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生田キャンパス

神田キャンパス

向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より
「専修大学前」行きバスで約 10 分→終点下車

●

神保町駅（地下鉄／半蔵門線、都営新宿線、都営三田線）
出口A2 より徒歩 3 分

向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より
「専修大学 9 号館」行きバスで約 10 分→終点下車

●

九段下駅（地下鉄／東西線、半蔵門線、都営新宿線）
出口 5 より徒歩 3 分

●

●

● 水道橋駅
向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より
（JR）西口より徒歩 7 分
「聖マリアンナ医科大学」「あざみ野」行きバスで約 10 分
→正面へは専修大学入口・川崎ゴルフ場入口下車 徒歩 5 分
→専修大学 120 年記念館入口へは専修大学 120 年記念館前下車
徒歩 3 分

●

●

SENSHU UNIVERSITY GRADUATE SCHOOLS

飯田橋

御茶ノ水

2016

八王子

JR 中央線

上野

高田馬場

SENSHU UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOLS
専修大学大学院
経済学研究科

Graduate School of Economics

法学研究科

Graduate School of Law

文学研究科

Graduate School of the Humanities

経営学研究科

Graduate School of Business Administration

向ヶ丘遊園駅（小田急線）南口より徒歩 14 分（10 号館入口）

商学研究科

あざみ野駅（東急田園都市・横浜市営地下鉄）
より
「向ヶ丘遊園駅」行きバスで約 35 分

●

Graduate School of Commerce

ホームページ／ WEBSITE

▼

→正面へは専修大学入口・川崎ゴルフ場入口下車 徒歩 5 分
→専修大学 120 年記念館入口へは専修大学 120 年記念館前下車
徒歩 3 分

http://www.senshu-u.ac.jp/

生田キャンパス

神田キャンパス

大学院事務課（6号館1階）

大学院事務課
（7号館4階）

〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田 2-1-1
TEL.044-911-1271 FAX.044-911-1299

〒101-8425 東京都千代田区神田神保町 3-8
TEL.03-3265-6568 FAX.03-3265-6375

Senshu University graduate schools (Ikuta Campus)
Administration Office
2-1-1, Higashimita, Tama-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 214-8580, Japan
Telephone +81-44-911-1271 Facsimile +81-44-911-1299

Senshu University graduate schools (Kanda Campus)
Administration Office
3-8, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8425, Japan
Telephone +81-3-3265-6568 Facsimile +81-3-3265-6375

Ikuta Campus

Kanda Campus

GUIDE BOOK

2016
専修大学は、2014
（平成 26）
年度に、財団法人大学基準
協会の認証評価を受け、審
査の結果、同協会の定める
UNIVERSITY

ACCREDITED
2015. 4～2022. 3

大学基準に
「適合」
していると
の認定を受けました。
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学 長 挨 拶
した。本学の大学院も、これまで、教員ならびに研究者養成に務め、各種の教育機関
ならびに研究機関に多くの人材を提供してきました。しかし、時代の変化とともに、大学院
のあり方、役割も変化しつつあります。
今日の大学院は、単に伝統的な研究者養成のみにこだわることなく、広く社会人に門戸
を開こうとしています。高度専門職業人の養成、社会人の再教育あるいは生涯教育、日本
で特定分野の専門知識や能力を身につけ母国の発展に貢献したいと願う留学生の受け入れ
要請など、幅広い役割が期待されております。
本学の大学院も、この社会の期待に応えるべく、門戸を広げており、一般の入試制度
とは別に、社会人入試制度や留学生入試制度なども実施しています。2005（平成 17）年
4 月には経済学研究科に長期在学コース
（現：長期在学プログラム）も開設しました。

留学生入試ではこれまで多くの国々から留学生を受け入れ、修士課程で約 490 名が修士
学長

矢野 建一
University President

Kenichi Yano

の学位を取得し、その中には、さらに博士後期課程に進み、博士の学位を取得した者も
おります。これらの人々のなかには、母国であるいは日本の大学で教育の道に進んでいる
方もおります。1993（平成 5）年度より実施している社会人入試でも多数の社会人が修士の
学位を取得し、専門知識をフルに活かし実社会で活躍しております。
高度専門職業人養成という観点では、2000（平成 12）年度に経済学研究科において
科目の一部を交通の便の良い神田キャンパスで夜間開講したのを皮切りに、2002（平成
14）
年度には商学研究科ビジネスコース、2003（平成 15）年度には経済学研究科ファイ

ナンス・コースを開講し、社会人学生でも学びやすい環境を提供してきております。また、
2016
（平成 28）年度より開講された経済学研究科エコノミックリサーチコースは、グロー

バル化や情報化が急速に進む現代社会において求められている
「問題の本質を見極める
経済学的思考能力」
や
「客観的データに基づく高度な分析能力」
を備えた人材の育成を目指
しております。一般企業、官庁、自治体、金融機関、シンクタンクで企画、調査、政策
立案などに携わる方からそのような仕事を希望する学生までを想定し、幅広いカリキュ
ラムを用意しております。さらに地域社会への貢献という観点から、文部科学省
「社会人
の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」委託事業に採択された特別教育プログラムの
「KS（川崎・専修）
コミュニティ・ビジネス・アカデミー」を小田急線向ヶ丘遊園駅前の
サテライトキャンパスにおいて 2008（平成 20）年 11 月から 2011（平成 23）年 3 月まで
実施しました。2011（平成 23）年度からは、この実績を土台とした川崎市・専修大学共同
市民ビジネス人材育成事業「KS（川崎・専修）
ソーシャル・ビジネス・アカデミー」
を展開
し、川崎市と本学の官学共同運営による川崎市民教育プログラムを提供しております。
本学は、2014
（平成 26）
年 9 月に創立 135 年という記念すべき節目を迎えました。21 世紀
ビジョンである
「社会知性の開発」を掲げ、これまでも様々な改革に取り組んでまいり
ました。今後も時代のニーズに応えるべく大学改革を推し進め、来たる創立 140 年に
向けて
「魅力ある大学」
にして行く所存です。
大学院教育がますます重視される時代にあって、研究意欲旺盛な多くの人々が本学に
相集い、高度の専門的な研究に励み、幅広い分野で活躍する人材として巣立っていくこと
を期待しております。
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Conventionally, graduate schools in Japan have placed an emphasis on fostering researchers,
especially fostering the successors of teaching staff. Senshu University's graduate schools have also
endeavored to foster teaching staff and researchers, and provided many human resources to various
kinds of educational institutions and research organizations. However, with the changing times, the
current state and role of graduate schools are changing.
Today's graduate schools do not merely focus on the traditional cultivation of researchers but are
rather attempting to open their doors widely to working adults. They are expected to play a broad role,
including the cultivation of highly specialized professionals, re-education or lifelong education for
working adults, and the acceptance of foreign students who wish to contribute to the development of
their country by acquiring specialist knowledge and skills in specific fields in Japan.
Senshu University's graduate schools have also opened their doors wider to meet these
expectations of society, and are implementing entrance exam systems for working adults and for
foreign students that are separate from the general entrance exam system. In April 2005, we also
introduced a long-term enrollment course (currently, the long-term enrollment program) in the Graduate
School of Economics. In the case of the foreign student entrance exam, we have accepted foreign
students from many countries, approximately 490 students have obtained a master's degree through
the master's program, and some of them have gone on to the doctoral program and obtained a
doctorate. These people include some that have gone into teaching at universities in their own country
or in Japan. In the case of the working adult entrance exam, which we have been conducting since
fiscal year 1993, as well, many working adults have acquired a master's degree and are playing an
active role in the real world by making full use of their specialist knowledge.

学長挨拶
Message from the University President

従来、日本の大学院は、研究者養成、特に教員の後継者養成に力点が置かれてきま

Message from the University President

From the viewpoint of fostering highly specialized professionals, Senshu University provides an
environment that facilitates study for working adults. We started offering some of the subjects in the
Graduate School of Economics through a nighttime program at the Kanda Campus, which has
convenient transport access, in fiscal year 2000. This was followed by the introduction of the Business
Course in the Graduate School of Commerce in fiscal year 2002 and the Finance Course in the
Graduate School of Economics in fiscal year 2003. Moreover, established in 2016, the Economic
research course in the Graduate School of Economics aims to develop human resources with abilities
such as ”the ability to ascertain the nature of a problem through economic thought process” and
”advanced analytical capabilities based on objective data” which are highly sought-after skills in the
modern society where globalization and information technology are advancing rapidly. We provide a
wide range of curricula to students who wish to work in the areas mentioned below or people who are
already involved in areas such as general businesses, government offices, local governments, financial
institutions, and planning or researching as part of a think tank. Furthermore, from the perspective of
contributing to the regional community, we conducted the KS (Kawasaki and Senshu) Community
Business Academy, a special education program selected in projects undertaken in a vocational reeducation program sponsored by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
(MEXT), from November 2008 to March 2011 at a satellite campus in front of Mukougaokayuuen
Station on the Odakyu Line. From fiscal year 2011, we developed the KS (Kawasaki and Senshu) Social
Business Academy, a special graduate school program for working adults jointly founded by Kawasaki
City and Senshu University to cultivate human resources for social businesses, based on this
achievement, and we offer educational programs for Kawasaki citizens supported by joint government
and academic management by Kawasaki City and Senshu University.
Senshu University reached a milestone when it celebrated its 135th anniversary in September 2014.
While advocating the “development of social intelligence,” our vision for the 21st century, we have
undertaken various reforms, and we intend to continue to promote university reforms to fulfil the needs
of our time and make Senshu University an attractive university leading up to our 140th anniversary.
In an age when graduate education is being increasingly emphasized, we hope that many people
with strong research motivation gather together at the University, work hard at highly specialized
research and go out into the world as human resources who are active in a wide range of fields.
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組織図
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Graduate School of
Economics

大

学

経済学専攻（修士・博士後期）
Major in Economics (Master’s Program / Doctoral Program)

法学専攻（修士）

院

Major in Law (Master’s Program)

法学研究科
Graduate School of
Law

Graduate School

組織図
Organization diagram

経済学研究科

民事法学専攻（博士後期）
Major in Civil Law (Doctoral Program)

公法学専攻（博士後期）
Major in Public Law (Doctoral Program)

日本語日本文学専攻（修士・博士後期）
Major in Japanese Language and Literature (Master’s Program / Doctoral Program)

英語英米文学専攻（修士・博士後期）
Major in English (Master’s Program / Doctoral Program)

神田キャンパス
● 経済学研究科 プロフェッショナルコース
● 法学研究科
● 商学研究科

エコノミックリサーチコース

哲学専攻（修士・博士後期）

大学院
Graduate
Schools

Major in Philosophy (Master’s Program / Doctoral Program)

文学研究科
Graduate School of
the Humanities

商学専攻
ビジネスコース
会計学専攻
プロフェッショナルコース

Major in History (Master’s Program / Doctoral Program)

地理学専攻（修士・博士後期）
Major in Geography (Master’s Program / Doctoral Program)

社会学専攻（修士・博士後期）

生田キャンパス

Major in Sociology (Master’s Program / Doctoral Program)

● 経済学研究科 社会経済コース
● 文学研究科
● 経営研究科
● 商学研究科

歴史学専攻（修士・博士後期）

心理学専攻（修士・博士後期）

国際経済コース

Major in Psychology (Master’s Program / Doctoral Program)
商学専攻／会計学専攻
アカデミックコース

経営学研究科
Graduate School of
Business Administration

経営学専攻（修士・博士後期）
Major in Business Administration (Master’s Program / Doctoral Program)

商学専攻（修士・博士後期）
Major in Commerce (Master’s Program / Doctoral Program)

商学研究科
Graduate School of
Commerce

会計学専攻（修士・博士後期）
Major in Accounting (Master’s Program / Doctoral Program)

関連研究機関
Research Institutes
in Senshu University

■ 社会知性開発研究センター Institute for the Development of Social Intelligence
■ 社会科学研究所 Institute for Social Science

■ 商学研究所

■ 会計学研究所 Institute for Accounting Studies

■ 人文科学研究所 Institute of Humanities

■ 今村法律研究室 Imamura Institute of Legal Studies

■ 法学研究所

■ 経営研究所
04

Institute of Business Administration

Institute for Commercial Sciences

The Center for Legal and
Political Studies, Senshu University

■ 情報科学研究所 Institute of Information Science
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キャンパス
Campus

Ikuta Campus

街道
府中

❷
❸

北口
21

小田急線

登戸郵便局

❶ 1 号館
❷ 4 号館
❺ 7 号館
❻ 8 号館
❾ 11号館
❿ 図書館生田分館
⓭ 生田会館
⓮ 第 1 体育館
⓱ 北グランド ⓲ 国際交流会館
21 サテライトキャンパス

至府中

神田キャンパス

至小田原

5 出口

多摩警察署

至渋谷

世田谷通り
根岸陸橋

❸ 5 号館
❼ 9 号館（120 年記念館）
⓫ 正門
⓯ 食堂館
⓳ 第 1 体育寮

九段下駅

至町田

至新宿

… 信号

❹ 6 号館（大学院事務課）
❽ 10 号館（130 年記念館）
⓬ グリーントップ
⓰ 総合体育館
⓴ 西グランド

施設・設備
●

セブン-イレブン

専修大学120 年
記念館前バス停

バス停

ガソリンスタンド

靖国通り
九段
郵便局

城南
信用金庫

A2出口
みずほ銀行

三菱東京
UFJ 銀行

神保町駅

至神田

施設・設備

図書館

●

情報科学センター

ユーザー用各種クライアントは約 2,200 台の規模を誇り、高速かつ安定
したネットワークコンピューティング環境が整備されている。
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ローソン
サンクス

スターバックス

りそな銀行

7 号館
（大学院棟）

生田本館は、床面積約 17,400 平方メートル、資料収容規模約 180 万
冊、閲覧席数は約 800 席。人文・社会科学を中心に幅広い分野に
わたる蔵書は、図書資料約 125 万冊、雑誌は約 16,000 誌を誇る。
●

5

ホテル
グランドパレス

トンネル

西口

白山通り

北野天神社

❼

❽

至御茶ノ水

水道橋駅

専大通り

向ヶ丘遊園駅

JR 総武線

号線

至新宿

至飯田橋

❻

❺
セブン-イレブン

交番
南口

専修大学前
バス停

首都高速

❹

❾

Kanda Campus

専大
入口

❶

至川崎

神田キャンパス

東京の中心、千代田区神田神保町に位置する神田
キャン パ ス。 地 上 15 階、 地 下 3 階 の 都 市 型 高 層
キャンパスは交通アクセスも良く、社会人学生が学ぶ
には理想の環境です。

キャンパス
Campus

生田キャンパス

都心からわずかの距離にありながら、豊かな自然に包ま
れた生田キャンパス。生田緑地に隣接する広大なキャン
パスには、教育研究施設、情報科学センター、図書館
をはじめ、最新の学術・研究施設が充実しています。

●

神田キャンパスの大学院棟は、教室、大学院談話室などを完備。とくに収容人数約 200 名の 731 教室は、
学内・学外を問わず開催される各種シンポジウムや学会などで使用される。

心理教育相談室
（11 号館）

大学院学生の臨床実習教育の
場として、 面 接 室、 観 察 室、
大小 4 つのプレイルームなどが
配置されている。

●

ラーニング・コモンズ

アクティブ・ラーニング実践のための学習施設。開放空間「アクティブ
ラウンジ」、パーティションで区切られた
「スタディラウンジ」からなる。

●

図書館

神田分館は、法学、政治学分野を中心とする図書資料約 47 万冊、雑誌
約 5,000 誌を所蔵。閲覧席数は約 360 席。
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大学院概要
Outline of graduate schools

学部教育との連携を密にした高度な大学院教育

グローバルな視野を重視した開かれた大学院

Research into Social Phenomena Unfettered
by Ideologies or Orthodoxy

Seamless System from Undergraduate Courses through
High-Level Postgraduate Studies

Graduate Schools that Study the Problems of the Real
World from a Global Standpoint

専修大学は、学則第 1 条で、「本大学は、社会現象に対する自

本学大学院は、また、学部教育との連携を密にするための施策

同時に、本学大学院は、特に近年、大学院に対する社会の多面的な要求に

高度専門教育により、

由でとらわれない研究を基礎とし、旧い権威や強力に対してあくま

をいろいろと試みています。その一つは、ティーチング・アシスタント

応えるために努力しています。その一つは、高度専門職業人の養成で、各研

で批判的であることを精神とし、人間の値打ちを尊重する平和的な

（TA）
の制度で、大学院学生が学部学生の授業に参加して教員の

究科それぞれの特性に応じて、司法試験受験や、税理士・公認会計士・臨床

高い知識と能力を持つ研究者、

良心と民主的な訓練を身につけた若い日本人を創りあげることを目

指導を補助するもので、これは学部教育にプラスになるとともに、

心理士を目指す人たち、中学・高等学校の専修免許状取得を志す人たちのた

的としている」
とうたっています。現在では、年輩の社会人や外国

大学院学生の研究にも大きな刺激となるものであります。さらに、

めに、懇切な指導を行う体制が作られています。

人留学生も大学や大学院で学ぶようになっているので、
「若い日本

経済学研究科、法学研究科、経営学研究科、商学研究科は、学

また、社会人の生涯教育も大学院の重要な役割の一つです。大学卒業後社

人」の教育だけに限定できませんが、ここでうたわれた
「社会現象

部 4 年生から大学院の単位を修得し、大学院入学後 1 年で修士の

会に出て働いた人達、あるいは現在働いている人達の中で、その社会的経験

に対する自由でとらわれない研究」
を基礎とする教育は本学の基本

学位を取得可能な制度を設けています。

を活かしながら学問的教養を高めたいと願って、あらためて大学院への入学を

職業人を多く輩出しています
Our lively, broad-minded but
specialist education has produced
many capable researchers and
professionals.

的理念であって、本学大学院の教育もこの
「批判的な精神」
に立脚
しているのです。

このほか、経済学研究科、文学研究科英語英米文学専攻、経
営学研究科、商学研究科において学部 4 年生の大学院授業の履

度を設けてこうした希望に積極的に応えようとしています。

この学則が制定された 1949
（昭和 24）年から半世紀以上、専修

修を認める制度や、全研究科において科目等履修生・聴講生・特

さらに、グローバリゼーションの今日、外国人留学生の受け入れも欠かせま

別聴講生・委託生・研究生など、正規大学院生以外の人たちが

せん。本学大学院の各研究科は修士・博士後期課程で留学生のための特別入

大学院の体制も徐々に整えられてきました。現在、本学大学院は、

大学院教育に参加するための制度を設けています。学部教育より一

試を実施しており、多くの外国人がここで学んでおります。国際交流は、日本人

経済学・法学・文学・経営学・商学の 5 研究科から成り立ち、い

段高度の大学院教育を望む人たちが、本学大学院に注目し、門を

留学生の外国留学をも活発にしていますが、本学は現在世界の 18 ヶ国・地域、

ずれも修士ならびに博士後期課程を設けています。

叩いてくれることを期待しています。

30 協定
（米国・カナダ・韓国・中国・台湾・英国・アイルランド・オーストラリ

本学大学院は、これまで研究者養成に大きな力を注いできまし
学部で教員として研究・教育に携わっておりますし、また他の大学
で教鞭を執っている人もいます。優秀な研究者を多く送り出してきた
ことは、本学大学院が社会に誇れるところであって、これからもこの
伝統を大事に守り育てていきたいと考えています。
Article 1 of Senshu University's Regulations states “This University,
through research into social phenomena unfettered by ideologies or
orthodoxy, aims to produce young Japanese people who have a critical
attitude toward traditional authority and power structures, possess a peaceful
character with a respect for human values, and uphold democratic principles.”
Nowadays, with mature students and overseas students also studying with
us, our role is not limited to the nurturing of “young Japanese people,” but
the University's guiding principle remains education based on “research into
social phenomena unfettered by ideologies or orthodoxy,” and the graduate
school still strives to provide an education focused on the development of a
critical mind.,
More than 50 years since the University's present regulations were
established in 1949, Senshu University has developed into a multi-disciplinary
institution centered on the humanities and social sciences, while at the same
time steadily expanding its graduate school system. At present, the graduate
schools cover five faculties - Economics, Law, the Humanities, Business
Administration, and Commerce - and each faculty offers master's and
doctoral programs.
The graduate schools have hitherto mostly devoted themselves to
producing researchers. Many of these have gone on to become members of
the staff of the various departments at Senshu University, engaged in teaching
and research, and yet others have taken up positions at other universities. We
are extremely proud of the large number of excellent researchers that we have
produced, and are committed to continuing this fine tradition.
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希望する人が増えていますが、本学大学院は、各研究科で社会人入学試験制

大学は文科系総合大学として発展してきましたが、それにともなって

た。本学大学院を修了した多くの研究者が、現在、専修大学の各

大学院概要
Outline of graduate schools

自由闊達で開かれた

「社会現象に対する自由でとらわれない研究」
をベースに

ア・ニュージーランド・モンゴル・ドイツ・フランス・ベトナム・メキシコ・スペ
Senshu University's graduate schools have instituted a series of measures
to ensure a close link between undergraduate and postgraduate studies.
One such measure is a Teaching Assistant System. Under this system,
postgraduate students participate in undergraduate courses supplementing
the guidance of the main teacher. As well as being a plus for undergraduate
education, this system provides a major fillip to the research activities
of postgraduates. In the opposite direction, the Graduate Schools of
Economics, Law, Business Administration, and Commerce allow fourth-year
undergraduates to gain credits for courses taken at these schools, enabling
them to obtain a master degree one year after entering graduate school.
In addition to these arrangements, the Graduate School of Economics,
English major in the Graduate School of the Humanities, Graduate School
of Business Administration, and Graduate School of Commerce make their
graduate-level courses available to fourth-year undergraduates, while all the
graduate schools allow people who are not regular postgraduate students to
attend classes, including students who study a limited number of subjects,
regular and special students who take courses without receiving credits,
scholarship students, and research students. The graduate schools of
Senshu University are gaining increased attention from those interested in
postgraduate education, and we look forward to welcoming them.

イン・ラオス・カンボジア・タイ）
と教員・学生の相互交流を目的とした国際学
術交流協定を締結して、こうした要請にも応じられるようにしています。
本学大学院は、教育効果を高めるために、本学内部で他研究科の授業の履
修を認めるとともに、他大学大学院との単位互換制度を推進してきました。こ
の単位互換制度は、現在、経済学研究科が 8 大学大学院と、経営学・商学
研究科が 4 大学大学院と、文学研究科歴史学専攻が 10 大学大学院と、文学
研究科地理学専攻が 5 大学大学院と、文学研究科社会学専攻が 22 大学大学
院と、また、全研究科が神奈川県内の 29 大学と締結しています。さらに 2003
（平成 15）年度からは、「首都大学院コンソーシアム」協定により全研究科が
10 大学大学院と単位互換制度を締結し、より一層の充実を図っています。

In addition to upholding their record of nurturing superior researchers, the graduate
schools of Senshu University have over the past few years been working hard to respond to the
varied demands placed on graduate schools by society. To respond to calls to produce highlyskilled professionals, we have established a system of extensive guidance which caters to the
needs of those hoping to take the bar examination, aiming to become licensed tax accountants,
certified public accountants or clinical psychologists, and those wishing to acquire certificates
to become advanced class teachers at junior and senior high schools.
Another important role for graduate schools is serving the lifelong educational needs of
those who have already entered the workforce. An increasing number of people with university
degrees, both among those who are retired and those currently working, wish to enter graduate
schools and use their practical experience to further their academic education. The graduate
schools of Senshu University have established mature student entrance examinations in each
of their faculties that respond to the needs of such people.
Moreover, in today's era of globalization, no institution can afford to ignore overseas students.
Each faculty has special entrance examinations for overseas students in its master's and doctoral
programs, and we are host to a large number of overseas students. With an increasing number of
Japanese students wishing to study abroad, the graduate schools currently have exchange
agreements with 30 universities and organizations in 18 countries and regions (the United States,
Canada, South Korea, China, Taiwan, the U.K., Ireland, Australia, New Zealand, Mongolia,
Germany, France, Vietnam, Mexico, Spain, Laos, Cambodia, and Thailand) covering the mutual
exchange of teaching staff and students, and they work hard to meet requests for exchange.
In order to maximize educational benefits, each graduate school recognizes courses taken
in other schools within our University, and we also promote a credit transfer system with many
graduate schools of other universities. We currently have exchange agreements with 8 graduate
schools for the Graduate School of Economics, 4 for the Business Administration and
Commerce Schools, 10 for history majors, 5 for Geography majors, and 22 for sociology majors
in the Graduate School of the Humanities. In addition, all our graduate schools have credit
transfer agreements with 29 other institutes of higher education in Kanagawa Prefecture. From
the current academic year, started in April 2003, the graduate schools of Senshu University are
taking part in a credit transfer system with 10 graduate schools located in the nation,s capital
under an agreement signed with the Tokyo Consortium of Graduate Schools.
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