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新入生の皆さんなら誰

し も 、「 大 学 で 何 を 学 ぶ

か」を考えながら大学の

門をくぐったのではない
大学生活において最も

でしょうか。

重要なカギは、与えられ

ただ憶えようとするので

おぼ

る知識を受け身のままに

はなく、自分が抱く「小
さな疑問」を大切にし

知のワンダーランド・
専修大学にようこそ。
大学生活は４年間です

が、たった４年間でも人

生は変わります。君たち

のこれからの生き方を決

める大事な時間です。専

修大学は素晴らしい伝統

ある大学です。その伝統
を未来に向かって革新す
るのは君たちです。自分

入学おめでとう。不安
よりも期待で胸を膨らま
期待を結果に結び付け

せていることでしょう。

るために、準備を整える

ことと、運を引き寄せる

ことの２つを心掛けてみ
入試や部活の結果は、

ましょう。

本番までに、勉強や練習
（準備）をしっかりでき

ご入学おめでとう。数

多くの進路選択肢のなか

から専修大学入学を決め

た皆さんとのご縁を感じ

ております。これからの

４年間、我々が皆さんに

提供する知識と経験が皆

さん自身の自立的判断力

を研ぎ澄ますことにつな

がることを切に希望して
おります。

ご入学おめでとうござ

います。今、皆さんの前

には大学で過ごす４年間

という時間があります。

この時間を大切にして、

じっくりと自分の好きな

分野の知識や経験を広げ

インターネットで遠く

ていってください。

の人と簡単につながり、

言葉を交わすことができ

入学おめでとうござい

ます。本学部は文理融合

の画期的な学部ですので

文系入試でもプログラミ

ングが必修ですし、理系

入試の人もデザインの演

習があります。情報に形

を与える「情報デザイ

ン」も、情報システムを

構築する技術力もどちら

も必要だからです。学習

新入生のみなさん、ご

入学おめでとうございま

す。人間科学部における

学びについて私たちの考

えをお伝えしたいと思い

ます。

どんな学問分野でも学

びの初期段階では、基礎

的な知とスキルをしっか

り身につける必要があり

ます。知とスキルの土台

れています。大学生活を満喫するため

試験や試合で当日できることは、限ら

任も多く伴う点にあります。情報は豊

高校時代よりも自由であるが、自己責

がる方法が「読書」です。たとえばギ

も空間的にも、さらに遠い人々とつな

企画し実現していく力を身に付けるこ

れを使って生活や社会に新たなものを

造性の宮殿を、その上に建築すること

での学びの究極の目的である立派な創

があってはじめて、大学

に変わってしまうのか、自分が変わる

ができます。しかし、これを一つの授

だけが目的ではなく、そ

ために自律的に自分を変えるのか。そ

とがカリキュラムの目的です。

る現代ですが、時間的に

を解くためにどう生かすかという能動

リシアや中国で紀元前に書か れ た 書

大学生たるゆえんは、

的な発想に立つことだと思います。

富に提供されますが、それを自ら取捨

す。経済学部での学業を通じて社会・

ら大学生になるための不可欠の要素で
人間らしく生きてほしい。そのために

君たちには、もっと自由に、もっと

自分が気づかないチャンスを周囲が教

度は、みんなが応援したくなります。

また、がんばっている姿や誠実な態

味や卒業後に就きたい職業を見据えた

も全員が同じではなく自らの学問的興

きる。すごいことだと思いませんか。

々が残した言葉に触れ、それを理解で

会、学ぶことが楽しくなる大学生活だ

れらを学内でも学外でも発表 す る 機

計されています。土台作りは単調でつ

に到達できるようにカリキュラムが設

学び、専修大学

え」
をつかむ努力をしてみてください。 ほしい。知らざるを識り、問うことを
た大学生活を送

きます。充実し

えてくれるようになると、運が向いて

を携えた積極的

く、知的好奇心

にも受け身でな

科目選択が必要となります。ぜひ何事

時間に恵まれま

のような豊かな

対話をする。そ

著者とゆっくり

ひとり静かに本のページをめくり、

ますから、他学

トや発表があり

合わないレポー

習しないと間に

と思います。授業時間と同じくらい自

じ、精進してく

きることを信

立派な宮殿がで

り越えて初めて

らい努力を必要としますが、それを乗

じ ゅ ば

君たちは君たち自身を信じて柔張って

は、私たちが君たちを信じる以上に、

を十分に楽しん

な学生生活を送

思考をめぐらせなが ら「 自 分 な り の 答
その先には自
れるよう、工夫

おの

ずと、入学時と
してみましょ

社会的取り組みに関する課題発

広い領域における、企業活動や

ュニティからグローバルまで幅

商学研究科は、ローカルコミ

ます。

大学院入学おめでとうござい

見と問題解決を視野に入れた実

践的研究を志向しています。新

入生の皆さんは、日々変化する

現実の事象を追いながらも、決

してそれに振り回されることな

少数になりました。この厳しい

今年の入学生は、残念ながら

の挨拶を申し上げます。

んに、スタッフを代表して歓迎

法科大学院に入学された皆さ

ださい。

でほしい。大好

大学院の存在意義は高度の研

究と学問、洞察力をもって社会

への貢献をすることを使命にし

部とは違います。

き専修大学！

すように。

卒業時との「違

ってください。

新入生の皆様、ご入学おめで
とうございます。大学院での研
究は、自分自身が明らかにした

ている。多様な価値観を新たな

価値に転換する能力が問われ

る。私は経営学を実践の学とし

て捉えている。実践の学とは人

類の幸せに貢献することであ

り、つまり人間の学でなければ

ならないと常に考えている。社

会科学のみならず、自然科学の

望する能力を身につけてください。

研究者等に自身を磨き

上げ、社会に貢献する

有為な人材として巣立

っていってほしいと考

えます。

す。

時期であるからこそ、皆さまに

は明確な目標に向かって邁進し

てもらいたいと考えています。

春休み期間も自習をされて来

たと思いますが、これから教室

で予習された内容を確認し、進

化させる日々が続きます。今も

っている意欲を持続させ、今も

っている緊張感を持続されるこ

とを希望します。

これから法律を扱うプロとし

ての「技術と精神」を学ぶこと

感の修得を希望しま

法律家の魂である正義

になりますが、大事な

正義感のある法律家を目指せ

くるはずです。

入学おめでとうございます。
大学院、とりわけ修士課程の

２年間はあわただしく過ぎてい

いテーマを選び、関連する文献
の講読や実験、実習、フィール
ドワーク、指導の先生や友人と
の議論などでの試行錯誤をとお
して、あなたのテーマ追究にと
って拠り所になる考え方や理
論、方法を選び出し、考察を積
み重ねていく作業です。

く、基本的な知識や理論を理解

これからの君たちに期待することはワクワ

し、それを基に現実に生起して

クするような課題・テーマを設定し、地道に

分野においても同様だろう。
一方、なかなか成果が得られず将来が見えな

一所懸命に努力 し て ほ し い と い う こ と で あ

この作業には、楽しさがある
い苦しい時期も当然あります。しかし、常に

そうすることによって、高度な専門的知識

を今一度覚醒し、その
精神で頂上を目指して
もらいたいと念願する
ものである。

いる諸問題を分析し、将来を展
自分に正直に、 自 分 が 歩 む 道 に 自 信 を 持 っ

り、同時に、一見関係なさそうなことに好奇
まい しん

指導の先生や友人の

ナルな研究に邁進してください。
意見、批判に対して
も、身構えずに自然体
で、どうぞ積極的に利
用してください。

のころのｗｈｙの精神

て、たとえ逆風の中でもしなやかに、オリジ

課題発見・問題解決能力の体得を

を有する職業人や起業家、あるいは学術的な

「実践の学」をｗｈｙの精神で

心を持ってほしいということである。子ども

試行錯誤からテーマを追究

学部長・大学院研究科長・法科大学院長からの歓迎メッセージ
専修大学大学院へようこそ。

大学院は皆さんが知的パワーを

高め、ステップアップできる絶

った思い出があります。研究者

を目指そうとする場合、研究者

のための基礎的な訓練を受けた

うえで論文を書き上げる必要が
あります。
高度な職業を目指そうとする
場合は、法学についての総合的
な理解を獲得したうえで論文の
テーマを見つけ、それについて

ものを引き出してくだ

し 、で き る だ け 多 く の

さまざまな教師と接触

指導 教 授 だ け で な く 、

ですから、教師を利用することができます。

科は法学部よりさらに、教師との関係が密接

しかし恐れる必要はありません。法学研究

ん。

深く立ち入った研究を行わなければなりませ

総合的な理解と深い研究を
さい。待っています。

石村 修

法科大学院長

好の舞台です。主役はもちろん

あなた自身。そしてあなたの志

がすべてです。その志の実現の

ためにも、十分に研究時間を確

保し、研究を通じて論理的思考

力を磨き、さらに専門的なライ

ティング能力を高めることを心

掛けてください。
目指すは「冷静な頭脳（Ｃｏ

ｅａｒｔ）を兼ね備え、社会の課題に取り組

む強い志を持った人材」です。指導教員との

二人三脚はもちろん、専修大学という充実し

た教育資源をフルに活用し、新たなキャリア

の扉を切り開いてくだ
さい。
私たちは全力でアシ

ストすることをお約束

します。

渡辺 達朗

商学研究科長

加藤 茂夫

経営学研究科長

広田 康生

文学研究科長

小川 浩三
法学研究科長

徳田 賢二
経済学研究科長

ｏｌ Ｍｉｎｄ）と温かい心情（Ｗａｒｍ Ｈ

冷静な頭脳と温かい心情

う。

い」も生まれて

し

経済をめぐる種々の疑問に向き合い、

こうした発想の転換こそ、高校生か

には、授業に向けて、しっかり準備
（予

知とスキルの土台作りを

れが問われる４年間です。

たかどうかが重要です。

江原 淳

ネットワーク情報学部長

業科目内で達成することはで き ま せ

楽しいが楽ではない

ん。人間科学部では４年間でこの目標

を変えないために他律的

山上 精次

人間科学部長

廣瀬 玲子
文学部長

新しいものを創造する演習、一人で

ひとりの時間を大切に

なく仲間と協力して達成する成果、そ

知的好奇心をもって

物。それらを翻訳で読むことで、わた

しっかり準備をしよう

したちは地域も時代も言語も異なる人

大好き専修大学！

選択することが大学生には求められま

て、学んだ知識を、それ

佐々木 重人
商学部長

馬塲 杉夫
経営学部長

白藤 博行
法学部長

内山 哲朗
経済学部長

す。大学の時間割ひとつを例にとって

「小さな疑問」
を大切に

習）することが大切なのです。
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