
7-8　学部・大学院の学習環境

学部学科 平成29年6月1日現在

学生控え室の
有無

図書室の
有無

学生用パソコンの
有無

個人ロッカーの
有無

その他、各学科等の状況

人文科学科

　哲学・倫理学・美術史コース 有（文1-620） 有（文1-610、619、820） 有（3台） 有（文1-620） パソコンは共用

　比較歴史学コース 有（文1-612） 有（文1-613） 有（10台） 有（文1-612） 他、図書室（文1-611、817など）

　地理学コース 有（文1-717） 有（文1-709） 有（17台） 有（文1-717） 地図室、計算機室、地学標本室など有

言語文化学科

　日本語・日本文学コース 有（文1-524） 有（文1-523） 有（3台） 有（文1-524）

　中国語圏言語文化コース 有（文1-417） 有（文1-413） 有（3台） 有（文1-417） 学習、休憩のスペースあり。

　英語圏言語文化コース 有（文1-818） 有（文1-420） 有（3台） 有（文1-818） 他、図書室（文1-421）

　仏語圏言語文化コース 有（共3-402） 有（共3-407） 有（1台） 有（共3-401）

人間社会科学科

　社会学コース 有（文1-821） 有（文1-616） 有（8台） 有（文1-821） 控室パソコン、ロッカーは教育科学コースと共同

　教育科学コース 有（文1-821） 有（文1-218） 有（8台） 有（文1-821）
控室・図書室、パソコンは共用。AAが学生の学習、アドバイ
スを支援

　心理学コース 有（文1-227） 有（文1-812） 有（9台） 有（文1-227） パソコンは院生と共通

芸術・表現行動学科

　舞踊教育学コース 有（文2-207） 有（文2-213） 有（4台） 有（文2-207） パソコンは院生と共通

　音楽表現コース 有（文2-207） 有（文2-109） 有（2台） 有（2-207） 個人用ピアノ練習室10室有、パソコンは共用

グローバル文化学環 有（文1-305） 無 有（6台） 有（文1-305） 事務室（文1-708）内に図書スペース有

数学科 有（理-618） 有（理1-602） 有（2台） 有（理-618） 他、控室（理1-622、628、641）など

物理学科 有（理1-218） 有（理1-601） 有（91台） 有（理1-218）
4年次配属先研究室にて、机、ロッカー、
パソコンを配分。パソコンは大学院生と共有含。

化学科 有（理1-418） 有（理1-601） 有（50台） 有（理1-玄関） 他、ロッカー室（共3-3階）、理1-4階

生物学科 有（理1-518） 有（理1-601） 有（57台） 有（理1-518） 他、ロッカー室（理1-1階）

情報科学科 有（理3-604） 有（理3-501） 有（60台） 有（理3-604） 他、控室4年次には研究室で机を用意

食物栄養学科 有（総-405） 有（本館-208） 有（39台） 有（生2-164） 他、控室（総-504）、図書室（生-206）

人間・環境科学科 有（総-705、総-806） 有（本館-208） 有（49台） 有（生2-163） CAD用パソコン17台（総-805）、パソコンは院生と共有

人間生活学科

　発達臨床心理学講座 無 有（本館-331） 有（9台） 有（生2-161） 他、資料保管室（本-346）

　生活社会科学講座 無
有（本館-303、305、
310、315、318）

有（12台） 有（生2-161）  他、図書室（本館305、310、315）など

　生活文化学講座 有（本館-321） 有（本館-329） 有（6台） 有（生2-161）

学部学科等
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7-8　学部・大学院の学習環境

平成29年6月1日現在

学生控え室の
有無

図書室の
有無

学生用パソコンの
有無

個人ロッカーの
有無

その他、各学科等の状況

比較社会文化学専攻

日本語日本文学コース 有（文1-524） 有（文1-523） 有（4台） 有（文1-524） パソコンは共用

アジア言語文化学コース 有（文1-417） 有（文1-413） 有（3台） 有（文1-417） 他、図書室（文1-414）

英語圏言語文化学コース 有（文1-815） 有（文1-420） 有（3台） 有（文1-815） 他、図書室（文1-421）、パソコンは共用

仏語圏言語文化学コース 有（共3-402） 有（共3-407） 有（1台） 有（共3-401） パソコンは共用

日本語教育コース 有（文2-102） 有（文2-103） 有（1台） 有（文2-102） 図書室は助手室と共用

思想文化学コース 有（文1-620） 有（文1-619） 有（1台） 有（文1-620） パソコンは共用

歴史文化学コース 有（文1-805, 820） 有（文1-610, 613, 820） 有（13台） 有（文1-805, 620） パソコンは共用

生活文化学コース 有（本館-324） 有（本館-329） 有（7台） 有（本館-324） パソコンは共用

舞踊・表現行動学コース 有（文2-215） 有（文2-舞踊） 有（4台） 有（文2-215） パソコンは共用

音楽表現学コース 有（文2-112） 有（文2-109） 有（2台） 有（文2-207） 他、控室（文2-207）、パソコンは共用

人間発達科学専攻

教育科学コース 有（文1-713） 有（文1-218） 有（11台） 有（文1-713） 控室・図書室・パソコンは共用

心理学コース 有（文1-203等） 有（文1-812） 有（47台） 有（文1-203等） 図書室、パソコンは共用

発達臨床心理学コース 有（本館-129） 有（本館-331） 有（20台） 有（本館-129） パソコンは共用

応用社会学コース 有（文1-713） 有（文1-616） 有（11台） 有（文1-713）
図書室・控え室・パソコンは、学部学生・博士後期課程院生
と共用

保育・児童学コース 有（生本2-261-1） 有（本館-331） 有（12台） 有（本館-129） パソコンは共用

ジェンダー社会科学専攻

生活政策学コース 有（本館-319）
有（本館-303、305、
315、318）

有（9台） 有（本館-319） 他に、（学術）雑誌（閲覧）室（本館310）あり。

地理環境学コース 有（文1-701） 有（文1-709） 有（15台） 有（文1-701）
他、地図室、計算機室、地学標本室等有
パソコンは共用

開発・ジェンダー論コース 有（生本2-261） 無 有（5台） 有（生本2-261） パソコン、机、椅子は共用

ライフサイエンス専攻

生命科学コース 有（理1-518） 有（理1-601） 有（56台） 有（理1-518） パソコンは共用

人間・環境科学コース 有（各研究室） 有（本館-208） 有（49台） 無 パソコンは共用

食品栄養科学コース 有（総-405） 有（本館-208） 有（28台） 有（配属研究室） 他に、控室（総-504）、食育ライブラリー（本館-201）

遺伝カウンセリングコース 有（共3-203） 有（共3-203） 有（４台） 有（共3-203） パソコンは共用

理学専攻

数学コース 有（理2-606,理2-607） 有（理1-602） 有（4台） 有（理2-606,理2-607）

物理科学コース 有（各研究室） 有（理1-601） 有（91台） 有（各研究室） パソコンは学部生との共用を含む

化学・生物化学コース 有（理1-418） 有（理1-601） 有（20台） 有（理1-3,4） パソコンは共用

情報科学コース 無 有（理3-501） 有（160台） 無 パソコンは共用

生活工学共同専攻 有（各研究室） 有（総研棟805） 有（49台） 無 パソコンは共用

学部学科等

学習環境の状況
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学生控え室の
有無

図書室の
有無

学生用パソコンの
有無

個人ロッカーの
有無

その他、各学科等の状況

比較社会文化学専攻

国際日本学領域 有（文1-620、805） 有（文1-523、613、619） 有（6台） 有（文1-620、805） パソコンは共用

言語文化論領域 有（文1-815、共3-402） 有（文1-420、共3-407） 有（9台） 有（文1-815、共3-401） 他、控室（文1-417）、図書室（文1-421、413）

比較社会論領域
有（文1-620, 文1-805、
文2-215）

有（文1-613、619, 文2-
舞踊）

有（10台）
有（文1-805、620, 文2-
215）

パソコンは共用

表象芸術論領域
有（本館-324、文1-
620、文2-215）

有（本館-329、文1-
610、820、文2-舞踊
109）

有（6台）
有（本館-324、文1-620、
文2-215）

パソコンは共用（うち文1-610、620、820には各1台）他、控室
（文2-112、207）

人間発達科学専攻

教育科学領域 有（文2-307） 有（文1-218） 有（13台） 無 控室・図書室・パソコンは共用

心理学領域 有（文1-203等） 有（文1-812） 有（47台） 有（文1-203等） 図書室、パソコンは共用

発達臨床心理学領域 有（本館-129） 有（本館-331） 有（20台） 有（本館-129） パソコンは共用

社会学・社会政策領域
有（本館-312、313、文
教1-713）

有（文1-616、本館-303
等）

有（19台）
有（文1-713、本館-312、
313）

パソコン・図書室・学生控室は学部学生・博士前期課程大学
院生・博士後期課程他専攻大学院生などとの共用

保育・児童学領域 有（生本2-261-2） 有（本館-331） 有（12台） 有（本館-129） パソコンは共用

ジェンダー学際研究専攻

ジェンダー論領域 有（生本2-261）
有（本館-303、305、
310、315、318、208、文
1-709）

有（2台） 有（生本2-261）
生本2-261は、博士前期課程ジェンダー社会科学専攻開
発・ジェンダー論コースの控室の一部スペースを使用

ライフサイエンス専攻

生命科学領域 有（理1-518） 有（理1-601） 有（53台） 有（理1-518） パソコンは共用、各教員が学生用に用意

人間・環境科学領域 有（各研究室） 有（本館-208） 有（49台） 無 パソコンは共用

食品栄養科学領域 有（総-405） 有（本館-208） 有（28台） 有（配属先研究室） 他に、控室（総-504）、食育ライブラリー（本館-201）

遺伝カウンセリング領域 有（共3-203） 有（共3-203） 有（4台） 有（共3-203） パソコンは共用

疾患予防科学領域 有（各研究室） 有（理1-601） 有（3台） 有（各研究室） パソコンは共用

理学専攻

数学領域 有（理2-606） 有（理1-602） 有（17台） 無 他、控室（理2-607）

物理科学領域 有（各研究室） 有（理1-610） 有（91台） 有（各研究室） パソコンは学部生との共用含む

化学・生物化学領域 有（理1-418） 有（理1-601） 有（20台） 有（理1-3、4） パソコンは共用

情報科学領域 有（全12室） 有（理3-501） 有（160台） 有(各研究室) パソコンは共用

生活工学共同専攻 有（各研究室） 有（総研棟805） 有（49台） 無 パソコンは共用
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学習環境の状況


