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一社駅

名古屋市

日進市

名東区

愛知東邦大学

日進グラウンド

名古屋駅

地下鉄東山線

愛知県内における愛知東邦大学の位置
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最寄り駅からの距離や交通機関がわかる図面

愛知東邦大学
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校舎・運動場等の配置図

徒歩 約13分

一社(名古屋市営東山線)

大学専用

面積：33,230.00㎡(一部借地 383.00㎡)
所在地：愛知県日進市米野木町地区

日進グラウンド

面積：17,036.35㎡(全部所有)
所在地：名古屋市名東区

平和が丘三丁目11番地

中心校地

中心地から
スクールバス利用

約25分

高校校地

平和が丘住宅

幼稚園

平和公園

アパート

中心校地周辺地図

面積：607．0㎡
所在地：名古屋市

名東区平和が丘

三丁目39番1･2

職員住宅 学生寮

面積：650．0㎡
所在地：名古屋市

名東区社台二丁目

148番

徒歩 約3分 徒歩 約15分

隣
地
マ
ン
シ
ョ
ン
解
体
工
事
予
定
地

大学専用

大学校地
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愛知東邦大学建物の概要

1 A棟 4,254.13 鉄筋5階建

2 H棟 2,476.50 鉄筋5階建

2,052.83 鉄筋5階建

1,323.88 鉄筋2階建

429.85 鉄骨鉄筋3階建

4 S棟(体育館) 5,127.45 鉄骨鉄筋3階建

5 C棟 666.76 鉄筋2階建

6 L棟 2,239.13 鉄筋5階建

18,570.53合計

愛知東邦大学の校舎の配置図の概要

構  造
建物
番号

施設名 面積㎡

B棟3

4

3

3
3

2

1

5

大学建物（配置図）

6
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経営学部専用 

共用部分 

校舎の平面図 

他学部等専用 

教育学部専用 
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経営学部専用 

教育学部専用 

他学部等専用 

共用部分 

研究室  研究室  研究室  研究室  
研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  

研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  研究室  
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経営学部専用 

教育学部専用 

他学部等専用 

共用部分 

階段室 



校地校舎等の図面－10 

第 2書庫
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教職支援センター 

給湯室 

多目的トイレ 
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学長室 

応接室 

第四会議室 

副学長室 

基準外 
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作業室（1） 

第
三
会
議
室
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事

教育学部専用 

階段室 

廊下 

B004 

B005 

基準外 
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語学学習室 

経営学部専用 

研究室 

階段室 

階段室 

B006 
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階段室

階段室
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階段室 

階段室 
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階段室 

階段室 
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￥ 

教育学部専用 

階段室 

階段室 

リズム実習室 
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階段室 

階段室 
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多
目
的
室

多
目
的
室

経営学部専用 

教育学部専用 

他学部等専用 

共用部分 
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地域・産学連携センター 

キャリア支援センター

保健・学生相談センター 

国 際 交 流 セ ン タ ー 

¦
¦
¦
¦

トレーニングセンター

階段室 

廊下 

基準外 
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体育館 

階段室 

廊下 

バルコニー 



校地校舎等の図面－27 

同窓会室
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階段 
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大階段 
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ブックラウンジ 

大階段 
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大階段 
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建物 階 室名 用途 面積（㎡）
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
カフェテリア 厚生補導用施設 164.96
厨房・準備室 厚生補導用施設 68.01
防災倉庫 共有部 82.10
倉庫（2） 共有部 20.20
倉庫（3） 共有部 4.90
電気室 共有部 54.00
男子便所 共有部 22.20
女子便所 共有部 19.70
EV 共有部 4.65
廊下 共有部 126.93
階段室 共有部 12.60
EVホール 共有部 32.74
A101 講義室 119.00
A102 講義室 119.00
A103 教職学習室 59.50
A104 演習室 59.50
講師控室 控室 59.50
学生相談室 相談室 20.50
保健室 医務室 20.50
前室 共有部 18.60
エントランスホール 共有部 75.95
学生ホール 共有部 161.00
男子便所 共有部 22.20
女子便所 共有部 19.70
多目的便所 共有部 4.90
EV 共有部 4.65
廊下 共有部 63.50
階段室 共有部 33.20
PS 共有部 21.97
A201（1） 演習室 59.50
A201（2） 演習室 59.50
A202心理学実験室 実験・実習室 89.25
A203カウンセリング実習室 実験・実習室 13.30
A204 演習室 13.30
A205 講義室 119.00
A206 演習室 59.50
A207 講義室 119.00
サーバールーム 共有部 76.06
EVホール 共有部 32.74
男子便所 共有部 23.40
女子便所 共有部 20.70
倉庫（4） 共有部 3.00
EV 共有部 4.65
廊下 共有部 91.70
階段室 共有部 33.20
PS 共有部 22.19

校舎の各室の用途及び面積
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建物 階 室名 用途 面積（㎡）
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
EVホール 共有部 32.74
男子便所 共有部 22.20
女子便所 共有部 19.70
倉庫（4） 共有部 4.90
EV 共有部 4.65
廊下 共有部 105.60
階段室 共有部 33.20
PS 共有部 22.00
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
研究室 研究室 29.75
EVホール 共有部 32.74
男子便所 共有部 22.20
女子便所 共有部 19.70
倉庫（4） 共有部 4.90
EV 共有部 4.65
廊下 共有部 105.60
階段室 共有部 33.20
PS 共有部 22.00

校舎の各室の用途及び面積
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建物 階 室名 用途 面積（㎡）
電気室 共有部 45.96
PCB保管庫 共有部 27.78
倉庫 共有部 52.57
第2書庫 図書館 116.84
バイク置場・駐輪場 共有部 496.28
事務室 事務室 329.90
ミーティングルーム 相談室 16.69
ミーティングルーム 相談室 16.09
印刷室 共有部 9.09
階段下倉庫 共有部 15.05
階段室 共有部 9.07
倉庫 共有部 22.74
倉庫 共有部 14.66
給湯室 共有部 8.61
更衣室 共有部 16.15
ホール 共有部 62.58
教職支援センター 共有部 105.24
男子便所（HWC） 共有部 17.65
女子便所（WWC） 共有部 16.17
多目的トイレ（HWC） 共有部 5.13
EPS 共有部 18.66
副学長室 副学長室 57.10
学長室 学長室 65.70
第四会議室 会議室 73.80
応接室 応接室 36.40
湯沸 共有部 5.78
倉庫 共有部 4.11
男子便所（MWC） 共有部 30.93
女子便所（WWC） 共有部 15.48
廊下 共有部 138.81
階段室 共有部 30.55
作業室（1） 作業室 32.40
作業室（2） 作業室 20.20
第一会議室 会議室 113.20
第二会議室 会議室 31.40
第三会議室 会議室 20.20
湯沸 共有部 8.21
倉庫 共有部 3.09
男子便所（MWC） 共有部 30.93
女子便所（WWC） 共有部 15.48
ホール 共有部 67.08
廊下 共有部 23.00
階段室 共有部 30.55
H401 多目的室兼演習室 147.10
準備室 共有部 25.70
階段室 共有部 19.94
PS 共有部 6.45

校舎の各室の用途及び面積
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建物 階 室名 用途 面積（㎡）
B005多目的室（ピアノ実習室兼演習室） 実験・実習室兼演習室 41.65
B004音楽室 実験・実習室 90.00
第3書庫 図書館 35.17
準備室1 共有部 15.53
準備室2 共有部 5.80
階段室 共有部 23.40
便所（WC） 共有部 4.30
廊下 共有部 78.03
DS 共有部 4.49
多目的室（1） 多目的室 46.50
多目的室（2） 多目的室 33.08
B006多目的室（3） 多目的室兼演習室 33.08
語学学習室 語学学習室 101.33
廊下 共有部 40.79
ホール 共有部 46.41
学生ラウンジ 共有部 9.02
階段室 共有部 28.38
階段室 共有部 39.10
男子便所（MWC） 共有部 15.70
多目的便所（HWC） 共有部 8.07
倉庫 共有部 5.23
B202 情報処理室 117.86
B203 講義室 105.07
廊下・ホール 共有部 202.32
倉庫 共有部 11.30
階段室 共有部 28.38
階段室 共有部 39.10
女子便所（WWC） 共有部 25.11
EPS 共有部 6.96
B301 講義室 67.50
B302 講義室 67.50
B303 講義室 67.50
廊下・ホール 共有部 107.86
階段室 共有部 28.38
階段室 共有部 39.10
女子便所（WWC） 共有部 19.03
男子便所（MWC） 共有部 17.16
B401 講義室 115.61
B402 講義室 140.49
廊下・ホール 共有部 37.87
階段室 共有部 28.38
階段室 共有部 39.10
女子便所（WWC） 共有部 19.03
男子便所（MWC） 共有部 17.16

校舎の各室の用途及び面積

B1F
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建物 階 室名 用途 面積（㎡）
B001リズム実習室 実験・実習室 151.00
準備室 実験・実習室 20.00
B002保育・調理実習室 実験・実習室 123.00
図工準備室 実験・実習室 20.00
B003図工室 実験・実習室 129.70
廊下 共有部 56.23
階段室 共有部 35.76
階段室 共有部 35.76
倉庫1 共有部 9.08
倉庫5 共有部 27.39
B101 講義室 166.60
B102（ピアノ実習室兼演習室） 実験・実習室兼演習室 68.00
B103 講義室 168.90
B104（ピアノ実習室兼演習室） 実験・実習室兼演習室 68.00
B105 講義室 168.90
階段室 共有部 37.78
階段室 共有部 37.78
B201 講義室 172.80
廊下 共有部 54.85
物入 共有部 3.90
研究室 研究室 14.58
研究室 研究室 14.58
研究室 研究室 14.58
研究室 研究室 14.58
研究室 研究室 14.58
研究室 研究室 14.58
多目的室 研究室 14.58
多目的室 研究室 14.58
廊下 共有部 67.12
湯沸室 共有部 3.89
男子便所（MWC） 共有部 6.71
女子便所（WWC） 共有部 3.94

B
棟

(

3
号
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B
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2
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B1F

1F

校舎の各室の用途及び面積



 校地校舎等の図面－39

建物 階 室名 用途 面積（㎡）
多目的室 多目的室 228.00
駐車場 共有部 1329.20
機械室 共有部 38.14
防災倉庫 共有部 61.44
防災倉庫 共有部 65.00
倉庫 共有部 6.90
ポンプ室 共有部 17.70
スロープ 共有部 10.70
トレーニングセンター 多目的室 211.94
地域・産学連携センター
キャリア支援センター
保健・学生相談センター
国際交流センター

事務室
共有部

202.21

アクティブ・ラーニング・ステーション 厚生補導用施設 443.82
厨房 厚生補導用施設 73.87
売店 厚生補導用施設 57.40
男子便所 共有部 21.42
女子便所 共有部 27.69
多目的便所 共有部 7.97
警備室 共有部 17.47
ロビー・廊下 共有部 449.13
階段室 共有部 52.75
倉庫 共有部 26.37
体育館（アリーナ・ステージ） 体育館 1261.25
女子更衣室 更衣室 23.72
男子更衣室 更衣室 20.11
US シャワールーム 8.91
US シャワールーム 8.90
器具庫 器具庫 28.33
器具庫 器具庫 27.95
器具庫 器具庫 53.38
ロビー 共有部 201.90
廊下 共有部 52.50
階段室 共有部 52.75
男子便所（MWC） 共有部 13.66
女子便所（WWC） 共有部 19.52
放送室 共有部 5.45

B1F

2F

S
棟

1F

校舎の各室の用途及び面積
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建物 階 室名 用途 面積（㎡）
C101トレーニング室 実験・実習室 201.00
管理室 管理室 25.00
女子更衣室 更衣室 16.00
男子更衣室 更衣室 16.00
C102 クラブ室 23.76
C103 クラブ室 23.76
C104 クラブ室 23.76
C105 クラブ室 23.76
同窓会室 同窓会室 47.52
エントランスホール 共有部 0.00
倉庫 共有部 74.47
C201 クラブ室 23.76
C202 クラブ室 23.76
C203 クラブ室 23.76
C204 クラブ室 23.76
C205 クラブ室 23.76
C206 クラブ室 23.76
ミーティング室 ミーティング室 23.76
学生会室 学生会室 23.76
階段 共有部 1.65

C
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1F
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校舎の各室の用途及び面積
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建物 階 室名 用途 面積（㎡）
第1書庫 図書館 39.87
第1書庫 図書館 42.78
倉庫 共有部 26.44
消火ポンプ室 共有部 8.10
EV 共有部 5.76
EVホール 共有部 26.01
PS・EPS 共有部 13.32
エントランスホール 共有部 141.72
EV 共有部 5.76
倉庫 共有部 5.48
倉庫 共有部 5.97
PS・EPS 共有部 3.35
LCラウンジ 図書館 183.53
事務室 事務室 77.08
L201 情報処理室 54.35
L202 情報処理室 56.32
EV 共有部 5.76
廊下・渡り廊下 共有部 125.95
大階段 共有部 94.31
男子便所（MWC） 共有部 14.32
女子便所（WWC） 共有部 11.96
PS・EPS 共有部 6.31
倉庫 共有部 6.07
ブックラウンジ 図書館 141.96
L301絵本ギャラリー 図書館 35.95
L302 学習室 31.90
L303 学習室 31.90
ブラウンジングルーム 図書館 110.66
EV 共有部 5.76
廊下 共有部 147.13
大階段 共有部 94.31
男子便所（MWC） 共有部 14.32
女子便所（WWC） 共有部 11.96
PS・EPS 共有部 6.31
倉庫 共有部 6.07
LCホール 多目的ホール 276.67
L401 情報処理室 110.66
EV 共有部 5.76
廊下 共有部 148.12
大階段 共有部 61.51
男子便所（MWC） 共有部 14.32
女子便所（WWC） 共有部 11.96
PS・EPS 共有部 6.31
倉庫 共有部 5.07

校舎の各室の用途及び面積
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