専修大学広報課

公認会計士試験など難関突破の 人 合格祝賀会⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝❸

した︒専修大学の襷をかけて

残念ながら出場できませんで

を歌いますと︑専修人として

です︒神宮の試合で共に校歌

大学野球は︑やはり神宮球場

れるものと期待しています︒

格した者がいたことは︑快挙

法科大学院の相互連携により

い状況にあっても︑法学部と

︵

年 月現在︶し︑現役合

法曹教育を明治期にいち早く

では︑女子競走部が︑年々力

新司法試験になってからの合

た年に合格した者もいます︒

ています︒

図る責務を負っていると考え

開始した本学としては︑厳し

を付けてきており︑硬式野球

格は 人です︒２年次生で合

会を突破し︑来春の箱根路を

あり︑大学評価のバロメータ

ーであることを肝に銘じ︑教

学と法人が一体となって大学

改革に邁進したく存じます︒

となりました︒その際に︑校

友会・育友会からのお力添え

があったことにも感謝してお

また︑遠隔講義システムの

ります︒

ンセンターで展開される資格

試験対策講座︑生田・神田両

キャンパスに新旧カリキュラ

学部は数理統計を駆使して現

ャンパスへの全面移転を機

学部でも︑

継続して進めております︒商

末時点で同協定を締結した自

支援協定を結んでおり︑昨年

積極的に地方自治体との就職

皆さまのお力を引き続きお貸

この改革を完遂できるよう︑

ムが併存する日本語学科の授
学院との連携を視野に入れた

代の経済事象を多角的に捉え

に︑ 神 奈 川 県 川 崎 市 に 加 え

しやすい大学となるために︑

ル配信やオンデマンド配信の

今年も︑全学一丸となって

検討を進めております︒

しください︒

【神田キャンパス】

２月２日㈯

窓口受付日

金栗四三の偉業語る 玉名市で社会知性フォーラム⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝❹
商・神原ゼミ生︑籐のピアスを製造／育友会奨励賞⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝❺
いきいき躍動 ゼミや課外活動で学び深める専大生⁝⁝⁝⁝⁝⁝❻❼

神田１号館の研究室増設等工
箱根路を走る選手を見ること

法学教育・法曹教育の進展を

石巻専修大学 経営・益満ゼミ︑登米市の魅力を発信⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝❿

事も進行します︒２０２０年
ができないことは︑戦前から

でした︒司法試験では５人が

ことと思います︒法学教育・

新年を迎え︑慶賀申し上げ
４月には商学部の神田移転︑

合格し︑法科大学院を修了し

人が合格

ま す︒
﹁平成﹂最後の年とな
国際系新学部構想の具現化な

の一体感を感じますし︑母校

会計士試験には︑

りましたが︑専修大学創立１

愛を抱きます︒石巻専修大学

行もいよいよ大詰めの年を迎
りません︒キャンパスを逐次

経営学部ビジネスデザイン

学科および文学部ジャーナリ

ズム学科は初めての入試とな

願者５万人︑石巻専修大学の

ります︒専修大学の目標は志
格者総数は１６０人に達しま

者数は︑本学の心臓の鼓動で

部の活躍も顕著です︒一層の
各種国家試験については︑

今後は合格者数が増えていく

面からの支援をしなければな

成果が出てきています︒公認

本学の特色を打ち出していく

は︑神宮球場に返り咲いてく

上で重要な時期でありますの

一憂しますが︑カレッジスポ

％︶
です︒
志願

ーツは︑辛抱強く育成し︑支

目標は入学定員充足︵昨年の

神田キャンパスの靖国通り
援し続けることが重要だと思

定員充足率は

新校舎および黒門前新校舎の
っています︒箱根駅伝には︑

実現に向けた準備も始まって

したが︑昨年は︑いろいろな

建設は︑急ピッチで進められ

保証﹂への取り組みの一つと

貢献への取り組みや︑公認会

おります︒特に体育会所属学

面で苦戦を強いられました︒

ています︒それと並行して︑

して︑全学の授業科目のすべ

存の国際経済学科を加えた３

計士試験・税理士試験等の資

生用の科目やエクステンショ

奮闘を期待します︒

明けましておめでとうござ

てに６桁のコースコードを付
は︑大学院と連携して︑昨年

格試験合格者をさらに増加さ

りません︒野球部の１部復帰

います︒２０２０年創立１４

与し︑当該科目が全学的にど
学科体制への移行を準備して

せるための努力を続けており

はかないませんでした︒今年

０周年プロジェクトの完結に

のように位置づけられている

から始まった公認心理師試験

おりますし︑新設予定の国際

ことは︑大学力の向上にとっ

向けて︑いよいよ直前準備の

制度への対応を果たしまし

コミュニケーション学部でも

て重要なことであります︒

年となりました︒

かを体系的に示す﹁科目ナン

た︒

スポーツの勝敗には︑一喜

経営学部ビジネスデザイン

さらに︑法学部では法科大

バリング﹂
もスタートします︒

たします︒

学科と文学部ジャーナリズム

将来︑社会で活躍している姿

を迎えます︒両学科卒業生が

﹁学びの力﹂より強く

を思い浮かべると︑今からと

学部３年次卒業制度の導入を

る﹁現代経済学科﹂と︑経済

て︑東京都千代田区︵神田神

ても楽しみです︒
また︑来年度から︑経営・

めざしているほか︑各学部に

活動が影響を及ぼす生活環境

府県１市︶

業科目などを想定して︑リア
文・ネットワーク情報・人間

よる授業共同開講や全学公開

の仕組みを学ぶ﹁生活環境経

本学は︑地方出身者が志願
科の４学部では新カリキュラ

科目の積極的な履修を後押し

ソフト・ハード両面の整備を

ムがスタートします︒学生の

する制度づくりの準備も進行

年度に向けて︑経済

目線に合わせて︑体系的かつ

︵
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年４月の神田キ

効率的な﹁学びの力﹂が強化

一方

80
治体数は︑

完成イメージ図
保町︶の活性化といった地域

（仮称）
済学科﹂への改組︑これに既

ます︒

学科は︑今年初めての入学者

で︑ご支援・ご協力いただき

飛躍の基盤確立の年

整備し︑
大学改革を推し進め︑ 走ることができるよう︑多方

たすき

４０周年記念事業・石巻専修
出場してきた本学としては︑

出願受付中

何とも寂しい限りです︒予選

専修大学は2020年に
創立140周年を迎えます。
専修大学は2020年に
石巻専修大学は2019年に
創立140周年を迎えます
創立30周年を迎えます。

どが予定されていますので︑

えました︒策定されている記
念事業等を完遂すべく全力を
尽くす所存です︒私学を取り
巻く環境には厳しいものがあ
りますが︑本学が飛躍するた

21

靖国通り神田新校舎
し て い ま す︒ 人 間 科 学 部 で

30

12日㈫、13日㈬
２月１日㈮

※消印有効

出 願
締切日

ソフトバンク高橋礼投手︵平 商︶に寄付感謝状⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝❷

■ 専修大学140周年ロゴ/石巻専修大学30周年ロ

12

２月 １日㈮
１月24日㈭

※消印有効

出 願
締切日

29

工期通りに完了しなければな

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

〠101-8425
東京都千代田区
神田神保町3-8
☎03-3265-5819
（直）

大学創立 周年記念事業の遂

「専修大学」ホームページ

毎月１回15日発行
発 行 所

ますよう︑よろしくお願いい

めの基盤を確たるものにする

18

12

試験日

30

20

義博
日髙
重人
佐々木

30

されます︒同時に﹁教育の質

20

理事長
学長

第５７８号
修
専
ス
ー
ュ
ニ
２０１９年（平成３１年）１月１５日
（１）

2019年 年頭所感

スカラシップ・
全国入学試験〈一部〉

一般前期入学試験〈一部〉

試験日

２月９日㈯、10日㈰、

※詳細はホームページで

必ずご確認ください。

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

【神田キャンパス】TEL03・3265・6677
【生田キャンパス】TEL044・911・0794

入学センターインフォメーション

