
　中心校地 横浜市鶴見区鶴見2-1-3

　 鶴見大学大学院 校地面積：80,837.56㎡

　ＪＲ京浜東北線「鶴見駅西口」（徒歩5分）

　 鶴見大学短期大学部 　京浜急行線「京急鶴見駅」（徒歩7分）

【概   要】

文学部教学課     　
歯学部教学課

短大部教学課　

非常勤講師室（文・歯・短）

教　室 教室・マルチメディア教育センター・情報教育施設

その他 学生用PCコーナー・多目的トイレ・コンビニエンスストア（掲示板・学生ラウンジ）

事務室

２号館 教　室 講堂（教室）・実習室

研究室 歯学部（先制医療研究センター）

その他 学生休憩室・自習室・売店（カフェ）・売店（書籍）

事務室 国際交流センター

教　室 講堂（教室）・実習室

研究室 歯学部（その他学修ラウンジ・自習室）

事務室 短大部歯科衛生科実習助手室

教　室 実習室（短大部）　（ピアノ練習室）

その他 多目的トイレ

教　室 教室・情報教育施設

その他 多目的トイレ

事務室 文短教学課・鶴見大学仏教文化研究所

６号館 研究室 文学部・短大部

実習室 文学部文化財学科

その他 多目的トイレ

 大学記念館

地下２・３階 記念ホール

平日　　 8:50～18:00

土曜日 　8:50～13:00

平日のみ営業

 朝食　　  8:00～ 8:50

 ランチ　 11:30～14:00

 喫茶　 　10:00～17:00

平日　 　17:00～21:00

土曜日　 13:00～18:00

平日　 　17:00～21:00

土曜日　 13:00～18:00

　図書館

平日　　 8:50～20:00

土曜日 　8:50～18:00

閉 館 日 開館時間の変更、臨時閉館は、その都度掲示します。

入退館手続

貸　　出 館外貸出には「学生証」が必要です。

コピーサービス

 保健センター

業　　務

平日　　 8:50～18:00

土曜日 　8:50～13:00

 歯学部附属病院

診療科目

診療時間
再来受付：9：00～15：30　（眼科・ご予約の無い方は11：30まで）（土曜日は11：00まで）

休 診 日：日曜日、国民の祝日

新患受付：9：00～11：00　（眼科・内科は 9:00～11：00のみ）

開館時間
8月と3月は平日の開館時間を8:50～18:00に短縮します。3月は土曜日の開館時間

を8:50～12:30に短縮します。※原則として、6月～7月と12月～1月の開館時間を

8:50～21:00に延長します。

日曜日･国民の祝日･全学研修日･8月の全学休業
日･年末年始･卒業式･入学式

日常的な健康相談、定期や臨時の健康診断、ケガや病気に対する応急処置の実施。特に専門的な治療が必要な
場合には近くの病院を紹介。また、メンタルヘルスの相談には、精神科の医師や臨床心理士及び看護師が相談
に応じています。

開所時間
長期休暇中、試験期間中等は利用時間を短縮することがあり
ます。

図書館の資料を学習又は調査研究のためコピーしたい場合、著作権法を遵守し、備え付けの「複写申込書（図
書館複写機利用申込書）」に必要事項を記入の上、館内の複写機を使ってコピーしてください。

１階 大学食堂
8:00～20:00はラウンジとしても自由に利用できますが、昼
休み等混雑する時間帯はご遠慮ください。

２・３階

開放自習室
セミナー室2-3･4及び3-3･4を自習室として自由に利用できま
す。飲食は禁止です。

講堂（教室）
授業等に支障のない場合は課外活動等で利用できます。
利用の際は届出書を提出して下さい。

地下１階

学生ラウンジ 平日・土曜日 8:00～20:00 自由に利用できます。飲食は禁止です。

就職関係各種資料閲覧コーナー平日・土曜日 8:50～20:00

長期休暇中、試験期間中等は利用時間を短縮することがあり
ます。

３号館

入試課・キャリア支援課

一般歯科、矯正歯科、小児歯科、口腔外科、内科、眼科

「学生証」が必要になります。詳細は、図書館ホームページをご確認ください。

４号館

５号館

建物面積：71,977.92㎡　 鶴見大学

建　　物：1号館・2号館・3号館・4号館

　　　　　5号館・6号館・記念館・図書館

事務室

１号館

平日　　8：50～18：00
土曜日　8：50～13：00

長期休暇中、試験期間中等は利用時間を短縮することがあり
ます。

         13：30～15：00　（土曜日は11：00まで）

　　　　　保健センター・病院・体育館

教育研究支援課・管財課

就職情報コーナー

記念ホールでは大学主催の行事をはじめ学内外の様々な催しを行います。
課外活動でも利用できます。（494席・車椅子２席）



体育館

第１競技場 バレーボール・バスケットボール・バドミントン・フットサル

第２競技場 卓球他

武  道  場 剣道・柔道・空手道・少林寺拳法・日本拳法

トレーニング

ルーム

そ　の　他 課外活動部室・リズム実習室・多目的室・ランニングエリア（1周180m)

 ＪＲ京浜東北線「鶴見駅西口」（徒歩3分）

 京浜急行線「京急鶴見駅」（徒歩5分）

【概  要】

大学会館

　ＯＡ研修室の利用は次のとおりです。

　　利用時間 平日　　 8:50～17:00

土曜日　 8:50～13:00

 市営バス　38・41系統

 乗車：鶴見駅西口バスターミナル・総持寺前バス停

 下車：飯山バス停　徒歩5分

【概  要】

学　生　寮

教職員宿舎 個室13室

ゲストハウス 個室11室

実　習　棟 文化財学科埋蔵物発掘実習施設

テニスコート クレーコート（4面）

弓　道　場 射場（6名用）

付帯施設 シャワー室（男・女）

横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-60-1

 川崎鶴見臨港バス　寺谷循環

　 乗車：鶴見駅西口バスターミナル

建　　物：管理棟･記録室・室内練習場 　 下車：寺尾中学入口　徒歩10分

【概  要】

グラウンド

付帯施設 シャワー室（男・女）・ミーティングルーム

横浜市港北区師岡町86-1

 川崎鶴見臨港バス　綱島行

　 乗車：鶴見駅西口バスターミナル

　 下車：神明社前バス停　徒歩10分

【概  要】

グラウンド サッカー・ラグビー・アメリカンフットボール

付帯施設

栃木県那須塩原市板室字白湯山1173

 ＪＲ利用：東北新幹線・那須塩原駅下車、約45分

 車 利 用：東北自動車道 那須IC、黒磯板室IC

           および西那須野塩原ICから約45分

【概  要】

施　　設

長野県上水内郡飯綱町大字川上字霊仙寺2755

　飯綱研修道場  ＪＲ利用：信越本線　牟礼駅下車　タクシー利用

　　（信州高原荘）  車 利 用：上信越自動車道路 　信州中野ICから

　　　　　 飯綱東高原へ

【概  要】

施　　設

建物面積：2,047.55㎡

建　　物：飯綱研修道場・管理棟

収容人員110人・研修室・茶室

【大学及び短期大学部の課外活動状況】

  本学には、文化系クラブからなる文化部連合30、体育部系クラブからなる体育部連合29のあわせて59の公認団体があり、約4割の学生が
参加しています。その大きな特色は、文学部、歯学部、短期大学部とそれぞれ異なる就学状況や価値観を持つ学生が共通のアイデンティ
ティで活躍していることです。また、クラブ全体を統括する全学的な組織として、「課外活動公認団体連合会」があり、各団体のパイプ
役として意見の調整や集約を行うことを目的として設立されました。具体的活動としては、公認団体の設立申請や登録更新、部室の配
分、新入生歓迎オリエンテーションの企画・運営を行っています。

　那須セミナーハウス
土地面積：4,427.00㎡

建物面積：877.38㎡

建　　物：那須セミナーハウス

収容人員34人・研修室

土地面積：6,158.57㎡

運動施設

  獅子ヶ谷グラウンド
土地面積：35,167.94㎡

野球専用グラウンド（硬式野球仕様）

  師岡グラウンド
土地面積：14,588.70㎡

建物面積：273.39㎡

シャワー室（男・女）・ミーティングルーム

  荒立校地
　　　　　弓道場・教職員宿舎・ゲストハウス

施　　設：荒立テニスコート

女子学生寮（個室100室）

横浜市鶴見区東寺尾5-20-1

サブホール  （162席）

　　　　　テニス部更衣室・シャワー室

土地面積：24,565.73㎡

建　　物：女子学生寮・文化財学科実習棟

事　務　室
事務室(法人、事務局）・鶴見大学文短同窓会・鶴見大学歯学部同窓会

地域連携推進課

研　修　室

ＯＡ研修室・ＬＬ研修室・研修室

ホ　ー　ル
メインホール（300席・車椅子１席）

トレーニングルームには、各種のトレーニング器具を備え、専門のトレーナーが安全な器具の使用方法やト
レーニング方法等を指導しています。「競技に必要な筋力の増強｣や｢健康な生活のための心身のリフレッ
シュ」等、それぞれの目的に応じたトレーニングメニューの作成や運動の指導、さらに食生活やサプリメント
等についても相談に応じています。

　豊岡校地
建物面積：7,165.44㎡

建　　物：大学会館

建　　物：管理棟・シャワー棟・部活倉庫

建物面積： 1,206.48㎡

横浜市鶴見区豊岡町3-18

建物面積：4,666.31㎡

土地面積：1,627.87㎡


