり、様々な学生
のニーズに応えて
いる。�

若者の強い味方―学生食堂�

●白山キャンパス�

3つの食堂があり、なかでも2号
館16階の食堂からの眺めは最高。
2001年3月には喫茶・軽食の
「TCBY」が完成。フローズンヨ
ーグルトが好評。�
�

●朝霞キャンパス�

4キャンパスの中で最も多くの座
席数があり、４つの食堂を持つ。メ
ニューも豊富。昼時以外でも人が
多く、活気がある。�

●川越キャンパス�

男子学生が多いこともあり、ボリュ
ームのあるメニューが多く見られる。
カフェテリア風のスペースもあり、
軽食も可能。�
�
●板倉キャンパス�

総ガラス張りのテラスをもつ食堂
は昨年304席に増え、ゆったりと
した雰囲気で食事ができる。また、
2号館の軽食コナーは手軽に食事
ができると学生に好評。�

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。新しい
生活が始まり、期待に胸を膨らませていることでしょう。
しかしせっかくの大学生活も、キャンパス内にどういう
窓口や施設があるのか知らなければ快適に生活できま
せん。そこで皆さんがこれから利用することになる主な
窓口や施設を紹介します。�
　また、少しでも各キャンパスの雰囲気を知ってもらう
ために、4つのキャンパスのマップも載せました。�

※開室時間・教室等は各キャンパスの掲示およびWebページにて確認�
してください。�

※白山・板倉キャンパスについては開室日時が一部変更になりますので、
各キャンパス相談室へ直接お問い合せください。�

白山キャンパス  http://hakud.toyo.ac.jp/ess/�
朝霞キャンパス  http://perseus.asaka.toyo.ac.jp/̃ajj/�
川越キャンパス  http://www.cc.eng.toyo.ac.jp/�
板倉キャンパス  http://www.itakura.toyo.ac.jp/jj/



朝霞キャンパス�
〒351-8510 埼玉県朝霞市岡2-11-10��
　文・経済・経営・法・社会学部�
　第１部1・2年生�

Asaka
川越キャンパス�
〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100��
　工学部1～４年生�
　大学院�

Kawagoe

最も多くの新入生が通うことになる朝霞キャンパス

では、毎年4月の部活・サークル勧誘や、新入生の

歓迎会等はかなりの盛り上がりを見せます。多目的

ホールを備えたコミュニティセンターやスポーツジ

ムが備えられている体育館など、授業以外でも充

実した学生生活が送れるようになっています。�

4キャンパスのうち最も広い面積を誇る川越キャン

パスは自然に囲まれたキャンパスです。学生は「こ

もれびの道」とよばれる雑木林を歩いて校舎に向か

い、四季の移り変わりを堪能できます。�

2001年12月に新図書館と新1号館が、2003年

3月には新2号館が完成し、さらに快適な研究・実験

ができるようになりました。�

ソフトボール場�

体育会合宿所�

4号館�
図書館・メディアセンター�新西門�

こもれびの道�

3号館�

2号館�

土木建築実験棟�

応化情報実験棟�

6号館�5号館�

機械電気電子�
実験棟�

バイオ・ナノエレクトロニクス�
研究センター�

第1屋内体育実技場�

陸上競技場�

1号館�

新2号館�

学生ホール・食堂棟�

野球場�

1号館�

3号館�

アメリカンフットボール場�
サッカー場� 憩いの広場・野外ステージ�

図書館・研究管理棟�

コミュニティ�
センター�

研究指導棟�

2号館�

5号館�

総合体育館�

テニスコート�

←東武東上線 朝霞台駅�

福利厚生棟�

4号館�

ゴルフ練習場�

相談室はこちら�

医務室はこちら�

体育祭も開催されます（5月）�

天気のいい日には多くの�
学生の姿が見られます�

クリスマス�
イルミネーション点灯式（12月）�

サークルのボックス（部室）が�
あり、夜になっても熱心に�
活動しています�

スポーツジム施設で�
いい汗をかいてみては�

PC教室はこちら�
陸上競技部や野球部などの練習場�
があり、全国レベルの部活を身近�
に感じることができる�

学園祭では東上線沿線の�
他大学も参加する�
ステージライブが好評�

バイオナノエレクトロニクスセンターは�
最先端の研究に取り組み、�
国内外から注目を集めています�

秋になれば銀杏や栗を�
拾う人の姿も�

教務・学生生活関係窓口・�
医務室・学生相談室はこちら�

天井から光が注がれる快適な空間です�
3階の実習室ではパソコンが利用できます�

教務・学生生活関係窓口・�
はこちら�

充実した実験施設が�
そなえられています�
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板倉キャンパス�
〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1��
　国際地域・生命科学部１～4年�
　大学院�

Itakura
白山キャンパス�
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20��
　第1部文・経済・経営・法・社会学部3・4年生�
　第2部、大学院�

Hakusan

「大学中心の街づくりを」のコンセプトで地域とと

もに歩んできた板倉キャンパス。学園祭には多くの

地元住民が参加します。また、1997年に開設した

新しいキャンパスだけに、研究施設、PC教室など

最新設備が揃っています。留学生が多いのも特徴で、

様々な出会いがあるでしょう。�

3月２４日に井上記念館（5号館）の竣工式が行われ、

平成2年から始まった白山キャンパス再開発も完成。

開放的なメインエントランス「甫水の森」を抜けると、

16階建ての2号館を中心に機能的な都市型キャン

パスが拡がります。�

体育館�

サークル部室棟�

図書館�

グラウンド�

2号館�

3号館�

1号館�

厚生棟�

学生広場�

3号館（事務局・食堂棟）�

5号館（井上記念館）�

1号館（講義棟）�

キャンパスプラザ�

4号館（体育館・厚生棟）�

別館�

甫水会館�

東門�

旧
白
山
通
り�

甫水の森�

2号館（図書館・研究棟）�

教務・学生生活関係窓口・�
医務室・学生相談室はこちら�

国際地域の教室は緑、生命科学の�
教室は紫と分かれているのが特徴�

今やパソコンを使えるのは�
当たり前。積極的に利用しよう�

各サークルが�
活動する体育館�

最新の設備を揃えた�
研究室・実験室が�
そろっている�

困った事があったら窓口へ�
教務・学生生活関係窓口・�
医務室・相談室はこちら�

4キャンパス中最も多い蔵書を�
誇るメインライブラリー�

大学院の窓口があります�

4号館はサークルボックス（部室）、�
体育館などがあり課外活動の拠点�

学園祭ではここが�
メイン会場になる�

通信教育に�
ついてはこちら�

授業以外にも様々な�
講演会が開かれる�

16階にある学生食堂からは�
都心が一望できる�

DVD、ビデオ、CDなども�
豊富に揃えてある�

学園祭では県下最大級の�
フリーマーケットが行われる�
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