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令和 3（2021）年 7 月 15 日

跡見学園女子大学 学報

令和３年度入学式の様子

新 型コロナウイルス感染症を巡る状況は一進一退を繰り返しています。しかし、そのような中でも、少

しずつ本来の大学の姿を取り戻しつつあります。本 年 3 月には卒業式、そして4 月には入学式を挙行する
ことが できました。授業もハイブリッド形式で行われるようになり、キャンパスには学生の姿が戻りつつ
あります。
今号では、年度当初に発した学長メッセージ、理事長メッセージを掲載しました。2 つのメッセージは、
それぞれ新入生向け、新 2 年生向けではありますが、同時に全ての学生に向けてのメッセージでもあります。
コロナ禍であろうと、学生の皆さんが大学で学ぶことの意味は変わりません。制約の多い学修環境ですが、
将来を見据え、かけがえのない大学生活の一日一日を充実したものにしていただきたいと思います。
コロナ感染を巡る状況は予断を許しません。大学としても感染 防止対策をしっかりとっていますが、皆
様もご自身の健康管理に十分ご留意され毎日をお過ごしください。
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学長挨拶

新入生へのメッセージ

「コロナ禍でも、
一歩踏み出す勇気を」

跡見学園女子大学

笠

原

学長

清

志

満開の桜が咲き、新座キャンパスが最も美しい季節に

律し自立した女性」とは自らを律し、自らによって立つ、

なりました。この時期、日本では「新しい旅立ちと別れ、

という意味で、100 年以上を経過した今日でも重要な、

そして出会いの季節」でもあります。ここ、跡見学園女

そして多くの示唆を私たちに与えてくれます。

子大学でも、文学部､ 心理学部、マネジメント学部、観
光コミュニティ学部､ そして大学院人文科学研究科の皆

私は就職に役立つ資格や知識の習得を否定するわけで

さんを迎え、入学式を執り行うことになりました。新入

はありません。しかし、すぐに役に立つ資格や知識は、

生の皆さんご入学おめでとうございます。そしてご家族

すぐに役立たなくなってしまいます。大切なことは、日

の皆様にも、心からお慶び申し上げます。跡見学園女子

本文化に根ざした教養の存在と「自律し自立して生きて

大学を代表して､ 皆さんの入学を心から歓迎いたします。

いく」という一人の人間としての強さとプライドです。
教養とは､ いろいろなことを広く知っていると言うこと

一昨年の 12 月末、コロナウイルスの報道はありまし

ではありません。真の教養とは､「自分の中に自分を見

たが、それは中国の遠い一都市での出来事であり、日本

つめるもう一人の自分を持つ」ことです。言い換えれば、

の私たちの生活にはあまり関係のないことと思われてい

自分の内面と対話する自分を持つと言うことではないで

ました。それが２ヵ月半後にはコロナウイルスは世界に

しょうか。 これから人生の最も充実した､ 又最も恵まれ

拡散し、日本でも緊急事態宣言が発出され、経済、社会

た 4 年間を過ごす入り口に立っている皆さんに期待する

活動でも深刻な状況になってしまいました。私たちは予

ことがあります。それは､ 大学生として､ 常に主体的な

測できない未来にたじろぎ、言葉では表現しにくい漠然

学ぶ姿勢と知的好奇心を持って頂きたいと言うこと、そ

とした不安に襲われています。

して在学中にしっかりとした知識と教養を身につけて頂
きたいと言うことです。

昨年の新入生は、入学式もオリエンテーションもなく、
すぐ授業へ、それもオンライン教育ということになりま

そのためには、日々の日常性から「一歩踏み出す勇気」

した。教員は、ひたすらパソコンのキーボードをたたき、

を持って頂きたいと思います。この未知のことに対して

学生の皆さんは、下宿や自宅で黙々と課題をこなすと

「一歩踏み出す勇気」こそ、新しい世界を経験する第一

言った一年であったと思います。私たち教員にとっても、

歩であると思っています。「一歩踏み出す勇気」こそ､

改めて教育の本質とは何か、そして跡見学園女子大学の

それは未知の世界へ､ そしてグローバルな世界への窓を

教育のあり方とは何か、と言うことを考えさせられた一

開くことでもあります。「困ったなー、どうしよう」と

年でした｡ 今年は対面授業を一部復活し、学生証の奇数

何回となく自らに問いかけ、解決を見出そうとするとこ

番号、偶数番号によって登校する日は異なりますが、本

ろから、自らの内面との対話が始まります。「一歩踏み

来の教育のあり方に一歩でも近づけたいと思っていま

出す勇気」とは、冷静に計算し合理的に考えた上での決

す。

断とは多少違うのではないかと思われます。むしろ、自
分があまり自覚していなかったものが何かのきっかけで

このような時代において､ 私たちに求められているこ
とは､ 社会全体をしっかりと見る知性と教養ではないで

触発され、見えない糸で導かれるような形で一歩踏み出
すというのが、現実なのではないでしょうか。

しょうか。どんなに矛盾に満ちた複雑な社会であっても
足下に道標があったら、あるいは進む方向に光が多少で

人と人との出会いは偶然のように見えますが、決して

も見えたりすれば、どれだけ心強いかと思います。知性

偶然ではありません。出会いとは、自分が大切にしてい

や教養とは､ 高尚で抽象的な物ではなく､ 矛盾に満ちた

たものが何かのきっかけで触発され、見えない糸で導か

複雑な人生を生きていく際の道標であり、歩むべき方向

れるような形で一歩踏み出した結果なのかもしれませ

を指し示してくれる光でもあるのです。

ん。学生生活では、「一歩踏み出す勇気」から学びが始
まります。日本の文化を良く理解し、凛とした美しさを

跡見学園の学祖、跡見花蹊先生は江戸から明治への時

持ち、そして「自律し自立した女性」を目指して、これ

代の転換点において、
「日本文化の教養を理解し、凛と

からの学生生活をスタートしてください。皆さんのこれ

した美しさを持った女性」
、
「自律し自立した女性」の育

からの発展を期待しています。以上をもちまして､ 歓迎

成を目指して女子教育をスタートさせました。この「自

の言葉に代えたいと思います。
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理事長挨拶

新２年生へメッセージ

跡見学園理事長

「名が変わる、質が変わる、
そして私は変わる」
2020 年、みなさん方は入学試験に合格し、これから

始まる大学生活に期待に胸を膨らませ 4 月 3 日の入学式

や ま

山

ざ き

崎

か ず

ひ で

一 穎

（跡見学園女子大学名誉教授・元学長）

るといいます。「学習」でなく「学修」といいます。「学問」
という漢字は上、下の漢字が等質に並置された熟語です。
「学問」とは、学びつつ問い、問いつつ学ぶという双方

を、楽しみにされていたと思います。
それが新型コロナウイルス感染の流行により、入学式
が中止となり、大学の構内に入れず、授業もなかなか始
まらない日々に苛立ちと不安を感じながら、自宅待機を

向性を持った言葉です。大学とは学と問を修得する所で
す。端的に分かり易く言えば、
「思う」ことから「考える」
ことに転換することです。

たね

考えるためには考える材料（種）が必要です。材料や

余儀なくされました。
私が一番心配していたことは次の事です。新入生のみ
なさん方が自分は何処に居るのか、自分は本当に跡見学
あかし

園女子大学の学生になったのであろうか、その証（自己
の帰属意識をアイデンティティと云います。
）を実感で
きずに苦しんでいるのではないか、そのことが一番の気
掛かりでした。

種を沢山持つためには読書以外ないのです。時代がどん
なに変わろうと、新型コロナウイルスが流行しようと、
読書によって己を鍛えることです。

今コロナが流行していますので、さしあたりカミュの

『ペスト』か、デフォーの『ペストの記憶』を読んで見
て下さい。

大学生活の出発にあたって、みなさん方一人ひとりに

卒業までに、アウシュヴィッツの強制収容所に於ける

自己のアイデンティティが得られない苦痛を与えてし

一心理学者の体験を記したフランクルの『夜と霧』を読

まったことをお詫びします。

んでほしいと思います。人として深く考えることになり
ます。

改めて仕切り直しをいたします。
ようこそ跡見へ、ご入学おめでとうございます。

私がみなさん方へ、あの日贈りたかったメッセージを

読書に加えて友人をつくって下さい。大学時代の友人
は生涯の友人となります。友人という親しい他者から学
ぶことは多いはずです。

ここに披露いたします。
大学へ入学したことでみなさん方の呼称は変わりまし

今年もオンライン授業と対面授業の複合型の授業が

た。初等教育の小学校では「児童」
、中等教育の中学校、

待っています。早くハイブリッド型の授業に習熟し、み

高等学校では「生徒」と呼ばれ、高等教育の短期大学、

なさん方が充実した学生生活を送られますことを祈念い

大学では「学生」と名前が変わります。

たしております。

名が変わるということは、質が変わるということです。

質が変わるということは、学ぶ姿勢と学ぶ方法が変わる
ということです。

高等学校までは「勉強」するといいます。
「勉」はつ

とめる。
「強」は強要するということで、
「勉強」とは、
好むと好まざるとに関わらず、強制的に学習をしなけれ
ばならないのです。基礎教育ですから当然といえば当然
です。
大学では「勉強」するとはいいません。
「学問」をす

元気で頑張りましょう！
（編集委員会付記）
本学では、昨年、コロナ感染のため入学式がなかっ
た学生（新 2 年生）に対し、本年 4 月のオリエンテー
ション冒頭で、入学式に代わるものとして学長メッ
セージ（動画）と理事長メッセージ（文書）を伝え
ました。ここに掲載したメッセージは、理事長が新
2 年生に向けて述べた歓迎と激励の挨拶です。
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地域交流活動の紹介
TJUP（埼玉東上地域大学教育プラットフォーム）に跡見学園女子大学が加盟しました
令和 2（2020）年 12 月、跡見学園女子大学は「埼玉
東上地域大学教育プラットフォー ム（TOJO and West
Area Universities Platform）」に加盟しました。この
組織は、普段、略称の「TJUP」（「ティージェーアップ」
と読みます）と記されることが多いので、以下、TJUP
と記します。
TJUP は、その名のとおり、埼玉県の東武東上線沿線
および西武池袋線沿線の地域の大学・短期大学・自治
体および企業が連携して協働事業を展開していくプ
ラット フォーム（共通の土台）です（図 TJUP 概要の
イメージ 参照）。現在、19 の自治体会員、20 の大学・
短期大学が加盟しているほか、地域の企業等が事業者
等会員として参加しています。また、TJUP では、「地
元で生まれ、地元で育ち、地元で生きていく若い世代
への支援」というビジョンのもと、
「 多様な高等教育」
「生

【図

TJUP概要のイメージ】

活しやすい地域づくり」「地域産業の活性化」を目指した活動が展開されています。なお、新座キャンパスのあ
る新座市も、本学と同じ令和 2（2020）年度に加盟しています。
跡見学園女子大学は、これまで文京キャンパスの所在する文京区、新座キャンパスの所在する新座市とは個別
に包括協力協定を締結し、地域貢献を展開してきました。また「彩の国 大学コンソーシアム」に参加し、埼玉県
内の各大学と連携。単位互換、公開講座の実施、共通教職員研修会の実施などの取り組みを推進してきました。
今回、単独の自治体に留まらず埼玉東上地域全体の活性化に取り組む形や、大学・短期大学・自治体・企業が幅
広く連携しながら地域の活性化に取り組むスタイルが、より効果的な地域貢献につながると考え、TJUP に加入
をいたしました。
現在、TJUP では、1）教育連携、2）地域交流、3）学生イベント交流、4）キャリ
ア支援の 4 分野での取り組みを中心に活動が展開しています（それぞれの活動内容は、
TJUP ホームページ内に各取り組みのページがありますので、そちらをご参照くださ
い）。TJUP 内に、それぞれに対応する委員会があり、会員校はいずれかの委員会に加
入するという形をとっているのですが、跡見学園女子大学は、現在、1）教育連携に関
わる委員会に参加し、事業の企画運営に参加しはじめたところです。また、2）〜 4）
の活動についても事業に協力し、その内容を検討するワーキンググループに関連部署
の職員が参加しています。
跡見学園女子大学は、昨年末に参加し、本格的に活動をし始めたのが今年度からで

【TJUPのWEBサイト】

すから、具体的な成果が出るには、もう少し時間がかかるかもしれません。しかし、既に TJUP の定期的な会議（月
1 回、全体の運営を協議する会合があります）や、取り組みごとに行われる様々な会合・打ち合わせに参加する
なかで、他大学と接点を持つ機会が増えてきています。また、今年度内に各種事業の運営に参加したり、イベン
トに協力をする機会も複数予定されています。様々な形で多くの教職員がこの取り組みに関わり、この地域の他
大学や短大、自治体、企業・各種団体等と接点を増やすなかで、 埼玉東上地域全体の課題や各大学の持つノウハ
ウが共有され、本学の地域貢献活動もさらに展開が加速すると考えています。
また、近年、大学の持つ知的資源をはじめとした様々な資源を地域社会に還元することは、大学の社会的責任
であるという認識が広まっています。跡見学園女子大学もこうした認識のもとで TJUP に参加し積極的に活動を
展開したいと考えています。さらに、これにより新座キャンパスの立地する新座市のみならず、埼玉東上地域全
体の課題についての理解を深めるとともに、当該地域全体への地域貢献を進め、当該地域での存在感を高めてい
きたいと考えています。
跡見学園女子大学の今後の TJUP での活動に、大いにご期待ください。
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国 際 交 流 活 動 の 紹 介
▶ 跡見英会話サロンのご案内

本学では、学生の語学学習サポートの一環として「跡見英会話サロン」を開室しています。
ネイティブスピーカーの先生と気軽におしゃべりを楽しめる場所です。「英語を話せるようになりたい」という方
が集まる場所ですので、全く話せなくても問題ありません。まずは挨拶だけでも、5分間だけでも、気軽に英会話を
始めてみませんか？

≪おすすめポイント≫
１．週 4 回 Open
：昼休みを中心に1日 90 分間開室しています。
（オンライン含む）
２．
登録や予約不要：面倒な手続きはありません。思い立ったらすぐに参加できます。
３．
無料
：費用は一切かかりません。
新座
文京

月
12：50～14：20
対面
オンライン

火
12：15～13：45
対面
オンライン

水
─
─

木
12：15～13：45
オンライン
対面

金
12：15～13：45
オンライン
対面

※新型コロナウィルス感染拡大に伴い、オンラインのみに切り替える場合があります。
※秋学期の英会話サロンは 10 月から開室します。

▶ 国際 Information のご案内

Microsoft Teamsの「国際Information」にて、留学や海外研修、各種検定、オンライン交流
イベントなど「国際交流」に関する情報を随時配信しています。
留学に興味がある・英語やその他の言語を話せるようになりたい・語学検定に挑戦したい方
は、ぜひ役立つ情報満載の「国際Information」にチーム参加してください。

2021年度入試総括
高大接続改革を掲げる文部科学省の方針を受けて、本
学も 2021 年度入試において様々な変更を行いました。
変更した内容は、入試日程や受験科目数などでした。そ
のため例年になく周到な学生募集活動を計画したのです
が、コロナウィルスの流行への対応が求められる中、高
校訪問やオープンキャンパスを中止、またはオンライン
で実施することとなりました。このように学生募集活動
が十分に実行できなかったことは、結果にそのまま反映
したと考えています。
志願者が総数 2,775 名と、前年の 6,035 名を大きく下
回り、入学者数も定員を割る結果となりました。本学に
限らず、大半の大学が苦戦を強いられたとのことですが、
本学の結果はその中でも際立って厳しいものです。その
大きな要因は、従来の AO 入試に替わる総合型選抜と一
般入試の志願者数が前年の半数以下となったことにあり
ます。一般入試については、受験生一人あたりの出願数
の減少などの影響のほかに、A 日程の試験日が他大学の
試験日が集中する 2 月 1 日となったこと、受験科目数を
2 科目から 3 科目に増やしたことなどが原因と考えられ
ます。一方、総合型選抜の敗因としては、なんといって
もオープンキャンパスを対面式で実施できなかったこと

入試部長

磯貝

政弘

が挙げられます。
学部別に志願者数をみると、文学部 1,160 名（前年比
45.9％）、マネジメント学部 752 名（前年比 52.7％）
、
観光コミュニティ学部 474 名（前年比 38.6％）、心理学
部 389 名（前年比 45.5％）です。観光コミュニティ学
部では、コロナ禍で甚大なダメージを被る観光業の
ニュースがメディアを賑わすなかで、観光デザイン学科
の志願者が大幅に減りました。
2021 年度入試の結果を深く反省し、すでに 3 回のオー
プンキャンパスを対面で実施しました。緊急事態宣言下
にもかかわらず多くの受験生、保護者に来場いただきま
した。また、高校とのコミュニケーション強化を図る重
要な活動として、教職員による高校訪問も再開したほか、
大学説明会への積極的な参加や受験相談、キャンパス見
学などの受験生サポートも計画しています。さらに、
Web、SNS を中心に広報活動の強化も広報室とともに
推進するほか、一般入試 A 日程の科目数を 2 科目に戻す
など試験内容の見直しも実施しました。2022 年度入試
の成功へむけて、入試部一同、惜しむことなく知恵を出
し合い、大胆な対策を実行していく所存ですので、何卒
よろしくお願いいたします。

跡見校友子女推薦入学試験のご案内
本入試は、本学在学生の姉妹および学園卒業生＜跡見
学園女子大学、跡見学園短期大学（跡見学園女子大学
短期大学部）、跡見学園高等学校の卒業生＞の子女を
対象とした推薦入試です。跡見学園の建学の精神や校
風に深いご理解をいただく方々をより多く受け入れる
ことにより、学園の伝統の継承・発展につなげていき
たいと考えております。

対象

本学在学生の姉妹および
学園卒業生の子女

＊入学金については半額免除いたします。
＊全体の学習成績の状況（評定平均値）については、
他の推薦入学試験に比して優遇措置をとっており
ます。

＊出願をご希望の方は、一度入試課

（TEL：048-478-3338）までご連絡ください。
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跡見 花 蹊 記 念 奨 学生表 彰
2021 年 6 月 26 日に学業奨励賞として跡見花蹊記念奨学生 76 名が表彰されました。
奨学生は前年度の学業成績上位者から選考され、表彰状と奨学金（授業料の 1 学期分相当額）が支給されました。
学部 3 年生

学部 2 年生
●文学部人文学科

古谷野 未帆
森 綺麗

小山 ひなた

野沢 あかり

●文学部コミュニケーション文化学科

鈴木 恵美

永嶋 星香

●マネジメント学部マネジメント学科

岩崎 碧
中島 若羽

鎌田 彩花
山本 シャイラ舞

松井 珠里
藤原 萌生
三原 真歩
佐藤 千代美

菊池 涼花

内田 果南江

石島 紗也果
角田 ありさ

萩原 佑実
山口 祐希菜

岡本 遥か

●心理学部臨床心理学科

都竹 佳奈

村上 鈴菜

学部 4 年生
●文学部人文学科

亀割 あずみ
成瀬 理乃

川口 祐紀賀

小平 知佳

●文学部コミュニケーション文化学科

高瀬 麻衣

山下 風香

●マネジメント学部マネジメント学科

秋山 楓
吉越 彩夏

梅田 朱音

椎名 花帆

和田 友莉恵
佐藤 風香

野尻 千紘

藤野 夏実

●観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科

波多江 詩織

●心理学部臨床心理学科

木舟 杏縫

土方 あかり

森竹 渚紗

釜 菜摘

笹子 夏綺

山岡 夏莉

大学院 2 年生

箱田 絵美

跡見校友会一紫会大学院奨学生表彰
2021年 6 月 26 日に学業奨励賞として 3 名の跡見校友
会一紫会大学院奨学生が表彰されました。奨学生は前年
度の学業成績上位者の中から決定し、表彰状と奨学金（授
業料の一学期分の二分の一相当額）が支給されました。
大学院 2 年生
●人文科学研究科臨床心理学専攻
武居 香里

●人文科学研究科臨床心理学専攻
平木 蒼佳

●人文科学研究科臨床心理学専攻
宿利 遥香

守田 梨花

永易 紗也佳

●人文科学研究科臨床心理学専攻

菅 佳菜美

●マネジメント研究科マネジメント専攻

小林 真生

佐野 恵美

●観光コミュニティ学部観光デザイン学科

佐藤 純夏
宮下 悠愛

島野 可奈子

●人文科学研究科日本文化専攻

●マネジメント学部生活環境マネジメント学科

加藤 奈菜佳

鈴木 愛梨

大串 真未

●文学部現代文化表現学科

荒古 泰葉

熊谷 綾花
堀江 千裕

堂井 里菜

●観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科

●心理学部臨床心理学科

君島 美結

岡﨑 瞳

●観光コミュニティ学部観光デザイン学科

青木 優花

菊地 主奈

山口 友紀

●マネジメント学部マネジメント学科

●観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科

落合 杏里紗

高橋 直子

●マネジメント学部生活環境マネジメント学科

山口 瞳

●観光コミュニティ学部観光デザイン学科

大本 綾音

鈴木 理子

●文学部コミュニケーション文化学科

金沢 野花

●マネジメント学部生活環境マネジメント学科

利根川 ひより

●文学部人文学科

笹本 理桜

●文学部現代文化表現学科

●文学部現代文化表現学科

工藤 優夏

下田 実奈

水谷 早希

跡見校友会一紫会大学院奨学生

跡見花蹊記念奨学生（学部2年生、大学院生）

跡見花蹊記念奨学生（学部3年生）

跡見花蹊記念奨学生（学部4年生）
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学生会情報
学生会本部

ごきげんよう。澄み渡る空気が気持ちよく感じられる
季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
この度、学生会会長に就任いたしました、文学部人文学
科 3 年の舛谷聡子と申します。今年度も新型コロナウイ
ルスの影響で活動が制限されていますが、皆さまが安全
に楽しく大学生活を送れるよう精進して参りますので、
よろしくお願いいたします。
私たち学生会本部は、4 月 12 日に新入生歓迎会を新座
キャンパスにて開催いたしました。今回は新 1、2 年生
を対象に開催し、想定していたよりも多くの方にお越し
いただき、各団体の魅力をお伝えできました。昨年度は
ポータル上での団体紹介でしたので、今回は直接団体紹
介ができてとても嬉しく思います。そして、同日の午後
からは各団体で活動体験を行いました。体験に参加して
いただいた皆さまに、活動内容、団体の雰囲気や魅力が
伝わっていましたら幸いです。オンライン授業が続く中、
各団体は安全に気を遣い、工夫して活動しております。
跡見の委員会、クラブ・愛好会活動に興味がございまし
たら、一緒に活動してみませんか？
今後の活動の一つに、10 月 30 日、31 日に開催予定の
紫祭があります。昨年度は残念ながら中止となりました。

野村

舛谷

聡子

今年度の紫祭は、オンライン開催に決定いたしました。
皆様が元気になれるような企画を考えておりますので、
皆様も楽しみにしていてください。また、学生会本部主
催のテーブルマナー講習会は、安全を考慮しました結果、
今年度の開催は見送りとさせていただきます。代替イベ
ントを検討中ですので、開催が決まりましたらお知らせ
いたします。その際は
ぜひご参加ください。
不安が多く厳しい状
況が続きますが、私た
ち学生会本部は、皆さ
まの大学生活をより良
いものにできるよう、
そしてさらなる成長へ
繋がるよう精進して参
ります。今後ともどう
ぞよろしくお願いいた
します。

紫祭のご案内

マンドリンクラブ
部長

会長

紫祭実行委員長

美紅

ごきげんよう。マンドリンクラブです。マン
ドリンクラブは週に 2 ～ 3 回、4 限終了後か
ら新座キャンパスグリーンホール 2 階会議室に
て活動をしております。マンドリン、マンドラ、
セロ、
ギター、
コントラバスの 5つの楽器を使っ
て演奏しています。そして毎年11月に行われ
る定期演奏会や 2 月に行われる部内演奏会に
向けて練習に励んでいます。
また、例年 9月には跡見学園の校外施設の
北軽井沢研修所で夏合宿、
11月の紫祭ではハッ
シュドポテトを出店しています。部員は、ほと
んど全ての学部の学生がおり、友人関係を広
げることができます。部員の 9 割は大学から始
めていますので、初心者の方でも大歓迎です。
私は皆さんに弦楽器の魅力を知っていただき
たいです。弦楽器は、弦をはじくだけで音が
出ますので、すぐに弾けるようになります。ぜ
ひ一度、公式 Twitter（@amc_mandolin）を
ご覧いただき、興味をもっていただけた方は、
お気 軽に DM にご 連 絡
ください。お待ちしてお
ります。

櫻井

柚香

ごきげんよう。紫祭実行委員会です。昨年度の紫祭は、新型コロ
ナウイルス感染拡大の懸念などの理由により中止となりました。今
年度は「花車〜新しい紫祭へ〜」というテーマを掲げて、新たな紫
祭をスタートさせるべく活動しております。
テーマにある「花車（はなぐるま）」は、ガーベラの日本名でもあ
ります。
『希望』・『前進』という花言葉を持っており、春と秋に花を
咲かせます。紫祭も春に新体制をスタートさせて、秋に本祭を迎え
ます。新型コロナウイルスの影響で当たり前の日常が大きく変化し
ました。それに伴い、紫祭も変化していかなければなりません。その
際に「新しい紫祭が希望を持ち前進できますように」という願いと、
できるだけ多くの皆様に楽しんでもらい、これからの紫祭に希望を
持っていただきたいという願いを込めてつけられたテーマです。
今年度の紫祭はオンライン開催に決定いたしました。新しい開催
方法という挑戦と共に、オンラインでお見せできる跡見ならではの
企画を考えています。伝統ある紫祭が更により良いものになるよう
に、また万全な体制で皆様に充実したひと時を提供できるように、
紫祭実行委員会一同、一丸となって活動していきます。
紫祭の詳細につきましては、大学ホームページやSNSなどでお知
らせいたします。参加団体共々一致団結して、より一層の魅力ある
紫祭を作り上げたいと思っておりますので、
本年も一昨年同様、ご 支援、ご協力をよろし
くお願いいたします。
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令和２
（2020）年度就職活動総括と今後

就職部

< 令和 2（2020）年度 就職活動の総括 >
令和 2（2020）年度の企業の採用活動も従来に引き続き、「広報活動開始時期 3 月」「選考活動開始時期 6 月」と
いうスケジュールでスタートしました。現時点では、令和 3（2021）年度以降も政府主導により当面はこれまでの
就活ルールに沿った採用スケジュールを踏襲することとされています。とは言え、日本経済団体連合会（経団連）
がその指針廃止を発表したことをきっかけとして、日本における新卒一括採用の在り方、ひいては「終身雇用」や「年
功序列」といった日本独特の人事制度については様々な議論がなされており、明らかに変革期に入ったと言えます。
昨今の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、就職活動の形態そのものが大きく変化してきてはいるもの
の、新卒採用市場の指標の一つである大卒求人倍率調査（株式会社リクルートワークス研究所発表）によれば、
2021 年 3 月卒は「1.53 倍」となっています。前年の「1.83 倍」より 0.3 ポイント低下しており、0.3 ポイント以上
の低下は 10 年ぶりですが、バブル崩壊後やリーマン・ショック時ほどの低水準とはなりませんでした。学生の興味・
関心が高い旅行、航空系、アパレル関連等の分野ではマイナスの影響が大きいものの、コロナ禍による外出自粛が
追い風となり、倉庫・物流業界、デジタル化による電子部品業界は大幅な増益となりました。さらに、景気の先行
きが不透明ゆえ、地方公務員を中心
令和 2（2020）年度卒業生の就職実績
単位（人）
学部
学科
卒業者数 求職者数 求職率 就職者数 就職率
に公務員人気も高まっています。本
人文学科
155
140
90.3%
136
97.1%
学でも例年より公務員への進路決定
現代文化表現学科
111
91
82.0%
86
94.5%
者が多くみられました。一方で、依
コミュニケーション文化学科
117
105
89.7%
103
98.1%
文学部
然として事務系職種のニーズは少な
臨床心理学科
119
91
76.5%
90
98.9%
く、本学でも全職種における一般職
学部計
502
427
85.1%
415
97.2%
（事務職）の割合は昨年に引き続き減
マネジメント学科
197
181
91.9%
177
97.8%
少しています。
生活環境マネジメント学科
80
74
92.5%
73
98.6%
マネジメント学部
学部計
277
255
92.1%
250
98.0%
採用中止が相次いだ旅行、航空系、
観光デザイン学科
146
136
93.2%
133
97.8%
アパレル関連分野を入学時から志望
観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科
69
64
92.8%
62
96.9%
していた学生も多く、新たなキャリ
学部計
215
200
93.0%
195
97.5%
アプランを模索しながら就職活動を
全学合計
994
882
88.7%
860
97.5%
行いました。その結果、本学におけ
( 参考 ) 前年度  全学合計
854
770
90.2%
754
97.9%
る 学 生 の 就 職 率 は 全 学 で 97.5 ％
①就職率…就職希望者に占める就職者の割合
②求職者（就職希望者）…卒業年度中に就職活動を行い、
大学等卒業後速やかに就職することを希望する者。
（2021年5月1日現在）で、昨年度より
なお、
「進学」
「自営業」
「家事手伝い」
「留年」
「資格取得」などを希望する者は含まない。
0.4 ポイント下がったものの、全体
③就職者…正規の職員（1 年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者。
④調査時点は令和 3（2021）年 5 月 1 日現在。
としては十分健闘した結果となりま
した。

< 今年度 就職活動の見通し >（2021 年 6 月 1 日現在）
2021 年度（2022 年卒）も引き続き新型コロナウイルスの影響はあるものの、採用活動の WEB 化が進み、コロ
ナ禍でも選考は順調に進行しています。就職部では昨年に引き続き、学内における WEB でのキャリアセミナーや
面接対策講座等、各種プログラムを定期的に行い、個別面談においても WEB・対面の両方に対応しています。ま
た採用活動を継続する企業と学生との接点を作る機会として、WEB による学内合同企業説明会を実施しています。
WEB 選考の利便性からコロナ収束後も WEB 説明会や WEB 面接は多くの企業で実施されるとみられ、就職活動を
成功させるためには、こうしたツールを上手に使いこなしていくことが必須となります。
株式会社マイナビが 2022 年 3 月卒業予定の全国の大学生・大学院生を対象に実施した調査では、4 月末時点で
の内々定率が 40.9％と、2016 年度（2017 年卒）以降最高となっています。新型コロナウイルスの影響で選考活動
が止まってしまった昨年同時期の内々定率を大きく上回り、新型コロナウイルスの感染拡大前の一昨年同時期と比
較しても微増しています。こうしたことから企業の選考実施時期が年々早まっていることがわかります。他人と比
べる必要はありませんが、4 年生の皆さんは、説明会に参加する、応募書類を作成する等、まずは動いてみること
から始めましょう。3 年生以下の皆さんも、インターンシップからの早期選考をはじめとして、就職活動全般の一
層の早期化が予想されます。就職部では全 3 年生を対象に毎年秋学期に実施していた求職登録面談について、5 月
から開始するなど早期化に対応しています。また、ダイバーシティーの観点から障がいを持つ学生が社会人として
活躍することを願い、積極的に支援しています。
先行き不透明な状況ですが、就職活動は低学年のうちから対策を行い、早めに準備していくことが大切です。将来、
自分は何をしたいのか、どのような自分になっていたいのかを常に自分に問いかけつつ、自分らしい就職活動を通
じて自己実現と自分の理想の社会貢献ができる仕事を見つけていきましょう。
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留学の記

文学部コミュニケーション文化学科

昨年度、東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学
専攻に国内留学をさせて頂きました。指導教官の松本和
子先生のご指導の下、社会言語学に関する理論や方法論
を学びながら、在日コリアンおよび在樺コリアンにおける
言語接触・方言接触に関する研究を進めて参りました。
コロナ禍という社 会 状 況 のため、当 初 予定していた
フィールドワークの実現こそ叶いませんでしたが、留学の
前年度に松本先生との共同研究グループのメンバーと、サ
ハリン州および日本国内でフィールドワークを行ってお
り、その際に収集したデータの分析に腰を据えて取り組
んでまいりました。分析の 結果は日本地 理 言 語 学 会、
New Ways of Analyzing Variationにおいて報告を
行った所でございます。
研究分野の理論や方法論について指導教官の教えを仰

准教授

吉田

さち

ぎながら、じっくりとデータと向き合う時間が取れたのは
大学院生時代以来のことであり、今振り返りましても大変
貴重な一年間を過ごしてきたと感じております。昨年度
の留学の成果を今後の教育活動に活かしていけるように
精進いたしたいと思っております。
最後になりましたが、このた
びの留学の機会を与えて頂きま
した本 学 の皆 様に心より感 謝
申し上げます。

情報メディアセンターからのお知らせ
◆ノート PC
貸出ロッカー設置

◆充電スポットが
できました！

学生 貸出用ノート PC を用意
しました。新座 3 号館 2 階、文
京 2 号 館 3 階 の PC ロッカー に
各 20 台あり、学生証で借りられ
ます。大いに利用してください。

PC 必携化に伴い、新座キャ
ンパスの以下の 教 室に充電ス
ポットをご用意しました。
1211 ～ 1215、1217、
1309、1314、1316、3351
充 電 スポットは 順 次 増やす
予定です！

◆新座キャンパス学習ラボ更新

新座1号館 1315 学習ラボの PCや周辺機器を更新しました。

文京キャンパス茗荷谷図書館
病気やけが、障がい等をお持ちの方にも安心して図書館をご
利用いただけるよう図書館 2 階閲覧室に機器を設置しました。
【車椅子用閲覧席】車椅子に合わせて、机の高さを調節して利用
できます。
【拡大読書器】モニターに資料の文字を大きく表示したり、行間
違いを防ぐためにラインを表示することで読書をサポートします。

「学生生活に関する調査」
への
ご協力のお願い（対象：全学生・院生）
IR・大学資料室では、
今年9月～10月頃に、
全学生・院生
の皆様を対象に「学生生活に関する調査」を実施します。
10分程度で回答できますのでぜひご協力ください。
以下は、
前回までの調査で学生の意見を受けて実現した
ことの一部です。
・学生食堂へのWi-Fiの導入、Wi-Fi可能エリアの拡大
・グリーンホール2階のラウンジ設置
・トイレへのウォシュレットの導入
など

OpenCampus オープンキャンパス

のご案内

在学生や教職員による個別相談コーナーや、在学生による
キャンパスツアーなど、大学の雰囲気を知ることができる
様々な企画を用意しています。ぜひご参加ください。
スケジュール

キャンパス

実施予定企画

7月18日（日）

文京

8月 1日（日）

文京

8月21日（土）

文京

9月26日（日）

新座

11月 7日（日）

文京

大学説明／入試 説明／入試 対 策講座 ／
体 験 授 業 ／教 員・学 生との 個 別 相 談 ／
キャンパスツアー／など
＊詳細は大学公式サイトにてご確認くだ
さい。
＊事前予約制
＊新 型コロ ナウイルス 感 染 防 止 対 策 を
行っています。

12

資 料 館コレクション

◆ 行事予定 ◆
7
月

8
月

9
月

春学期授業評価期間

26日(月)

木曜授業実施

30日(金)

春学期通常授業終了

31日(土)

補講日

2日(月)〜7日(土)

春学期定期試験期間

10日(火)

春学期定期試験予備日、追試験日

11日(水)〜31日(火)

夏季休業（集中講義等有）
補講期間（集中講義等有）

24日(金)

9月期卒業式

ふ じ わらの ふ

秋学期オリエンテーション期間
（24日除く）

25日(土)・27日(月)・
28日(火)

秋学期1次履修登録申請期間

1日(金)

秋学期通常授業開始

秋学期2次履修登録状況
（抽選結果）発表
秋学期履修登録訂正期間

29日(金)

紫祭準備日（予定）

30日(土)・31日(日)

紫祭（予定）

1日(月)

紫祭後片付日（予定）

13日(月)〜20日(月)

卒論提出期間

12
月 27日(月)〜1月7日(金)

冬季休業

8日(土)

創立記念日（休講）

11日(火)

通常授業開始

2021年度 心理教育相談所講習会

【新座キャンパス】

実施日

時間

講座
10：40～ 不登校の子どもをどのように
7/10（土） 12：10
理解し、
どのように関わるか
13：00～
元気の素をみつけましょう
7/17（土） 14：30
10：40～ 摂食障害―食べられない、
7/24（土） 12：10
食べすぎてしまう心理
成人期発達障害の人が持つ
10：40～
困りごと
7/31（土） 12：10
～その対処を考える～
10：40～

8/ 7（土） 12：10

ペアレント・トレーニング
～我が子との関わり方を知っ
て、気持ちをラクにしよう～

10：40～ もし身近な人が心の病に
かかったら・
・
・

9/11（土） 12：10

担当者
野島

と

ふ じ わらの こ う

秋学期2次履修登録申請期間

6日(水)・7日(木)

ふ じ わらの ふ さ さ き

ひ

みょう し

秋学期1次履修登録状況
（抽選結果）発表

1日(金)・2日(土)

天平勝宝 4（752）年、第12 次遣
唐使が出帆しました（東大寺大仏
開眼会後の 6月とも言われます）
。
遣唐大使の藤 原 清河は、藤 原 房前
の四男。房前は藤 原 不比等の次男
ですので、同じく不比等を父とする
光明皇后（聖武天皇の后 = 藤 原 光
明 子）は清河の叔母にあたります。
花蹊の《光明皇后御歌》は、中
国に渡る甥の安寧を祈った皇后の
歌を揮毫したものです。──「大船
爾真梶繁貫此吾子乎韓國辺遣伊波
敝神多智（大船に梶をたくさん取り
つけて、この我が子を唐の国へ遣
わします。どうか神々よ、お守りく
ださい。
）
」未熟な航海術ゆえに遭
難することも珍しくなかった当時、
渡唐はまさに生命を賭した冒険で
した。
実際、清河は入唐を果たしたも
のの帰国船の難破という不運に見
舞われ、二度と日本の土を踏むこ
とはありませんでした。皇 后への
返 歌にこめられた清 河の願いは、
その客死によって見果てぬ夢として
途絶したのです。
「春日野尓伊都久
三諸乃梅花榮而在待還来麻泥（春
日野に祭ってある梅の花よ。このまま咲き栄えてずっと
待っていてくれ。私が帰国するまで。
）
」
こうした史的逸話を含んだ《光明皇后御歌》は、花蹊
の書を考える上でも相応の意義を有する作品となっていま
す。花蹊の点画（とめ、そり、はね、はらい）が師・宮原
謙蔵のそれに倣いつつ完成に向かったことは周知の事実
ですが、宮原を彷彿とさせる「梶」
「乎」
「神」の文字は、
師の教えに忠実であろうとした花蹊の学修のありようを
如実に示しているからです。
( 花蹊記念資料館館長 村田 宏 )
ふ じ わらの き よ か わ

21日(火)〜28日(火)

10
月 6日(水)

1
月

跡見花蹊（1840-1926）
制作年 大正12（1923）年 紙本墨書

1日(水)〜18日(土)

1日(金)

11
月

光明皇后御歌

19日(月)〜30日(金)

一彦

松嵜くみ子
鈴木

眞理

宮岡

佳子

小栗

貴弘

酒井

佳永

本学では、生涯学習、社会人教育推進の観点から”
科目等履修生”
の制度を設けて
います。
この制度は、本学の授業科目の一部を本学の学生以外の方が履修して、所定の
成績を修めた場合に正規の単位が与えられるもので、本学への出願資格を満たして
いる方であれば、選考の上、本学が定める授業科目の中から希望する科目を選んで
授業を受けることができます。
（科目等履修生に
費用は、科目等履修登録料が7,500円／1学期、及び科目等履修料10,000円（卒
ついてのご案内） 業生は5,000円）／1単位となっています。

本学の正規の
授業を受けて
みませんか？

本年度秋学期の募集案内は、7 月中旬頃、大学のホームページに掲載します。詳しくは、
教務部教務課（Email d-kyomu@mmc.atomi.ac.jp または 03-3941-7420）までお問い合わせください。
この冊子は、適切に管理されたFSC ®認証林
からの原材料および、再生資源やその他の
管理された原材料から作られた、環境配慮型
のFSCR認証紙を使用しています。

