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　魁会では、月に一度定例会を開き、活動行事について様々な意見
　交換行っております。
　今年度の活動内容は以下のとおりです。

　魁会活動報告
  4月　魁会決算報告会

  5月　定例会議（今年度の活動内容確認）

  6月　定例会議

  7月　定例会議

  8月　宇部フロンティア大学付属香川高等学校同窓会　出席

  9月　定例会議（野菜市準備、会報誌作成）、

  　藤花会会議　出席

10月　定例会議、魁祭　野菜市バザー参加

11月　定例会議（魁祭反省会、会報誌編集）、

　宇部フロンティア大学短期大学部50周年祝賀会　出席

12月　定例会議（会報誌編集）

活 動 報 告 お 知 ら せ

》 

》 

魁 会 新 役 員 の 紹 介

　この度、第5期生の中から、新しい5名が魁会役員に加わることになりました。よろしくお願いいたします。役員は随時募
集中です！一緒に同窓会活動をやりませんか？我こそはという方はご連絡お待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　《連絡先》TEL:（0836）38-0513 

　　　　　　　　　　　　　　　　　5期生　新役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　児童発達学科卒：内田  美穂、野邑  玲奈
　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉心理学科卒：石川  裕美、佐伯  美和、竹永  美津子、寺本  文人

大学と卒業生との強い交流を

宇部フロンティア大学 学長　西村 洋子

　寒さが身にしみる今日この頃、魁会会員の皆様いかがお過

ごしでしょうか。

　今回の第五号となる会報誌では、より多くの同窓生の声を

お届けしたいと考え、新しい企画を試みました。会報誌編集

会議では、集まりました皆さんからのメッセージに触れ「元

気にしてるかな」「頑張ってるかな～」と役員メンバーの話も

つきず、心がほころびました。

　来年度は第３回魁会総会（同窓会）が開催されます。一人で

も多くの同窓生の皆さんにお会い出来ることを心待ちにして

おります。開催日時につきましては、大学ＨＰや文書でお知

らせいたします。

　最後になりましたが、ご多忙中本誌作成にご協力くださ

いました皆様にお礼申し上げます。本当にありがとうござ

いました。

編 集 後 記

 （魁会役員一同） 

平成22年4月より西村洋子先生が

宇部フロンティア大学 学長に

就任されました。

平成22年4月より西村洋子先生が

宇部フロンティア大学 学長に

就任されました。

　平成22年4月、宇部フロンティア大学長に就任し
ましたが、これまで大学とのかかわりが全くなかったため、
残念ながら卒業生の皆様とお目にかかれる機会はあり
ませんでした。
　同窓会報「魁会」を拝見して、卒業生はそれぞれ
の分野で失敗や困難を克服して成長し、活躍されて
いることがわかり、頼もしく感じました。
　同窓会の河村修司会長はじめ、役員の方 が々多忙
な仕事のなかで、同窓会の運営や会報「魁会」の発
行に努力されていますので、会員の皆様も同窓会運営
にご協力をお願いしたいと思います。
　今後、大学におきましても同窓会及び卒業生への
支援について、前向きに検討し実施していきたいと考
えております。同時に卒業生からも大学に対して、また、
在学生に対して要望、また、情報等を提供していただ

きたいと思っています。
　大学と同窓会及び卒業生と強い連携をすすめる
なかで、卒業生を通じて社会からの声を大学の教育
研究の向上に役立てるように、また、卒業生が地域
社会で貢献することができるように、大学生のキャリア
形成に努力していかなければならないと考えています。
　卒業生がそれぞれの職場で、業務上の課題（問題）
を発見し、職場の関係者と協力して、主体的に問題
を解決していく努力と能力を身につけていただきたい
と思っています。
　今後、卒業していく後輩に対して、先輩としてあた
たかく、また厳しいご指導、ご支援をよろしくお願い申し
あげます。
　最後に卒業生のご健勝とご活躍をお祈り申しあ
げます。

　来年度、魁会総会（同窓会）を開催いたします。
　日時や場所など、後日大学HPや文章にてお知らせいたします。
　多くの方の参加をお待ちしています。

　氏名、勤務先、住所など変更となった際は、魁会事務局
　までご連絡ください。

《連絡先》
　〒755-0805　宇部市文京大2丁目1-1
　宇部フロンティア大学内　魁会事務局
　TEL(0836) 38-0513
　E-mail:sakigakekai@frontier-u.jp

》 

》 



　第三者評価制度は、大学の質を確保するため、平成16年度からはじまった

制度です。日本の大学は、学校教育法で、7年以内に1度、評価機関による審査

を受けることが義務付けられています。評価機関は、大学評価・学位授与機

構、大学基準協会、日本高等教育評価機構の3つです。本学は日本高等教育評

価機構で審査を受け、その結果「認定」と判定されました。今回、この評価機構

は、71大学の審査を行い、66大学が大学評価の基準を満たすとして「認定」と

判定しました。ただし、66大学のうち、19大学は改善報告書を提出する条件

付き「認定」です。本学は、このような条件は付かず、パーフェクトな「認定」で

す。認証期間は平成21年4月1日～平成28年3月31日です。なお、5大学が判

定「保留」となり、再評価を受けることになりました。

　私は、4年前に自己評価担当者として第三者評価を受けるために委員会を立

ち上げて準備を進めました。評価対象の項目は、建学の精神・大学の基本理念

及び使命・目的、教育研究組織、教育課程、学生（入試・入学、学生支援、学生サ

ービス、就職支援、学生からの要望処理システム、卒業・進路指導、国際交流

等）、教員、職員、管理運営、財務、教育研究環境、社会連携、社会的責務の11項

目で、委員会で分担してそれぞれ事実の説明（現状把握）、自己評価、改善・向上

方策（将来計画）を作成しました。

　また、何度か研修会に出席して本学で問題となる項目を拾い上げ、関係委員会で改善策を検討し、それを実行してもら

いました。このような不断の努力により教育研究の質を落とさないよう、絶えず改革を進めてきた成果が今回、認めら

れたと思います。

　本学で特に高い評価を受けたのは、社会人を対象とした長期履修学生制度で多くの学生が在籍し、全国的に見ても特

色ある優れた取り組みである点、学生支援センターとそれを支える学生支援課が学生の学修・生活・進路を一括して把

握・支援する体制が小規模大学の利点を生かした取り組みである点、チューター制度、学生への個別面談、保護者面談会

などのきめ細かい丁寧な個別指導をしている点、宇部市と地域交流協定を締結し、地域に密着した大学作りの取り組み

が多方面に行われている点でした。

　なお、平成27年度までには再び第三者評価を受けることが義務付けられており、大学は今後とも絶え間なく改善・努力

を続けなければなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （松本治彦 教授）

日本高等教育評価機構の審査について

いこい様、美東町農家様、
厚保栗農家様、宇部青果市場様、 
（株）西日本グリーンリサイクル様
有り難うございました！！

野菜市で毎年
ご協力いただいております。
野菜市で毎年
ご協力いただいております。

　魁会が魁祭に野菜市参加をはじめて5年目を迎えました。地域の方々の認知度もグッと上がったように感じております。

　毎年、魁祭のスタートと共に、野菜の販売を始めるようにしているのですが、今年はスタート前から今までで一番ではないかと思われる

長蛇の列が出来ておりました。記念に写真を撮ろうと思っていたのですが、あまりの熱気で写真どころではありませんでした。

売り子を勤めた魁会会員一同、地域の皆様のパワーに圧倒されましたが、「去年お野菜買って食べたらすごく美味しかった」「この肥料よく

育つね」「来年も楽しみにしてるよ！」といった皆様の温かいお言葉がとても嬉しかったです。

　もう1つ嬉しかった事があります。それは、多くの同窓生が遊びに来てくれたことです。気がつけば、いつの間にかプチ同窓会が出来て

おりました。来年以降も野菜市を続けていきたいと考えておりますので、今年来られなかった方も、来年は是非来おこしください！！
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野菜市報告

①警察官

②仕事終わりに温泉に入
ってる時。

③仕事は大変でしょうが、
健康第一で一生懸命やって
いきましょう。 

①福祉関係(施設)
　生活支援員

②仕事してる時と、本を
読んでるとき。

③元気ですか～？

①今は写真館で働いてます。
お客様の大事な記念写真を
撮らせてもらってます★

②やっぱり大学時代の友
人連絡とったり、遊んだり
してる時が楽しいかな。

③社会人1年目★社会の
波にもまれてながらも頑
張って、またみんなの輝
いた笑顔に会えるのを楽
しみにしてます(^-^)v

①今は、地元広島の保育
園で保育士してます。

②これまで出会った友達や仲間
とワイワイしてる時が楽しい♪

③地元に帰って、大学の友達
と離れ離れになってしまって
本当に寂しかったけど、きっ
とみんなも頑張っとる!ずっと
繋がりあっとる!って思って、
私も頑張ってます。大学で出
会った仲間や学んだ知識や経
験が今の自分の支えです。

①宇部市の特別養護老人
ホームにて介護士やって
います。

②ドライブ＆ツーリング
してるとき。

③お互い辛いこともある
だろうけど、大学時代を
思い出しながら、ゆっくり
頑張っていきましょう。 

同窓生の 声

同窓 生 の 今 を イ ン タ ビ ュ ー ！

仕 事 は ？ プ ラ イ ベ ー ト は
？

同 窓 生 2 0 人 に き き ま し た

吉田 和樹
人間社会学科
第4期卒業

平野 忠雄
人間社会学科 第3期卒業
人間科学研究科 第5期修了

堤  晃一
人間社会学科
第4期卒業

中川  雅絵
児童発達学科 第2期卒業

村中 さゆり
児童発達学科 第2期卒業

①現在の職業　②いちばん楽しいことは？　③同窓生へひとこと

①スクールカウンセラー

②児童・生徒の笑顔を見て
いる時が一番幸せ。また、
生徒から愛称で呼ばれるこ
とに嬉しさを感じる。最近
のあだ名は｢シュレック｣。

③院同期のみなさん、いつ
も愚痴を聞いてくれてありが
とう！これからも愚痴るので
よろしく！学部同期のみなさ
ん、飲みに行きましょう！

浅井 好文
福祉心理学科 第5期卒業



宇部フロンティア大学・大学院出身の同窓生たち。新しい環境で頑張っています。

清水  歩
人間社会学科　第１期卒業

松山 千尋
児童発達学科 第2期卒業

①卒業してから同じ会社
で事務員やってます♪

②動物(特にペットのイン
コ達)と戯れてるとき。

③来年同窓会総会がある
ので、皆さんこぞってご
参加ください☆

佐伯 美和
福祉心理学科　第５期生卒業

内田 美穂
児童発達学科　第2期生卒業

①子ども関係の仕事と宇部
フロンティア大学大学院生。

②子どもたちと遊んでい
る時。

③みんなが1日1日素敵な
時間を過ごせることを願
ってます。

①保育士

②舞台で演技したり、歌
ったり、踊ったりして、
皆で一つのミュージカル
を造り上げる時。

③楽しいときも辛いとき
も、一生懸命な人はキラ
キラ輝いていると思いま
す。自分の好きなことを
思いのまま、心のままにや
って、キラキラ輝いていき
たいですね！

①保育士（みどり組の先生です★）

②子どもと関わってる時！戸外ではよく子どもに｢鬼ごっこ
しよ｣と言われるので、私が鬼になって追いかけっこして
ます☆すっごい体力使うけど、子どもの嬉しそうな顔見る
と、また追いかけてしまう(*^-^*)笑　あと、最近は私が
こちょこちょ星人になって、くすぐり遊びが流行ってます
。キャーキャー言って、｢もうやめて｣って言うのに、やめ
たら｢またして！｣って言う子どもたち…かわいすぎます！
スキンシップをとることが好きなので、子どもをぎゅって
してる時も幸せです！仕事以外では、友達とご飯食べに行
ったり、お買い物行ったり…休みの日を満喫しとる時が楽
しい☆社会人になって毎週毎週休みが待ち遠しい。5、6
連勤はしんどいですね…。

③どーも、みなさんこんにちは！社会人になって、半月経
ったけど、やっぱり学生の時とは比べものにならないくらい
しんどいですね(>_<)みなさんは元気にしてますか？スト
レスたまってませんか？みんな出身地も就職地もバラバラ
なので、なかなか集まるのは難しいけど…みんなに会って
たくさんお話して、元気をもらいたいです☆(笑) 学生の時は
本当にほんとに楽しかったな！飲み会したり、みんなでもちつ

きしたり、学祭で盛り上がった
り…★また、みんなと思い出話
や、仕事の話ができることを楽
しみにしています！では、また会
える日まで★体に気を付けてが
んばろっ♪

永見 ひな子
福祉心理学科　第5期生卒業

①ぼんやり。

②ぼんやりしてるとき。

③たまにはぼんやりしま
しょう。

①山口市社会福祉協議会
で臨時職員として働いて
います。主に事務仕事を
しています。

②こたつで寝てるとき。
楽しいってか幸せ。実家に
帰って犬と遊んでるとき。

③みなさん体にお気をつ
けください。岡藤 菜保

福祉心理学科 第5期卒業

高橋 耕介
人間社会学科 第3期卒業
人間科学研究科 第5期修了

①臨床心理技術者

②たまに大学のゼミに顔
を出すと懐かしさを感じ
ます。

③たまに会う人もいるけ
ど、また会いましょう。

今城 一敏
人間社会学科　第4期生卒業

①宇部フロンティア大学
大学院生

②童心にかえって遊んで
いるとき。

③どうやら僕、一生宇部を
出られないようです…。

①病児保育室で保育士し
てます。

②友達とご飯行って思い出
ばなししてるとき。 

③学生はすっごく楽しか
ったけど 社会人も そん
な悪いもんじゃ なさそう
です。
　いつでも楽しむときは 
全力で楽しんで下さい。 柴田 祐希

児童発達学科 第2期卒業

小林 彩香
児童発達学科　第2期生卒業

①保育士(0歳クラス担当)

②おいしいものを食べて
るとき 幸せ。 

③またみんなに会って、
たくさん元気をもらえると
きを楽しみにしています！

①保育士

②お部屋でゴロンゴロン
してるとき（笑）

③学生の頃が懐かしいっ
て思っても、もう戻れな
いけど、みんなも頑張っ
てるって思うと、私も頑
張ろう 大丈夫って思いま
す｡同じ青春時代の仲間､
出会ってくれてありがとう｡

石川 実希
児童発達学科 第2期卒業

①JA島根おおちで農業関係
の指導の仕事してます！ 

③毎日仕事は忙しいですけ
ど、日々努力することで精進
していきたいなと思ってま
す。責任感をしっかりもっ
て行動していきたいなと思
ってます

みんなも仕事頑張ってくだ
さい 

中村 教次
福祉心理学科
環境福祉コース 第5期生

大田 裕一郎
福祉心理学科　第５期生卒業

①防府あかり園で働きよる｡

②車の話しながら地元の
友達と呑んでる時。

③今度みんなで集まれた
らその時はよろしく～
(つ´∀｀)つ

①保険コンサルティング

②大学時代の友達に会う
とき。 

③学生と社会人は全く違
うものです。学生時代に
いろんなことへ自主的に
参加しておくべきだった
と社会人になって痛感し
ています。土屋 恵子

児童発達学科 第2期卒業

①宇部フロンティア大学
大学院生と塾講師パート。

②好きな音楽聴きながら、
ドライブすること。

③夢中になれる趣味があ
ると、社会人になったとき、
結構ココロ強く在れるかも。

藤川 晶宣
人間社会学科 第1期卒業

声
同窓生の
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