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宇部フロンティア大学 副学長　相原 次男

同窓会組織「魁会」への期待

　私は平成23年4月に着任した、歳は取っていますが新任の教員

です。副学長という職責から、微力ではありますが、大学の経営、

とりわけ学生確保の方策について大学の幹部の先生方や学部の

先生方と真剣に議論し、広報活動等に奔走している毎日です。

　そのような中、8月に開催された魁会総会に出席させていただき

ました。学部学生とはひと味もふた味も違う、てきぱきとした進行。

卒業生の皆さん一人ひとりの見事な表現力。卒業してわずかにも

かかわらず、実社会でもまれ、成長し続けている皆さんの姿を拝見

でき、同窓会組織の発展の確かな手応えを感じました。

　同窓会と大学の組織は車の両輪の関係にあります。私たち教職員の責務は、学生数を増やし、フロンティア大学に

学んだことを誇りに思う卒業生を一人でも多く世に送り出すことにあります。大学の評判は、卒業生の社会に

おける活躍とともに、卒業生の大学への所属感の強さに大きく依存しています。このことが在学生に誇りと勉学意欲

を掻き立て、学生募集にも反映されてきます。

　卒業生組織としての魁会への期待は、まず、卒業生の連帯を強めると同時に、その存在を在学生にも知らしめ、

つながりを持ってほしいことです。また、同窓会主催の公開講座の開催や就職・実習支援、ＰＲ誌の発行など独自の

企画にも大いに期待しています。

　来年は本学開学10周年を迎えます。魁会それ自体はまだ小規模な

組織ですが、魁会の存在を世に問い、新たな質的発展の第1歩となる

重要な年にもなります。

　最後になりましたが、魁会のますます発展をお祈りするとともに、母校

へのさらなるご支援、ご協力を賜りたいと念じています。

告動活 報

　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。

  4月25日　第三回総会開催、今年度の活動内容について

  5月19日　定例会議　会計報告

  6月  9日　藤花会会議出席
　　 17日　定例会議　藤花会会計報告
　　 22日　臨時会議

  7月  8日　総会案内発送作業
　　 29日　定例会議　総会について

  8月  3日　臨時会議　総会打合せ
　　 23日　定例会議　総会最終打合せ
　　 26日　総会準備
　　 28日　第三回同窓会総会開催

  9月16日　定例会　魁祭野菜市について

10月14日　定例会　魁祭野菜市打合せ
  29･30日　魁祭野菜市開催

11月11日　定例会　会報誌について

》 

魁 会 新 役 員 の 紹 介

編 集 後 記

せら知お

　来年度は本学開学10周年記念第四回魁会総会（同窓会）が
　開催されます。一人でも多くの魁会（同窓会）会員の皆様
　にお会い出来ることを役員一同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。

　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　宇部市文京台二丁目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

》 

》 

　新春とは申しながらまだ厳しい寒さが続いておりますが、魁会（同窓会）会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。
　今回の第六号となる会報誌も、昨年と引き続きより多くの「同窓生の声」をお届けさせていただきました。お忙しい中、
快く原稿依頼に応えていただいた方々に感謝の気持ちでいっぱいです。魁会の活動及び本誌の作成は会員の皆様の
ご協力で成り立っています。今後も原稿依頼やイベントなどでご協力をお願いすることがあると思います。その際には、
ともに心に残る素敵なものになるよう、よろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、今年もご多幸ありますようお祈りいたしております。 　　　　　　　　　（魁会役員一同） 

《連絡先》TEL:（0836）38-0513

6期生　新役員
福祉心理学科：白石  貴美、藤山  慎也、益原  幹人
児童発達学科：沼  ひとみ、久光  遥
看護学科　　：川向  倫代

　この度、第6期生の中から、新しい6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。



　第10回魁祭に魁会野菜市ここにあり！魁祭は大変な盛り
上がりをみせ、野菜市は全商品完売となりました。当日の天候は
あいにくの雨となりましたが沢山のお客様に足を運んでいただき
誠にありがとうございました。
　今回の野菜市は山口県内の野菜や果物を中心に『地産地消』
を目標に、役員一同早朝から車を走らせ、新鮮な野菜の仕入れに
向かいました。「この野菜市を毎年楽しみにしちょる」「今年もあり
がとう」など、お客様からお声掛けしていただけたことが私たち
の原動力となり、来年への活力となっています。 
　この野菜市は「地域貢献」をしたいという思いから始まりました。 
しかし、2日間が終わってみれば、地域の方々からのご協力をいた
だき、アドバイスをいただき、元気をいただき、私たちが学ばせて
いただく事が多くありました。
　まだまだ慣れない事が多くありますが来年度も野菜市やります。
きっと新しい出会いがありますので是非遊びに来てください。

同窓会総会報告　8月28日（日）
　同窓生の皆様には、ご活躍のこととお慶び申し上げます。今年の同窓会は、開学10年目で会場を母校の食堂とし、前2回と比べ
ささやかな懇親会とさせていただきました。しかし、多くの方々に集まっていただきました。ご参加心から感謝申し上げます。はじめて
参加された方にも「また参加してみたい」「余興が楽しかった」「懐かしい顔に会えてうれしかった」など感想をいただき、次回の
同窓会総会開催準備への活力となりました。
　また、今年は教員の先生方にもたくさん参加いただき同窓生と想い出話や近況についての話に花がさいておられたと思います。
　来年は開学10周年を迎えることになりました。私たちは同窓生として、10年、20年、30年の未来へと宇部フロンティア大学･大学院の
歴史をつなげていけるように、同窓生と大学のつながりがさらにひろがるようにしたいと願っています。そこで、記念となる開学10周年に
ふさわしい会を来年度に開催したいと考えております。役員一同、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

総 会 告報総 会 告報
第3回

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。
いこい様、美東町農家様、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！！

いこい様、美東町農家様、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！！

野菜市報告

U Be FRONTIER!を
歌いました♪

U Be FRONTIER!を
歌いました♪

同 窓 生 1 7 人 に き き ま し た

①現在の職業　②いちばん楽しいことは？　③大変なことは　④同窓生へひとこと

仕事は？プライベートは?

同窓生の今をインタビュー！声声同窓生の

①支援員（介護職）
②一緒にラジオ体操やお風呂で歌ったりなど利用者さんとの何気ない関わりが
　楽しいです。
③行事の多い職場なので、その準備が大変です。
④仕事は楽しい分、つらいこともあるけど、もっと成長して頑張っていきます！！

永繁 理絵　人間社会学部 福祉心理学科 福祉コース  第6期卒業

23歳になりました。
①福祉用具専門相談員してます。簡単に言うと福祉用具の営業です。
②福祉用具を提供した利用者に感謝されると自分も嬉しいし、そこにやりがいを感じます。
　この仕事自体が楽しいです。
③福祉用具の選定です。その人の障害に合わせて多くの福祉用具の中から一つに絞らない
　といけません。そこが難しいです。
④皆さん仕事大変でしょうけど…お互い頑張りましょう。

川口 智也（グッチ）人間社会学部 福祉心理学科 福祉コース  第6期卒業

①介護福祉士
②すれ違いの時間の中で旦那さんと何気ない時間を過ごしている時…笑
③就職して、まだ利用者さんの緊急な対応に直面してないので、大変と言うより
　不安でいっぱい(>_<)
④みなさん元気してますか？それぞれ自分の道、突っ走りましょお(・_・)!!

和崎 希望（旧姓：石田）人間社会学部 福祉心理学科 福祉コース  第6期卒業

①宇部フロンティア大学大学院人間科学研究科臨床心理学専攻

②学部の時にはできなかった実際の臨床の場での経験が積めるのでとても楽しいです。

③経験を積むため、自分の興味のあるボランティアに参加するのですが、大学の授業との
　折り合いをつけながら大変です。

④同窓生のみなさんがそれぞれの場で活躍してらっしゃるので、それが僕のはげみになっ
　ています。これからもお互い頑張りましょう。

村田 克裕　人間社会学部 福祉心理学科 心理コース  第6期卒業

①宇部フロンティア大学の大学院生
②一番楽しいのは、休みの日のウィンドウショッピング。お金ないので見るだけ。
③授業と実習。わからないことたくさん。でも、目の前は事例がたくさん。お勉強
　大切です！！
④各方面でのご活躍心よりお祈りいたします。私もがんばる！！

椎木 郁江　人間社会学部 福祉心理学科 心理コース  第6期卒業

～30年後の自分～～30年後の自分～



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。

①生活支援員
②日々の活動でメンバーさんの笑顔を見ること。
③職場の人間関係。死と隣り合わせということ。
④働きだして大学の友達の大切さや存在を改めて知ったから、また会って一緒
　にバカな事したいっちゃね(p´▽｀)q

岩本 尚大　人間社会学部 児童発達学科 第3期卒業

①病院のデイケアで、心理技術者として働いています。

②患者さんと一緒に密な関係を持てるところが楽しい-創作活動、ゲーム、料理したり

③他職種なので、綿密なやりとり…「ホウレンソウ」をすることです

④体が資本なので体調に気をつけてください

大町 隆文　大学院 人間科学研究科 第6期修了

①大学教員、スクールカウンセラー

②子どもから学生まで、喜ぶ姿や成長が真近で見れること

③スクールカウンセラーなどで、相談者のことを思うと辛くなることがある

④来年の学園祭に遊びに来てね

桝本 俊哉　大学院 人間科学研究科 第5期修了

①幼稚園教諭

②毎日、子ども達のキラキラした笑顔を見れること。

③子ども一人ひとりの成長に合わせた指導・保育すること。

④元気ですか？またみんなとワイワイ楽しいことしたいな♪みんなに会いたいです★

玉井 百合子　人間社会学部 児童発達学科 第3期卒業

①養護教諭

②先生方や可愛い生徒達との何気ない会話！力をもらいます！

③未熟な自分に向き合い、変わる努力を継続することです。

④すべての出会いがあなたの糧となります。大切にしてください。

荻野 麻美　人間社会学部 児童発達学科 第3期卒業

①保育士
②初めての土地（宮崎）で多くの発見があること。観光名所や名物を楽しめる事。
③行事が多いこと。毎月の園だよりを書くこと。
④みんな元気ですか？県外だから、なかなか児発会に参加できませんが、お互い
　に成長した姿を見せ合えることを楽しみにしています。お互い頑張りましょう。

和田 典之　人間社会学部 児童発達学科 第3期卒業

①大学院1年生
②学部の頃よりも専門的な知識が得られること。実践的な授業も多く、楽しみ
　ながら学んでいます。
③授業についていくこと。難しくて分らないことも多いですが、それよりも新しい
　ことを学べる喜びの方が大きいです。
④心理学の勉強、楽しみながら頑張っています。臨床心理士目指して頑張るぞ！！

河村 千絵美　人間社会学部 福祉心理学科 心理コース  第6期卒業

①宇部フロンティア大学大学院人間科学研究科臨床心理学専攻1年

②大学院の仲間と意見交換したり、いろいろな話を聞ける事

③如何に分かりやすく陪席記録をまとめるか

④多くの事を学べる時期です。頑張りましょう。

宇多村 文香　人間社会学部 福祉心理学科 心理コース  第6期卒業

田中 奈菜美　人間社会学部 児童発達学科 第3期卒業

①生活支援員(障害者施設)。

②同期の子とご飯を食べながら話をすることです☆気付いたら何時間も立ち話をしていた!
　なんてしょっちゅうです(≧∇≦)♪゛

③実家へ帰ることに一苦労してます。でも、やっぱり一番安心できるので、ついつい帰ってしまいます。

④皆さんお元気ですかー??時々、皆さんが仕事されている姿を見かけることがあります。その時には、
　学生時代が懐かしく思えて少し寂しくなりますが、また、みんなと騒ぎたいなッ☆゛

京條 仁美　人間健康学部 看護学科 第1期卒業

①看護師（興産中央病院 整形外科病棟勤務）
②大学の友人と時々逢うこと。久々の休みに家に（実家）帰り、両親や兄弟に
　逢うこと。仕事の辛いことを話したり。
③なかなか休日がない。覚えることが多い。（仕事上）
④同窓会の時は、大学生に戻りいろんな思い出を振り返り今を楽しみましょう。

山本 陽子　大学院 人間科学研究科 第6期修了

①常盤台病院･回復期リハビリテーション科の臨床心理士として勤務しています
②うーん…、患者さんやスタッフさんと触れ合うときでしょうか
③カンファレンスなどで、しっかりとした発言ができないときまだまだ未熟者
　なので、自信がないことも影響しています
④勉強に遊びにと忙しい毎日とは思いますが、皆一緒に頑張りましょう

川向 倫代　人間健康学部 看護学科 第1期卒業

①看護師（山口労災病院 内科病棟勤務）

②大学の友人に会って休日をすごすこと。同じ職業なので大変なことを理解してくれて励まし
　あって頑張る力になるから。

③人間対人間のかかわり。病気だけでなく色々な性格の人もおられる為、コミュニケーションが
　難しい事がある。

④忙しいと思いますが、同窓会の時には以前のように盛り上がりましょう！！是非参加してくださいね。
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