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キャンパス案内・利用について

1 キャンパスマップ

6

①薬学実習棟

②薬学部棟

薬学実習棟は主に薬学部の実験・実
習が行われる校舎です。模擬病室・薬
局を備え、病院・薬局実務実習の事前
学習に活用されます。また核磁気共鳴
装置（NMR）が設置され、有機物構造解
析に使われます。

キャンパスの高台に建つ薬学部棟は
教室・実験室の他にPC室や共同機器室
など最先端の設備が充実。研究室では
卒業研究が行われます。

③学生食堂「ハーモニー」

④記念講堂

450席 を 超 え る 席 数 と、 十 分 な 採
光で明るく広々と設計された空間で、
ゆったりと食事、学習することができ
ます。ランチ、麺類、カレーなど、そ
れぞれ日替わりでメニューが変わるの
で、さまざまな料理を楽しむことがで
きます。

白を基調とした端正なたたずまい、
スケール感のある3階建ての建物です。
1,206席を数える大ホールは、照明か
ら冷暖房装置にいたるまで近代的な設
備を誇ります。学内のみならず、文化
的な学外行事にも開放しています。

⑤基礎医学研究棟

⑥附属病院棟

⑦講義棟

1・2階には歯学部の実習室があり、
化学、物理、生物学実験などの基礎科
学教育科目や、口腔組織学、口腔生理
学、口腔生化学、歯科薬理学、口腔感
染免疫学、生体材料学、口腔病理学、
口腔衛生学などの生命科学教育科目の
実習を行います。

歯科医師を養成するために、6年制
一貫教育の総まとめとして患者さんの
立場にたった臨床実習を行っていま
す。本病院は多くの専門診療科と優秀
なスタッフを擁し、卒後の臨床研修や
地域社会への歯科医療に貢献し、さら
に高度先進医療の研究施設として大き
な役割を果たしています。

132人収容可能な大講義室
3つ、60人収容可能な研修室
1室、80人収容可能な研修室
1室、学生が学びやすい設備
が整っています。

OHU UNIVERSITY

❷

奥羽大学について
キャンパス案内・
利用について

1・2階とも可動間仕切で198席にも
分割できる、396人収容の講義室でビ
デオプロジェクター、大型スクリーン、
音響などの設備が備わっています。

講義室は1階に120人収容の階段教
室 を3室、2階 と3階 に1室 ず つ、 収 容
231人の階段教室を2階3階にそれぞれ
1室設けています。また、最新のAV装
置を各教室に完備しています。

課外活動について

⑨第３講義棟

入学後必ず
知ってほしいこと

⑧第2講義棟

悩み・相談について

❸ 学生食堂「ハーモニー」
❽

大学生活で気をつけて
ほしいこと

⑩中央棟（図書館・歯学部実習室）

❹

諸手続について

❺

緊急時について

歯学部学生ホール
歯学部自習室

1・2階には図書館があります。閲覧
や資料調査が自由に行える開架方式を
採用。図書約24万冊の他、学術雑誌・
視聴覚資料も豊富です。他大学と文献
の相互利用やインターネットを利用し
た文献検索等が行えます。
4階には患者を想定したシミュレー
ション（擬似）実習を体験する歯学部実
習室があります。

❻

❼

諸規則

駐輪場
病院食堂「メゾフォルテ」
・売店

郡山生活情報
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キャンパス案内・利用について

2 校舎案内
薬学実習棟
1階

模擬病院薬局（111）、模擬調剤薬局（112）
、NMR室、模擬病室（113）、
実習室（114、117）
、研究室（115、116）、環境整備課

2階

2階実習室（125～128）
、大実習室（121、123）、研究室（127、128）、薬品庫、標本室、人工気象室、
補助員室（126）

3階

実習室（131）、精密機械室（133）
、動物実験室（134）、細胞培養室（135）、研究室（132、134）
、
カウンセリング室、講師・助教・助手室、薬学部同総会室、TDM実習センター

薬学部棟
地階

薬学部ロッカー室（男子）

1階

教室（511～514）
、薬学部ロッカー室（女子）

2階

教室（521～526）

3階

教室（535～537）
、PC室、研究室、自習室（531）

4階

実験室（541～548）
、PC室、共同機器室、研究室

5階

実験室（551～555）
、研究室、共同実験室

6階

実験室（561～565）
、研究室、非常勤講師室

7階

薬学部長室、会議室

記念講堂
1階

事務室（学生課、教務課、学事課、就職課、総務課、営繕課、財務課）、事務局長室

2階

舞台、客室、ロビー、控室

3階

理事長室、学長室、舞台照明および音響室、ロビー

4階

映写室

基礎医学研究棟
1階

実習室、歯学部ロッカー室

2階

実習室

3階

生体材料学研究室、口腔病態解析制御学研究室、口腔機能分子生物学研究室、
教授室、大学院生演習室、大学院生研究室、病院連絡通路

4階

生体構造学研究室、口腔病態解析制御学研究室、教授室、電子顕微鏡共同研究施設、大学院生演習室、
大学院生研究室

5階

口腔病態解析制御学研究室、口腔機能分子生物学研究室、口腔衛生学研究室、教授室、
X線回析装置施設、大学院生演習室、大学院生研究室、病院連絡通路

附属病院棟

8

地階

控室

1階

放射線科撮影室、放射線診断学研究室、放射性同位元素共同研究施設、
病院食堂「メゾフォルテ」、売店、守衛室、歯学部同窓会室、歯学部ロッカー室

2階

歯学部長室、病院長室、予診科診療室、内科・外科診療室、薬局、
矯正・小児歯科診療室、医事課、矯正・小児歯科技工室、歯科保存学研究室

3階

総合歯科1診療室、総合歯科3診療室、医療安全管理室、機能検査室、臨床検査室、
成長発育歯学研究室、総合歯科技工室、研修医・学生技工室、歯科材料室、
歯科保存学研究室、歯科補綴学研究室、中央棟連絡通路、基礎棟連絡通路、庶務課

4階

総合歯科2診療室、口腔外科診療室、医局・麻酔実習室、栄養室、食堂談話室、病室、処置室、
ナースステーション、第1・第2手術室

5階

教授室、臨床講義室、大学院演習室、デモ室、会議室、口腔外科学研究室、歯科麻酔学研究室、
基礎棟連絡通路、保健室

OHU UNIVERSITY

奥羽大学について
キャンパス案内・
利用について

講義棟
1階

第1講義室、第2講義室、第3講義室、研修室1、研修室2

1階

第1講義室、控室

2階

第３講義室、第４講義室、控室

入学後必ず
知ってほしいこと

第２講義棟

第３講義棟
311教室、312教室、313教室

2階

321教室、322教室、教員控室、物資備蓄室

3階

331教室、332教室、歯学部卒業準備室

課外活動について

1階

文学・語学関係図書室（閲覧室、雑誌室、視聴覚室）、バックナンバー室、図書館事務室、
歯学部ロッカー室

2階

歯学・薬学・医学・一般教養図書室、（閲覧室、個人閲覧室）、図書館長室

3階

自習室、学生ホール、売店、病院連絡通路

4階

実習室、鋳造室、ポーセレン室

5階

実習室、石膏室、テレビスタジオ

6階

教1・2・3、演習室

大学生活で気をつけて
ほしいこと

1階

悩み・相談について

中央棟

解剖学棟
実習室、標本室、霊安室、法歯学教授室

2階

解剖学（Ⅰ）研究室、教授室、大学院生演習室

緊急時について

1階

体育館
1階

球技場、武道場、トレーニング室、体育器具室、更衣室、シャワー室、教員室、ミーティング室
諸手続について

クラブ棟
1階

音楽室、器具庫、更衣室、シャワー室、学友会室、クラブ室

2階

茶室、暗室、クラブ室

諸規則
郡山生活情報
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キャンパス案内・利用について

3 学内施設の利用について
校内には15を超える施設があります。それぞれの施設を利用するにあたってルールが設けられています。中に
は申請・許可が必要な施設もありますので、ルールに従って施設を利用するようお願いします。
利用時間

（2020年4月1日現在）

自習室
(歯学部)

自習室
(薬学部)

平日

土曜日

日・祝日

事務局

8:45～17:15

8:45～12:15

－

図書館

8:45～19:00
(長期休業中は
8:45～17:45）

8:45～12:15

－

中央棟3階
学生ホール

8:00～23:00

中央棟3階
自習室

8:00～23:00

薬学部自習室
「グッディーズ」

8:00〜21:00

9:00〜19:00

グループ学習用

薬学部棟
512教室

8:00〜21:00

9:00〜19:00

個人学習用

薬学部棟
513教室

17:00～21:00

－

－

1年生専用

薬学部棟
521教室

15:00〜21:00

9:00〜19:00

6年生専用

薬学部棟
523教室

17:00〜21:00

9:00〜19:00

6年生専用

薬学部棟
524教室

15:00〜21:00

9:00〜19:00

個人学習用

薬学部棟
531教室

9:00〜21:00

9:00〜19:00

学生食堂「ハーモニー」

11:30～15:00

－

－

病院食堂「メゾフォルテ」

11:30～14:00

11:00～13:00

－

病院売店

8:10～17:30

10:30～13:00

－

中央棟売店

9:00～18:00

9:00～12:00

－

体育施設

9:00～20:00

大東銀行窓口

12:00～13:00

9:00～17:00
－

※学内外の行事・イベント等により利用時間が変更になることがあります。
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備考

食事の提供は14:00まで

体育館・武道館・テニスコート

－

月・水・金曜日のみ利用可能

奥羽大学について

① 事務局
記念講堂の 1 階にあり、各種手続きをするための窓口となっています（諸手続きについては 48 ページ参照）。
各種証明書発行や学生旅客運賃割引証の発行、奨学金や進路の相談も承っています。

1）館内閲覧
書庫内での図書の閲覧は自由ですが、閲覧後はもとの場所に返却してください。
カウンターでは図書の貸出し、返却、文献複写などのほか、図書館利用の案内ならびに文献検索、相互貸
2）館外貸出
館外貸出しを受けようとするときは、学生証とともに貸出しを受けようとする図書をカウンターに呈示し
て、図書館員の照合を受けてください。貸出図書の返却期限は厳守してください。
貸出期間：2 週間（ただし継続手続を行えば、さらに 2 週間延長できます）

課外活動について

※貸出冊数：3 冊

入学後必ず
知ってほしいこと

借などの業務を行っていますので気軽に相談してください。

キャンパス案内・
利用について

② 図書館

長期休暇期間中は 2 冊を限度として、休暇の 1 週間前から長期貸出をします。
3）所蔵図書検索
コンピュータ端末で確認してください。
4）購入希望図書の申し込み

悩み・相談について

購入してほしい図書がある場合は、カウンターに用意してある用紙により申し込んでください。
できるだけ、要望にお応えしたいと思います。
5）コピーサービス
図書館に所蔵する文献・資料に限り複写することができます。
複写料金

白黒 1 枚 10 円

フルカラー 1 枚 50 円

※図書館の資料に限ります。ノート類のコピーは厳禁です。
6）その他
図書館利用の詳細については図書館にある図書館利用のしおりをご覧ください。また、わからないことが

大学生活で気をつけて
ほしいこと

「文献複写申込書」に記入の上、行ってください。

緊急時について

あるときは図書館員に気軽に尋ねてください。
※館内での飲食は厳禁です。

③ 自習室

自習室は冷暖房完備の清潔な環境となっています。なお、飲食は厳禁です。

諸手続について

歯学部自習室は向かいの学生ホールに、薬学部自習室「グッディーズ」は隣接する学生食堂「ハーモニー」に、
飲み物と軽食の自動販売機があります。

④ ロッカー
歯学部

● 1 年生…基礎医学研究棟 1 階

● 2・3・4・6 年生…中央棟 1 階

● 5 年生…附属病院棟 1 階
諸規則

※ 4 年生は上記貸し出しと加えて中央棟 5 階実習室のロッカーも割り当てます。
薬学部
●男子…薬学部棟地階

●女子…薬学部棟 1 階
郡山生活情報

⑤ 食堂

学生食堂「ハーモニー」
450 席を超える席数と、十分な採光で明るく広々と設計された空間で、ゆったりと食事や学習をするこ
とができます。ランチ、麺類、カレーなど、それぞれ日によって変わるので、さまざまなメニューを楽し
むことができます。
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キャンパス案内・利用について

病院食堂「メゾフォルテ」
“健康とリフレッシュ”をコンセプトに、ランチ、麺類、カレーなど、日によって変わります。本格ドリッ
プコーヒーの販売もしています。
■主なメニュー

（2020年4月1日現在）

学生食堂
「ハーモニー」

病院食堂
「メゾフォルテ」

¥400

¥500

－

¥500

丼物

¥400

¥500

ラーメン

¥300

¥400

うどん・そば

¥250 〜

¥300 〜

カレー

¥300

¥350

小鉢

¥100

¥120

ランチ
カラダよろこぶ
ランチ

⑥ 売店
中央棟 3 階、附属病院棟 1 階にあり、雑貨品や軽食、
菓子等を取り扱っています。また中央棟 3 階では、菓子等
の他に文具や書籍、実習器材も取り扱っています。

⑦ PCP 室

薬学部棟 3 階医薬品情報室には 32 台のパーソナルコンピュータが備わっていま

す。教員が対応できる時間帯で、端末が空いている限り自由に使えますが、学習や
就職活動のための利用に制限されます。公序良俗に反するような使用は禁止してい
ます。室内での飲食は認められません。

⑧ 教室

学生が団体の集会・行事などのために教室を使用する場合は「集会等許可願」および「教室使用許可願」

を 7 日前までに学生課・学事課に提出してください（50 ページ「諸手続きについて」参照）。また、使用責
任者は必ず教室使用許可証を携帯してください。

⑨ 体育施設

各サークルが割り当てられている利用時間を除いて体育施設を利用する場合は 7 日前までに「使用許可願」

を学生課・学事課に提出し、
使用許可をもらってください。また、各施設の使用許可心得を遵守してください（58
ページ参照）。
1）体育館
バスケットコート 2 面・バドミントンコート 6 面をとれる広さがあります。事務局が開いている時間に
ついては学生課・学事課にて、それ以外については守衛に開錠を依頼してください。
2）武道館
武道系サークルの課外活動のために設置された施設になります。事務局が開いている時間については学生
課・学事課にて、それ以外については守衛に開錠を依頼してください。また、使用の際は、必ず「武道館
使用簿」に必要事項を記入してください。
3）テニスコート
全天候型のコートを 6 面備えています。使用の際は守衛に開錠を依頼してください。
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奥羽大学について

⑩ クラブ棟

クラブ棟は大学教育の一環として学生のサークル活動を助成するための施設で、学友会室、クラブ室、音

使用に際しては「クラブ棟管理規程」
（59 ページ）および「使用者心得」
（59 ページ）を遵守してください。

⑪ 銀行窓口

記念講堂 1 階に大東銀行の窓口があります。出張窓口のため、通常の支店と営業時間が異なります。

入学後必ず
知ってほしいこと

（営業時間は 10 ページ参照）

キャンパス案内・
利用について

楽室、和室、暗室、および器具庫があります。

⑫ タクシー

附属病院の 1・2 階にタクシー会社への直通電話があります。

む こうえん

⑬ 無垢苑（学外厚生施設）

課外活動について

『あかのない、清らかできれいな……』という意で名づけられた厚生施設「無垢苑」は磐梯朝日国立公園の

観光基地として有名な磐梯熱海温泉にあり、蓬山に抱かれ、五百川の溪流を裾にたたずみ、特に初夏の若葉
と秋の紅葉は旅客の足を止めずにはおかないほど美しい環境の中にあります。部屋数は約 70 畳の大広間を含
め 10 部屋、風呂数 3（内 1 つは、露天風呂）、収容人数は 30 名です。庭園には種々の花、草木が植えられ

悩み・相談について

て閑静なたたずまいに色どりを添え、厚生施設の役割を十分に果して、学生ばかりでなく父兄にも開放され
ています。
交通は郡山から車で約 30 分、郡山駅から磐越西線にて磐梯熱海駅にて下車後徒歩約 15 分です。
（利用については 61 ページ参照）

大学生活で気をつけて
ほしいこと

※詳細については、事務局 総務課までお越しください。

緊急時について
諸手続について
諸規則
郡山生活情報

CAMPUS GUIDE 2020
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