
2016年8月以降の市ヶ谷キャンパスについて
～工事に伴う通行動線の変更・ラーニングコモンズ一時閉鎖・喫煙場所の変更等について～
　間もなく、新校舎「富士見ゲート」が完成し、2016年秋学期より利
用開始となります。同時に、市ヶ谷キャンパスにおける工事は次の段階
に入ります。新たな工事区域が設定されるため、立入禁止等となる箇所
が生じます。特に、屋外エリアの、大内山庭園・キャンパス中央広場・
富士見坂庭園がほぼ全面にわたって閉鎖されることになります。
　これに伴い、一部の既存施設、通行動線、喫煙場所等について変更が
生じます。本号では、2016年 8月以降の、市ヶ谷キャンパスにおける
変更事項についてお知らせします。

１．工事に伴う立入禁止箇所の設定と、通行動線の変更について
　2016年 8月以降、市ヶ谷キャンパスの工事の進行に伴い、段階的に立入禁止となる箇所が発生します。これにより、通行動線も工事の進行にあわせ、
段階的に変更していきます。この項目では、主に屋外の工事に伴う立入禁止箇所の設定と通行動線の変更について、お知らせします。

（１）2016年 8月以降の既存施設利用の変更点について
　今後の既存施設利用の変更内容は以下の通りです。

建物
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５
５
・
５
８
年
館

B1

第 1 食堂・第 2 食堂・
法政生協店舗・三省堂
書店・法政大学地下街
写真店（加藤写真店）

【地下１階は8月11日より立入禁止】
・第２食堂は7月20日まで、第１食堂は7月30日まで、法政生協店舗は8月10日で営業を終了します。三省堂書店及び法政大学地下街写真
店は7月29日で営業を終了します。
・食堂・店舗の機能は2016 年 9月より富士見ゲートに移ります（9月16日より利用開始）。
・法政生協のプレイガイド・組合員サービスセンター（共済給付等）・本学指定履歴書販売については、8月24日～ 9月6日まで、富士見坂食堂
にて仮営業します。

1

学部事務課分室
障がい学生支援室
ホールマート
学生ホール
511 教室

・学部事務課分室（国際文化学部・ＧＩＳ・ＳＳＩ）、障がい学生支援室は、2016 年 8月に旧学生ホール部分に移転します。
・ホールマートは7月29日で営業を終了し、2016 年 9月より富士見ゲートの法政生協売店に移ります（9月16日より利用開始）。
・学生ホールは2016 年 9月より富士見ゲートに移ります。
・511教室は南棟（仮称）建設準備工事に伴い、解体されます。511教室前のホール壁面にあるレリーフは、南棟（仮称）に移設します。

2 教職員食堂 ・教職員食堂は7月19日で営業を終了します。食堂機能は富士見ゲート「つどひ」に移ります。

各階
南側スロープ
バルコニー

【各階スロープ・バルコニーは8月1日より立入禁止】
・南棟建設準備工事の工事エリアに隣接していますので、利用者の安全確保のために閉鎖します。

大内山庭園
【大内山庭園は8月1日より立入禁止】
・南棟建設準備工事の工事エリアになりますので、利用者の安全確保のために閉鎖します。

外
濠
校
舎

各階 バルコニー
【外濠校舎バルコニーは8月13日より立入禁止】
・富士見坂校舎通路化工事の工事エリアになりますので、利用者の安全確保のため一時閉鎖・立入禁止とします。2017 年 5月より立入禁止を解除・
利用再開とする予定です。

キャンパス中央広場
（外濠校舎と５８年館・図書館を結ぶ中庭）
カリヨン・屋外掲示板
（カリヨンおよびその裏の掲示板）

【キャンパス中央広場は8月13日より立入禁止】
・富士見坂校舎通路化工事の工事エリアになりますので、利用者の安全確保のため一時閉鎖・立入禁止とします。2017 年 5月より一部開放予定
です。
・カリヨンは解体されます。各学部の掲示板は2016 年 8月下旬に58年館ピロティ下に移設されます

富
士
見
坂
校
舎

1 ラーニングコモンズ
・富士見坂校舎通路化工事の工事エリアに隣接しており、また、工事に伴う通行動線の１つとなるため、2016 年 8月13日～2017 年 2月上旬まで、
ラーニングコモンズ（グループ学習室１・２・３含む）を閉鎖します。詳細は本紙「ラーニングコモンズの一時閉鎖について」の項目で説明します。

B1
ステラビアホール
サンクンテラス
喫煙ブース

【ステラビアホール・サンクンテラス・喫煙ブースは、9月1日より立入禁止】
・2016 年 9月～富士見坂校舎通路化工事に伴いステラビアホール・喫煙ブース・カリヨン・掲示板エリアを解体します。
・ステラビアホールの機能は2016 年 9月より富士見ゲート「オレンジホール」に移ります（9月16日より利用開始）。
・通路化工事は2017 年 4月末で終了し、5月より立入禁止を解除して開放する予定です。

B2 ホワイエ（倉庫含む）

【ホワイエ（倉庫含む）は、9月1日より立入禁止】
・富士見坂校舎通路化工事の工事エリアに隣接していますので、利用者の安全確保のため一時閉鎖・立入禁止とします。2017 年 5月より開放予
定です。
・閉鎖期間中、ホワイエの代替場所として「835教室」を設定します。倉庫の代替場所は関係団体に個別にお知らせします。

富士見坂庭園
【富士見坂庭園は9月1日より立入禁止】
・富士見坂校舎通路化工事の工事エリアになりますので、利用者の安全確保のため一時閉鎖・立入禁止とします。2017 年 5月より一部開放予定
です。

【本号でお知らせする内容】
１．工事に伴う立入禁止箇所の設定と、通行動線の変更について
２．ラーニングコモンズの一時閉鎖について
３．喫煙場所の変更について
４．富士見ゲートのカフェ名称の決定について
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（２）2016年 8月1日～
　南棟（仮称）建設のための工事が開始されます。これに伴い、ボアソナード・タワー南側の一部～511教室～大内山庭園にかけて、立入禁止区域となります。

【通行動線】
●「511教室横の臨時通路」が閉鎖され、通行できなくなります。
●「ボアソナード・タワー⇔55・58年館」間の通行ルートは、「通信教育部事務室前の廊下」のみとなります。

（３）2016年 8月13日～ 　（※8月13日～19日は一斉休業のため学内入構不可です）

　富士見坂校舎通路化工事（富士見坂校舎とキャンパス中央広場を一体化する工事）が開始されます。この期間から、キャンパス中央広場（外濠校舎と
58年館・図書館を結ぶ中庭）を立入禁止区域とし、カリヨン・屋外掲示板（カリヨンおよびその裏の掲示板）の解体工事を開始します。また、80年館
脇にある連絡階段（富士見坂庭園からキャンパス中央広場へ通じるルート）も閉鎖となります。

【通行動線】
①「キャンパス中央広場」が閉鎖され、通行できなくなります。
②�「80年館と富士見坂校舎間の連絡通路」が閉鎖され、通行できなくなります。
　※�ただし、「80年館と富士見坂校舎間の連絡通路」の通行止め期間は8月13日～10月31日までで、2016年11月からは通行可能となる予定です。
③�外濠校舎駐輪場からキャンパス中央広場に通じる通路が閉鎖され、通行できなくなります。
④ �8月 13日～2017年 2月上旬まで、富士見坂校舎１階「ラーニングコモンズ」と80年館「図書館」の間を、入館ゲートを通らずに通行できるよ
うにします（本紙4ページ２．であらためてご説明します）。
　※「外濠校舎・富士見坂校舎」⇔「80年館・55・58年館・ボアソナード・タワー」の校舎間の移動ルートは、次のようになります。
　　��外濠校舎３階��～��富士見坂校舎１階の連絡通路��～��ラーニングコモンズ��～��図書館（開架フロア）��～��80年館入口��～��55・58年館、ボアソナード・タワー
⑤ �8月 23日（火）～9月12日（月）、月曜～土曜の8：00～ 18：00の時間帯で正門脇通用口を開門し、富士見ゲート工事区域脇を通行可能とします。
同時に、ボアソナード・タワー地下１階フォレストガーデン出入口自動ドアも稼働し、正門脇通用口～ボアソナード・タワー間の往来が可能となります。

【正門～55・58年館間の避難経路設定について】
　キャンパス中央広場の閉鎖に伴い、正門から工事区域（富士見ゲート脇）を経由して55・58年館を繋ぐ避難経路を設定します。避難時のみ通行可能
となりますので、通常の通行には利用できません。

【学部掲示板の設置場所の変更】
　キャンパス中央広場の閉鎖に伴い、現在、キャンパス中央広場カリヨン裏側に設置されている学部掲示板は、58年館ピロティ下に移設されます（8月
28日より利用可能となる予定です）。

【動線図・8月13日～8月31日】
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（４）2016年 9月1日～
　富士見坂校舎通路化工事に伴い、富士見坂庭園の大
部分が閉鎖となります。この工事で、ステラビアホール・
喫煙ブース・カリヨン・カリヨン裏の掲示板エリアを、
それぞれ解体・撤去します。
　なおこの工事は 2017年 4月末に完了し、5月よ
り富士見坂庭園の利用を再開します。

【通行動線】
●�富士見坂校舎門から入構・退構する場合、富士見
坂庭園の中を通行することはできません。富士見
坂校舎内を通行し、他の校舎に行く際は校舎内の
連絡通路を利用してください。

（５）2016年 9月16日～
　新校舎「富士見ゲート」がオープンします！
　正門の利用が可能となりますが、工事の影響でキャンパス内の動線が大きく制約され、時間によっては移動に支障をきたすこともありますので、各校舎
に向かう際はできるかぎり校舎最寄の門に迂回してください。
　なお、キャンパス内に、以下の通行動線が設定されますので、あわせてご利用ください。

【通行動線】
①正門　⇔　富士見ゲート～ボアソナード・タワー
　�フォレストガーデン出入口を経由しての往来が可
能です。
②�正門／富士見ゲート　⇔　55・58年館～80年
館
　�ピロティ（学部掲示板エリア）を経由しての往来
が可能です。
③外濠校舎　⇔　富士見ゲート下広場
　�外濠校舎1階西側の自動ドアを稼働し、外濠校舎
～富士見ゲート下広場間について、誘導員の指示
のもと通行が可能となります。ただし、外濠校舎
前を工事車両が通行することがありますので、工
事車両通行の際は一時停止にご協力ください。
④ボアソナード・タワー門　⇔　55・58年館
　�通信教育部事務室前の廊下を経由しての往来が可
能です。
⑤�外濠校舎／富士見坂校舎　⇔　80 年館／ 55・
58年館
　�富士見坂校舎１階の連絡通路～ラーニングコモン
ズ～図書館を経由して、各校舎に行くことができ
ます。
⑥外濠校舎　⇔　富士見坂校舎
　�外濠校舎３階～富士見坂校舎１階（スロープ）、外濠校舎４階～富士見坂校舎３階を経由して、それぞれの校舎に行くことができます。

（６）2016年 11月 1日～
　（３）で述べたように「80年館と富士見坂校舎間の連絡通路」の通行止め期間は8月13日～10月 31日までで、2016年 11月からは通行可能と
なる予定です。富士見坂庭園内の往来はできませんが、富士見坂校舎～80年館／58年館の往来は、「ラーニングコモンズ」「80年館と富士見坂校舎間
の連絡通路」のいずれも経由することができます。
　他の通行動線の設定は、当面の間上記で述べた通りですが、2017年 2月以降に一部変更があります。

●2017年 2月上旬～
　ラーニングコモンズは2月上旬（予定）までは通行動線として利用することができますが、ラーニングコモンズ再開後はラーニングコモンズ内を通り
ぬけることができなくなりますので、「80年館と富士見坂校舎間の連絡通路」を通行動線としてください。
●2017年 5月～
　富士見坂校舎通路化工事が完了し、富士見坂庭園を開放する予定です。富士見坂庭園も通行動線として使用することが可能となります。

【動線図・9月1日～9月15日】

【動線図・9月16日～】　
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２．ラーニングコモンズの一時閉鎖について
　市ヶ谷図書館の施設の１つである「ラーニングコモンズ」は、工事に伴い、下記の期間について閉鎖することになりました。あわせて、閉鎖期間中は、ラー
ニングコモンズ入館ゲートを使用せずに、富士見坂校舎ラーニングコモンズ～80年館図書館内を通行することができる動線が設定されます。
　閉鎖する理由は、①9月より開始される「富士見坂校舎通路化工事」の一環である、ラーニングコモンズ直下にあるステラビアホール解体工事により騒
音・振動が発生するためです（大きな騒音・振動が出るのは2月初旬までの予定です）。また、②8月13日より、「80年館と富士見坂校舎間の連絡通路」
（富士見坂庭園とキャンパス中央広場を繋ぐ、富士見坂校舎と図書館の間にある階段式の連絡通路）が閉鎖されるため、その代わりの動線として、入館ゲー
トを使用せずにラーニングコモンズ～図書館内の通行を可能にすることにより、富士見坂校舎と80年館、58年館を往来できるようにするためです。

閉鎖期間 2016 年 8 月 13 日（土）～ 2017 年 2 月初旬

※閉鎖期間中は、グループ学習室１・２・３も利用できなくなります。
※�閉鎖期間中、ラーニングコモンズは図書館館内の通行動線となりますが、通行
可能な時間帯は図書館の開館時間中となります。

※�閉鎖期間中は図書館2階閲覧室外のPC・電卓コーナーを会話可能なスペース
とします。また、1階開架カウンターでノートPCの貸出およびグループ学習
室4・5・6の受付をします。

３．喫煙場所の変更について
　建替工事区域の変更に伴い、2016年 8月～9月にかけて、市ヶ谷キャンパスの喫煙場所を以下の通り一部変更・設定します。いずれの場所も非喫煙
者の受動喫煙防止のため、動線から離れた場所に設定しました。校舎によって変更時期が異なりますので、ご注意ください。
　※④⑤⑥は現在も喫煙場所として運用している箇所です。

【喫煙場所】

【廃止される喫煙場所について】
　上記喫煙場所の設定とあわせて、現在運用している以下の喫煙場所を順次廃止します。
　■2016年 7月31付で廃止
　　大内山テラス／511教室前出入口付近／55・58年館靖国神社側スロープ各階踊り場
　■2016年 8月12日付で廃止
　　外濠校舎3階・4階バルコニー
　■2016年 8月31日付で廃止
　　富士見坂庭園喫煙所（西北側）／富士見坂校舎喫煙ルーム（ステラビアホール脇）

４．富士見ゲートのカフェ名称の決定について
　　～富士見ゲートのカフェ名称を　「Ｏｒａｎｇｅ　Ｃａｆｅ」としました。～

　2016年秋学期より富士見ゲート1階にカフェがオープンします。
　これに併せて、カフェの名称に本学学生・教職員等にとって覚えやすく愛着が湧く、法政カラーの“Ｏｒａｎｇｅ（オレンジ）”を採用しました。
　「Ｏｒａｎｇｅ　Ｃａｆｅ」では，エスプレッソの本場イタリアでいちばん飲まれている「ＬＡＶＡＺＺＡ（ラバッツァ）」のコーヒーとサンフランシス
コで誕生したティーブランド「ＭＩＧＨＴＹ　ＬＥＡＦ」の香り高い上品なハーブティーを提供し、その他パンケーキやスープ、デザート等の軽食も販売
します。
　市ヶ谷キャンパスの新たな福利厚生施設「Ｏｒａｎｇｅ　Ｃａｆｅ」を、是非ご利用ください。

＊　＊　＊　＊　＊

　今後、閉鎖エリアの追加・変更が生じる場合は「コンパス」や本学ウェブサイトなどでお知らせします。
　工事実施に伴いご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

①55・58年館屋上（2か所）
②835教室バルコニー
③富士見坂庭園（食堂側）
④外濠校舎地下１階ドライエリア
⑤外濠校舎5階バルコニー隅
⑥ボアソナード・タワー3階ベランダ
⑦ボアソナード・タワー地下1階
　フォレストガーデン外側

＜変更時期＞
2016年 8月1日～：①②
2016年 9月1日～：③
2016年 9月16日～：⑦

【ラーニングコモンズ・図書館内動線図】
　（8月13日～2017年2月上旬）
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