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各種施設等利用可能時間一覧
【事務室等】

施設名等 場　　所 利用可能時間 備　　考
学生課
医務室
教務課

実務・生涯教育課
進路支援課

国際交流推進室
調達検収室

愛学館 1 階

 8：45 ～ 17：15（月～金） 土・日・祝日閉室施設課 愛学館 2 階
庶務課

企画・広報課
会計課
入試課

研究・産学連携推進室
情報管理推進室

愛学館 7 階

学生相談室 育心館 4 階

図書館 図書館棟  8：30 ～ 21：00（月～金）
10：00 ～ 17：00（土）　　 日・祝日閉館

薬用植物園  9：30 ～ 16：00（月～金） 見学可能時間

【食堂等】
施設名等 場　　所 利用可能時間 備　　考

食堂（躬行館）
躬行館 1 階

11：00 ～ 14：00（月～金）
14：00 ～ 20：00 自由利用
　　　　　　　　（月～金）

土・日・祝日休業

Y ショップ  8：30 ～ 20：00（月～金）
10：00 ～ 15：00（土）　　

日・祝日休業
食堂（愛学館）

愛学館 1 階

10：30 ～ 19：00（月～金）
11：00 ～ 14：00（土）　　

愛学館食堂内 
カフェコーナー 10：30 ～ 17：00（月～金）

土・日・祝日休業
売店 Poppy 10：00 ～ 17：00（月～金）

休憩室 南風館 1 階 終日

学生ロッカー
育心館 2 階

 8：30 ～ 21：00（月～土） 日・祝日使用不可教育研究総合 
センター地階

※利用可能時間は変更になる場合があります。詳細は manaba 等で確認して下さい。

【演習室・自習室】
施設名等 場　　所 利用可能時間 備　　考

K21 演習室 教育研究総合 
センター 2 階 13：30 ～ 18：30（月～金） パソコン 100 台

（授業優先）
K12 演習室

教育研究総合 
センター 1 階

 9：00 ～ 20：00（月～金） パソコン 30 台

K11 演習室
 9：00 ～ 20：00（月～金） パソコン 100 台
10：00 ～ 17：00（土）　　 パソコン 50 台

A23 自習室
愛学館 2 階  9：00 ～ 21：00（月～金）

　　9：00 ～ 21：00（土・日・祝日）A24 自習室
N13、N14 自習室 南風館 1 階  8：00 ～ 21：00（月～土）

※利用可能時間は変更になる場合があります。詳細は manaba 等で確認して下さい。
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