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1978年4月に文系の4学部（法・経済・商・文学部）が東京都千代田区神田駿河台から移転を開始し、1980年

に移転が完了しました。その後、1993年に総合政策学部、2019年に国際経営学部を設置。2020年にはグロー

バル館・国際教育寮、2021年には FOREST GATEWAY CHUO を開設しました。

多摩キャンパス

法学部 5,740
学部

経済学部 4,503
商学部 4,327
文学部 4,251
総合政策学部 1,236
国際経営学部 1,172

法学研究科 78

商学研究科 39
経済学研究科 48

文学研究科   161
総合政策研究科 16

21,571計

大学院

日本比較法研究所

人文科学研究所

経済研究所

政策文化総合研究所

経理研究所

保健体育研究所

社会科学研究所
企業研究科

研究所

収容人数2,100 人の多目的ホー
ルとしてガイダンス、コンサー
ト、講演会、シンポジウムなどの
各種イベント会場としても利用
されています。愛称の「クレセン
トホール」は学内公募で選ばれ
ました。

クレセントホール（9号館）

グリーンテラス
FOREST GATEWAY CHUO

世界レベルの選手を多く輩出し
ている基盤の地。2018 年
4 月、新しく改修されました。

陸上競技場

桜広場

お花見スポットとして、花見の時期は近隣住民
の方々が訪れています。約300本のソメイヨシ
ノが満開となると一面、桜一色となります。

1 階にはフェンシング道場、剣道場、重量挙
道場、相撲道場、拳法道場、合気道場、柔道
場、空手道場、レスリング道場、ボクシング
道場、2 階にはバレーコート、バスケット
ボールコートがあり、これらは授業や課外
活動のほか、各種公式競技会また地域行事
で利用されています。3 階アリーナでは入
学式、卒業式も行われ、およそ5,700 人の
収容を可能としています。

キャリアセンター、約70 の講
座を展開しているクレセント・
アカデミー事務室、エクステン
ションセンターが入っていま
す。学生・教職員、来訪者の憩い
とコミュニケーションの場にカ
フェ機能を加えた空間を創出し
ています。

中央図書館
250万冊の豊富な蔵書を持ち、充実
した研究・学修支援を行っています。
詳しくは27ページ。

学生数

第一体育館

旧駿河台キャンパスの南門（旧正門）と校舎
（2 号館入口）をイメージしたモニュメント。
桜広場内に設置されており、入学式・卒業式
には、記念撮影の人気スポットとなります。

創立100 周年記念ステージ

ヒルトップ’78 
1棟丸ごと食堂・店舗が入る
地上4階建ての総合施設。
詳しくは47ページ。

2021年4月開設の新しい学びの空間。豊かな
自然に調和する内外観が特徴で、内装には多
摩産材を活用するなど、SDGｓに対応した施
設です。詳しくは2ページ。
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9  ３号館

4  東門
5  ４号館
6  白門プロムナード
7  FOREST GATEWAY CHUO
     2F：ダイバーシティセンター事務室
          ダイバーシティスクエア
8  Cスクエア

1  多摩都市モノレール 「中央大学・明星大学」 駅
2  モノレール口
3  グリーンテラス

4F：学友会事務室

2F：キャリアセンター事務部
　　   キャリア支援課
　  エクステンションセンター事務室（中央大学出版部）
     クレセント・アカデミー事務室

3F：文学部事務室
     教職事務室
     国際経営学部事務室

10 １号館
5F：総務部
         総務課
　  人事部
          人事課
          福祉課
　   学事部
  　     学事・社会連携課
         父母連絡会事務局
          企画課
          秘書課
4F： 総合戦略推進室
　    総務部
          校友課
　    経理部
  　　  経理課
          資金課
　   管財部
  　　  管財課
          調達課
　   学事部
  　　  研究助成課
　   研究支援室
          多摩研究支援課
　    広報室
  　　  広報課　
3F：総務部
　　     庶務課  
　  スポーツ振興・強化推進事務室
　   内部監査室
　   ハラスメント防止啓発支援室
1F：入学センター事務部
　　    入試課
　　    入学企画課

42  馬場
43  第１体育館
　（アリーナ、柔剣道場、土俵、ボクシングジムなど）

37  正門
38  創立100周年記念ステージ・桜広場
39  金住稲荷
40  茶室「虚白庵」
41  ラグビー場

44  屋外プール
45  屋外バレーボール、
　 屋外バスケットボール用コート
46  サークル別棟１
47  弓道場
　 GLOBAL GATEWAY CHUO（グローバル館）
　 International Residence Chuo（国際教育寮）

2F：体育施設運営センター事務室

■ キャンパス Map

18 ７号館

17 ６号館
1F： 法学部事務室
BF：学生部
        学生生活課
        奨学課

1F： 経済学部事務室
BF：広報室
　　 大学史資料課

14  セントラルプラザ
15  ヒルトップ '78
　（ 大学生協、食堂、喫茶店、G2 ＜G Square＞）
16 ５号館

12  北門（京王線「多摩動物公園」駅方面）
13  中央図書館

11 ２号館
5F：大学院事務室
4F：日本比較法研究所事務室
　　 研究所合同事務室
2F：保健センター事務室
　  情報環境整備センター事務部
　　 多摩ITセンター事務課
1F：映像言語メディアラボ

2F：図書館事務部
        総務課
        情報資料課
        閲覧課

1F：商学部事務室
BF：学事部 
　     教務総合事務室
        全学連携教育機構事務室
      学生部
        学生相談課
　　ボランティアセンター

19  炎の塔
1F：エクステンションセンター
　　 法職事務室
　    経理研究所事務室

1F：通信教育部事務室

35  バスターミナル
36  10号館

22９号館（クレセントホール）
23  西門
24  陸上競技場
25  射撃場
26  一般フィールドA
27  第２体育館
     （アリーナ、温水プール、 
　   エアーライフル射撃場）
28  テニスコート
29  サッカー場
30  ハンドボールコート、
     テニスコート、ゴルフ教場
31 一般フィールドB
32 硬式野球場
33 雨天ピッチング場
34 軟式野球場

20  ８号館（大教室）
21  11号館

3F：総合政策学部事務室
2F：国際センター事務室

：

：

：

：

多摩都市モノレール  中央大学・明星大学駅  直結  

中央大学バス停  京王相模原線・小田急多摩線
多摩センター 駅 から京王バス12 分 豊田駅南口行

中大西門バス停
JR 中央線 豊田駅 から京王バス８分 多摩センター駅行

京王動物園線 多摩動物公園駅　徒歩10分

〒192-0393 　東京都八王子市東中野 742-1

①

②

③

④

モ ノ レール 口

正         門

西            門

北            門

Access
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