
所沢キャンパス 　Tokorozawa Campus だれでもトイレ
早稲田大学では、性別を問わず、どなたでもご利用
いただける「だれでもトイレ」を主要な早稲田、戸山、
西早稲田、所沢キャンパスに数多く設置しています。

車いす対応、❶オストメイト、❶ベビーチェア、❷オムツ
交換台、❷介助用ベッド、❸身障者用シャワー室、❹チェ
ンジングボードなどの機能があります。

設置箇所および各機能の設置状況については、各キャ
ンパスのページをご参照ください。

Waseda Universit y has installed many mult ipurpose 
restrooms, which are accessible to everyone regardless 
of gender, on the Waseda, Toyama, Nishi-Waseda, and 
Tokorozawa campuses.
These restrooms have many features, including wheelchair 
accessibility, ❶ ostomate devices, ❶ baby chairs, ❷diaper 
changing beds,❷nursing care beds,  ❸shower for those with 
disabilities, and ❹ changing boards.
Check the page for each campus to see the location and 
features of each multipurpose restroom.
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※車での来校が必要な場合は、事前に訪問先までお問い合わせください。
※構内に「だれでもトイレ」を設置しています。性別や障がいの有無を問わずどな
　たでもご利用いただけます。
※授乳室をご利用の場合は、事前にダイバーシティ推進室までご連絡ください。
※記載の内容について、お気づきの点がございましたら、ダイバーシティ推進室ま
　でお知らせください。

*If you need to come to the campus by car, please contact the place you will visit in advance.
*The campus has multipurpose restrooms available to anyone regardless of gender or physical disability.
*If you wish to use the Nursing Room, please contact the Office for Promotion of Equality and Diversity.
*If you have a concern about any of the written content, please contact the Office for Promotion of 
Equality and Diversity.

エレベーター
Elevator
だれでもトイレ
Multipurpose restroom

車いす対応
Wheelchair compatible

オムツ交換台設置
Diaper changing station

オストメイト設置
Ostomate device

自動体外式除細動器
Automated External Defibrillator

ベビーチェア設置
Baby chair
救護室
First Aid

授乳室
Nursing Room

身障者用シャワー室
Shower for those with disabilities

バスのりば
Bus Stop
自動ドアの建物入口
Automatic door building entrance
段差・手動ドアの建物入口
Uneven floor, auto-door building entrance
スロープ
Slope
通路上の階段
Steps in passageway
通路上の段差
Uneven floor in passageway
勾配のある坂路
Road with slope
車いすでは通りにくい道
Road that is difficult for wheelchairs to use

図書館（子ども同伴可）
Library where parents may accompany children

身障者用シャワー室（18号館 1階）
Shower for those with disabilities (Bldg.18, 1F)

オストメイト・ベビーチェア（7号館 2階）
Ostomate・Baby chair (Bldg.7, 2F)

｢All Genders｣ サイン
このサインは、性別に関係なくだれでも利用できるトイレを示すため、早稲田大学が考案しました。

All Genders  symbol for multipurpose restrooms
Waseda University designed this symbol to show that this is a restroom which anybody can use regardless of gender.

チェンジングボード（57号館 2 階）
Changing board (Bldg.57, 2F)

介助用ベッド・オムツ交換台（10号館 1階）
Bed for nursing care ・Diaper changing beds (Bldg.10, 1F)

身障者用シャワー室・だれでもトイレ入口 （105号館スポーツ
ホール 1階）
Shower for those with disabilities ・Multipurpose restroom　
Entrance  (Bldg.105, 1F, Sports hall)

身障者用シャワー室 （105号館スポーツホール 1階）
Shower for those with disabilities (Bldg.105, 1F, Sports hall)
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Bed for nursing care


