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施設案内

駿河台キャンパス 生田キャンパス和泉キャンパス 中野キャンパス

リバティタワー1階から地下3階へと広がる中央図書館は、約125万冊を所
蔵する本学で最大規模の図書館です。社会科学系と人文科学系の蔵書が特
に充実しています。大きな窓を通して地下3階でも明るい光が差し込み、吹き
抜けは美しい空間となっています。静かで落ち着いた雰囲気の館内には、ギャ
ラリー、グループ閲覧室、共同閲覧室などを備え、主に文系6学部の3・4年生、
大学院生の学修・研究に必要な文献の探し方や論文の書き方、就職活動に
役立つ図書館資料の紹介などの各種ガイダンスも開催しています。

生田キャンパスで学ぶ理工学部・農学部の学生、大学院生や教職員に対
応するため、理工学・農学系の蔵書を中心に、学際的に他分野の蔵書にも
力を入れ、終日滞在型の図書館の機能を有しています。また、電子ジャー
ナル等の利用により、さまざまな雑誌論文へのアクセスが可能になって
います。Web of Science、JDreamⅢなど専門的で、検索性に優れた文献
データベースが充実しています。館内のギャラリーでは、キャンパス内の
研究成果発表など、多彩な企画展を開催しています。

和泉キャンパスの入口に位置する和泉図書館にはWi-Fi環境や貸出PCが
充実し、データベースやインターネットを活用した学修環境が整備されていま
す。利用者のための多様な空間や閲覧席、長時間滞在型の個性豊かなスペー
スが設けられています。また、ディスカッションやプレゼンテーションの練習に
最適なグループ閲覧室や、大学院生が利用できる研究者個室など、多様な学
修・研究環境が用意されています。

明治大学では、マンガ・アニメ・ゲームなど日本のサブカルチャーの複合
的なアーカイブ施設となる「明治大学東京国際マンガミュージアム」（仮称）
の開設計画を進めています。計画の先行施設として、明治大学在学中から活
躍したマンガ評論家米沢嘉博氏が遺した14万冊を超える膨大な蔵書による
「米沢嘉博記念図書館」および日本初のマンガ専門図書館を設立した内記稔
夫氏のコレクション20万冊超を引き継いだ「現代マンガ図書館」があります。

山手線沿線にある明治大学を含めた私立９大学では、更なるサービス
向上を図るため「山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム」を形成し
ました。
明治大学の学生証を提示することで、加盟大学の図書館を利用できま

す。また、明治大学図書館のホームページから加盟大学図書館の蔵書を
検索できるので、利用したい蔵書がどの大学にあるのかを事前に確認す
ることができます。

国際日本学部、総合数理学部、国際日本学研究科、先端数理科学研究科な
どを対象とした資料の充実を図っています。専攻向けの電子ジャーナル、電子
ブックも追加しており、各種データベースを含めた電子資料への接続環境は他
キャンパスと同様で、各種講習にも活用しています。館内はメタリック・グレーを
基調とした美しいデザインで、静かで落ち着いて学習できる場所として人気が
あります。他館とも十分連携しながら、中野図書館はキャンパスの教育・研究を
支援しています。

中央図書館 生田図書館和泉図書館

明治大学マンガ図書館

中野図書館

明治大学図書館 上手な活用法 7つのポイント 山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム

図書館を上手に使うには、図
書館員のスキルを活用するこ
とも大切です。遠慮なく、レ
ファレンスカウンターでご相
談ください。

レファレンスカウンターを
活用するPoint.6

Point.1 オンライン目録を検索する

著者名や書名から所蔵資料を検索できます。山手線
沿線私立大学図書館コンソーシアム（次ページ参照）
加盟館や全国の大学図書館の蔵書も検索することが
できます。

Point.2
各キャンパスの図書を
取り寄せる

自分が通うキャンパス以外にある図書を取り寄せて
利用できます。オンラインで申し込みが可能です。

Point.7 ポータルサービスを利用する

ポータルサービスは、自宅のパソコンやスマートフォンからでも、貸出中の図書の予約、貸出資料の貸出期
間延長、各館からの資料取り寄せ依頼、新規購入申込みなどを自分でできるシステムです。

Point.5 デジタル資料を利用する

多岐にわたる分野の学修に対応した電子ブックや
データベースを利用できます。また、これらの情報
を使いこなせるよう使い方の支援を行っています。
併せてホームページ上でも動画コンテンツを公開し
ています。

米沢嘉博記念図書館
https://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/

現代マンガ図書館
http://www.naiki-collection.jp/

Point.4 各種ガイダンスに参加する

図書館では、図書館利用ガイダンスをはじめ、データ
ベース利用講習会、レポートの書き方講座などさまざ
まなガイダンスを開講し、教育・研究支援に取り組ん
でいます。

Point.3
書庫に入り
自由に図書にふれる

書庫に入り、自由に歩き回
り、専攻分野を中心にさまざ
まな図書にふれることは、知
的好奇心を刺激する大きな
楽しみです。

図書館 全館の蔵書数約270万冊、
「教育の場」として図書館を積極的に活用
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御茶ノ水

目白

白金台

東京メトロ半蔵門線
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都営三田線

JR中央線

JR山手線立教大学

学習院大学

明治学院大学

明治大学

東洋大学

水道橋

九段下 神保町

専修大学

青山学院大学
國學院大學

渋谷 表参道

法政大学
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施設案内 情報メディア環境

ICTでの教育推進 最先端ICT環境を整備し、
「教育の情報化」を積極的に推進博物館・資料館 地域社会に開かれた生涯学習の場

2,500台のパソコン、最新のプレゼン設備 インターネット上のキャンパス

PCスキルアップ講習会

刑事・商品・考古の３部門で構成されています。博物館は社会に開かれ
た「知」の窓口であると考え、大学による研究成果発表の展覧会や生涯学
習講座を実施しています。学芸員資格課程実習生の受け入れ、収蔵資料の
調査、図書室での資料閲覧など、院生・学生の研究の場としても活用され
ています。

明治大学出身で、日本を代表する作詞家・作家の故・阿久悠氏の業績を
たたえ、次世代に伝える施設としてオープンしました。記念館では、在学
中のエピソードの紹介、自筆原稿の展示、仕事場を再現した「阿久悠の書斎」
などのコーナーを設けているほか、随時多彩なテーマでの特別展示も行っ
ています。

明治大学史に関する調査と資料収集を行っています。学内外から集め
た資料は、文書・物品・図書・写真などに分類して目録化し、整理・保存して
おり、所蔵資料は10万点以上に上ります。駿河台キャンパス・アカデミー
コモン地下１階には、常設の大学史展示室があります。

戦争の隠された側面として必ず付随する「秘密戦（防諜・諜報・謀略・宣
伝）」を担っていた旧陸軍の登戸研究所。その跡地の一部が戦後、本学生田
キャンパスに生まれ変わりました。当時の建物を保存・活用して設立され
た資料館は、歴史教育、平和教育、科学教育の発信地として、また地域連携
の場として活用されています。

本学は先進的な ICT設備、学習支援システム、情報教育カリキュラムを
整備し、教育の情報化を積極的に推進しています。各キャンパスのゼミナー
ル用演習室を含めた多くの教室にパソコンや各種メディア機器を設置し、
ICTを活用した授業が行われています。メディア教室・メディア自習室に
はパソコンが設置され、授業や自習などに利用できるようになっています。
また個人のパソコンを大学のネットワークへ接続して利用するための「無
線LANスポット」や「情報コンセント」などの設備や、自宅などから大学
のネットワークへアクセスできる「VPN接続サービス」などの各種情報サー
ビスも利用できます。新入生は学生証が交付されるとすぐに自分のメー
ルアドレスが取得でき、大学のメールシステムを使うことができます。

Oh-o! Meiji システムはインターネットを利用した全学的な学習支援
システムです。講義や大学生活に関するさまざまな情報の送受信や管理
ができます。
システムの玄関である「ポータル」には、大学からの連絡事項や個人の
予定も管理できるカレンダーなどを配置しています。「クラスウェブ」は、
シラバス検索、配布物や授業資料のダウンロード、レポート提出、履修者
同士のディスカッションなどに対応しており、多彩な機能で学習をサポー
トしています。このほか、授業以外のコミュニティでの情報交換にも対応
するグループ機能、学生が自分の学びを振り返ることができるポートフォ
リオ機能などもあります。

レポートや卒業論文、ゼミでの発表、就職活動など、大学生活に欠かせ
ないのがパソコンです。明治大学の学生であれば誰でも無料で、情報関
連講習会を受講できます。情報関連講習会では、Microsoft Office（Word, 

Excel, PowerPoint）の基礎から応用に加えて、本格的なデザインにも使
用できるAdobeソフト、さらに統計分析ソフトやプログラミング言語な
ど、様々なスキルを身に着けることができます。

明治大学博物館

明治大学阿久悠記念館 大学史展示室

明治大学平和教育登戸研究所資料館 ICT 学習支援システム「Oh-o! Meiji」

情報関連講習会

いつでもどこでも学べる高等教育

一部の科目でメディア授業（e-ラーニング）を実施しています。オンデ
マンド型のメディア授業では、講義動画などをインターネットで配信す
るため、時間や場所を選ばずに授業を受けることができます。また、Web

会議システムを全学利用しており、リアルタイム授業だけではなく、イン
ターネットを介したグループワーク、海外を含む他大学との連携や交流
などを積極的に実施しています。

メディア支援（e-ラーニング）

在学中使えるメール 

▲
 ○○○○○○○○ @meiji.ac.jp

［場　　　所］ 駿河台キャンパス・アカデミーコモン地下
［入 館 料］ 常設展示は無料。特別展は有料の場合があります。
 詳しくはWebページでご確認ください。
［開 館 時 間］ 月曜～金曜10：00～17：00　土曜10：00～16：00
［休 館 日］ 日曜・祝日　夏季休業（8/1～9/19）の土曜
 8/10～16　11/1　12/26～1/7　1/17
［問い合わせ］  TEL.03-3296-4448　

［場　　　所］ 駿河台キャンパス・アカデミーコモン地下
［入 館 料］ 無料
［開 館 時 間］ 月曜～金曜10：00～17：00　土曜10：00～16：00
［休 館 日］ 日曜・祝日　夏季休業（8/1～9/19）の土曜
 8/10～16　11/1　12/26～1/7　1/17
［問い合わせ］ TEL.03-3296-4448　　

［場　　　所］ 生田キャンパス内
［入 館 料］ 無料
［開 館 時 間］ 10：00～16：00（水曜～土曜）
  （日曜日は団体見学の事前予約時のみ開館）
［休 館 日］  日・月・火曜日
  ※その他臨時閉館あり。詳しくはWebページ参照。
［問い合わせ］ TEL.044-934-7993　　

［場　　　所］ 駿河台キャンパス・アカデミーコモン地下
［入 館 料］ 無料
［開 館 時 間］ 月曜～金曜10：00～17：00　土曜10：00～16：00
［休 館 日］ 日曜・祝日　夏季休業（8/1～9/19）の土曜
 8/10～16　11/1　12/26～1/7　1/17
［問い合わせ］ TEL.03-3296-4448


