▼本学学生へのメッセージ
森教授は本学学生の印象について、
真面目できちんとした感じの良い人が
多いと話す。その上で、大学生活を通
じて次の二つの点で成長し、社会で生
かすことを期待しているという。一つ
目は知的に成長することである。
「ど
の学部でも、その分野の方法論につい
ての学習は、印象だけで物事を進める
ことがなくなるため重要だ。ある事柄
本学では、北川浩学長が３月 31 日で任期満了を迎えることに伴い、 文学部日本文学科では、小規模な学科 を調べ、手順を踏んで論じ、結論を導
森雄一文学部教授が次期学長に就任することとなった。任期は 2022 年 ということもあり、教員と学生との距 き出すという力は、どのような職に就
離が近く細やかな配慮がなされてきた。 いても必要な能力であるため身につけ
４月１日から 2026 年３月 31 日までの４年間。新学長就任にあたり、
こうした経験を学長としても役立てて てほしい」と話す。二つ目は人間的に
森教授にインタビューを実施した。
いきたいという。
成長することだ。
「チームでの活動を通
森教授は、1990 年に東京大学文学 り、このような日本語の多様な修辞表
さらに、４年間の任期中には、多様 じて、リーダーのみならずサポートや
部国語学専修課程を卒業し、1994 年 現が森教授の研究対象だ。
な改革を推進した北川浩学長の構想を 現場の仕事など、さまざまな役割をこ
に同大学大学院人文科学研究科博士課 ▼森教授の座右の銘
受け継ぎ、定着や発展を図る。具体的 なしてほしい。集団で行動する意味や、
座右の銘はないと話す森教授。強い には、本学で以前から先覚的に取り入 それぞれの役目を理解することが大切
程（国語国文学専攻）を中途退学。そ
の後、茨城大学で人文学部助教授など て言えば、全てのことわざが座右の銘 れられていたキャリア教育やキャリア だ」と語った。
（飯塚大賀）
「ことわざは 支援の強化だ。グローバルな人材とし
を歴任。2000 年から本学に着任し、 のようなものだという。
文学部助教授や准教授を経て、現在は その国の言葉や人間のものの考え方を ての活躍を目指している学生のため、
文学部教授。かつては文学部長や本学 エッセンスにして、絶妙に表現されて グローバルキャリアの形成においても
大学院の文学研究科長を務めた。学外 いる。そのため、さまざまなことわざ 心掛け、キャリア教育・支援の分野で
では日本認知言語学会、表現学会の理 に興味がある。豊富に存在することわ 屈指の大学を目指すとしている。また、
事なども務める。昨年度本学の学長選 ざ群がたびたび心に響く瞬間があり、 北川浩学長が任期中に実現させた、経
３月４日、
アドミッションセンターが
考委員会にて、学内外から推薦された 自分が生きるうえで役に立っている」 営学部新設、グローバル教育プログラ
複数人の中から選考を経て、その後理 と語った。
ムである EAGLE や副専攻制度の設置、 2022 年度本学一般入試の志願者数を
▼任期中の構想
事長によって次期学長に任命された。
理工学部の改組などもより発展させて 公開した。新型コロナウイルス感染症
▼森教授の専門分野
学長就任にあたって森教授は「新型 いくと述べた。長期的な事業の計画と 流行下における入試は、
本年度で２年
森教授は日本語学、認知言語学、レ コロナウイルスの影響もあり、
イレギュ しては、新 11 号館建設と理工学部エ 目を迎える。本年度の志願者数は１万
トリック論が専門だ。私たち日本人は、 ラーな状況の中のかじ取りに緊張して リア再開発の完成を 2024 年度に控え 9475 人。
１ 万 8641 人 だ っ た 昨 年
花見と言えば決まって、見る花は桜と いる」
と話す。今後は状況を見極めつつ、 ている。新棟には、集団での学びを促 度と比べて 800 人以上増加した。学
認識する。このとき「花」という本来 キャンパス内での学修や活動について、 す「ラーニングコモンズ」が設置され、 部別に見ると、経済学部は 542 人減
広いカテゴリーの言葉は「桜」という コロナ禍以前と同様に行っていく方針 文理を問わない交流が期待される。加 の 2948 人、経営学部は 214 人減の
限定された意味のみを示している。反 だ。オンラインでの活動も工夫して続 えて、本学では面白みがあり、社会に 3425 人、法学部は 641 人増の 4382
対に、範囲の狭いものから広いものを けていくといい、全ての学生が安心し 役立ちうる研究が盛んに行われている。 人、文学部は８人減の 3706 人、理工
表現する場合もある。こうしたものは て進路決定や就職活動ができるように このような側面も社会にアピールして 学部は 957 人増の 5014 人だった。
「シネクドキー」という修辞技法にあた したいという。また森教授が所属する いきたいと考えているそうだ。
なお、
理工学部は本年度より３学科から
１学科５専攻に改組されたため、昨年
る。また、各種検定や自動車教習所、 度と単純に比較することはできない。
専門学校のパンフレットが常設されて
本年度は法学部と理工学部で志願者
おり、申し込みの受付も行っている。 が増加した 。
アドミッションセンター
これらを有効活用してみてはどうか。 は、
新型コロナウイルス感染症の影響を
（澤井雨夢） 受けた経済活動の停滞といった昨今の
立つ検定や技能の講座も実施してい
情勢が関係したと見ている。
景気が後退
る。興味のある学生は訪れてみるとい
すると、
受験生は就職に直結する実用的
いだろう。この他にも、奨学金の受付
な学びを得られるという観点から安定
正門から入ると正面に見える本館 や課外活動の手続き、拾得物の管理な
「Commons for Communication
は、本学園が池袋から吉祥寺に移転し どを行う学生部をはじめとして、本学 ～交流を生み出すための共有施設～」
た 1924 年に竣工した。赤いレンガ貼 の運営を担う多くの部署が集まる。各 をコンセプトに 2014 年に改築された
りで左右対称の造りとなっており、構 部署の業務内容を把握し、有意義な学 ６号館。環境に配慮した設計で、全館
内でひときわ存在感を放っている。そ 生生活に役立ててほしい。（二宮聖司） ＬＥＤ照明なほか、自然光を室内照明
の美しい外観から過去にはテレビドラ
として利用する光ダクトも導入してい
新年度を迎え、自分の将来や進路、
マの撮影場所として使用された。
る。また自然換気システムはコロナ禍
１階にあるボランティア支援セン
の今、感染症対策として役立っている。 就職先を考え始めた学生もいるだろ
本館の東側に位置する学生会館には
ターでは、受け入れ先についての情報
１階には授業や履修に関するサポー う。その際に力を貸してくれる、本学
収集やコーディネーターへの相談がで さまざまな施設が入っている。１階に トを行う教務部がある。その前に広が のキャリア支援センターを紹介する。
キャリア支援センターの主な取り
きる。さらに、ボランティア活動に役 ある第一学生食堂はメニューが豊富 る「ふらっとコモンズ」は６号館のコ
で、座席数も多い。昼休みには学生で ンセプトを象徴する空間。中央にある 組みは、個別相談やイベントを通じ
にぎわう人気スポットだ。
大型ベンチは成蹊のイニシャルである た学生のキャリア形成・就職活動のサ
３階には本部団体の部室が並ぶ。体 「Ｓ」をモチーフとした形であり、学 ポートだ。また、新たな取り組みとし
育会本部、文化会本部を筆頭に、新聞 生間の交流を育む。３階から５階には、 て「キャリセン LIVE」を昼休みの時
会や欅祭本部、学生ボランティア本部 学生が集まれるフリースペースとして 間に Zoom で開催している。チャッ
Uni. がここを拠点に活動している。 「けやきラウンジ」が設置されている。 トで気軽に質問することができ、他の
２階のブックセンターでは教科書を
学生間の交流と環境共生に対する想 学生たちの現状も知れるため、毎回
含む書籍や雑誌、文具などを割引価格 いが詰まった６号館。空き時間を友 100 人ほど参加者がいるという。
で販売。本学園公式キャラクターであ 人とゆったり過ごしたい人におすすめ
個別相談では、一人一人に合った助
るピーチくんのグッズも取り扱ってい だ。
（富永光一） 言・指導を行うなど、丁寧にサポート

成蹊大学新聞１面

した進路を目指す傾向が強い。そのた
め、学部選択に資格志向や実学志向が
反映されたといえる。一方、経済学部
と経営学部は、2020 年度の学部改組
による受験者増加の反動減が続いた。
入試方式別に見ると、大学入学共通
テスト（以下共通テスト）利用３教科
型入試（Ｃ方式）では、理工学部を除
いて志願者数が減少した。主な原因と
して、本年度の共通テストでは実施前
から難化が予想されていたこと、コロ
ナ禍をきっかけに受験生の地元志向が
強まったことが挙げられる。また、本
年度は共通テストの成績提供の遅れに
より、Ｃ方式の合格発表がＡ方式と同
日になった。これにより、早期に合格
を得られるという利点が失われ、今回
の結果につながったと考えられる。
昨年度に引き続き本学は感染症対策
を徹底するとともに、救済措置を拡充
し、受験機会の確保に努めてきた。し
かし、コロナ禍により対外的な広報活
動を行う機会が減少し、外部環境は依
然として厳しい。アドミッションセン
ターは志願者数の維持・増加に向けて、
今後も検討を重ねていくという。
（増地未央）
している。１、２年生は基本的にメー
ル相談、３、４年生は予約制で職員に
直接相談することが可能だ。１、２年
生からは、早めの準備には何をすれば
よいかといった相談が多い。だが就職
活動は大学受験と違い、明確な合格の
基準はない。同センターは、大学生活
の中で打ち込める何かを見つけ、自信
を持てるような経験をすることが大切
であり、それが就職活動に生きてくる
と伝えている。就職活動を進めている
３、４年生からは、書類作成や面接練
習といった選考対策をはじめ、OB 紹
介、内定先の選択など実践的で多様な
相談を受ける。インターンシップの相
談も、参加する機会が増す３年生から
多くなるそうだ。
新入生へ向けた支援としては、１年
生対象の進路・就職ガイダンスを動画
配信する予定だ。
今後同センターでは、

北京冬季五輪が閉幕して１ヶ月半が
経とうとしている。日本人選手の活躍
が連日伝えられ、日本は冬季五輪史上
最多のメダルを獲得した。今回の大会
で私が最も印象に残ったのは、
フィギュ
アスケート男子シングルに出場した羽
生結弦選手だ▼羽生選手は４位に終わ
り、
惜しくもメダル獲得には至らなかっ
た。しかし、体が万全でない状態であ
りながら、前人未到の大技に挑戦する
姿は、世界中の人々に勇気と感動を与
えた。試合後に彼は「報われない努力
だったかもしれない」と発言したとい
う。彼ほど努力をし続け、結果を残し
てきた人はいない。ゆえに、この言葉
は重いのだ▼他方で、羽生選手は周囲
への感謝を忘れない。試合から 10 日
後にはエキシビションに出場し、自身
の演技の終了後、
「ありがとうございま
した」とリンク上で叫んだ。この感謝
の言葉はきっと、家族やコーチはもち
ろん、観客や大会スタッフなど、現在
の環境を作った全ての人に向けたもの
だ▼近年「親ガチャ」という言葉が流
行したように、生まれた時点で人生の
歩みやすさは人それぞれである。例え
ば、出身地や親の経済力、教育に対す
る熱量といったものは、学力向上や進
学のための重要な要素だ。環境によっ
ては進学を最初から諦めざるを得ない
人もいる。さらに、日本学生支援機構
によると、平成 30 年度に機構の何ら
かの奨学金を受給している大学生は全
体の 47.5 パーセントだという。もし、
金銭的な悩みがなく大学に通えている
とすれば恵まれていると言える。大学
生の私たちは、今の環境に感謝し、努
力できているだろうか。 （中西幸太）

１、２年生向けにキャリア形成に役立
つイベントを計画している。
同センターの高野事務長は学生へ向
けて「コロナ禍で制限が多いが、自分
が頑張れることは何かをまず考えてほ
しい。自分の力をどう発揮していくの
かが大事になってくる。困難を乗り越
える努力は社会で求められる力であ
り、継続することで希望のキャリアに
近づけるはずだ」
と語った。
（一力聖司）

キャリア支援センターの高野事務長

