
生徒と交流できたりとメリットもあっ
た。今後もオンライン化との併用で、
多くの受験生に本学を知ってもらえる
機会が増えるだろう。
▼今後に向けて

本学は、学校説明会や進学相談会で
の参加者とのコミュニケーションを大
切にし続けていく。オンラインでも受
験生の心配事の解消や、受験生と大学
とのミスマッチ防止を強化できる方策
を検討中だ。この先も対面と非対面の
共存は必要になる。それぞれの良いと
ころを生かし、より一層積極的に広報
活動を行っていく予定だ。また、受験
生が入試に安心して挑戦できる環境を
つくれるよう、引き続きしっかりとし
た対応を心掛けたいという。（小澤奈央）

▼本年度志願者数と考察
志願者数は延べ１万 8641 人で、昨

年度比 85.4％と減少した。本年度は
大学入学共通テスト（以下共通テスト）
が導入された。例年と異なり、問題形
式や想定平均点など過去の情報を参考
にすることが難しいため、不安に思う
受験生も多かっただろう。こうした入
試制度改革の開始に加え、新型コロナ
ウイルスの感染拡大が受験生のさらな
る不安を煽ったといえる。本学は、感
染拡大により広報活動の規模を縮小せ
ざるを得なかった。本年度開催される
予定だった多くの対面式の学校説明会
や進路相談会は中止。受験生が直接本
学から情報を得る機会が減ったため、
志願者数が減少したと想定される。
　学部別に見ると、経済学部が 435
人減の 3490 人、経営学部が 614 人
減の 3639 人、法学部が 212 人減
の 3741 人、文学部が 506 人減の
3714 人、理工学部が 1428 人減の
4057 人だった。今回は、全ての学部
で志願者数が減る結果となった。しか
し、経済学部経済数理学科では、Ｍ方
式を除き志願者数が増加している。学
科設置以来２回目の入試ということも
あり、同学科の学びの内容に対して受
験者側の理解が深まっていることが理
由の一つに挙げられる。また、同学科
は数学の配点を高く設定している。本
年度の受験生が自らの進路を考え始め
る時期に、こうした特徴について捉え
ており、同学科を進学先の候補として

いたことが今回の数字につながったと
推測できる。
　方式別では、３教科型学部個別入試
のＡ方式が 1411 人減の 8686 人、
２教科型全学部統一入試のＥ方式が
978 人減の 2378 人、２教科型グロー
バル教育プログラム統一入試のＧ方式
が 96 人減の 256 人。共通テストの
３教科の結果を利用するＣ方式が 120
人減の 6350 人、理工学部を対象とし
た共通テスト６科目型のＳ方式が 347
人減の 339 人だった。また、共通テス
トと独自試験を併用し、国公立大学と
の併願に適するＰ方式は 231 人減の
621 人。経済学部を対象とした、共通
テストと独自の面接試験を併用するＭ
方式は 12 人減の 11 人だった。同方
式では新型コロナウイルス感染拡大を
受け、面接試験を Zoom で実施した。
▼新型コロナウイルスによる影響

例年、職員が高校に出向いて行う学
校説明会や、学生スタッフが主体のオー
プンキャンパスに力を入れていた本学。
しかし本年度は、出展予定だった対面
式の学校説明会や進学相談会のほとん
どが中止。オープンキャンパスもホー
ムページでの開催となり、受験生と直
接接触する機会が著しく減った。オン
ラインでの説明会も実施したが、受験
生の顔を直接見られる場合は少ない。
説明が十分に理解されているかの感触
がつかめないこともあった。一方、遠
隔地の高校への説明会を配信で行うこ
とができたため、出展の幅を広げたり、
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　新型コロナウイルスの流行により国
を跨いだ移動が難しくなった。しかし、
本学で行えるオンラインの国際交流は
存在する。今回、そのような取り組み
のうち Zoom Chat と、オンライン春
期短期留学プログラムを紹介する。
　Zoom Chat では、英語教員や協定
留学生との英会話が楽しめる。従来対
面で昼休みに行われていた English 
Chat Time のオンライン版で、本学
の入構制限に伴い昨年度後期に導入さ
れた。学生は事前に設定された Zoom
ミーティングにアクセスすることで利
用できる。11～12月に全34セッショ
ンを実施し、延べ 139 人が参加。対

面式よりも緊張せず、気軽に交流でき
ると好評だったという。Zoom Chat
は英語を話す場だけではなく、他学部、
他学年との交流を図る場としても大き
な意義を持つ。今後もオンラインなら
ではの利点を生かし、トークテーマを
設定する、開催枠の時間帯を増やすな
ど、より参加者のニーズに合わせた機
会を提供していく予定だ。
　オンライン春期短期留学プログラム
は対面での短期留学の中止を受け、本
学と協定を結ぶ６大学１団体が、それ
ぞれ提供する取り組みだ。プログラム
ごとに実施内容や費用が異なることか
ら、一人一人が自分に合った最適なも

のを選ぶことができる。短期留学を希
望する学生にとっては魅力的な試みだ。
なお、既に終了しているものもあるた
め申し込みには注意してほしい。
　直接人と会うことや移動が制限され
る今日、当面はオンラインでの国際交
流が継続されるだろう。Zoom Chat
や、協定留学生が日本語で授業を受け
る際のボランティアなど、国際教育セ
ンターが提供するプログラムについて
は SEIKEI PORTAL で告知される。
同センターの安井良次課長は「オンラ
インで現地の授業を受講したり、留学
生との交流を楽しんだりする学生もい
る。できることはたくさんあるため、
自身が興味の持てる国際交流の場を見
つけてほしい」と語った。人と対面で
話すことが少なくなりつつある今こそ、
オンラインで行える国際交流の機会を
活用してみてほしい。　  （田尻那奈海）

　行事への参加は学生生活の楽しみの
一つだ。昨年度はその多くが中止と
なったため、知らない学生も多いだろ
う。そこで、特に盛り上がる４つの行
事を紹介する。
▼学内競漕大会（５月）

埼玉県戸田市にある戸田漕艇場で行
われるボート競技大会。通称「成蹊レ
ガッタ」。男子・女子・混合の部に分か
れており、ゼミや部・サークルなど毎
年約 150 の団体が参加する。５人一
組のチームに漕艇部員が１人加わり、
250 メートルのタイムを競う。部員に
サポートしてもらえるため、未経験者
でも安心して楽しむことができる。
▼学内運動競技大会（７月）
　「学運」と呼ばれる本学の体育祭。
2016 年度までは「学内陸上競技大会」
という名称だったが、翌年度から内

容とともに新しいものになった。従来
の陸上競技に加え、サッカーやバレー
ボールなどの競技が繰り広げられてい
る。また、成蹊レガッタと同様にさま
ざまな団体が参加する。
▼四大学運動競技大会（10月）

通称「四大戦」。旧制高校時代から交
流のある成蹊大・武蔵大・成城大・学
習院大の４大学対抗で行われる。会場
は各大学の持ち回りとなっており、本
年度は成城大学で開催される予定だ。
競技は、体育会の所属団体による正式
種目、有志団体による一般種目、教職
員種目の３種。春から予選が行われ、
10 月の本大会で正式種目・一般種目
の合計得点により総合順位が決まる。
▼欅祭（11月）

２日間かけて行われる学園祭。本学
のシンボルである欅並木から名付けら
れた。屋外には部・サークルの模擬店
が立ち並ぶ。文化団体は、４号館ホー
ルや野外ステージでの公演、教室での
展示により活動の成果を披露する。　

　（大濵百花）

　昨年９月、株式会社スクウェア・エ
ニックスから「ファイナルファンタ
ジー」（以下 FF）シリーズの新作ゲー
ム「ファイナルファンタジーⅩⅥ」の
発売が発表された。開発中である本作
の PV を見たことはあるだろうか。最
新機器の PlayStation ５が可能にす
る、人や動物の質感や映像美は、実写
映画と見間違うほどだ▼ゲームグラ
フィックの進化はとどまるところを知
らない。年月が経つほどに映像が美し
くなっているのは、FF シリーズを見
ると明らかだ。昨年４月に発売された

「ファイナルファンタジーⅦ　リメイ
ク」では、キャラクターやモンスター、
戦闘シーンなど、グラフィックの進化
に心を奪われた▼久々に昔のゲームを
プレイすると、子どもの頃の感動がよ
みがえってくる。もちろん、今とはグ
ラフィックや操作感に大きな差がある。
しかし、ゲームの価値は技術的な部分
だけにあるのではない。攻略本を読み
必死にプレイした日々や、友人と互い
の家に集まり遊んだ思い出など、昔の
ゲームには特別な価値が宿り、郷愁に
駆られる▼そういった価値はゲームだ
けに見いだせるのではない。子どもの
頃に使っていた物や見ていた作品全て
に見いだすことができる。技術の進歩
により、世の中のものがどんどんと進
化し生産される時代の中、大人になる
につれ触れなくなってきたものたちを
一度振り返ってみてほしい。笑い、涙
した思い出がそこにはある。（遠藤可稀）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い、学生の過ごし方が一変した。昨
年度の本学の取り組みを振り返り、コ
ロナ禍における学生生活を考える。
　昨年度、本学はオンライン授業を開
始した。後期には少人数の科目に限
り対面授業を再開したものの、11 月
に原則中止に。ほぼ全ての授業をオ
ンラインで実施することになった。本
年度は段階的に対面授業に切り替える
予定だが、オンライン型の授業も残る
という。静かな環境で集中して学習で
きるメリットもある一方、不便さを感
じる場面もあった。情報分析プログラ
ムの授業を履修していた友人は「コン

ピューターの細かい操作を全てオンラ
インで教わるのには限界がある」と嘆
いていた。授業ごとの特性を理解し、
適した形式で授業を行う必要がある。
　また、欅祭をはじめとする行事や式
典も多くが中止。感染対策を講じた上
で、代替行事や新入生向けのイベント
が実施された。そもそも学内行事には
どのような役割があったのだろうか。
行事では準備から当日の活動まで、全
てのプロセスが学びにつながる。学生
たちはこの過程の中で自己理解を深
め、交友関係を広げていく。こうした
経験は行事ならではのもので、部活動・
サークル活動やゼミの活動だけでは得
られないだろう。本年度の行事運営も

新型コロナウイルスの感染状況に左右
されるそうだ。これ以上経験の機会が
失われることがあってはならない。
　大学の取り組みにも評価できる点は
多々あるが、現状を維持するままでは
経験の機会が奪われていくばかりだ。
また、感染拡大のスピードは鈍化して
いるものの、第４波がないとは限らな
い。大学側の企画を待つのではなく、
学生一人一人が主体的に行動する必要
もある。オンライン授業になったこと
で、これまでより自由に使える時間が
増えた。インターンシップやプロジェ
クト活動などへの積極的な挑戦が、学
内行事で得られなかった経験を補う一
助となるはずだ。　 　　　（白川ゆり）
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　３月４日、2021 年度本学一般入試における志願者数が、アドミッショ

ンセンターから発表された。総志願者数は昨年度から 3195 人減少した

１万 8641 人。この結果を受け、新型コロナウイルスの影響と今後の展

望について取材した。


