
　正門からキャンパスに入ると、赤
いれんが張りの本館が正面に見える。
構内で最も歴史のある建物の一つで、
本学園が池袋から吉祥寺に移転した
1924 年に竣工した。本学の象徴とさ
れており、その美しい外観から映画や
テレビドラマの撮影にも使われている。
　開学以来授業棟として使用されてい
たが、現在では本学を支える部署の集
まる本部棟としての役割を担っている。
１階西側の学生部は、拾得物の管理や
部活動・サークル活動のサポート、奨
学金に関する手続きなどを行う。北側
に位置するボランティア支援センター
では、コーディネーターへの相談や情
報収集が可能。その他にも、アドミッ
ションセンターやサステナビリティ教
育研究センターなどが設置されている。

　本館中央部の２・３階には、吹き抜
けでつながった大講堂があり、半円アー
チ型の窓をはじめとする洋風の造りが
特徴的だ。広く開放感があるため、講
演会やミス成蹊コンテストの会場とし
て使用されている。昨年度に行われた
新入生歓迎行事でも、應援指導部チア
リーダー部や競技ダンス部の発表場所
として用いられた。　    　 （大濵百花）

　情報図書館は約 130 万点の図書資
料を所蔵している。ガラス張りの壁と
１階から５階まで続く吹き抜けによ
り、日差しをたっぷりと取り込めるデ
ザインが目を引く。充実した設備の中
でも、冷暖房完備の個室閲覧室「クリ
スタルキャレル」は、静かな環境で集
中できると好評。同じく人気を集める
のが、アトリウムに浮かぶグループ閲
覧室「プラネット」だ。こちらは、ゼ
ミや少人数の授業といった複数人での
学修を行う際に使用可能だ。
　新型コロナウイルスの影響により
キャンパスへの入構が制限された昨年
度は、大型本を除く一般図書を自宅へ
郵送する無料サービスを実施。イン
ターネットで申し込むことで外出自粛
の際も蔵書を借りられ、郵送による返
却も条件付き措置で認められる。この

　大学という環境に魅力を感じる学生
は多い。しかし、オンライン授業が中
心となり、大学で学ぶ意義を見失いつ
つある人もいるのではないか。そこで
座談会を開催し、大学生活について学
生に話を聞いた。メンバーは北知歩さ
ん（現代社会２）、後藤涼介さん（経済
経営２）、山本隼土さん（法律２）、金
子敬裕さん（情報科２）、田代雄人さん

（政治２）の５人だ。
▼大学の授業から得た知見
　北さんは「在学中は学びに対して欲
張りたい」との思いから、興味を持っ

た授業は積極的に履修するように心掛
けている。実際に、専攻分野とは異な
る物理学の授業を履修したことで視野
を広げたという。
　また、後藤さんは少人数制の特別カ
リキュラムである情報分析プログラム
の「アントレプレナーシップ」に関す
る授業が印象に残ったと話す。この授
業では、起業家精神を学ぶために企業
や個人事業主にインタビューを行う。
オンライン授業であったため、対面で
はなかなか交流できない海外の人から
話を聞けたという。「この経験を自分

の将来にも生かしたい」と意気込んだ。
▼授業以外の活動から得た学び
　大学生活の中で学びを得る機会は授
業だけではない。山本さんは、所属す
る混声合唱団の活動を通して自らの成
長を感じた。オンラインでの部活動と
なり、部員間で活動に対するモチベー
ションに差が生じている状況を目の当
たりにしたことで、自分に何ができる
か考えるようになった。元々主体的に
動くことは苦手だったが、今では組織
の中で役割を担う重要性を実感してい
るという。他の参加者も、アルバイト
やボランティアなどを通し、責任感や
円滑な人間関係を築く力を磨いていた。
▼大学で学ぶ意義
　金子さんは大学を「さまざまな挑戦
ができる場所」と表現した。社会人に

　昨年度は多くの大学がオンライン授
業を実施し、大学生活は大きく変わっ
た。授業の遠隔化が進み、学びが多様
化している今、積極的に学ぶことの重
要性は高まっているのではないだろう
か。また、近年はアクティブラーニン
グといった学生主体の学修法が教育現
場に導入されており、能動的な学修は
社会で注目されつつある。
  本特集で行った座談会では、実際に
能動的に学んでいる学生たちが、学び
について意見を交わした。授業や課外
活動を通して他者の視点に触れること
が、自らの成長につながったと実感す

る学生は多いようだ。自身の経験は社
会に役立てることもできる。子どもた
ちに学びを提供するボランティア活動
はその一例だ。さらに、学校卒業後も
各自の課題を解決するためのコミュニ
ティに参加し、学修したことを仕事に
生かす人も増えている。こうして連鎖
した「学び」から得たものは、周囲に
役立てることができる。
　取材を経て、学ぶ内容や方法の幅広
さ、知識を活用する機会の豊富さに気
付かされた。個人で知識を蓄えること
も必要だが、学びは一人で完結するも
のではない。さまざまな人と関わる中
で、学んだことは生かされ、深まって
いくのではないだろうか。学び方が変
容する時代だからこそ、学ぶ意義や学
んだことを生かす機会について考える
ことが求められる。    　　（梶原万穂）

　「リカレント教育」という言葉が日
本でも普及し始めている。リカレント
とは「循環」という意味で、学ぶこと
と働くことを循環させ、自らを向上さ
せることを指す。このような考えの広
まりとともに、大人向けの教育サービ
スも増加傾向にある。今回は 20 代か
ら 40 代の利用者が多いオンライン教
育サイト「Schoo」を取り上げる。
　Schoo では、登録者が無料で生放

送授業を視聴でき、有料会員は録画授
業も受講可能。「自ら未来を選択する
ために学んでおくべきこと」を軸に、
幅広く展開される授業が大きな魅力
だ。受講生の反応をはじめとしたデー
タに基づいて、ユーザーが求める授業
を提供している。大手広告代理店で活
躍する社員による、相手の心をつかむ
言葉についての授業や、ビジネス書の
著者が自著を解説する授業など、社会
人にとって実践的な内容が人気だ。
　他のオンライン教育サイトと異なる
のは、授業が生放送で配信される点だ。
受講生は質問や感想をチャットボード
に書き込むことで、講師や他の受講生

とコミュニケーションを取ることがで
きる。こうしたやり取りが、受講生の
学びを深めることにつながっていると
いう。単に知識を提供するだけではな
く、学びのコミュニティとしての役割
を果たしていることも、Schoo が支
持される理由の一つだ。
　株式会社 Schoo の代表・森健志郎
さんはウェブサイト note にて「学び
は、日常生活や人生と寄り添う概念だ」
と述べている。Schoo のようなオン
ライン教育が拡大することで、学びは
より身近な存在へと変わっていく。働
きながら学ぶという生活スタイルが当
たり前になる日は近い。　（三瓶純一）

　「学び」は教育を受けることだけにと
どまらない。NPO 法人 Learning for 
All では、学生がボランティアとして

「子どもの貧困」の本質的解決に向けた
活動をしている。
　本団体は、困難を抱えた子どもたち
への学習支援事業と居場所支援事業を
展開。各地域の公民館や学校の教室を
拠点に学習支援を行うほか、安心でき
る居場所を提供し、生活指導や食事提
供など、子どもの状況に合わせた支援
を行う。現在は子どもを多角的に支援
する包括的支援モデルの作成と、より
多くの地域へのモデルの導入に尽力し
ている。将来的には包括的支援モデル
を法制度化することが目標だ。
　また、本団体の事業は学生の人材育
成も兼ねている。ボランティアに採用
された学生は約 30 時間の研修を受講。
指導準備やフィードバックも毎回入念
に行われるため、誰もが質の高い教育

を実現できる。こうした育成の背景に
は、子どもの貧困の本質的解決に向け
た強い思いがある。職員の吉山泰子さ
んは「参加している学生にはボランティ
アを通して課題を捉え、社会に出ても
子どもの貧困の問題を意識した行動を
続けてもらいたい」と話す。本団体は
学生ボランティアを随時募集している。
関心がある方はまず、ボランティア相
談会に参加してはいかがだろうか。
　本団体の活動では、社会問題を知識
として学ぶだけでなく、教える側に立っ
て理解できる。多くの視点から課題を
知り、一人一人のできることから行動
していくことが重要だ。 　　 （夏目大）

トの運営、就活準備イベントの企画、
公務員試験対策講座の開催などを行う。
幅広い業務を通して、学生のキャリア
形成を支えている。学年に応じた個別
相談も実施されており、一人一人に寄
り添ったキャリア教育を１年次から受
けることができる。
　２階には国際教育センターがある。
留学生の手助けを行うバディシステム
や多読教育プログラムといった、国際
感覚を培う取り組みが実施されている
場所だ。１号館の各施設で提供される
サービスは、充実した学生生活を送る
上で活用できるだろう。自身に合った
ものを選択し、将来に役立ててほしい。
　　    　　   　　　　　（髙田亜美）
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サービスは多くの学生に利用され、図
書館にサービス継続の声が寄せられる
など大きな反響を呼んだ。
　また、自宅学習の際には図書館が契
約するオンラインデータベースが有用
だ。以前は学内のネットワークからで
なければ使用できなかったが、昨年度
から学外でも一部を除き利用可能に。
論文やレポート作成に活躍する辞書、
事典や新聞だけでなく「東洋経済デジ
タルコンテンツライブラリー」など就
職活動に役立つサイトにもアクセスで
きる。覚えておけば、コロナ禍の学生
生活で重宝するはずだ。　（外山隼也）

　本館の東側にあるトラスコンガーデ
ンは、広々としたスペースを持つ人気
のカフェテリアだ。学生からは「トラ
コン」という愛称で親しまれている。
憩いの場としてなじみ深いトラコンの
歴史は古く、1924 年までさかのぼる。
屋内運動場として建てられたが、戦時
中にはトランシーバーの組み立て作業
場だったこともある。戦後は大学小体
育館として長らく利用され、2018 年

の内装改修を経て、現在の姿に生まれ
変わった。
　建物内には自動販売機、コンビニ、
コンビニ内 ATM などが設置されてい
るため、休み時間には多くの学生でに
ぎわう。テーブル席やソファが多数設
置され、大人数を受け入れることが可
能だ。また、勉強や待ち合わせに適し
た窓向きのカウンター席も用意されて
おり、さまざまなシーンで活用できる。

キャンパスの中庭であるアトリオに
面した１号館は、４階建ての建物だ。
館内には学生相談室や各種センターな
どが設けられている。１階にあるキャ
リア支援センターは、就職活動に関す
る情報を扱う。求人票やインターンシッ
プ・就職活動の体験談を掲載したサイ

○ご意見・ご感想は
seikeipress@gmail.com

○広告掲載のご依頼は
seikeipress.ad4@gmail.com

までご連絡ください。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！本年度は対面授業も

段階的に再開される予定です。本学には、授業以外でも活用できる施設

がたくさんあることを知っていますか。この施設紹介が、より有意義な

学生生活を送る助けになればうれしいです！

勉強を教える学生ボランティア
（コロナ禍以前の様子）

なると失敗が許されない状況が増える
が、学生の間は失敗しても取り返しが
つくことが多い。意欲的に挑戦するべ
きだと呼び掛ける。一方、田代さんは
大学を「無駄」なことが学べる場だと
捉える。実学のみならず、あらゆる学
問を通して教養を身に付けることが、
豊かな人生の実現につながると述べた。
　このように、学生のうちにさまざま
な経験を積むことが、自身の成長の糧
となるだろう。大学生活の中で得られ
るものは人それぞれだ。一度自分なり
の大学に通う意義を見つめ直してみて
はいかがだろうか。　      　　（増田猛）

広く開放感のある大講堂




