37号館 早稲田アリーナについて
37号館 早稲田アリーナについて
戸山キャンパスにある多目的施設です。地下２階のメインアリーナは、
戸山キャンパスにある多目的施設です。地下２階のメインアリーナは、
卒業式・入学式等の式典だけでなく、国際大会公式戦会場に準じた仕様
卒業式・入学式等の式典だけでなく、国際大会公式戦会場に準じた仕様
となっているため、運動練習場や競技場としても利用されます。
となっているため、運動練習場や競技場としても利用されます。
屋外パブリックスペース
「戸山の丘」や「早稲田スポーツミュージアム」、
屋外パブリックスペース「戸山の丘」
や「早稲田スポーツミュージアム」、
ラーニングコモンズ「W
Space」、カフェなども、本学に関わる多くの
ラーニングコモンズ「W
Space」
、カフェなども、本学に関わる多くの
方々の交流を創出する拠点となっています。
方々の交流を創出する拠点となっています。
施設内には配慮が必要な人々のためのさまざまな工夫がありますので、
施設内には配慮が必要な人々のためのさまざまな工夫がありますので、
注目箇所をいくつかご紹介します。
注目箇所をいくつかご紹介します。
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入学式・卒業式では文字通訳を４つの
巨大スクリーンに投影しています。
入学式・卒業式では文字通訳を４つの
A巨大スクリーンに投影しています。
translated text is projected along with the

緩やかな傾斜と２か所の平坦なスペース
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を配置しています。
を配置しています。
This
area includes a gentle slope and two

projection on four giant screens at commenceA translated
text is
projected along with the
ment
and entrance
ceremonies.
projection on four giant screens at commencement and entrance ceremonies.

flat
spaces.
This
area includes a gentle slope and two
flat spaces.

早稲田アリーナ全景
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３段仕様で、一番下の段は車いすの方も利用
３段仕様で、一番下の段は車いすの方も利用
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メインアリーナでの卒業式風景
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高さが２段で、車いすの方にも飲
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ステージに上がるまでの段差をなくし、
ステージに上がるまでの段差をなくし、
スロープを採用しています。
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計４か所の車いすスペースを設けています。
計４か所の車いすスペースを設けています。
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地下１階客席の車いす専用スペース

地下１階客席の車いす専用スペース
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