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「ポータルサービス」は図書館の個人用サービスです。
スマホやPCで、貸出期限の延長や本の予約・取寄せ、購入申込などができます♪

メニューから「OPAC」⇒「ポータル」
と選択。
http://www.lib.meiji.ac.jp/smart-phone/

利光鶴松さん。言っても知らない人が多いと思います。井の頭線や京王線創設に関わり、そして小田急電鉄を作っ
た人です。1923（大正12）年のことです。明治法律学校（明治大学の前身）にわずか1年在籍しただけで、1887（明
治20）年代言人（弁護士）試験に合格した秀才です。3000人受験してわずか17人合格という狭き門。しかもその
トップでした。弁護士や衆議院議員を経て実業家になります。

鶴松さんは1863（文久３）年大分県に生まれました。中農の家庭でした。小学校時代に福沢諭吉の「西洋事情」や「世
界国尽」を読んで西欧の新しい文化や文明を知り、読書する喜びに目覚めます。学問とは読書である、と確信しました。

母と妹（父は17歳の時に他界）を捨てるようにして郷里を出奔し、儒学の塾を転々としますが、満足な書を手に
することはできません。

ついに1884（明治17）年鶴松さんは叔父の利光品吉さんを誘って東京を目指します。野宿や慈悲にすがる物乞
いをしながら東海道を歩きました。風餐露宿の学問放浪の旅です。東京に着いてしばらくして、品吉さんが八王子
で警察官になり、またすぐに武蔵五日市の分署に配属になります。もちろん鶴松さんも同行しました。着いた時に
は鶴松さんは栄養失調で脚気と鳥目になっていました。

ところが体が回復した利光鶴松さんにとって、この武蔵五日市は思いがけない
奇跡に遭遇する「場」となったのです。渓谷の山奥に深澤権八さんという方のお
宅があり、その「私設図書館」といえる土蔵に、西欧の政治、経済、哲学、法律な
ど400冊を超える近々出版された翻訳書が所蔵してあったのです。

時は国会開設を求める自由民権運動が高まりを見せていました。五日市にも民
権家たちが集まり、本を読み議論をして、さらに演説もしました。彼らは大日本
帝国憲法よりもはるかに先取的な「自由と権利と自治の思想」を取り入れた「五日
市憲法草案」を作りました。千葉卓三郎という人が中心になりました。

深澤さんは集めた本を彼らに自由に読む機会を与えていました。鶴松さんもそ
の1人でした。探していた理想の「図書館」が見つかったのです。勧能学校という
小学校の先生をしながら、寸暇を惜しんで読書しました。貧乏ですから粗末な藁半紙に小さな字でびっしりと隙間
なく、読んだ本すべての要旨を書いていきます。学校の横の崖下に秋川が流れていました。降りた辺りにあった床
机石に座って読み続けました。

ある時、勧能学校の先生たち3人に開光院というお寺の裏山に呼び出されて、
民権運動を展開するために必要な資金を得るための手段としての強盗に誘われま
す。大阪事件といいます。鶴松さんは彼らに、「考え方はわかる、だが私は行かぬ、
なぜなら私には今読まなければならない本がある、国家天下のことはその後であ
る」とその誘いを断固拒否しました。1885（明治18）年11月ごろです。

読書することで、鶴松さんは本から得た知識や考え方だけではなく、周りから
の誘惑を自らの信念で拒否して、我が道を行く精神を確立していたのです。新し
い近代的自治の精神を、「学問とは読書である」という信念の延長線上に作り上げ
ていたのです。ルーソー、スペンサー、ベンサム、ミル等の飜訳を読み尽くした
鶴松さんは、次に貧乏であるが故に、貧乏からの脱出を計り、食うための学問を
しようとします。弁護士になろうとしたのです。

深澤権八「私設図書館」には必要な法律関係の書がたくさんありました。徹底し
て読みました。読んだ本の中に明治法律学校に関係した法学者たちのものがたくさんありました。箕作麟祥が訳し
たもの、ボアソナードが書いた本の翻訳書などです。ですから鶴松さんにとって明治法律学校入学後の講義は、深
澤権八「私設図書館」で行った読書＝学問の復習だったのです。1年で十分でした。

1886（明治19）年4月に代言人試験資格を得るために明治法律学校に入りました。翌
年4月に受験して10月合格発表でした。この後鶴松さんは母を郷里から呼び寄せます。
弁護士から政治家へ、そして小田急電鉄創業という実業家に成長していった原点に、深
澤権八「私設図書館」がありました。因みにその後品吉さんも明治法律学校を経て見事弁
護士になりました。

■参考文献
利光鶴松著『利光鶴松翁手記』1957（昭和32）年7月20日発行（非売品）
小田急電鉄株式会社開業三十周年記念出版編集者　小田急電鉄株式会社

小田急電鉄創業者・
利光鶴松さんと図書館

─ 学問とは読書である ─

とし みつ つる まつ

明治大学図書館長 吉田悦志（国際日本学部教授）

秋川渓谷・深澤家屋敷跡（筆者撮影）

利光鶴松さん
（大学史資料センター提供）

秋川沿い床机石（筆者撮影）
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※

※

※グループ閲覧室と
共同閲覧室の利用には
B2カウンターでの
手続きが必要です。

1F PCロッカー

閲覧席 書庫B2F B3F自動書庫

※B2・B3Fの閲覧席では
PCは使用できません。

蔵書数

123万冊
人文・社会科学の
基本・専門図書
蔵書数は「図書館年次報告書

2017」による

中央図書館はリバティタワーの南ウイングに位置し、入口はリ
バティタワー 1階のホールに直結しています。館内は充実した
施設と美しい内観、1200余の閲覧席を備え、広大な書庫へも
自由に入ることができます。人文・社会科学系の専門・基本書や、
約1万5千タイトルの雑誌をもつ私学有数の大学図書館です。
■最寄駅：御茶ノ水（ＪＲ・丸の内線）
　神保町（三田線・新宿線・半蔵門線）　新御茶ノ水（千代田線）

授業・ゼミ等の主題に合わせた内容で行うガイダンスです。各種資料の図書
館内での配置場所を中心にご案内する館内ツアータイプ、CiNii Articles や新
聞データベース等を使用してゼミの主題分野に合わせて検索実習を行う情報検
索タイプがあり、ご要望に応じ内容を組み立てます。授業・ゼミを担当する先
生が、実施希望日の 1 週間前までにお申し込みください。

文献検索実習・法情報の検索・企業情報の探し方など、希望するテーマで設
定できる、学部生・大学院生向けのガイダンスです。２人以上での申込が原則
ですが、１人での申込も相談に応じます。このほか、就活情報の検索や論文の
書き方などのガイダンスを随時企画し、Oh-o!Meiji や図書館ホームページで
お知らせしています。

■中央図書館のガイダンスに関する問い合わせ先：ref@lib.meiji.ac.jp

中央図書館では、学生の企画による展示や大学で行われる様々な活動とコラ
ボ展示を行っています。中央図書館を活用した面白い企画がありましたら是非
ご相談ください。お待ちしています！

エントランスにはギャラリーがあり、年に数回の展示
替えをして、広く一般の皆様にも、本学所蔵の貴重なコ
レクションなどを公開しています。

ギャラリー

中央図書館では、1 階レファレンスカウンターで、
ゼミツアーやガイダンスを受け付けています。

学習サポート

企画・展示

６月　Meal For Refugees ７月　発達障害プロジェクト

交通至便の駿河台にある都市型図書館
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英語リーダー，教員おすすめ本

㉔研究者個室
大学院生以上の研究者
が利用できる個室です。
Webから予約可能。

㉓テラス・デッキ
雨天時以外は、外に出ることが
できます。夜はライトアップさ
れて素敵な雰囲気です。

⑯貴重書庫
「日本近代文学文庫」明
治～昭和初期までの文
学書の初版本を中心に
収集しています。（閲覧
には事前申請が必要）

⑥サーチアシスト
「レポートの課題で困っ
ている！」という方に資
料の集め方から書き方
まで、大学院生がじっく
りサポートします。

①ホール
講演会やビブリオバト
ルなど、様々な「知」を外
部に発信します。

③サロン
コーヒーや軽食を販売して
います。勉強に疲れたらこ
こでリフレッシュ！

⑫グループ閲覧室
3人以上勉強目的で予約利用
ができます。部屋ごとにイ
メージが異なるもの楽しい♪

⑰⑱⑳㉑㉕㉖積層集密書庫
2～M4Fまで6層のつくりの書庫で
す。開放的で今までの書庫のイメー
ジを一新しました!☆2Fから、吹き
ぬけを見上げると迫力ありますよ♪

⑪コミュニケーションラウンジ
友人とディスカッションしながら
勉強ができるエリアです。グルー
プワークもはかどります！

(雑誌，旧新聞原紙）

(特殊コレクション，学位論文，
和泉地区文庫）

和泉図書館は和泉キャンパスの入口に位置し、文系学部1・
2年生を主な利用対象として、人文・社会科学の基本図書を
多く所蔵しています。また、人と人・人と情報の架け橋（リエ
ゾン）として、読書に親しめる環境や学生同士でコミュニ
ケーションできるスペース・イベントなどを提供しています。
■最寄駅：明大前（京王・井の頭線）より徒歩5分

和泉図書館のオススメ利用方法

和泉図書館は１F から４F に上がるにつれて静か
になっていくゾーン分けをしています。友達とワ
イワイ過ごしたいとき、ひとりで集中したいとき、
エリアによってデスクやイスのデザインやサイズ、
質感も異なります。今日はどこで勉強しますか？

図書館は本を読むだけの場所ではありません。
課題で困ったことがあったらサーチアシストでは
レポートの書き方の質問を受け付けています。さ
らに「短時間でわかる！レポート準備講座」DVD
上映ではレポート・論文作成に向けての手順と流
れを分かりやすく紹介します。

春にはクイズラリー、秋には読書週間のイベント
を開催しています！図書館にまつわるクイズを解い
たり、自分のオススメの本を紹介したり、毎年たく
さんの学生さんが積極的に参加してくれています。
参加した方には明治大学図書館オリジナルグッズを
プレゼントしており、こちらも大好評です！ オススメの本紹介がずらり！

和泉図書館で読まれた本（2018.1～2018.12）
順位
1

2

〃

〃

〃

6

〃

〃

〃 

〃

タイトル／著者・出版事項
コンビニ人間／村田沙耶香著 ─ 文藝春秋, 2016

革命のファンファーレ : 現代のお金と広告／西野亮廣著 ─ 幻冬舎, 2017

何様／朝井リョウ著 ─ 新潮社, 2016

ぼくは明日、 昨日のきみとデートする／七月隆文著─宝島社, 2014 ─ (宝島社文庫 ; [Cな-10-1])

大学で何を学ぶか／加藤諦三著 ─ ベストセラーズ, 2009 ─ (ベスト新書 ; 230)

ミクロ経済学の力 : micro economics／神取道宏著 ─ 日本評論社, 2014

ビットコインとブロックチェーンの歴史・しくみ・未来／ニュー・サイエンティスト編集部著 ; 水谷淳訳 ─ SBクリエイティブ, 2017

何者／朝井リョウ著─新潮社, 2015

大学4年間で絶対やっておくべきこと : 生き方・人間関係・恋愛／森川友義著 ─ KADOKAWA, 2014 ─ (中経の文庫 ; [も-8-1], [L33も])

深夜特急／沢木耕太郎著 ; 1-6, ─ 新潮社, 1994 ─ (新潮文庫 ; さ-7-5-10)

何冊
読んだ？

蔵書数

37.4万冊
人文・社会科学の
入門・基本図書
蔵書数は「図書館年次報告書

2017」による

①気分に合わせて居場所を選べる！ ②みんなの学習をサポートします！

③イベントに参加できる！

入ってみたくなる！「滞在型図書館」



英語リーダー，教員おすすめ本

㉔研究者個室
大学院生以上の研究者
が利用できる個室です。
Webから予約可能。

㉓テラス・デッキ
雨天時以外は、外に出ることが
できます。夜はライトアップさ
れて素敵な雰囲気です。

⑯貴重書庫
「日本近代文学文庫」明
治～昭和初期までの文
学書の初版本を中心に
収集しています。（閲覧
には事前申請が必要）

⑥サーチアシスト
「レポートの課題で困っ
ている！」という方に資
料の集め方から書き方
まで、大学院生がじっく
りサポートします。

①ホール
講演会やビブリオバト
ルなど、様々な「知」を外
部に発信します。

③サロン
コーヒーや軽食を販売して
います。勉強に疲れたらこ
こでリフレッシュ！

⑫グループ閲覧室
3人以上勉強目的で予約利用
ができます。部屋ごとにイ
メージが異なるもの楽しい♪

⑰⑱⑳㉑㉕㉖積層集密書庫
2～M4Fまで6層のつくりの書庫で
す。開放的で今までの書庫のイメー
ジを一新しました!☆2Fから、吹き
ぬけを見上げると迫力ありますよ♪

⑪コミュニケーションラウンジ
友人とディスカッションしながら
勉強ができるエリアです。グルー
プワークもはかどります！

(雑誌，旧新聞原紙）

(特殊コレクション，学位論文，
和泉地区文庫）
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⑬

⑪

⑭

⑮

⑫

⑩

②

③

④ ⑤
⑨

⑧

⑦
⑥

①

グループ閲覧室
1･2･3①

⑥

第1・第2開架閲覧室⑤

雑誌エリア
（P001-P463）

雑誌エリア
（P464-P950）

書庫⑭

書庫⑮

第3・第4開架閲覧室⑫

グループ閲覧室4・5・6⑪

①⑪グループ閲覧室
話しながらグループ
で学習できます。さま
ざまな大きさで6室
あります。

④⑦PCロッカー
貸出用PCの貸出・返却はセル
フサービスとなっています。イ
ンターネットの利用にはMIND
インターネット講習会の受講
が必要です。共通認証アカウ
ントでログインして下さい。

⑤第２開架閲覧室
入口すぐの開架閲覧室。新書・文庫コー
ナー/シラバス本コーナー/新聞コーナー
などがあります。他に⑧第1・⑬第3・⑫
第4開架閲覧室があります。

⑥新着雑誌エリア
国内外のさまざまな新刊雑誌を揃えてい
ます。バックナンバーは1F第4開架閲覧
室と地下1F書庫にあります。

⑩閲覧室（通称：静かな閲覧室）
集中して勉強できる閲覧室。

⑭地下1F書庫
雑誌のバックナンバーはこちら。大型の
地図、図版、美術書、建築書もあります。⑮書庫の電動書架

書庫資料についても開架資料と同様に手
続きなしで利用できます。

学習のサポートもバッチリ！！（中央校舎）
図書館利用ガイダンス、ゼミガイダンス、
学部カリキュラム内出張講義etc…

②入口
学生証/教職員証/
ライブラリーカードで入館！

蔵書数
45.6万冊
＋保存書庫 43万冊

理工・農の
基本・専門図書

蔵書数は「図書館年次報告書
2017」による

参考図書

雑誌バックナンバー

緑豊かな環境にある日本文化の伝統とモダニズム建築を融
合した空間で、実験や研究の合間に読書などいかがでしょう。

終日滞在型のキャンパスにある生田図書館は、理工学部・農学
部の学部生・大学院生・教職員を主な利用対象としています。
蔵書は自然科学・工学を中心としていますが、専門書以外にも
文庫・新書および一般文芸書の図書を多数揃えております。
■最寄駅：生田（小田急線）

ココ♡スパとは・・・
ちょっと疲れた時、人寂しくなった
時、きれいなものを見たくなった時、
なんとなく本を読みたくなった時、
ココロにスパイスひと振り、「ちょっ
と面白い話、いい話、気になる話」
聞いてみませんか？

Gallery ZEROで
毎回様々な分野
の先生に自由な
テーマでお話をし
てもらいます。こ
の回は気象予報
士有資格者による

『生田の天気を知
るために！』

研究成果発表や
ユニークな作品展
示が行われていま
す。写真は『折紙工
学の今 ―折紙工
学と折紙式プリン
ターで産業イノ
ベーションを！ ―』

窓からは生田の四季が感じられます。

定期的にスタッフがテーマごとに本をおススメ
しています。幅広いジャンルの紹介をしていま
すので、要チェックです。貸出もできます！

話題のもの・旬なものを取り上げてスタッフが本
をおススメしています。こちらも貸出できます！

① 食と健康
② Let's take a trip
③ ファッションってなんだろう？
④ 教員が学生にすすめる本　緑陰読書
⑤  涼しく触れ合う日本の自然
⑥ 愛すべき漫画家たち！
⑦ 働くこと、そして就活
⑧ スポーツ観戦のための新たなメガネたち！
⑨ 恒例スタッフおすすめ本

① LGBTs
② 海賊版　pirated edition
③ 日本人宇宙飛行士帰還
④ 祝　国民栄誉賞
⑤ 世界遺産
⑥ 昆虫
⑦ ボランティア
⑧ 防災
⑨ 光の画家　フェルメール
⑩ 築地・豊洲市場移転
⑪ いわさきちひろ生誕 100 周年
⑫ 平成を振り返る
　 つづく・・・　　　（2018.12 月分まで）

緑豊かな多摩丘陵高台に位置する図書館
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⑥新着雑誌エリア
国内外のさまざまな新刊雑誌を揃えてい
ます。バックナンバーは1F第4開架閲覧
室と地下1F書庫にあります。

⑩閲覧室（通称：静かな閲覧室）
集中して勉強できる閲覧室。

⑭地下1F書庫
雑誌のバックナンバーはこちら。大型の
地図、図版、美術書、建築書もあります。⑮書庫の電動書架

書庫資料についても開架資料と同様に手
続きなしで利用できます。

学習のサポートもバッチリ！！（中央校舎）
図書館利用ガイダンス、ゼミガイダンス、
学部カリキュラム内出張講義etc…

②入口
学生証/教職員証/
ライブラリーカードで入館！

蔵書数
45.6万冊
＋保存書庫 43万冊

理工・農の
基本・専門図書

蔵書数は「図書館年次報告書
2017」による

参考図書

雑誌バックナンバー

緑豊かな環境にある日本文化の伝統とモダニズム建築を融
合した空間で、実験や研究の合間に読書などいかがでしょう。

終日滞在型のキャンパスにある生田図書館は、理工学部・農学
部の学部生・大学院生・教職員を主な利用対象としています。
蔵書は自然科学・工学を中心としていますが、専門書以外にも
文庫・新書および一般文芸書の図書を多数揃えております。
■最寄駅：生田（小田急線）

ココ♡スパとは・・・
ちょっと疲れた時、人寂しくなった
時、きれいなものを見たくなった時、
なんとなく本を読みたくなった時、
ココロにスパイスひと振り、「ちょっ
と面白い話、いい話、気になる話」
聞いてみませんか？

Gallery ZEROで
毎回様々な分野
の先生に自由な
テーマでお話をし
てもらいます。こ
の回は気象予報
士有資格者による

『生田の天気を知
るために！』

研究成果発表や
ユニークな作品展
示が行われていま
す。写真は『折紙工
学の今 ―折紙工
学と折紙式プリン
ターで産業イノ
ベーションを！ ―』

窓からは生田の四季が感じられます。

定期的にスタッフがテーマごとに本をおススメ
しています。幅広いジャンルの紹介をしていま
すので、要チェックです。貸出もできます！

話題のもの・旬なものを取り上げてスタッフが本
をおススメしています。こちらも貸出できます！

① 食と健康
② Let's take a trip
③ ファッションってなんだろう？
④ 教員が学生にすすめる本　緑陰読書
⑤  涼しく触れ合う日本の自然
⑥ 愛すべき漫画家たち！
⑦ 働くこと、そして就活
⑧ スポーツ観戦のための新たなメガネたち！
⑨ 恒例スタッフおすすめ本

① LGBTs
② 海賊版　pirated edition
③ 日本人宇宙飛行士帰還
④ 祝　国民栄誉賞
⑤ 世界遺産
⑥ 昆虫
⑦ ボランティア
⑧ 防災
⑨ 光の画家　フェルメール
⑩ 築地・豊洲市場移転
⑪ いわさきちひろ生誕 100 周年
⑫ 平成を振り返る
　 つづく・・・　　　（2018.12 月分まで）

緑豊かな多摩丘陵高台に位置する図書館



蔵書数

3.9万冊
国際日本学・総合数理科学の

基本・専門図書
蔵書数は「図書館年次報告書

2017」による

電動集密書架

閲覧席

新聞コーナーと自動貸出機

英語リーダー

エントランス

コレクション

他キャンパス図書館にはない国内外の写真集コレク
ションやマンガ関係の資料があります！

図書館からのお知らせ
や、展覧会・イベントの
案内を掲示しています。

たくさんのタイトルが揃っています。電
子ブックで読むこともできます。

新聞は海外の新聞も含めると12紙あり
ます。本を借りる場合は「自動貸出機」で
手続きができます。

集中して勉強できるブースタイプの席や、
「四季の森公園」を見てリラックスできる
窓際の席など、気分に合わせて選べます♪

専門書や雑誌のバックナンバーを置いて
います。利用したい書架の緑のボタンを
押すと書架が動いて本を手に取ることが
できます。

中野図書館は、2013年4月に誕生した中野新キャンパスと同時
にオープンしました。館内はメタリックを基調とした先進的イ
メージとなっています。集中して勉強ができる快適な空間を提供
し、学習サポートをはじめとした様々なイベントを行っています。
■最寄駅：中野（JR・メトロ東西線）

中野図書館は、新しい図書館のため蔵書数は少ないですが、他キャンパスの図書館に
はないコレクションとして、マンガ関連の資料 ( 例えば、スタジオジブリの絵コンテ
集 )や国内外の写真集を所蔵しています。

中野図書館は、低層棟の
2階にあります！

2018 オススメ本棚テーマ
① 胸キュン本
② 文系でも読める！ 科学読み物
③ ファッションの世界
④ 森林浴
⑤ 写真集
⑥ 生き物の戦い
⑦ 英語を学ぼう！
⑧ 島　Island
⑨ 鉄道
⑩ お茶と茶菓子
⑪ シェイクスピアプロジェクト
⑫ 東京街歩き
⑬ 写真を楽しもう
⑭ スポーツと生きる
⑮ マンガが教えてくれること。

図書館は本だけじゃない！
データベースや電子ジャーナルなどプレゼンや
レポート作成に役立つガイダンスを実施中！

入口の「オススメ本コーナー」では学
生さんやスタッフのオススメ本を紹介
しています♪

図書館に来たら、新着図書と返却され
た本のコーナーをチェック。みんな、
どんな本を読んでいるのかな？

様々なイベントを行っています。写真
はヒントで本を選ぶ「としょかん福ぶ
くろ」！

国際化、先端研究を支える図書館
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■最寄駅：中野（JR・メトロ東西線）
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20192019 教員からのメッセージ

ネットでカンタン！　貸出更新・予約申込

中央図書館 交通至便の駿河台にある都市型図書館

和泉図書館 入ってみたくなる！滞在型図書館

生田図書館 緑豊かな多摩丘陵高台に位置する図書館

中野図書館 国際化、先端研究を支える図書館

明治大学図書館活用術～体系的な情報収集～
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