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3 諸施設

運動施設・課外活動施設等一覧
地　区 施  設 主な用途 面積（㎡）

全学教育棟周辺

第1体育館 バドミントン、バスケットボール、バレーボールなど 1,110
第2体育館 卓球、トレーニングなど 611
第3体育館 剣道、各種拳法など 369
第4体育館 柔道、合気道など 308
第5体育館 ダンス、各種拳法 190
屋内プール（25m×7コース） 水泳、水球など 853
弓道場 弓道 155
相撲道場 相撲 143
ボクシング練習場 ボクシング 93
第1課外活動共同棟 体育系・文化系26室 482
第2課外活動共同棟 体育系・文化系・名大祭17室 972

総合保健体育科学センター周辺

陸上競技場（トラック、400m×6コース) 陸上競技
14,019

陸上競技場（フィールド） サッカー、ラグビー、アメリカンフットボールなど
野球場 野球、ソフトボールなど 12,508
硬式テニスコート（7面） 硬式テニス 4,678
軟式テニスコート（4面） ソフトテニス 2,590
多目的コート フットサルなど 1,664
ゴルフ練習場 ゴルフ 337
新体育館（アリーナ） ハンドボール、バドミントン、バスケットボール、バレーボールなど 1,104
新体育館（トレーニング・ルーム） トレーニングなど 316
アーチェリー練習場 アーチェリー 440
ライフル射撃場 ライフル射撃 223
総合運動場多目的棟(1階)

体育系5室 161
総合運動場第2多目的棟(1階)
総合運動場複合棟 更衣室、講義室、音楽練習室、体育系5室 649
第2体育クラブ棟 陸上競技部・サッカー部 46
第3体育クラブ棟 自動車部 171
第4体育クラブ棟 体育系10室 353
音楽練習共用施設 楽器演奏・合唱8室など 644

学生会館周辺
学生会館 集会室9、和室3、談話室1 1,482
第1文化サークル棟 文化系18室 387
第2文化サークル棟 文化系11室 255

体育合宿所周辺
体育合宿所 合宿室3 378
音楽練習室 楽器演奏・合唱2室など 414
第1体育クラブ棟 体育系17室 345

福利厚生施設等設置状況
地  区 施  設 概  要 面積(㎡)

東山地区

北部厚生会館
食堂：ホール(336席)
食堂：ホール(40席)
売店
旅行センター

479
72
667
101

南部厚生会館
売店
書籍店舗
旅行センター

285
200
43

南部食堂
食堂：1階ホール(428席)
食堂：2階ホール(340席)
パンショップ

1,066
835
81

フォレスト 書籍・カフェ(57席)
食堂：ホール(210席)

572
348

アメニティハウス 食堂：ホール(236席) 356
プランゾ 売店 70

グリーンサロン東山 食堂：ホール(80席)
売店

194
66

IBカフェ カフェ:ホール(36席) 74
ラボショップ 売店 97
ファミリーマート　名古屋大学店 コンビニエンスストア 216
ファミリーマート　名古屋大学IB館店 コンビニエンスストア 117
ユニバーサルクラブ 食堂(100席) 123
シェ ジロー レストラン(32席) 120
シアトルエスプレスカフェ カフェ(22席) 59
スターバックスコーヒー　名古屋大学附属図書館店 カフェ(50席) 91
CAFE BLANC カフェ(25席) 79
Cafe de MON CIRFE カフェ(36席) 22
regreg カフェ(15席) 12

鶴舞地区

学生食堂 食堂(264席) 411
医学部書籍店 書籍 124
医学部売店(Tsuru My Shop） 売店 161
鶴友会館 食堂・喫茶(112席) 246
医系研究棟1号館売店 コンビニエンスストア 52
病棟1階売店 コンビニエンスストア 106
レストラン花の木(病棟1階) 食堂(100席） 157
福利施設(オアシスキューブ） コンビニエンスストア・カフェ(46席） 484
リフレッシュルーム マッサージ施術(ヘルスキーパー 3名） 36

大幸地区
大幸厚生会館 食堂：ホール(210席)

購買・書籍店
259
45

ドミノ・ピザ大幸南店 飲食店舗(10席） 203
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公開施設等
施  設 開館時間 休館日 問い合わせ先

附属図書館（中央図書館）
平日　8:00～22:00
土曜・日曜・祝日/ 一斉休業日
8:45～22:00

ホームページ参照 052-789-3678

博物館（古川記念館） 10：00～16：00（入館は15：30まで） 日曜、月曜 052-789-5767

野外観察園 10：00～16：00（入園は15：30まで） 土曜、日曜、祝日、
閉校日（ホームページ参照）

052-789-5767

2008ノーベル賞展示室（ES総合館） 火曜～土曜　10:00～16:00 日曜、月曜、祝日、お盆、
年末年始（ホームページ参照）

052-747-6577

赤﨑記念研究館 10：00～16：00（予定：ホームページ参照） 日曜、月曜、祝日 052-747-6584

ケミストリーギャラリー（野依記念物質科学研究館） 10：00～16：00 土曜、日曜、祝日 052-789-5907

広報プラザ   9：00～17：00 土曜、日曜、祝日 052-789-3058

減災館 完全予約制   ①13：00～　②14：00～　
③15：00～

日曜、月曜、火曜、最終土曜、祝日、
お盆、年末年始、年度末・始

052-789-3468

ジェンダー・リサーチ・ライブラリ 10：00～17：00（金曜は20：00まで
ホームページ参照）

日曜、月曜、祝日、
年末年始（12/28～1/4）

052-747-6981

AMANO Gallery（天野ギャラリー）   8：30～17：15 土曜、日曜、祝日 052-747-6728

注　詳細は各施設のホームページ参照。
　　変更の可能性もあります。

宿舎 令和4年5月1日現在

施　設 概　 要 所在地

国際嚶鳴館(3棟)
単身室（13㎡） 日本人学生・留学生用
収容人員291名（男子211名（留学生34名含む）、
女子80名（留学生26名含む））

〒466-0811 名古屋市昭和区高峯町165

インターナショナルレジデンス東山

夫婦室（34㎡）15室 外国人研究者用
家族室（51.84㎡）2室         〃
単身室（16㎡）95室 留学生用
夫婦室（34㎡）25室         〃

〒464-8601 名古屋市千種区不老町１番

インターナショナルレジデンス山手 ノース 単身室(15㎡)104室 留学生用 〒466-0811 名古屋市昭和区高峯町165

インターナショナルレジデンス山手 サウス 単身室（約7㎡）112室 留学生用 〒466-0811 名古屋市昭和区高峯町165

インターナショナルレジデンス妙見 単身室（15.1㎡）93室 留学生用 〒466-0814 名古屋市昭和区妙見町40

インターナショナルレジデンス大幸
単身室（13㎡）224室 留学生用
夫婦室（29㎡）4室         〃

〒461-0047 名古屋市東区大幸南1-1-18

リサーチャーズビレッジ東山
家族室（76.45㎡・78.33㎡）2室 外国人研究者用
    〃  （67.5㎡）4室         〃

〒464-8601 名古屋市千種区不老町１番

リサーチャーズビレッジ大幸 単身室（28㎡) 14室 外国人研究者用 〒461-0047 名古屋市東区大幸南1-1-20

リサーチャーズビレッジ八雲 家族室・夫婦室（53㎡) 9室 外国人研究者用 〒466-0823 名古屋市昭和区八雲町28

野依記念学術交流館・外国人研究者用居住施設
単身室（50.98㎡～54.15㎡）3室 外国人研究者用
夫婦室（81.01㎡～91.10㎡）5室          〃
家族室（97.17㎡・107.35㎡）2室          〃

〒464-8601 名古屋市千種区不老町１番

職員宿舎(9棟)
単身室（20.94㎡～21.99㎡）34室 男性用
単身・世帯室（43.84㎡～54.38㎡）134室
世帯室（55.48㎡～64.49㎡）300室

保育園・保育所
施  設 概  要 収容定員 面積(㎡) 所在地

こすもす保育園 保育室6室 60名 456 〒464-8601 名古屋市千種区不老町

あすなろ保育園 保育室5室 80名 584 〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65

学童保育所 学童室1室 45名 121 〒464-8601 名古屋市千種区不老町




