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３月２日、入試センターが 2020 年度本学一般入試への志願者数を発表 今回の入試結果を踏まえてどのように
した。総志願者数は昨年度を下回る２万 1836 人だ。これを受け、学部改 動くかを注視していく。
組や最後の大学入試センター試験（以下センター試験）実施などの観点 ▼来年度以降の変更点
来年度以降は入試区分を変更し「一
から、出願者動向分析を取材。来年度以降の変更点についても伺った。
般入試」が「一般選抜」になる。経済
外国語と国語を
「外
▼本年度の志願者数と考察
なったとみられる。来年度より始まる 学部のＡ方式では、
志願者数は延べ２万 1836 人で、 大学入学共通テスト
（以下共通テスト） 国語・国語」の１科目に統合して出題
昨年度の 87.2％と減少した。主な原 の内容の不透明さに対する不安から するが、その他の学部は現行通りの科
因は、隔年現象と呼ばれる志願者数増 も、受験生に「超安全志向」の意識が 目で試験を行う。
共通テストでは、英語民間試験や記
減の波だ。昨年度に増加したため、本 生じているようだ。Ａ方式はほぼ例年
年度は減少したと考えられる。
通りの志願者数だったため、本学への 述式問題導入の見送りなどさまざまな
学部別に見ると、法学部が 2144 進学を希望する受験生が減ったわけで 変更があった。これらの影響を受け、
人減の 3953 人、文学部が 874 人 はないと言える。さらに、今回導入さ 本学も入学者選抜の方法に関して対応
今後は共通テストを
「共
減の 4220 人、理工学部が 94 人減 れたＧ方式（２教科型グローバル教育 を重ねている。
の 5485 人。昨年度の経済学部は プログラム統一入試）では、24 人の 通テスト利用入試」や「共通テスト・
8264 人だったのに対し、本年度は経 募集人員に対し 352 人が出願。同方 独自併用入試」として、センター試験
（遠藤可稀）
済学部が 3925 人、新設された経営 式では独自試験の受験に加え、活動報 と同様に活用する予定だ。
学部が 4253 人となった。志願者数 告書と英語外部検定試験の成績を、出
が大きく減った法学部。これには法律 願時に提出する。負担の大きい方式だ
学科への志願者数減少が関係する。昨 が、英語力の高い受験生が多く集まっ
年度の同学科の合格最低点が、いずれ た。
の方式でも例年より上がったため、本 ▼学部改組の影響
年度には受験を敬遠する動きが見られ
本年度から、本学は経済学部を２学
学部改組をはじめとする改革
たと想定される。
部３学科に刷新。経済学部に経済数理
方式別では、３教科型学部個別入試 学科と現代経済学科を設置し、経営学 「SEIKEI Brilliant 2020」の 一 環
のＡ方式が４人増の１万 97 人、２教 部総合経営学科を新設した。両学部の として、法学部では本年度から新カリ
科型全学部統一入試のＥ方式が 981 志願者数の合計は、昨年度の経済学部 キュラムが導入される。対象は本年度
人減の 3356 人。センター試験の３ の志願者数と同程度だ。昨年度、経済 以降の入学者だ。
新カリキュラムの一つである「高度
教科の結果を利用するＣ方式が 2505 学部では例年に比べて志願者が多かっ
人減の 6470 人、理工学部を対象と た。本年度には両学部の募集人員が削 職業人養成システム」は「重点学修認
したセンター試験６科目型のＳ方式が 減されたが、前回の志願者数をおおよ 定制度」と学科別の「エキスパート・
183 人増の 686 人。また、センター そ維持。昨今の経済・経営分野の人気 コース」で構成される。重点学修認定
試験と独自試験を併用し、国公立大学 に加え、受験生が両学部に期待を抱い 制度とは、グループやコースに分かれ
た科目群から所定の単位数を取得する
との併願に適するＰ方式は 200 人減 ていることがうかがえる。
の 852 人だった。最も志願者数が減
２学部体制になり、経済・経営分野 と認定される制度だ。学生に履修指針
少したのはＣ方式。昨年度はセンター における併願が可能になったことも本 を提示し、計画性や専門性を高めさせ
試験の平均点が大幅に上昇し、本学の 年度の志願者数に影響した。４月から る狙いがある。エキスパート・コース
合格最低点も上がった。そのため、本 入試センターはアドミッションセン は従来通り両学科に設置。民法を中心
年度の受験生は同方式を避ける傾向に ターに改称される。
来年度の受験生が、 とする重要分野を、集中的かつ発展的

昨年、本学構内でカルト集団の活動
が確認された。彼らはインカレサーク
ルの合宿参加の呼び掛けと称し、組織
への勧誘を行っていた。本学は比較的
広い敷地を有するため侵入が容易であ
り、カルト集団に狙われやすい環境だ。
立正大学の西田公昭教授によると、
カルト集団とは、正体を隠して標的に
近づき、人権侵害を行う反社会的組織
を指す。入団者の私生活や意思決定権
を奪い、全体主義に陥らせて組織から
抜けにくくさせる。従わない場合は、
暴言や暴力によって服従させることも
ある。勧誘の例には、本学でも行われ
たようなインカレサークルを装ったも
の、駅前での署名活動やアンケート活

動などが挙げられる。近年は SNS の
ダイレクトメッセージ機能を用いる
ケースも多い。これらがカルト集団に
よる勧誘かどうか判断することは難し
い。
被害に遭わないためには、カルト集
団への知識を深め、勧誘の手口を知る
ことが必要だ。手口を理解すれば、怪
しい団体かどうか見分けられる可能性
は高まる。また、家族や友人と勧誘を
断る練習をしておくのも効果的だ。自
分が精神的に弱い場面を把握すること
や、相談相手の確保も被害の抑止につ
ながる。
学生部の熊崎和宏担当課長は「本学
では毎年数件、カルト集団による勧誘

「パターン化は間違いを生み出しや
すい」これは昨年ベストセラーとなっ
た、ハンス・ロスリング他『ファクト
25000
フルネス』
（上杉周作・関美和訳、日
経 BP）の一節だ。人はある事柄に該
当することが、類似する他のものにも
20000
当てはまると思いやすい▼新型コロナ
ウイルスの感染拡大に伴い発生した、
ティッシュペーパーとトイレットペー
15000
パーの買い占めは、分かりやすい例
だろう。発端となった SNS への投稿
は「製造元の中国が生産を止めている
ため、マスクに続いて品薄になる」と
10000
いった内容。確かに、日本に出回るマ
スクはおおむね中国からの輸入による
ものだ。しかし、ティッシュペーパー
5000
やトイレットペーパーの多くは国内で
生産されており、在庫が十分あった。
デマをうのみにした人々は「パターン
化の罠」に引っかかったというわけだ
0
▼ SNS 上のデマは真実よりも拡散さ
れやすい。2018 年にマサチューセッ
ほか、他学部の学生もポイントを絞っ ツ工科大学は、ツイッターの投稿の調
て法律を学修することが可能になる。 査結果を発表。これによると、誤情報
クロスオーバー演習では、法学部の教 は正しい情報よりも約 20 倍速く拡散
員と成蹊教養カリキュラムを担当する されるそうだ。誤情報はインパクトが
教員が、二人で一つの演習を展開。多 強く、新鮮に感じやすいことが原因に
に学ぶ LE（Legal Expert）コース 角的な視点で物事を捉える人材の育成 挙げられる▼インターネットが高度に
には大きな変更はない。一方、外国語 を目指す。高度職業人養成システムと 発達した現代では、情報量は膨大だ。
文献や資料を用いながら政治学を学ぶ の連動により、学生の専門性を高める 必然的に、偽りや誤解を含んだものに
PSE（Political Science Expert） とともに、幅広い教養を身に付ける機 出合う可能性も高くなる。デマに踊ら
コースでは、受講できる時期が２年次 会となる。
されずに情報を正しく取捨選択するた
前期から１年次前期へ早まる。
法律学科の原昌登教授は「既存のカ めには、先入観を捨て、吟味すること
さらに法律学科には「コンデンスト リキュラムの良さを生かしつつ、より が重要だ。
（山崎慶至）
講義シリーズ」
、政治学科には「クロ きめ細やかな授業ができるように努め
スオーバー演習」
が新たに導入される。 る」と語る。また、政治学科の平石耕
民法など複数の講義にまたがる法律分 教授は「昨今激しく動く世間の波に乗
野の学修内容を凝縮したものが、コン るだけではなく、世界の動きそのもの
デンスト講義シリーズだ。公務員試験 を測深できる知性を磨いてほしい」と
や法科大学院試験などへの対策になる 話した。
（遠藤可稀）

義の運営を検討しているという。
北川浩学長は学生に向けて「これか
らは時代の変化をしっかりと追わなけ
が報告されている」と述べる。本学は
ればならない。そのためには好奇心や
対策として、不正な勧誘の取り締まり
情熱、積極性を持ち、日々学び続ける
や注意喚起のポスターの掲示などを ▼ Society 5.0 研究所設置
ことが大切だ」と述べる。活動の詳細
行っている。学生部公認団体が発行す
４月１日、本学は「Society 5.0 はインターネットをはじめ、各種媒体
るチラシや掲載物か否かは、学生部の 研究所」を設置した。これからの社会 で発信していく予定だ。 （小澤奈央）
印の有無で判別可能だ。しかし、中に に必要な力の探究や、豊かな社会構築 ▼台湾の大学が協定留学先に追加
は大学の規制をかいくぐってくる相手 に貢献することを目的としている。
本学の協定校に台湾の淡江大学、実
も存在する。彼らから身を守れるのは
活動方針の柱には学融合研究、社会 践大学、文藻外語大学が加わった。こ
自分自身しかいない。他人事と思わず 実装・実践、人材育成の３つを掲げる。 れまで中国語圏の協定校は、中国本土
カルト集団について積極的に学び、警 Society 5.0 は、AI や IoT な ど の に限定されていた。今後は台湾への協
戒しておくべきだろう。 （白川ゆり） 技術革新が進んだ結果として、出現し 定留学や、交換留学生との交流が実現
ようとしている社会のことだ。本研究 する。
所は、このような社会が及ぼす影響、
上記の大学では、中国語の学修に加
倫理的課題等について学融合的な研究 え、専門科目の講義が英語で行われ
を行う。また、企業や他大学などの外 る。言語の運用能力向上も期待できる
部機関と連携し、社会問題解決を目指 だろう。特に実践大学は英語、文藻外
し実践的に活動。そして、教員等に対 語大学は中国語の修得に力を入れてい
する研修を企画し実施する。
学生へは、 る。一方、淡江大学は台湾最古の歴史
協調性と際立った個性を併せ持つ人材 を誇る私立の総合大学だ。さまざまな
育成を図る。その一環として、社会に 分野を幅広く学修できる環境が整って
求められるような能力を形成できる講 いる。また、同大学は本学以外の日本
勧誘の特徴を語る西田教授

成蹊大学新聞１面

の大学とも協定を締結しており、日本
人学生と交流する機会が多い。寮に住
む学生もおよそ半数が日本人であるた
め、トラブルが発生した際の相談は容
易だ。安心して留学生活を送ることが
できる。
各大学への派遣期間は、半年間また
は１年間。文藻外語大学は来年度の
春、淡江大学と実践大学は来年度秋の
派遣開始を予定している。国際課の安
井良次課長は「台湾では中国語と英語
が学べるため、留学先として良い環境
だ。この機会にぜひ挑戦してほしい」
と語った。
（大原将世）

新規協定校の実践大学

