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面接控室
《Waiting Room 

for Interview》
別館 470会議室
《Annex 470 Conference Room》

EV
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Graduate School of Information Sciences
（Group 2 / Information and Biosystems）
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（Engineering (Electrical and Information Engineering)）
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R3.3

		場所 バショ		用途 ヨウト		設営物 セツエイブツ		数 スウ		設置箇所 セッチ カショ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ドア(内) ウチ				レーザーポインターセット

吉田　直樹: レーザーポインターが2個と
予備の電池が入った袋の事。

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室控室 張り紙 メンセツシツ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		試験場周辺配置図 シケン ジョウ シュウヘン ハイチズ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室案内 メンセツシツ アンナイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		受験生の方へ ジュケンセイ カタ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		◎飲食を面接控室でされる場合 インショク メンセツ ヒカエシツ バアイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		380		入試事務室 ニュウシ ジムシツ		監督者控室 張り紙 カントクシャ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		パネル		1		入口横 イリグチ ヨコ

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		筆答試験室 張り紙 ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		座席表 ザセキヒョウ		3		パネル、黒板、教卓 コクバン キョウタク

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		静粛に願います 張り紙 セイシュク ネガ ハ ガミ		2		パネル、黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		試験室内 静粛に 張り紙 シケンシツナイ セイシュク ハ ガミ		1		黒板 コクバン

		ラウンジ		立入禁止 タ イ キンシ		受験者以外 立入禁止 張り紙 ジュケンシャ イガイ タ イ キンシ ハ ガミ		1		ドア

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		パネル		1		ドア横 ヨコ

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		応用物理学専攻 筆答試験室 張り紙 オウヨウ ブツリガク センコウ ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン
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看板に使用する黄色の重りは
実験棟の入口横に置いてあります。もし足りない場合は１A横の倉庫から持っていって下さい。
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R3.3

		場所 バショ		用途 ヨウト		設営物 セツエイブツ		数 スウ		設置箇所 セッチ カショ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ドア(内) ウチ				レーザーポインターセット

吉田　直樹: レーザーポインターが2個と
予備の電池が入った袋の事。

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室控室 張り紙 メンセツシツ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		試験場周辺配置図 シケン ジョウ シュウヘン ハイチズ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室案内 メンセツシツ アンナイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		受験生の方へ ジュケンセイ カタ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		◎飲食を面接控室でされる場合 インショク メンセツ ヒカエシツ バアイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		380		入試事務室 ニュウシ ジムシツ		監督者控室 張り紙 カントクシャ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		パネル		1		入口横 イリグチ ヨコ

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		筆答試験室 張り紙 ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		座席表 ザセキヒョウ		3		パネル、黒板、教卓 コクバン キョウタク

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		静粛に願います 張り紙 セイシュク ネガ ハ ガミ		2		パネル、黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		試験室内 静粛に 張り紙 シケンシツナイ セイシュク ハ ガミ		1		黒板 コクバン

		ラウンジ		立入禁止 タ イ キンシ		受験者以外 立入禁止 張り紙 ジュケンシャ イガイ タ イ キンシ ハ ガミ		1		ドア

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		パネル		1		ドア横 ヨコ

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		応用物理学専攻 筆答試験室 張り紙 オウヨウ ブツリガク センコウ ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン
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看板に使用する黄色の重りは
実験棟の入口横に置いてあります。もし足りない場合は１A横の倉庫から持っていって下さい。
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R3.3

		場所 バショ		用途 ヨウト		設営物 セツエイブツ		数 スウ		設置箇所 セッチ カショ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ドア(内) ウチ				レーザーポインターセット

吉田　直樹: レーザーポインターが2個と
予備の電池が入った袋の事。

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室控室 張り紙 メンセツシツ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		試験場周辺配置図 シケン ジョウ シュウヘン ハイチズ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室案内 メンセツシツ アンナイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		受験生の方へ ジュケンセイ カタ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		◎飲食を面接控室でされる場合 インショク メンセツ ヒカエシツ バアイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		380		入試事務室 ニュウシ ジムシツ		監督者控室 張り紙 カントクシャ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		パネル		1		入口横 イリグチ ヨコ

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		筆答試験室 張り紙 ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		座席表 ザセキヒョウ		3		パネル、黒板、教卓 コクバン キョウタク

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		静粛に願います 張り紙 セイシュク ネガ ハ ガミ		2		パネル、黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		試験室内 静粛に 張り紙 シケンシツナイ セイシュク ハ ガミ		1		黒板 コクバン

		ラウンジ		立入禁止 タ イ キンシ		受験者以外 立入禁止 張り紙 ジュケンシャ イガイ タ イ キンシ ハ ガミ		1		ドア

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		パネル		1		ドア横 ヨコ

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		応用物理学専攻 筆答試験室 張り紙 オウヨウ ブツリガク センコウ ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン
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看板に使用する黄色の重りは
実験棟の入口横に置いてあります。もし足りない場合は１A横の倉庫から持っていって下さい。

①

①

②

③

④



1号館1F

















																								EV



																								EV











																																																				事務室 ジムシツ



















































1号館2F















																								EV



																								EV

























別館1階



































































別館2階



































































別館3階



														会議室371 カイギシツ																会議室370 カイギシツ



















				講義室380 コウギシツ																										入試事務室
381 ニュウシ ジムシツ





































































別館4階



































































大会議室





image1.jpeg



image2.jpeg



image3.jpeg



image4.jpeg



image5.png




タイトル





R3.3

		場所 バショ		用途 ヨウト		設営物 セツエイブツ		数 スウ		設置箇所 セッチ カショ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ドア(内) ウチ				レーザーポインターセット

吉田　直樹: レーザーポインターが2個と
予備の電池が入った袋の事。

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室控室 張り紙 メンセツシツ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		試験場周辺配置図 シケン ジョウ シュウヘン ハイチズ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室案内 メンセツシツ アンナイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		受験生の方へ ジュケンセイ カタ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		◎飲食を面接控室でされる場合 インショク メンセツ ヒカエシツ バアイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		380		入試事務室 ニュウシ ジムシツ		監督者控室 張り紙 カントクシャ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		パネル		1		入口横 イリグチ ヨコ

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		筆答試験室 張り紙 ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		座席表 ザセキヒョウ		3		パネル、黒板、教卓 コクバン キョウタク

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		静粛に願います 張り紙 セイシュク ネガ ハ ガミ		2		パネル、黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		試験室内 静粛に 張り紙 シケンシツナイ セイシュク ハ ガミ		1		黒板 コクバン

		ラウンジ		立入禁止 タ イ キンシ		受験者以外 立入禁止 張り紙 ジュケンシャ イガイ タ イ キンシ ハ ガミ		1		ドア

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		パネル		1		ドア横 ヨコ

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		応用物理学専攻 筆答試験室 張り紙 オウヨウ ブツリガク センコウ ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン
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看板に使用する黄色の重りは
実験棟の入口横に置いてあります。もし足りない場合は１A横の倉庫から持っていって下さい。
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R3.3

		場所 バショ		用途 ヨウト		設営物 セツエイブツ		数 スウ		設置箇所 セッチ カショ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ドア(内) ウチ				レーザーポインターセット

吉田　直樹: レーザーポインターが2個と
予備の電池が入った袋の事。

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室控室 張り紙 メンセツシツ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		試験場周辺配置図 シケン ジョウ シュウヘン ハイチズ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室案内 メンセツシツ アンナイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		受験生の方へ ジュケンセイ カタ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		◎飲食を面接控室でされる場合 インショク メンセツ ヒカエシツ バアイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		380		入試事務室 ニュウシ ジムシツ		監督者控室 張り紙 カントクシャ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		パネル		1		入口横 イリグチ ヨコ

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		筆答試験室 張り紙 ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		座席表 ザセキヒョウ		3		パネル、黒板、教卓 コクバン キョウタク

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		静粛に願います 張り紙 セイシュク ネガ ハ ガミ		2		パネル、黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		試験室内 静粛に 張り紙 シケンシツナイ セイシュク ハ ガミ		1		黒板 コクバン

		ラウンジ		立入禁止 タ イ キンシ		受験者以外 立入禁止 張り紙 ジュケンシャ イガイ タ イ キンシ ハ ガミ		1		ドア

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		パネル		1		ドア横 ヨコ

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		応用物理学専攻 筆答試験室 張り紙 オウヨウ ブツリガク センコウ ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン





外回り







																																																																				D１０
電子情報システム・応物系 
1号館 デンシ ジョウホウ オウブツケイ ゴウカン





																																		D１２
2号館 ゴウカン																		D１１
別館 ベッカン



																																																		▶														◀





																																		▲

																																																																																		▲



																																																																																												D18

																																																																																										▶

																																												D13
教育研究実験棟

D14
復興記念教育研究未来館 キョウイク ケンキュウ ジッケントウ フッコウ キネン キョウイク ケンキュウ ミライカン







																																																																												◀









































看板に使用する黄色の重りは
実験棟の入口横に置いてあります。もし足りない場合は１A横の倉庫から持っていって下さい。
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R3.3

		場所 バショ		用途 ヨウト		設営物 セツエイブツ		数 スウ		設置箇所 セッチ カショ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ドア(内) ウチ				レーザーポインターセット

吉田　直樹: レーザーポインターが2個と
予備の電池が入った袋の事。

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ドア(内) ウチ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		ドア(外) ソト

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		大会議室 ダイカイギシツ		第1面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		AV機器接続 キキ セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		371		第2面接室 ダイ メンセツ シツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難場所 ヒナンバショ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		避難経路 ヒナンケイロ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		1		ホワイトボード

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		第2面接室 張り紙 ダイ メンセツ シツ ハ ガミ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		1		入口横 イリグチ ヨコ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		プロジェクター		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		ベル		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の方へ メンセツ イイン カタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		面接委員の先生方へ メンセツ イイン センセイガタ		1		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		手元隠し テモト カク		3		机上(審査員) キジョウ シンサイン

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		指示棒 シジボウ		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		レーザーポインターセット		1		机上(学生) キジョウ ガクセイ

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		RGBケーブル(長) ナガ		1		プロジェクター接続 セツゾク

		470		第3面接室 ダイ メンセツシツ		HDMIケーブル		1		プロジェクター接続 セツゾク

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室控室 張り紙 メンセツシツ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難場所 ヒナンバショ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		避難経路 ヒナンケイロ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		試験場周辺配置図 シケン ジョウ シュウヘン ハイチズ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接室案内 メンセツシツ アンナイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード擬き(後) マエ モド ウシ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(教務係) デンワ バンゴウ キョウムガカリ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		電話番号(入試事務室) デンワバンゴウ ニュウシジムシツ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		面接順番表 メンセツ ジュンバン ヒョウ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		受験生の方へ ジュケンセイ カタ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		480		面接控室 メンセツ ヒカエシツ		◎飲食を面接控室でされる場合 インショク メンセツ ヒカエシツ バアイ		2		ホワイトボード(前)、ホワイトボード(可動式) マエ カドウシキ

		380		入試事務室 ニュウシ ジムシツ		監督者控室 張り紙 カントクシャ ヒカエシツ ハ ガミ		1		ドア(外) ソト

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		パネル		1		入口横 イリグチ ヨコ

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		筆答試験室 張り紙 ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		座席表 ザセキヒョウ		3		パネル、黒板、教卓 コクバン キョウタク

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		静粛に願います 張り紙 セイシュク ネガ ハ ガミ		2		パネル、黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン

				筆答試験室 ヒットウ シケンシツ		試験室内 静粛に 張り紙 シケンシツナイ セイシュク ハ ガミ		1		黒板 コクバン

		ラウンジ		立入禁止 タ イ キンシ		受験者以外 立入禁止 張り紙 ジュケンシャ イガイ タ イ キンシ ハ ガミ		1		ドア

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		パネル		1		ドア横 ヨコ

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		応用物理学専攻 筆答試験室 張り紙 オウヨウ ブツリガク センコウ ヒットウ シケン シツ ハ ガミ		1		パネル

		ユーティリティ室 シツ		筆答試験室(応物) ヒットウ シケン シツ オウブツ		フックマグネット		1		黒板 コクバン





外回り







																																																																				D１０
電子情報システム・応物系 
1号館 デンシ ジョウホウ オウブツケイ ゴウカン





																																		D１２
2号館 ゴウカン																		D１１
別館 ベッカン
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																																		▲

																																																																																		▲



																																																																																												D18

																																																																																										▶

																																												D13
教育研究実験棟

D14
復興記念教育研究未来館 キョウイク ケンキュウ ジッケントウ フッコウ キネン キョウイク ケンキュウ ミライカン
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看板に使用する黄色の重りは
実験棟の入口横に置いてあります。もし足りない場合は１A横の倉庫から持っていって下さい。
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別館1階
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別館3階
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381 ニュウシ ジムシツ
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大会議室
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