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東武伊勢崎線・JR両
毛線が通っている伊
勢崎駅。最近、大規模
な改装で新しくなり
ました！キャンパスま
ではバスで15分ぐら
いです。

JR高崎線の本庄駅。
埼玉県の北部ぎりぎ
りの駅です。湘南新
宿ライン・上野東京
ラインも通っていま
す。ここからもキャン
パスまではバスで15
分程度。

上越・北陸新幹線が
止まる新幹線だけの
駅。ここからはバスで
40分ぐらいかかりま
す。

華蔵寺公園

運動場・公園施設・遊園地から構成されてい
て、桜の名所としても有名。大観覧車「ひまわ
り」は全高65ｍ、北関東最大の観覧車です。

天然温泉　伊勢崎ゆまーる

トロッとした泉質で「美肌の湯」といわれてい
る源泉を、100％かけ流しで楽しめます。時間
を忘れてゆったり癒やされに行ってみては？

vis-à-vis  ヴィザヴィ

“ヴィザヴィ”はフランス語で“向き合う”という
意味。季節限定のいろんなクレープを食べた
後は雑貨スペースでグッズ選びも楽しめま
す。

秀虎

グラウンドのすぐ隣。一番人気の「つけめん」
は、とんこつ・鶏がら・魚介を合わせた濃厚
スープ。極太麺の上には特大ローストポーク
が！

PaneDelicia  パーネデリシア本店

目の前の窯で焼かれる豊富な種類のパンと、
コーヒーの香りが五感を刺激します。スイーツ
コーナーや、イートインスペースもあります。

Smile 2 スマイルスマイル

落ち着いた雰囲気の中で提供される人気ナ
ンバーワンの“ふわとろオムレツ”は絶品で
す。食後のデザートも充実していますよ。

世界で２番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス

セーブオン伊勢崎駅前店に併設。焼きたてア
ツアツでサクサクのメロンパンに冷たいアイ
スをサンド！大人も子どもも夢中でほおばっ
てしまいます。

スマーク伊勢崎

とっても大きいショッピングモールです。たく
さんのショップやレストラン、映画館などが
入っていて休みの日は友だちとよく遊びに行
きます。

伊勢とよ

地域で評判のそば店。石挽きの自家製粉を用
いたそばのほか、カツ丼や海鮮も楽しめま
す。明るく広い店内は、大人数でも安心。

えびすラーメン豊受店

大通りに面した外観がとても目立ちます。安
全な食材にこだわったラーメンは、こってり
しょうゆの「布袋ラーメン」が人気です。

ZACK’S ザックス

ヘルシーな赤身のステーキと手ごねのハン
バーグがオススメ！サラダバー、ライス、
スープ、ワッフルがお代わり自由なので、
男子だけでなく女子にも大人気のお店です。

伊勢崎IMONボウル

県内最大の38レーン完備で、なんと約190人
が一度にボウリングを楽しめます。伊勢崎駅
近くで駐車場も広いので、みんなでワイワイ
するにはぴったりですね。

琥珀珈琲

ジャズのBGMが流れるおしゃれな店内は、個
室もあるので女性にも人気。こだわりのコー
ヒーとスイーツのセットがおすすめです。

創作フランス菓子　レ・サンク・セゾン

大学のななめ向かいにあるケーキ屋さん。
オリジナリティーあふれる見た目も美しい
ケーキがずらりと並びます。入った瞬間からワ
クワクですね。

伊勢崎キャンパス
周辺マップ

伊勢崎キャンパスの在学生たちは、

自家用車での通学も多く、行動範囲も

かなり広くなっています！

キャンパス周辺で学生たちおすすめの

場所やお店をみなさんに教えます！

●伊勢崎駅

●本庄駅 ●本庄早稲田駅
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1

4

13

2

5 6

7

3

1110

9

12

1514

いせさき市民のもり公園

岩山や小川、ステージやバーベキュー広場な
どがあり多目的に利用することができます。
大きなトランポリンはちびっこたちに大人気。

8

教育学部 教育学科　4年

宮下 菜々実さん

長野県中野西高等学校出身

社会福祉学部
保育児童学科　3年

鈴木　葵さん

群馬県立高崎東
高等学校出身

心理学部 心理学科　4年

門田 瑛仁さん

大阪府・私立天王寺学館高等学校出身

学校近くでいろいろ
楽しめますよ！

おいしいお店が
いっぱい！

これが私たちの
キャンパスです！
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