日本は地震大国であり、人間が感じ
取れる大きさの地震だけでも各地で頻
繁に発生している。日本地震学会によ
ると、その発生回数は１日平均３～６
回に上り、地震に遭うのは珍しくない
月２日と４～６日に２回目のワクチン
ことだ▼ 10 月７日夜、突如として関
本学は新型コロナウイルス感染症の流行を受け、昨年度から本年度に
接種が行われた。６月に、文部科学省
東が揺れた。埼玉県や東京都の一部地
かけて多くの問題に対応してきた。その中から、対面形式の授業への移
と厚生労働省が各大学に向けて学生を
域が最大震度５強に見舞われたほか、
行や課外活動実施の許可、新型コロナウイルスワクチンの職域接種、11
対象に含めた職域接種を行うよう通知
広い範囲で震度４以上の揺れを観測。
月 20 日と 21 日に行われる欅祭の４つに注目。北川浩学長に話を伺った。 し、本学でも武田／モデルナ社製ワク
東京 23 区内で震度５強を観測したの
▼本年度後期の対面形式の授業の展開 対策の徹底が重要となる。ドアと窓を チン接種の実施を決定。用意するワ
は、東日本大震災以来 10 年ぶりのこ
本年度後期には、対面形式の授業を 開けて換気を行い、発言や会話による クチンの数量は、事前に Microsoft
とだった▼地震により多数の被害が生
段階的に増やす措置が取られている。 飛沫を抑えるためにパーテーションを Forms で行われた学生向けのアンケー
じたが、特に交通インフラの麻痺は大
実験や実習など対面形式で授業を行う 設置。濃厚接触者に当たる学生や重症 ト結果を参考に判断された。本来は後
きな混乱を招いた。都外の自宅へ帰れ
ことで効果が高まる科目と、ゼミのよ 化リスクの高い基礎疾患のある学生が 期の授業開始前に接種を完了する計画
なくなった帰宅困難者は推定約 8.2 万
うにグループで学修を行い、人とのつ いることを踏まえ、対面形式とオンラ であったが、ワクチンの供給が８月以
人。都市ならではの問題も浮き彫りと
ながりが生まれる科目を優先的に対面 イン形式のハイブリッドの授業が受け 降にずれ込んだ。その結果、教職員を
なった。これは、対面形式の授業の増
形式に変更。特に１、２年生からキャ られるように配慮した。ハイブリッド 含む約 1500 人が接種。そのうち学生
加により通学頻度が高くなった学生に
ンパスに来られないことに対する不満 で授業を行うにあたっては、Zoom の は約 1300 人だった。
とっても他人事ではない▼大きな地震
が見られていたこともあり、９月に入 画面を表示できるよう、２号館にカメ ▼欅祭の規模縮小
が発生すると「南海トラフ地震」
「首都
例年、
１日の来場者はおよそ１万２千
り感染状況が落ち着いてきた中で、対 ラとマイクが一体となっているモニ
直下型地震」などの言葉を目にするこ
面形式の授業を増やしていく検討を始 ターを導入した。なお、北川学長は後 人で模擬店は 40 店以上開かれていた。
とが増える。近い将来必ず起こると言
本年度は事前にチケットを入
めた。構内で授業を受ける学生の目安 期授業開始に際して学生に向けての しかし、
われる大災害の前兆なのではないかと
を 5000 人程度とし、１、２年生が メッセージを発表し、本学の方針への 手した人のみ入場できる制度を導入す
いう不安の表れだ。そんな地震や引き
ることにより、
来場者を１日当たり約
なるべく多くキャンパスに来られるよ 理解を呼び掛けた。
起こされる混乱に対し、私たちはどう
4000 人までに制限。模擬店は４店設
う各授業の実施方法を調整。10 月 12 ▼コロナ禍における課外活動の許可
立ち向かうべきか▼ヒントは、対策に
北川学長は、課外活動の停止は「大 けられる。
10 月９日、Society 5.0 研究所の Society 5.0 を支える基盤である機械 類似点の多い「コロナ禍」から見出す
例年の３分の１程度の規模に
日時点で約五割の授業が対面形式で行
学というものの在り方において好まし なるが、
現時点で公演や展示を行う参加 本年度第１回講演会「DX、データサイ 学習や深層学習の必要性、将来の社会 ことができる。地震発生時には不安か
われている。
構内での授業を増やす上では、感染 くない」という見解だ。厳しい措置を 団体の数を減らすことは予定していな エンス、未来社会」が Zoom で開催さ 像など話題は多岐に及んだ。
らデマや誤解が広まりやすい。
「コロナ
取る大学もある中、本学では各団体が い。
れた。この講演会は人材育成の一環で、
樋口氏によると、新課程の情報教育 禍」でもデマ情報による混乱や社会の
感染症対策マニュアルを作成。学生部
欅祭では感染対策を徹底し、来場者 参加者がデータサイエンスへの理解を を受けた世代と、受けていない現在の 分断が表面化したが、それを受けて正
と大学保健室が確認した上で感染リス の行動にいくつかの制限を設ける。密 深め、Society 5.0 が実現する新しい 学生を含む世代間で、AI についての知 しい情報を見極めようとする自衛の意
クが低いとされる団体に活動を許可し 集状態を避けるために展示を行う教室 社会を快適に生活できるようにする狙 識やプログラミングの経験の差は拡大。 識も高まっている。また、予測不可能
てきた。また、ホームページ上に感染 に入れる人数を減らし、ライブや演奏 いを持つ。講師は中央大学理工学部教 学生は、その基礎となる統計や解析な な事態に備えることの必要性も強く感
拡大予防ガイドラインを掲載し、課外 など音楽関連の公演はできる限り屋外 授で、同大学 AI・データサイエンスセ どを学ぶことが求められる。また、理 じられるようになった。新型コロナウ
活動や施設利用について定めている。
で実施する予定だ。また、
飲食による感 ンター所長の樋口知之氏。本学理工学 系の基本的素養を身に付けた上で、文 イルスが社会へ与えている影響は甚大
各団体はこれらのルールを守り、感 染リスクを避ける措置として、飲食物 部准教授の小森理氏が司会を務めた。
系的センスを生かす「社会応用力」を だが、ここから学んだ教訓は防災に生
染に留意して活動することが求められ を販売する模擬店は設置せず、来場者
講演会の初めには、データサイエン 持つ必要があると語った。（小澤奈央） かすことができる。
（新野まどか）
る。北川学長は「学生が自分たちで感 の学内での飲食を禁止する。欅祭自体 スの分野に関する教育体制の強化とそ
染予防方法を考えて活動することが大 を中止することはないが、感染状況が の背景を説明。次に、AI や IoT など
は Reuse の観点から「ものの利用価
切だ」と語った。
悪化した場合は来場者をあらかじめ登 の先端的なデジタル技術を用い、社会
値を見直そう！第１回靴＆文房具再利
▼新型コロナウイルスワクチンの職域 録している学生や家族、教職員、OB・ のニーズに合わせてビジネスや組織を
用プロジェクト」が行われた。このプ
接種
OG や指導者などの団体招待者に限定 変革する「Digital Transformation
ロジェクトでは、使わなくなった靴や
９月４日と６～８日に１回目、10 するといった対策を行う。（織田健瑠） （DX）
」
の重要性が語られた。そのほか、
文房具を集めて発展途上国の子どもた
10 月 11 ～ 15 日、ボランティア支 ちに送っており、再利用の啓発活動と
ス業で行われているホスピタリティの 重要性について考えることができる。
援センターが
「秋のボランティアウィー しての役割を果たしている。
事例について学ぶ。第１回はオリエン
講師の猪田さんは、本講座を受講し ク」を開催した。毎年恒例のイベント
５つの企画は学生が考え呼び掛ける
テーションを実施し、出席した学生全 ている学生がホスピタリティ産業に興 で、今年は社会問題をテーマに難民問 ことに意義があるとされ、学生主体で
員が自己紹介をした。これには、学生 味を持つことに加え、社会人基礎力を 題、共生社会、災害、Reuse、食糧支 実施した。ボランティア支援センター
が他の受講生を知るだけでなく、大勢 付けることを期待する。また、藤田教 援の５つの企画を行った。
の宮本晴美さんは「新型コロナウイル
本年度後期の授業として、日本航空 で実現することとなった。学生が航空 の前で話すことへの苦手意識を軽減す 授は「企業の方から実際に話を聞ける
11 日は難民問題の本質を理解する スが流行している一方、社会問題はな
株式会社（以下 JAL）と経営学部によ 業界について知るのはもちろんのこと、 る目的がある。結果として、授業中の 授業は貴重だ。学生生活でさまざまな ためワークショップを実施。13 日に くなっていない。自ら社会問題に気付
る連携講座「社会理解実践講義（JAL 実社会に出た時に必要となる人間力を グループワークを円滑に進行できる。
ことに興味を持つきっかけの一つにし はゲストに本学 OB で国連 UNHCR き解決しようとする意識が大切だ」と
連携講座：世界を感動させたホスピタ 養い、次世代を担えるように育つ場を
第 11 回以降はグループワークを中 てほしい」と述べた。
（篠田悠斗） 協会の法貴悠希氏を招き、トークセッ 語った。
（永松由衣）
リティの極意を学ぶ）
」が開講された。 提供することが目的だ。
ホスピタリティ 心に講座を展開。ホスピタリティの現
ションでこの問題への再認識を図った。
経営学部の藤田玲子教授がコーディ という言葉には「歓待」
「おもてなし」 在持っている役割、今後の社会での在
また、14 日と 15 日にはトラスコン
ネーターを担当し、JAL 総合政策セン といった意味がある。航空業界やホテ り方について提示された課題を基に議
ガーデン前の芝生にて、ボッチャ体験
ター産学連携部の猪田京子さんを中心 ル業界、テーマパーク業界などの取り 論する。グループワークという形式に
会が開かれた。この競技は年齢や性、
に、客室乗務経験者や運行訓練部の社 組みを知り、ホスピタリティ産業への より、コミュニケーション能力も高ま
障害の有無にかかわらず誰でも参加で
員など計５人を招く。全学部の２年生 総合的理解を深めていく。
る。第 10 回の講義では、実際に運行
きるもので、共生社会を実現する一助
以上から受講生を募った結果、応募が
全 14 回の講座のうち、第１回から 訓練の企画や教官指導をしている社員
となる。体験会では参加者に景品が用
殺到するほど注目される講座となった。 第 10 回までは講義形式で行われる。 を招き、訓練を通じた安全運航担保の
意されたり、ボッチャ部部員との対戦
本講座は、JAL からの開講の提案を 講義では、ホスピタリティやサービス 醸成に関しての考え方を学ぶ。安全性
が行われたりと盛り上がりを見せた。
第２回の授業の様子
受けて学内で協議した結果、経営学部 に関する基礎知識、さまざまなサービ はホスピタリティの基礎であり、その
その他にも、本イベントの期間中に
ボッチャ体験会
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