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編 集 後 記

　初春の候、皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。会報誌発刊第11号目となりました。

継続企画「同窓生の声」や新企画として、図書館学生協同リフロの活動、イベントの報告として人間健康学部

10周年記念式典開催の報告をお届けいたしました。ご多忙のなか、原稿依頼に快く応えていただいた方に心

より御礼申し上げます。今後も同窓生の皆さまより一層のご指導・ご協力をよろしくお願いいたします。末

筆ながら、会員の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

魁会役員一同

告動活 報 魁会では定例会を開き、活動行事について意見交換を行っています。
今年度の活動内容は以下のとおりです。

近未来の出来事

5月19日(木)

6月  9日(木)

7月14日(木) 
8月14日(日)

8月24日(水)
9月  7日(水)

第1回定例会　 
新役員歓迎会  今年度の活動計画について
第2回定例会　
平成27年度 会計報告・監査　第6回総会について
第3回定例会　第6回総会について
宇部フロンティア大学付属香川高等学校
同窓会総会出席
第4回定例会　第6回総会・野菜市について
第5回定例会　第6回総会・野菜市・会報誌について

9月18日(日)

10月12日(水)
10月21日(金)
10月22日(土)
・23日(日)

11月25日(金)
12月21日(水)

　

第6回魁会総会・懇親会開催  
於 本学学生食堂
第6回定例会　野菜市・会報誌について
野菜市  前日準備
魁祭  野菜市出店

第7回定例会　会報誌について
第8回定例会　会報誌発行準備

》

会魁 役新 員 の 紹 介

せら知お 氏名、勤務先、住所など変更となった際は、下記までご連絡ください。》

〒755-0805　山口県宇部市文京台二丁目1番1号　宇部フロンティア大学内　魁会事務局
TEL (0836) 38-0513〔学生課〕

連絡先

宇部フロンティア大学

松本 治彦副学長

１.  人工知能AI  （とくに深層学習）

　最近、AIが「急性骨髄性白血病」と診断された患者に対
して遺伝子情報をもとに「二次性白血病」であること、抗が
ん剤を別のものに変えるよう提案、その後患者は数カ月で
回復し、通院治療を続けている」というニュースが大きな
話題となっています。
　このように深層学習（ディープラーニング）をするAIは
優れた技術を持っており、「ロボットや人工知能が人間の
職場を奪う！」ということも話題となっています。しかし、
深層学習は単にビッグデータの統計処理を行っているだ
けです。 人間の脳が考える「自由とは」とか「自分にとって
の幸せとは」などを、このシステムから導き出すことは不
可能です。 あくまで過去資料に基づく整理なので、生活空
間が新しくなれば全く対応できません。
　卒業生の皆さんのほとんどは、人と人とのコミュニケー
ションが最も必要とされている職場に勤めているので、AI
に職場を奪われるということはありえません。 ただ、深層
学習をしたAIを使いこなして、仕事をスピーディに行うこ
とが必要になってくるでしょう。
　なお、もっと先の未来（2030年代？）には、人間の脳を
上回る「シンギュラリティ」とか自我を持つ「汎用AI」な
どが登場すると言われています。 このころになると人間

とロボットとの共存がテーマとなってきます。 この時に
大事なのは常にロボットを使う側にいることです。

２. 「高等学校教育、 大学教育、大学入学者選抜」 の一体的改革

　先行きが不透明で予測が困難な社会では、一人一人が
これまで以上に自らの能力を磨き、高めていくことが不
可欠です。 高等学校教育では、知識・技能の習得に加え、思
考力・判断力・表現力等の能力や主体的に学習に取り組む
態度の育成が必要になっています。 大学教育でも同様に、
各大学の教育理念に沿った入学者を受け入れる入学者選
抜の改善と学生の能動的・主体的な学習を促す取り組み、
さらに学習成果の明示やPDCAサイクルによるカリキュ
ラム・マネジメントの確立が急務になっています。
　実はこの2つの話題はリンクしています。 急激に進歩
するAI等の科学技術に取り残されずに前に進んでいく
には、これまでの教育制度ではだめです。 「知識・技術」
に加えて「思考力・判断力・表現力・協働」が重要になって
きます。 本学ではこの新しい教育制度に対応するため
に「新しいAO入試」や自らが学ぶ「アクティブラーニン
グ」を使った授業を展開しています。 詳しくは、本学の
ホームページをご覧ください。
　最後に、 卒業生の皆さんの今後のご健闘をお祈り致します。

　卒業生の皆さん、お元気でしょうか。 今回は、魁会の紙面をお借り
して、 授業 「 地球の現在・過去・未来（旧地球環境論） 」 の続編として
２つの話題を提供します。

収
入
の
部

支
出
の
部

項　目 決算額 備　　　　考科　目

項　目 決算額 備　　　　考科　目

会　費
魁　祭
雑収入
繰越金
合　計

魁会会費
魁祭売上
受取利息
前年度繰越金

  魁会会員の会費
　野菜市の売上

　平成27年度 繰越金

1,605,000
80,000
1,000

9,220,058
10,906,058

運営費

事業費

負担金
予備費
合　計

会議費
通信費
消耗品費
広報費
備品費
交際費
雑　費
総会費
魁祭費
藤花会会費
予備費

会場の貸出料金、魁会の会議で必要なもの等
同窓会・会報誌の案内の送付代等

封筒・用紙代等
会報誌作成費など

各同窓会の会議・催しものへの参加費
振り込み手数料など

　
野菜市

30,000
200,000
80,000
200,000
3,000
20,000
3,000

400,000
186,000
224,000
200,000
1,546,000

（単位：円）
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項　目 決算額 備　　　　考科　目

項　目 決算額 備　　　　考科　目

繰越金
会　費

野菜市（魁祭）

雑収入
合　計

前年度繰越金
魁会会費
野菜市売上
野菜市準備金返還
受取利息

平成26年度 繰越金
魁会会員の会費

7,996,055
1,717,000
101,900
64,255
1,407

9,880,617

運営費

事業費
負担金
小　計
繰越金
合　計

会議費
通信費
消耗品費
広報費
備品費
交際費
雑　費
魁祭準備金
藤花会会費

来年度繰越金

会場の貸出料金、魁会会議で必要なもの等
同窓会の案内の送付代等

封筒・用紙代等
会報誌送付代等

各同窓会の会議・催しものへの参加費
振り込み手数料等

野菜市

平成28年度 繰越金

27,948
86,767

153,900
0

6,000
1,944

156,000
228,000
660,559
9,220,058
9,880,617

（単位：円）

収支決算・予算案　報告
平成27年度
収支決算

平成28年度
予算案

収入総額 9,880,617円

差引残高 9,220,058円

支出総額 660,559円
収入総額 10,906,058円 支出総額 1,546,000円

                                                  期末：平成28年3月31日 

　平成28年9月18日（日）第6回 魁会 同窓会および懇親会を開催いたしました。当日は、荒天にも
かかわらず、ご参加いただいた役員の皆様には御礼申し上げます。予定しておりました報告や審議
など、滞りなく終えることができましたことを皆様にお知らせいたします。今回はホームカミング
デイとして、会場を学生食堂にしました。味覚でも懐かしさを満喫してもらいたいと学食担当の富
士企業様に趣向を凝らしていただきました。ビュッフェ形式での活きの良い魚の御造りや作りた
ての温かい料理、デザートを堪能していただき大好評でした。また、恒例の景品抽選会では童心に
返り盛り上がりました。アットホームな温かい雰囲気で楽しんでいただくことが出来ました。

第6回
魁会総会
懇親会

次回の同窓会総会は、平成30年度に開催する予定です。皆様 お誘いあわせの上、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。



　各大学の学生協働メンバーが、自分達の図
書館での取り組みをポスターにして発表しま
した。各大学のアイデアや苦労、努力がいっ
ぱい詰まっていました。初対面の学生同士が
積極的な交流を行いました。この間に本学の
学生からもアイデアが次々と出ました。今
後、実現していく過程を応援してください。

　異なる大学の初対面の学生・教職員
がグループを作り、1時間で図書館での
新企画を考え、プレゼンテーションを
行うというハードなワークショップを
行いました。各グループが限られた時
間に集中してユニークな企画を出しま
した。協働して創り出す楽しさを実感
した時間でした。優勝は本学の3年生
のＳ君のグループ「Trick or Borrow」で

した！地域の「知」と大学の「知」そして学生の「知の創成」、図書館は様々な「知」の交
流・交換の場なのだということを実感させられる場でもありました。

平成28年度  魁祭  野菜市報告 平成28年10月22日(土) ・ 23日(日)

　人間健康学部看護学科は平成28年度で10年目を迎えました。この間、387名の卒業生を輩出し、現在
医療機関をはじめとして医療・保健・福祉の現場で活躍しております。10年の節目を記念し、去る11月
27日（日）宇部市文化会館にて、宇部フロンティア大学人間健康学部開学10年記念式典および関連行事
を開催しました。当日は大学関係者、本学1・2年生、実習等の施設関係者、一般市民等280名の来場者を
迎え、無事終了いたしました。この日を迎えましたことは、ひとえに宇部フロンティア大学の同窓会の
皆様をはじめ関係者の皆様のご支援の賜と深く感謝申し上げます。行事に先立ち、式典では相原次男理
事長、大草知子学部長、久保田后子宇部市長（代理  宇部市健康福祉部長  中野 加代子様）のご祝辞を賜
りました。講演会では、株式会社テルモ  代表取締役副社長  松村 啓史様を迎え「ナイチンゲールとド

ラッガーに学ぶ愛と希望の看護」というテーマでご講演をいただきました。看護イノベーションという考え方から組織の中
でのリーダーの役割を考える良い機会となりました。また関連行事として、山口市出身のシンガーソングライターのちひろ
さんの「トーク＆コンサート：明るいほうへ ～金子みすゞの心とともに～」を開催いたしました。ちひろさんの優しく、あたた
かい歌声とトークに癒やされました。人間健康学部はこれからも地域に根ざし、保健・医療・福祉の発展に貢献して参りたい
と存じます。今後も何卒ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。　　　  （人間健康学部開学10年記念実行委員長／佐藤美幸）

人間健康
学部
10周年

　第15回 魁祭は雨模様にもかかわらず、多くの地域の皆
様に参加していただきました。同窓会野菜市では、時期
的に野菜価格が高騰し、品目を揃えるところから至難で
した。しかし、農家や市場の方にもご協力いただき「新
鮮！美味しい！安い！」を実現でき地域の皆様に喜んで
いただくことができました。いつも快く新鮮で美味しい
お野菜を提供してくださる農家様、お野菜を提供してい
ただいた皆様、本当にありがとうございました。また、来
年も同窓生の皆様にお会いでき
ることを励みに魁祭・野菜市を
準備させていただきたいと思っ
ております。

①  ご職業について
②  大学･大学院生活の中で一番の思い出
③  趣味･マイブーム

同窓生の

声

同窓生の中から11名の方に3つの質問に

答えていただきました。

看護師として療養型の病院で働く
傍ら、文京クリニックで心理士と
して研修を積んでいます。
目白押しだった夏期の集中講義で
皆で即興劇をして他の生徒さんの
熱演に驚かされたことや自助グル
ープや不登校の全国大会などに参
加して、地域の方々と触れ合えた
ことです。
趣味は読書や映画鑑賞・散歩です。
マイブームは、毎日空の雲を眺め
て、天気予報と照らし合わせ自分
でも雲からのメッセージを読み取
りたいと思っていることです。

①

②

③
清水 節子

人間科学研究科
臨床心理学専攻 12期修了 

【酒木ゼミ】

宇部西リハビリテーション病院｠ 
心理士
大学附属臨床相談センターでの
経験。陪席で、先生のカウンセリ
ングをその場で見聞きできたこ
と。プレイセラピーでは、子ども
たちの心の力や成長を感じ、私自
身パワーをもらった事。悩みな
がらも楽しかった日々。
数独　ガーデニング
季節を感じる風景

①

②

③
柳下 雅子

人間科学研究科
臨床心理学専攻 11期修了 

【酒木ゼミ】

広島県の児童養護施設で働いて
います。指導員として働いてま
すが、保育士と仕事内容は同じで
す！親と暮らせない子供達の支
援をしています。
先生の研究室に行って美味しい
物をいっぱい食べたことです(笑)
研究室に遊びに行っても嫌な顔ひ
とつせず相手をしてくれました！
ドライブと買い物です。休みの日
は同期と買い物に出掛けます！

①

②

③
廣實 桃子

人間社会学部
福祉心理学科 11期生 
【佐藤ゼミ】

警察官
学生会長をやれたこと。おかげで
多くの仲間ができました。あとツ
ーリング。
趣味 : オートバイ、写真、料理
マイブーム : アサヒおいしい水プ
ラス

①
②

③

佐々木　 直

人間社会学部
福祉心理学科 11期生 
【西村ゼミ】

医療事務
社会福祉士の実習に行ったこと
です。
映画　買い物

①
②

③

村上 汐里

人間社会学部
福祉心理学科 11期生 
【佐藤ゼミ】

取り損ねた教職課程の単位を取るため
単位履修生として本学に通いながら、
学童保育で働いています。人生一自由
な１年を過ごしている気がします。
本学の日陰であるスチューデントハ
ウスにてメディア部を中心に過ごし
た日々です。内容は無いですが、とて
も長い時間をお世話になりました。
大学卒業してまもなくタブレットを
購入したのでゲームアプリを始めま
した。それと、麻雀やカードゲーム、
人狼ゲームその他のテーブルで遊べ
るアナログゲームも長らく楽しんで
います。

①

②

③

國弘 一輝

人間健康学部 
看護学科 6期生 
【小野ゼミ】

保健師
国試前に毎日教室で友達と勉強
したこと、韓国に行ったこと。
　(友達の輪が広がりました)
ミュージカル観劇(劇団四季、宝
塚、東宝...仕事の疲れを癒して
くれます！）ディズニー(時間さ
えあれば半日でもパークへ向か
います)。

①
②

③

北里 優依

人間健康学部 
看護学科 6期生 
【佐藤美幸ゼミ】

国立病院機構  呉医療センター
救急救命センター勤務  看護師
同級生と旅行や買い物に行った
こと。
ドライブと海軍カレー巡り

①

②

③

長福 　優

人間健康学部 
看護学科  平成27年度卒業

【光貞ゼミ】 

山口大学・梅光学院大学・本学の学生協働メンバー山口大学・梅光学院大学・本学の学生協働メンバー

助産学生です。
卒業旅行でバイク部のみんなと
九州一周したこと。でも、大学祭
の実行委員長をしたことや友達
と遊んだこと全部がいい想い出
です( ́ ,_ゝ )̀
趣味はバイクと漫画と、お酒に
あう料理を作ることです。

①
②

③

小林 志恵瑠

人間健康学部 
看護学科 6期生
【安成ゼミ】

大学図書館学生協働シンポジウムに
 本学の図書学生協働 『Li-Fro』 のメンバー7名が参加し、
ディスカッションやプレゼンにチャレンジしました。

ポスターセッション

ワークショップ 「プレゼンバトル」

◎9月15日（木）／香川大学図書館にて

◎9月16日（金）／香川大学図書館にて

Li-Fro
リフロ

株式会社テルモ 
代表取締役副社長  松村 啓史 様
株式会社テルモ 
代表取締役副社長  松村 啓史 様相原 次男 理事長相原 次男 理事長

シンガーソングライター  ちひろさんシンガーソングライター  ちひろさん

大学院生
魁祭で茶道部やメディア部の手
伝いをさせてもらったこと。
映画鑑賞

①
②

③

原　功一

人間社会学部
福祉心理学科 11期生
【高田ゼミ】

（図書委員／三島瑞穂）

9月15日（木）・16日（金）

6th 全国大学図書館学生協働
交流シンポジウム in 香川大学

「考えよう! 大学図書館
学生協働の未来」
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