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＜保育関連施設へのベビーカーでのルート＞
① 51号館エレベーターで２階へ
② 2階わたり廊下から58号館を抜け60号館へ
Route to childcare facilities using a baby stroller
Take Bldg.51 elevator the 2nd floor. From the 2nd floor, 
use the connecting corridor to pass through Bldg.58 and 
reach Bldg.60.

サイズが小さい為、車いすでは使用できません
The size is too small to be accessible to wheelchairs.

入館にはセキュリティカードが必要です
A security card is needed to access this building.

56号館B1カフェテリアへは、55号館のエレベー
ターをご利用ください
Use the elevator in Bldg.55 to access the 
cafeteria in Bldg.56 B1F.

学生・教職員用託児室［一時預り］

女性専用交流・休憩スペース

B1、2F女子・チェンジングボードあり

1F女子・チェンジングボードあり
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Toei Bus

Changing board available

Changing board available

Changing board available

Nursery Center
 (exclusive for students, 
faculty and staff) 
*temporary care

Space for exchanges 
and taking a rest 
exclusively for women

大学バス停大学バス停
Shuttle Bus

都営バス早大理工前

※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。
※56館B1カフェテリアへは、55号館のエレベーターをご利用ください。
※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.
*Use the elevator in Bldg.55 to access the cafeteria in Bldg.56 B1F.
*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
オストメイト設置
Ostomate device
授乳室
Nursing Room
オムツ交換台設置
Diaper changing station
ベビーチェア設置
Baby chair

救護室
First Aid
自動体外式除細動器
Automated External Defibrillator

鉄道駅
Railway Station
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
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守衛室

戸山キャンパス 　Toyama Campus

※駐車場はございませんので、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。
※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。

*There is no parking lot available. 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 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
だれでもトイレ（自動扉）
Multipurpose restroom
(Automatic door)
だれでも更衣室
Multipurpose Locker Room
車いす対応
Wheelchair compatible
オストメイト設置
Ostomate device
授乳室
Nursing Room

オムツ交換台設置
Diaper changing station
ベビーチェア設置
Baby chair
救護室
First Aid
自動体外式除細動器
Automated External Defibrillator
図書館（子ども同伴可）
Library where parents may 
accompany children

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

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
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B1（学読）

だれでもトイレ（自動扉）
Multipurpose restroom
(Automatic door)

介助用ベッド
Bed for nursing care

礼拝のできるスペース
Prayer Room
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早稲田アリーナ
Waseda Arena


