
　2020 年度は就職希望者 1517 人に
対し、96.3％（0.3 ポイント増）に当
たる1461人が就職した。学部別では、
経済学部が 96.7％（1.3 ポイント増）、
法学部が 95.7％（1.9 ポイント減）、
文学部が 96.0％ (1.4 ポイント増 )、
理工学部が 97.0％（0.1 ポイント減）
だった。
※（ ）は 2019 年度比
▼主な就職先
　文系男子は三菱電機ビルテクノサー
ビスが最多の７人、日本年金機構と富
士ソフトが各５人。文系女子は明治安
田生命保険が９人と最多で、三菱 UFJ
銀行が７人、東京海上日動火災保険と
他４社が各４人と続いた。理工学部と
大学院理工学研究科では本田技研工業
が６人、NTT コムウェア、NTT データ・
アイ、キヤノン IT ソリューションズ
が５人ずつだった。
　2020 年度、文系では男女共にサー
ビス業がトップだった。男子では IT
業界や公務員等の増加と金融業界への
就職者数の引き続いての減少、女子で
は金融業界が減少傾向からやや増加に
転じた。金融業界の背景として、ここ
数年のメガバンクの採用抑制がある。
特に女子の一般職就職者数は 2018 年
度の２分の１、2015 年度の８分の１
まで減少した。ただし、この影響は落
ち着いてきており、本学ではメガバン
ク以外の金融業界への就職希望も多く、
一定の人気があるようだ。理系の学生
では IT 業界への就職が群を抜いて多

い。社会の IT 業界への期待と IT 人材
のニーズは高まっている。こうした変
化と学生の関心の高まりが、IT 業界へ
の人気につながった。また、２年連続
減少していた製造業への就職者数は増
加に転じた。
▼ 2020 年度の傾向
　株式会社リクルートキャリアの『就
職白書 2021』によると、採用予定
数を 100 としたときの 2020 年度の
内定人数は 96.8 で、2019 年度の
89.5から大幅に増えた。この背景には、
企業だけでなく学生の変化も関係して
いる。昨年は新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、オンライン形式での説明
会や選考を行う企業が急増した。この
ことで、学生は従来よりさまざまな企
業を検討し、多くの選考に参加するこ
とができるようになった。オンライン
形式では時間や交通費などの負担がな
く、心理的にも参加しやすい。オンラ
イン形式の気軽さとコロナ禍での不安
が、学生の行動に作用した。しかし、
オンライン形式にはコミュニケーショ
ンの取りづらさという問題もある。学
生には一層柔軟な対応が求められる。
▼キャリア支援センターから
　オンライン形式の増加による就職活
動の変化に戸惑う学生は多い。従来の
就職活動では、企業へ赴いて社風を実
感することができたが、オンライン形
式では、実際に自分の目で企業を見定
める機会が減った。
　新型コロナウイルスの影響により、

就職活動の在り方は変化し、学生間で
情報の差も生まれている。キャリア支
援センターの高野新平事務長は「学生
間の情報交換や周囲の様子を直接見る
機会が減り、就職活動の進捗に差がつ
いている。常にアンテナを張ることで
大事な情報を逃さず、主体的に行動す
ることが求められてきている」と語る。
　自己理解や業界理解等、就職活動で
すべきことは多い。本学の対策講座や
個別相談など在学生だからこそ受けら
れる支援や環境を利用し、積極的に行
動することが重要だ。      　（川船英紀）
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　昨年１月 15 日に国内で確認され、
今なお世界で猛威を振るっている新型
コロナウイルス感染症。本学における
累計感染報告者数は、学生 65 人、教
職員５人の計 70 人だ（昨年４月１日
から今年６月 16 日まで）。本年度の
感染報告者数は、昨年度と比較して増
えている。
　本学は、本年度から積極的に対面授
業を取り入れているが、対面授業等に
おいて感染が拡大した事例はまだな
い。ただし、休み時間中のマスクを外
しての会話や課外活動後の会食など、
時間や場所が変わると気が緩み、予防
行動が疎かになる傾向が見られる。感

染症対策は、集団で継続して行うこと
でより効果を発揮する。大学という集
団に所属する者として、必要時にマス
クを着用し三密を避けるなどの基本的
な感染対策を徹底し、継続していくこ
とが重要だ。
　感染、発症した場合には本学ホーム
ページに掲載されている「新型コロナ
ウイルス感染症罹患報告フォーム」へ
の入力が求められている。個人情報が
公開されることはないため、できる限
り正確な情報を提供することが望まし
い。また、濃厚接触者となった場合や
発症し感染が疑われている場合も、同
じく本学ホームページに掲載されて
いるフローに従って行動してもらいた
い。
　新型コロナウイルス感染症の社会的
な影響力の強さから、感染した際に過
度な罪悪感を抱いてしまう人もいる。

しかし、感染したこと自体が悪いので
はない。感染拡大を避けるために何を
するのかが重要だ。本学保健室の古川
幸意さんと法性玲子さんは「社会が集
団免疫を獲得するまで、また変異株拡
大の危惧もあるため引き続き基本的な
感染症対策を実行してほしい」と語っ
た。心の相談窓口としては学生サポー
トセンターを利用することもできると
いう。 　　　　　　     　（増地未央）

▼ Society 5.0 研究所、公式ホーム
ページ開設
　３月、本学は Society 5.0 研究所
の公式ホームページを開設した。ホー
ムページには、活動内容が具体的に掲
載される。同研究所は「学融合的研究」

「連携実践活動」「人材育成活動」を３
つの柱として活動。これからの社会に
必要な力の探求や、豊かな社会構築に
貢献することを目的としている。社会
と科学技術の接点を探ることに加え、
科学技術の制御方法を考察し研究す
る。
　ホームページは研究の現状や成果を
Web 上で発信するために開設された。
研究所が主催するイベントや実際に採
択したプロジェクト、各種募集の案内
なども掲載。ホームページを活用する
ことで、柔軟かつ迅速な情報伝達が可
能となり、紙媒体よりも多くの人が閲
覧できるようになった。さらに、さま

ざまな分野の人々との社会問題に関す
る議論、自治体や企業と連携した社会
問題解決に向けての活動も行いやすく
なる。
　同研究所は、今後も現代社会が直面
する問題を深く研究し、適宜ホーペー
ジに掲載する。学長室研究助成課の寺
西浩課長は「現在はホームページを開
設したばかりだが、今後はより内容を
充実させる」と述べた。　　（上田悟史）
▼第２回ユネスコスクール関東ブロッ
ク大会開催へ
　８月７日、第２回ユネスコスクール
関東ブロック大会が本学園と各分科会
会場、オンラインで開催予定だ。大会
では SDGs の活動を広めることを目
的に、さまざまなイベントが企画され
ている。
　「ユネスコスクール」とは、世界中
の加盟校との交流を通して情報や体験
を共有し、地球規模の諸問題に若者
が対処するための教育を行う学校を
指す。こうした教育機関の重要性は、
ESD（持続可能な開発のための教育）
を推進する日本においても高まってい
る。本学園も 2019 年 11 月にユネ

スコスクールに認定された。ユネスコ
スクールの理念と、長い歴史の中で推
し進めてきた「成蹊教育」の理念が合
致したことが、加盟申請の契機だった。
　大会では、ユネスコ活動に精通した
有識者による講演やユネスコ本部との
対話セッション、大学等５団体による
分科会などを実施する。本学園は分科
会で「成蹊オーガニックコットンプロ
ジェクト」として、成蹊小学校５年生
の授業を公開する予定だ。サステナビ
リティ教育研究センター副所長で理工
学部の藤原均教授は「一般参加者によ
るポスター発表や動画公開も行う。興
味のある方はぜひ公式ホームページを
訪れてほしい」と語った。      （万浪耀）

　私たちは生活において少なからず他
人の目を気にする。コロナ禍で「皆が
着けているからマスクをする」という
人も多くいるだろう。社会は人と人と
の結び付きで成り立っている。自分
の意思でさえ、周囲の環境の影響を
受けていることがある▼新型コロナウ
イルスワクチンの接種が進み、高齢者
への接種は７月中にはほぼ全ての自治
体で完了する見通しだ。コロナ禍収束
への希望も持てるが、ワクチン接種の
リスクが頭をよぎる人は多いだろう。
Google で「コロナワクチン」と入力
すると「副反応」「安全性」と検索予
測が表示される▼ 1976 年まで一部
疾病の予防接種は罰則規定のある義務
だった。その後、感染症患者の減少や
副反応をはじめとする健康被害から、
段階的に規定が緩和され現在に至る。
今回の新型コロナウイルスワクチンの
接種は義務ではなく、国民が自分自身
で打つ、打たないを選択できる。ワク
チン接種は日常を取り戻すための効果
的な方法の一つだ。一方、今後交通機
関の利用や対面授業への参加、会社へ
の出勤に「接種歴」の提示を求められ
る可能性も否定できない。自分の意志
に関係なくワクチンを打たざるを得な
い人も出てくるだろう▼社会が人と人
との相互関係の上に成り立っていると
はいえ、個人の意思を優先する自由も
ある。ワクチン接種を行うか否かにか
かわらず、自分の意思で決断すること
に意味がある。信頼性のある情報か、
自分の判断にバイアスがかかっていな
いか、この機会に主体的に考えること
を習慣にしたい。　　　　（大原将世）

　来年４月、理工学部が現行の３学科
から１学科５専攻に改組される予定だ。
課題解決に向けて自らのビジョンを提
示し、新たな価値を創造する「新しい
理系」の養成を掲げており、３つの特
別プログラムや実践的な科目などを設
置する。
　改組には主に２つの目的がある。ま
ず、確かな専門性と共に、ICT に強く
社会に立ち向かえる人材を育成するこ
とだ。近年は AI 技術の進歩が加速し、
ICT 活用力を持つ人材の需要が高まっ
ている。こうした世の中の変化を受け、
新理工学部では ICT 分野の教育を拡充
する。また、幅広い知識を持つ人材の
育成も目的だ。例えば電気自動車を造
る場合、電気工学と機械工学の知識が
求められる。従来は学科を越えた履修
が困難だったが、専攻制にすることで

他分野の科目も選択しやすくなる。
　特別プログラムとしては、生命科学
プログラムと経営科学プログラム、教
育手法プログラムの３つを用意。専攻
の枠にとどまらず、アクティブラーニ
ング形式で実践的に学ぶ。そのほか共
通科目には、論文の書き方やプレゼン
テーションスキルといった社会人基礎
力を養う科目群や、ICT 活用力を付け
る科目群も設置。プログラミング言語
の Python を用いた演習やコンピュー
タ、データサイエンスの知識と技術を
深める授業も行われる。

　新設される理工学科では、専攻によっ
てさまざまな進路選択が想定される。
情報科学分野の教育を行うデータ数理
専攻やコンピュータ科学専攻では、将
来 ICT 業界や電機メーカー、ソフトウ
エアに関わる企業への就職を見据えて
いる。機械システム専攻・電気電子専
攻では、自動車をはじめとするメーカー
や電力会社などへの就職、応用化学専
攻では、石油や薬品などの化学製品を
扱う企業への就職が期待される。
　今後も理工学部は日々変わっていく
世の中に目を向け、時代に合った取り
組みを模索する。改組について小池淳
理工学部長は「変化する社会に適応で
きるよう、専攻分野だけでなく幅広く
学びを提供する学部を目指す」と話し
た。　　　　　　　　　　　（石井涼雅）

４号館のアルコール消毒液 本学園で行われている ESD




