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大学院の沿革

大学院の組織図

1881（明治 14）年 1月 ●  明治法律学校開校
1903（明治 36）年 8月 ●  明治大学と改称
1920（大正 9）年 4月 ●  大学令による大学設立許可
1949（昭和 24）年 2月 ●  新制大学として法学部、商学部、政治経済学部、文学部、工

学部、農学部設置
1952（昭和 27）年 3月 ●  新制大学院設置許可　修士課程法学研究科（公法学専

攻・民事法学専攻）、商学研究科（商学専攻）、政治経済学
研究科（政治学専攻・経済史・経済政策専攻）、文学研究科
（文芸学専攻･日本史学専攻）、工学研究科（機械工学専
攻・電気工学専攻）

1953（昭和 28）年 4月 ●  経営学部設置
1954（昭和 29）年 3月 ●  大学院博士課程設置認可
1956（昭和 31）年 4月 ●  工学研究科建築学専攻修士課程増設
1957（昭和 32）年 4月 ●  文学研究科史学専攻修士･博士課程、地理学専攻修士課

程増設
1959（昭和 34）年 4月 ●  農学研究科農産製造学専攻修士課程、経営学研究科経営

学専攻修士･博士課程増設
1960（昭和 35）年 4月 ●  政治経済学研究科経済学専攻修士課程増設
1961（昭和 36）年 4月 ●  工学研究科建築学専攻博士課程増設
1963（昭和 38）年 4月 ●  政治経済学研究科経済学専攻博士課程増設
1964（昭和 39）年 4月 ●  文学研究科日本文学専攻、英文学専攻、仏文学専攻各修

士･博士課程、地理学博士課程増設。工学部・工学研究
科、駿河台校舎から生田校舎へ移転

1966（昭和 41）年 4月 ●  工学研究科工業化学専攻修士･博士課程増設
1971（昭和 46）年 4月 ●  文学研究科独文学専攻、演劇学専攻修士課程増設
1974（昭和 49）年 4月 ●  文学研究科独文学専攻、演劇学専攻博士課程増設
1976（昭和 51）年 4月 ●  新大学院設置基準の制定に伴い、従来の修士課程、博士

課程を改め、博士前期課程、博士後期課程に変更
1978（昭和 53）年 4月 ●  農学研究科農芸化学専攻博士後期課程、農学専攻、農業

経済学専攻博士前期課程増設（農産製造学専攻を農芸化
学専攻に名称変更）

1989（平成 元）年 4月 ●  理工学部設置（工学部学生募集停止）
1990（平成 2）年 4月 ●  農学研究科農学専攻、農業経済学専攻博士後期課程増設
1993（平成 5）年 4月 ●  理工学研究科電気工学専攻、機械工学専攻、建築学専攻、

工業化学専攻各博士前期・後期課程、基礎理工学専攻修
士課程設置（工学研究科各専攻学生募集停止）

1995（平成 7）年 4月 ●  理工学研究科基礎理工学専攻博士課程設置（課程変更）
2003（平成 15）年 4月 ●  農学研究科生命科学専攻博士前期・後期課程設置
2005（平成 17）年 4月 ●  文学研究科臨床人間学専攻修士課程設置
2007（平成 19）年 4月 ●  文学研究科臨床人間学専攻博士課程設置（課程変更）
   ●  文科省採択プログラム「社会に数理科学を発信する次世

代型人材創発」（理工学研究科）～平成21年度
2008（平成 20）年 4月 ●  理工学研究科新領域創造専攻修士課程設置
   ●  情報コミュニケーション研究科修士課程設置
   ●  教養デザイン研究科修士課程設置
   ●  ガバナンス研究科ガバナンス専攻専門職学位課程、グロー

バル・ビジネス研究科グローバル・ビジネス専攻専門職学
位課程、会計専門職研究科会計専門職専攻専門職学位課
程を専門職大学院に改組

   ●  文科省採択プログラム「複眼的日本古代学研究の人材育
成プログラム」（文学研究科）～平成22年度

2009（平成 21）年 4月 ●  文科省採択プログラム〈グローバルCOEプログラム〉「現
象数理学の形成と発展」（先端数理科学研究科）～平成24
年度

   ●  文科省採択プログラム「危機管理行政の研究・実務を担う
人材の育成」（政治経済学研究科）～平成23年度

2010（平成 22）年 4月 ●  理工学研究科新領域創造専攻博士課程設置（課程変更）
   ●  情報コミュニケーション研究科博士課程設置（課程変更）
   ●  教養デザイン研究科博士課程設置（課程変更）
2011（平成 23）年 4月 ●  文学研究科文芸メディア専攻修士課程設置
   ●  先端数理科学研究科博士前期･後期課程設置
2012（平成 24）年 4月 ●  国際日本学研究科修士課程設置
2014（平成 26）年 4月 ●  国際日本学研究科博士課程設置（課程変更）
   ●  グローバル・ガバナンス研究科博士後期課程設置
2017（平成 29）年 4月 ●  先端数理科学研究科先端メディアサイエンス専攻、ネット

ワークデザイン専攻博士前期･後期課程設置
   ●  理工学研究科専攻再編（建築・都市学専攻、情報科学専

攻、数学専攻、物理学専攻）
2018（平成 30）年 4月 ●  法科大学院を専門職大学院の一研究科として位置づける

組織改編
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法務研究科

● 心理臨床センター
● 情報基盤本部
● 国家試験指導センター

● 教育支援・開発センター

国際連携機構

● 図書館
● 博物館

● 工作工場
● 農場
● 大学史資料センター

研究活用知財本部
研究成果活用促進センター

知的資産センター

研究企画推進本部

社会科学研究所

人文科学研究所

科学技術研究所

大学院

付属機関および付属施設

研究・知財戦略機構

学部明治大学

専門職大学院
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駿河台地区のランドマーク

グローバルフロント
グローバルフロントは「世界に発信する最先端の研究拠点と陶冶の場」をコンセ

プトとした新教育・研究棟として、2013年4月から利用を開始しています。

地上17階、地下1階建てで、延床面積16,910㎡の中に大学院教育、研究・知財戦

略機構および国際連携機構の機能が配置され、本学の人文・社会系の大学院の活

動が一カ所に集約されています。

グローバルフロントの3階から5階および10階から15階が大学院関連施設となっ

ており、演習室や大学院専用の共同研究室などが設置されています。共同研究室

については、博士前期課程はオープンスタイル、博士後期課程は数名で利用する

個室スタイルになっており、恵まれた研究環境が提供されています。ほかにも、ディ

スカッションコーナーやメディアラウンジ、ステップコートなど、大学院生が自

由にディスカッションをしたり、休憩を取るスペースも豊富に確保されています。

グローバルフロントは、リバティタワー、アカデミーコモンに次ぐ、駿河台キャン

パスの新たなシンボルとなっています。

駿河台キャンパス
Surugadai Campus

┃  法学研究科  ┃  商学研究科

┃  政治経済学研究科  ┃  経営学研究科

┃  文学研究科  ┃  情報コミュニケーション研究科

┃  グローバル・ガバナンス研究科

  13F  大学院コピー室

日常的な研究活動を行う上で欠かせないコピー・製本ができる大
学院生専用のコピー室が13Fに設置されています。なお、明治大
学総合情報ネットワーク（MIND）に接続されたノートパソコンな
どからの印刷出力に対応したプリントアウトシステム（オープンプリ
ンタサービス：有料）も利用できます。

  3F・4F  演習室

大学院の授業が行われる場所です。学部の講義用の大教室とは
違い、少人数のゼミ形式授業に適した12名から30名の演習室が
あります。これらの演習室の中には、プレゼンテーション用機器が
備えつけられ、活用されています。

  1F  グローバルホール

192名収容のグローバルフロント最大の教室。AV、情報コンセン
トなど多機能性を持ち、学会などでも利用されています。

  3F  メディアラウンジ

メディアラウンジは、ステップコートと明大スクエアに面する配置
となっており、豊かな緑のある空間として、コミュニティ活動を発信
する場となっています。

   10F～15F  院生共同研究室

駿河台キャンパスに所属する研究科の大学院生には、誰でも利用
できる研究の場を提供しています。開室時間は、7:00～23:00（年
末年始、夏期一斉休暇、入学試験に伴う入構制限期間等を除く）
です。博士後期課程院生に共同の研究室、博士前期課程院生には
オープンスペースの場を用意しています。オープンスペースには、博
士前期課程院生用の個人ロッカーも設置されています。

   17F  グローバルラウンジ

最上階に位置するグローバルラウンジではお茶ノ水を一望でき、
懇親会会場として使用することができます。（一般開放はしてい
ません）駅から見あげたラウンジは、明治大学を象徴した紫紺が
夜景に光る空間です。

グローバルフロントは、人
文・社会系の大学院のほか、
研究・知財戦略機構、国際
連携機構が置かれ、グロー
バル化する時代の先進的
研究拠点となっています。

 異なる視点・考え方に触れる　　  研究に打ち込む　　  講義に参加する
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