Campus Map

キ ャ ン パ ス マ ッ プ

Ⓐ 中嶋記念図書館（L棟） Nakajima Library (Building L)
Ⓑ 能動的学修センター（L棟）
Active Learning Center (Building L)
Ⓒ 講義棟（B棟、C棟、D棟） Lecture Building (Building B,Building C,Building D)
Ⓓ 院生研究室 Graduate Student Research Rooms (Building D)
Ⓔ サークル棟 Club House
（グローバルヴィレッジ、さくらヴィレッジ、つばきヴィレッジ）
Ⓕ 学生宿舎
［学部学生用］
Student Apartments[for undergraduate students]

緑あふれる木々に囲まれたキャンパス内には
学生宿舎が整備されているほか
図書館やコンピュータルームなどが24時間365日オープン。
学生が学修に集中できる環境が整っています。

(Global Village, Sakura Village, Tsubaki Village)

Ⓖ 学生会館（F棟） Student Hall (Building F)
Ⓗ 管理棟（A棟） Administration Building (Building A)
Ⓘ カフェテリア Cafeteria
Ⓙ 保健室／カウンセリングルーム（E棟）
Health and Medical Care Room and Counseling Room (Building E)
Ⓚ 学生イニシアティブセンター（I棟） Center for Student Initiatives (BuildingⅠ)
Ⓛ 学生寮（こまち寮） Residence Hall (Komachi Hall)
Ⓜ Suda Hall（多目的ホール） Suda Hall (Multi-Purpose Hall)
Ⓝ 学生宿舎（グラデュエイトハウス）Student Apartment (Graduate House)
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Surrounded by forests, Akita International University has an
on-campus apartment,
and facilities such as a library and computer rooms, which are
open 24 hours a day,
365 days a year and thus provide students with an excellent
study environment.
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管理棟（A棟）

Administration Building (Bldg. A)

事務局、
学長室、
教員のオフィスなどがあります。

Building A contains the administration
office, President’s office, and faculty
offices.
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The library holds more than 80,000 books
and provides access to various digital
resources including over 430,000 e-books
It is open around the clock throughout the
year.
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Center for Student Initiatives (Bldg. I)
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本学のスーパーグローバル大学創成支援事業によ
るプロジェクトの活動の場として2015年に設置し
ました。このセンターでは、24時間リベラルアーツ
教育推進を目指したテーマ別ハウスの活動や、英
語教育改革のためのイングリッシュビレッジ、
ティー
チャーズセミナーなどを開催しています。
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The Center for Student Initiatives was
newly founded in 2015 to promote activities
for the Top Global University Project.
It is open 24 hours a day with the aim to
advance liberal arts education, theme
house activities, and English education
development, such as English Village and
Teacher Seminar.
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カフェテリア

Cafeteria

明るく開放的で、食事のほか、催し物やパーティに
も使われる交流の舞台です。
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Nakajima Library (Bldg. L)

24時間365日開館の図書館では、約8万冊の図書
と約43万冊の電子図書など豊富な資料を取り揃
えています。
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学生イニシアティブセンター（I棟）

中嶋記念図書館（L棟）

Bright and open, the cafeteria offers meals
at reasonable prices and also serves as a
space for parties and other events.

Suda Hall（多目的ホール）
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能動的学修センター（L棟）

Active Learning Center [ALC]

(Bldg. L)

外国語をセルフ・スタディで学ぶ言語異文化学修セ
ンターなどがあります。

The ALC includes a space for foreign
language self-study and other functions.

Suda Hall (Multi-Purpose Hall)

式典やコンサート、
イベントなどに使われる施設で
す。
トレーニング施設も設置されています。

The Suda Hall is used for ceremonies,
concerts and sporting events. It also
contains exercise training facilities.
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保健室／カウンセリングルーム（E棟）

Health & Medical Care Room
and Counseling Room (Bldg. E)

保健室とカウンセリングルームは、
心身の健康を保
つために活用されています。

The Health & Medical Care Room and
Counseling Room is available to support
students to maintain physical and mental
health.
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学生宿舎（グラデュエイトハウス）

Student Apartment (Graduate House)

グラデュエイトハウスは大学院生のための宿舎です。3名の学生によるシェアハウス形式で、
インターネット設備を完備しています。月40,000円〜42,000円
（光熱水費込、季節変動）
※入居戸数に限りがあり、
希望者多数の場合は抽選となります。

The Graduate House is an accommodation facility for graduate students. The
cost is 40,000 – 42,000 yen per month, which include fees for internet, electricity,
water, and gas. Three persons can reside in one Graduate House unit.
*The rooms will be allocated by drawing lots should the number of applicants exceeds the apartment capacity.
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学生会館（F棟）

Student Hall (Bldg. F)

学生活動の拠点となる施設で、
レクリエーションス
ペース、
カレッジカフェ、売店、進路支援を行うキャ
リア開発センターがあります。

A focal point for student activities, this
facility contains a recreation space, College
Cafe, AIU Shop store, Career Development
Center, etc.
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講義棟（B・C・D棟）

Lecture Building (Bldg. B, C, and D)

3つの講義棟では、授業が行われるほか、D棟のレ
クチャーホール
（コベルコホール）
は公開講座など
にも使用されます。

These buildings are used for classes.
Additionally, Building D Lecture Hall（KOBELCO Hall）is used for public lectures.
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院生研究室（D棟）

Graduate Student
Research Rooms (Bldg. D)

D棟には、大学院生のための院生研究室が設置さ
れています。

Building D contains rooms for graduate
students fully equipped with basic research
facilities.

