また、専門技能に加え発想力や創造力、
コミュニケーション能力といったスキ
ルも求められるため、文系と理系をつ
なぐ架け橋としての役割が期待される。
今年度後期には、山野井准教授が担
教授によると、データサイエンスとは 当する成蹊教養カリキュラム「データ
人々の生活をより良くするために科学 サイエンス入門」が新たに開講される。
的アプローチでデータを収集・分析し、 本講義ではデータの利活用に必要な知
課題を解決する手段だという。身近な 識や倫理を学ぶことが可能だ。学部を
事例として、
ネット通販のレコメンデー 問わず、興味を持った学生は受講を検
ション機能、コンビニの売れ筋商品や 討してほしい。
（髙見澤彩人）
交通系 IC カードの乗降記録を基にし
たビックデータの活用などがある。
データサイエンスの普及については
未だ課題も多い。アメリカと比較した
場合、日本はデータサイエンスに対し
ての関心が低く、浸透していないのが
現状だという。しかし、既に小学校か
ら高校までのカリキュラムでは、プロ
グラミングや統計、数学が重視され始
めるなど改善の機運が高まっている。 Society5.0 研究所の山野井准教授

先日、カメラのデータを整理してい
たところ、滋賀県近江八幡市の祭りの
写真を見つけた。撮影日は、新型コロ
ナウイルス感染症の流行が本格化する
以前のものだった。ユニークな山車を
引く地元住民の顔にはマスクがなく、
笑顔溢れる様子が写っている。調べて
みると、昨年の祭りは中止となり、今
年は規模を縮小する形で開催された
ようだ▼６月 10 日、日本政府は新型
コロナウイルス感染症の水際対策を緩
和。添乗員付きパッケージツアー客に
限定する形で、外国人観光客の受け入
れを再開した。観光を目的とした外国
人の入国が認められるのは、実に２年
ぶりとなる。しかし、受け入れを完全
に再開してもコロナ禍前の状況に戻る
わけではない。観光庁は引き続きガイ
ドラインを通じて、マスクの着用、手
指消毒、３密の回避などといった基本
的な感染防止対策の徹底を求めている
▼観光庁が今年４月に発表した旅行・
観光消費動向調査によると、日本人国
内旅行消費額は 2019 年には 21.9
兆円を記録していたが、新型コロナウ
イルス感染症の影響で 2021 年には
9.2 兆円に減少したという。受け入れ
再開によって、この２年以上苦境に立
たされてきた観光業界の回復が期待さ
れる▼コロナ禍を経て、日本を含む世
界各国の情勢が大きく変化する中、観
光業界は長期間の停滞を強いられた。
しかし、それは永続的なものではな
い。２年ぶりの訪日観光客の受け入れ
が観光産業に何をもたらすのか。コロ
ナ禍前のように、国内外を問わず自由
な行き来が可能になる日が来ることを
（増地未央）
望む。

「施設予約」のタブから、利用目的や利
用人数を記入することで申請ができる。
予約は利用日の前日までに行う必要が
ある。また、部活動やサークル活動、
オンライン授業の受講のような個人の
▼コミュニケーション ・ ラボ 利用再開
学修を目的とする利用は認められない。
2022 年度前期より、６号館３階と その他詳細は、同サイトの６月 30 日
５階にあるコミュニケーション・ラボ の掲示で確認できる。
コミュニケーショ
て、国内外の具体的な都市を例に挙げ の利用が再開された。
教務部の袴田課長は「ゼミの発表準
ながらその必要性を解説した。第２部 ン・ラボとは、学生によるグループワー 備などのグループワークでコミュニ
では、参加者を３つのグループに分け クを目的とした施設だ。コロナ禍前は、 ケーション・ラボを積極的に活用して、
てディスカッションを実施。各グルー 丸の内ビジネス研修（MBT）やゼミ 学生同士の学びを深めてほしい。より
プでウォーカブルな視点で見た吉祥寺 の発表準備などで使用されていた。学 使いやすい学修環境を今後も検討して
６月 20 日、本学と NHK が共同 のうち、11 番目である「住み続けら の良さや、吉祥寺の伝統的な文化を守 生同士の会話は、時にその話し声が周 いく」と語った。
（鈴木恭輔）
で主催する「SDGs インタラクティ れるまちづくりを」をテーマに設定。 るために必要なこと、インフラにおけ りの迷惑になることがある。そのため、 ▼Ｍ方式入試廃止
本学で実施されている共通テスト・
ブ」が開催された。本講演は、NHK・ 講演の一つの大きなトピックとして、 る改善点などのテーマを中心にさまざ 周囲を気にせず自由に会話や共同作業
独自併用５科目型多面評価入試（以下
SDGs キャンペーンと連動し、番組 本学が位置する吉祥寺という街に着目 まな意見が活発に飛び交った。
ができる空間が設置されている。
として収録もされている。都市環境デ した企画も組み込まれた。
コミュニケーション・ラボは、これ Ｍ方式）が 2023 年度入学試験を最後
三谷氏は学生に向けて「学生の視点
ザイナーである三谷繭子氏が講師を務
講演会は２部で構成されている。第 から、まちづくりについて自分にでき まで新型コロナウイルス感染症の影響 に廃止されることが決まった。
2016 年度に経済学部で導入され
め、
「住み続けられるまちづくり」に １部では、持続可能なまちづくりのた ることは何かを考えることが必要だ。 で一時的に利用ができない状態になっ
ついて講演を行った。
め、人と街の関係性をどのようにつな 小さなことでも一歩を踏み出し、行動 ていた。しかし、本学が定める活動制 たＭ方式は、大学入学共通テスト５科
本学では、サステナビリティ教育研 いでいくべきかについて話題が展開 を起こしてほしい」と話した。本講演 限指針のレベル引き下げにより、再開 目の合計点と独自のグループ面接試験
究の一環として SDGs を意識した活 された。また、居心地が良く歩きた の模様は、7 月 15 日に NHK 総合テ される運びとなった。再開に伴い対面 の結果から多面的に合否を判断する入
動を行っている。NHK との話し合い くなる街中を作ることという意味の レビの首都圏ネットワーク内で放送さ での利用予約が廃止され、ポータルサ 試方式だ。なお、これまでこの方式は
により、今回は SDGs の 17 の目標 「ウォーカブル」なまちづくりについ れる予定だ。
（小澤奈央） イトからの予約が可能に。同サイトの 出願締め切り日が国公立大学２次試

験の前期日程後に設定されていたが、
2023 年度入試は前期日程前に実施さ
れる。
Ｍ方式が廃止されるに至った主な理
由には、募集定員が少人数であること
が受験生に受験しにくいイメージを与
えていたことが挙げられる。この背景
には、2020 年度に実施された経済学
部の再編と経営学部の新設が関係して
いる。学部が分かれたことで、全体で
500 人と規模が大きかった旧経済学
部だから確保できていた定員が大幅に
減少。経済数理学科が３人、現代経済
学科は５人と非常に少なくなった。ま
た、Ｍ方式だけでなく他の方式の定員
も減っている。今後は定員の振り分け
も考えていくそうだ。
Ｍ方式に代わる新たな入試方式の導
入については、
教育課程が大きく変わっ
た現在の高校１年生の受験期に向けて
総合的に検討しているという。
アドミッ
ションセンターは「今後も受験生が個
性を生かし、実力を発揮できる入試方
式の実施と多用な学生の入学を望む」
と展望を語った。
（竹内暁登）

キャリア支援センターが、 2021 年度卒業生の就職状況を明らかにした。
2021 年度の就職率は 96.5％と、 2020 年度から 0.2 ポイント微増。 一部の
企業が新型コロナウイルス感染症の影響で抑制していた採用活動を再開さ
せたことで、 本学学生の就職率も高水準を維持した。
2021 年度は就職希望者 1554 人に
対し、96.5％（0.2 ポイント増）に当
たる 1499 人が就職した。就職率を学
部別に見ると、
経済学部が 96.6％
（0.6
ポイント減）
、法学部が 95.1％（0.8
ポイント増）
、文学部が 95.8％（1.9
ポイント減）
、
理工学部が 99.3％（3.3
ポイント増）だった。
※（）は 2020 年度比
▼主な就職先
文系男子は東京特別区（Ⅰ類）が最
多の５人。埼玉県教育委員会と三菱電
機ビルソリューションズが各４人と続
いた。文系女子は明治安田生命保険が
８人と最多で、東京特別区（Ⅰ類）が
６人、東急コミュニティーと他１社が
各４人だった。理工学部と大学院理工
学研究科は SCSK、NTT データ・アイ、
第一生命情報システムと他２社が各５
人で最多だった。
業種別に分析すると、2021 年度は
2020 年度と比べ、文理問わず全ての
学部でサービス業の割合が増加した。
また、例年通り理系では IT 業界への
就職が群を抜いて多いが、近年は文系
であっても IT 業界を選ぶ学生が一定
数見られる。
▼ 2021 年度の就活市場の分析
2020 年度以降、新型コロナウイ
ルス感染症の流行に伴い説明会やイン
ターンシップ、面接がオンライン化す
るなど、採用活動は大きく変容した。
2021 年度も感染状況は収束せず、こ
の新しい様式は継続された。しかし、
２年目のコロナ禍ということもあり、
企業と学生の双方にコロナ禍初年度の
ような大きな混乱は見られなかったと

される「キャリセン LIVE」では、そ
の時期に必要な情報を得ることができ
る。そして毎年４月には、就職活動
全般の情報がまとめられた CAREER
HANDBOOK が３年生の自宅へ配送。
就職活動を進める際にはこうしたもの
を活用してほしいという。同センター
の本郷有充事務長は「就職活動に関す
る漠然とした疑問であっても構わない。
相談員も増員したので、気軽に面談を
予約してほしい」と話した。
（中西幸太）

いう。
こうした状況を踏まえ、キャリア支
援センターは web 会議ツールを用い
た説明会や面接が定着し、感染の終息
後も多くの企業で利用され続けると見
ている。説明会や面接に使用する会場
の用意といった負担の軽減、遠方にい
る学生からの応募など、企業側に多く
の利点があったからだ。また、学生側
も移動時間や交通費の負担が軽減され
たことで企業選びの選択肢が広がった。
そして、2021 年度は採用選考の
早期化が一層進んだ。以前は政府が要
５月 21 日、Society5.0 研究所主
請する採用活動の日程に従うことの多
かった大企業も、人手不足の問題や学 催の第４回講演会「地域文化資源のデ
生側の早期の就職活動に伴い、優秀な ジタルアーカイブ－懐かしい吉祥寺の
人材を囲い込むため選考を前倒しにす 写真のアーカイブ化に向けて－」が開
催された。そこでは文化資源の保存・
るようになった。
▼キャリア支援センターより
共有・活用の具体的事例と意義につい
人気や志望度の高い企業の内定を得 て解説。また、本学も取り組みに参加
るためには、早い時期から動き始める する「吉祥寺今昔フォトマップ」を例
ことが必要だ。通常、インターンシッ にデジタルアーカイブの展開について
プの募集は３年生の前期から始まる。 講演された。
また、本学の学生はインターンシップ
本 講 演 を 主 催 し た 同 研 究 所 は、
に応募する社数が他大学の学生に比べ Society5.0 時代に活躍できる人材を
て少ない傾向にあるという。キャリア 育成するため 2020 年に本学に設立。
支援センターの浅香啓主査は「選考早 Society5.0 とは、内閣府が提唱する
期化の流れの中で、当然第一希望の企 科学技術政策の一つで「サイバー空間
業も選考が早い可能性がある。場数を （仮想空間）とフィジカル空間（現実空
増やし、力を十分に発揮できるように 間）を高度に融合させたシステムによ
してほしい」と話す。
り、経済発展と社会的課題の解決を両
キャリア支援センターは就職活動を 立する人間中心の社会（Society)」
（内
行う学生に向けたさまざまな支援に取 閣府 HP より引用）を指す。
り組んでいる。SEIKEI UniCareer
本学が Society5.0 時代に向けて推
では、個別相談とイベントの申し込 進している活動の一つに、数理・デー
み、求人情報の検索が可能だ。さら タサイエンス・AI リテラシー教育とい
に、主に昼休みに Zoom を用いて開催 うものがある。理工学部の山野井瞳准
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