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管理棟他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏﾝ

ｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 海洋スポ 宿泊施設 中央設備室他 学生寄宿舎

(kWh)

電 力 使 用 量 グ ラ フ ( Ｒ ３ 年 度 )

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 管理棟他 ：管理棟､附属図書館、保健管理ｾﾝﾀｰ

講義棟他 ：講義棟､大学会館､水野講堂

大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設：屋内実験ﾌﾟｰﾙ､総合体育館､球技体育館､武道館､
屋外ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場

屋外運動施設：陸上競技場､ｻｯｶｰ場､ﾗｸﾋﾞｰ場､野球場､多目的ｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞ､ﾃﾆｽｺｰﾄ

海スポ ：海洋スポーツセンター

宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設

中央設備室他：中央設備室､生活廃水処理施設

学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟

（R4.3現在）
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管理棟他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏﾝ

ｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 海洋スポ 宿泊施設 中央設備室他 学生寄宿舎

(kWh)

電 力 使 用 量 グ ラ フ ( Ｒ ２ 年 度 )

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
管理棟他 ：管理棟､附属図書館、保健管理ｾﾝﾀｰ

講義棟他 ：講義棟､大学会館､水野講堂

大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設：屋内実験ﾌﾟｰﾙ､総合体育館､球技体育館､武道館､
屋外ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場

屋外運動施設：陸上競技場､ｻｯｶｰ場､ﾗｸﾋﾞｰ場､野球場､多目的ｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞ､ﾃﾆｽｺｰﾄ

海スポ ：海洋スポーツセンター

宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設

中央設備室他：中央設備室､生活廃水処理施設

学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟

（R3.3現在）
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管理棟他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏﾝ

ｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 海洋スポ 宿泊施設 中央設備室他 学生寄宿舎

(kWh)

電 力 使 用 量 グ ラ フ ( Ｒ １ 年 度 )

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
管理棟他 ：管理棟､附属図書館、保健管理ｾﾝﾀｰ

講義棟他 ：講義棟､大学会館､水野講堂

大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設：屋内実験ﾌﾟｰﾙ､総合体育館､球技体育
館､武道館､屋外ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場

屋外運動施設：陸上競技場､ｻｯｶｰ場､ﾗｸﾋﾞｰ場､野球場､
多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ､ﾃﾆｽｺｰﾄ

海スポ ：海洋スポーツセンター

宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設

中央設備室他：中央設備室､生活廃水処理施設

学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟

（R2.3現在）
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管理棟他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏ

ﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 海洋スポ 宿泊施設 中央設備室 学生寄宿舎

（㎥）
ＬＰガス使用量グラフ(R3年度)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管理棟他 ：管理棟､附属図書館､保健管理ｾﾝﾀｰ
講義棟他 ：講義棟､大学会館
大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ
屋内運動施設：総合体育館､武道館、屋内実験プール
屋外運動施設：陸上競技場
海スポ ：海洋スポーツセンター
宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設

学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟
1400

1900

240

・
・
・

（R4.3現在）
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管理棟他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏ

ﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 海洋スポ 宿泊施設 中央設備室 学生寄宿舎

（㎥）
ＬＰガス使用量グラフ(R2年度)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管理棟他 ：管理棟､附属図書館､保健管理ｾﾝﾀｰ
講義棟他 ：講義棟､大学会館
大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ
屋内運動施設：総合体育館､武道館、屋内実験プール
屋外運動施設：陸上競技場
海スポ ：海洋スポーツセンター
宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設

学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟
1400
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2400

・
・
・

（R3.3現在）
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管理棟他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏ

ﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 海洋スポ 宿泊施設 中央設備室 学生寄宿舎

（㎥）
ＬＰガス使用量グラフ(R1年度)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管理棟他 ：管理棟､附属図書館､保健管理ｾﾝﾀｰ
講義棟他 ：講義棟､大学会館
大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ
屋内運動施設：総合体育館､武道館、屋内実験プール
屋外運動施設：陸上競技場
海スポ ：海洋スポーツセンター
宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設

学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟
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（R2.3現在）
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管理棟他 水野講堂他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏ

ﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 宿泊施設 中央設備室 学生寄宿舎

（㎥）
水道使用量グラフ(R3年度)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管理棟他 ：管理棟､附属図書館､保健管理ｾﾝﾀｰ
水野講堂他 ：水野講堂、屋外トレーニング場
講義棟他 ：講義棟､大学会館
大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ
屋内運動施設：屋内実験プール、総合体育館､武道館
屋外運動施設：陸上競技場、ｻｯｶｰ場、ﾗｸﾞﾋﾞｰ場、

野球場、ｺﾞﾙﾌ場、ﾃﾆｽｺｰﾄ、多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設
学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟

（R4.3現在）



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

管理棟他 水野講堂他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏ

ﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ

屋内運動施設 屋外運動施設 宿泊施設 中央設備室 学生寄宿舎

（㎥）
水道使用量グラフ(R2年度)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管理棟他 ：管理棟､附属図書館､保健管理ｾﾝﾀｰ
水野講堂他 ：水野講堂、屋外トレーニング場
講義棟他 ：講義棟､大学会館
大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ
屋内運動施設：屋内実験プール、総合体育館､武道館
屋外運動施設：陸上競技場、ｻｯｶｰ場、ﾗｸﾞﾋﾞｰ場、

野球場、ｺﾞﾙﾌ場、ﾃﾆｽｺｰﾄ、多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設
学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟

（R3.3現在）



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

管理棟他 水野講堂他 講義棟他 実験研究棟 大学院棟他 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏ
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屋内運動施設 屋外運動施設 宿泊施設 中央設備室 学生寄宿舎

（㎥）
水道使用量グラフ(R1年度)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管理棟他 ：管理棟､附属図書館､保健管理ｾﾝﾀｰ
水野講堂他 ：水野講堂、屋外トレーニング場
講義棟他 ：講義棟､大学会館
大学院棟他 ：大学院棟､ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教育研究ｾﾝﾀｰ
屋内運動施設：屋内実験プール、総合体育館､武道館
屋外運動施設：陸上競技場、ｻｯｶｰ場、ﾗｸﾞﾋﾞｰ場、

野球場、ｺﾞﾙﾌ場、ﾃﾆｽｺｰﾄ、多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
宿泊施設 ：合宿研修施設､非常勤講師宿泊施設
学生寄宿舎 ：学生寄宿舎Ａ～Ｅ棟､共用棟

（R2.3現在）


