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東北文化学園
季報
本法人の広報誌を
国見の自然あふれる四季とともに
お届けします

平成 28 年度 東北文化学園大学・東北文化学園専門学校の入学式を挙行しました
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てつがくカフェ＠ TBGU
東北文化学園大学

学長 土屋 滋

入学式の後、様々な行事も終え、よ

にも開設され、新年度の 4 月 25 日に

うやく落ち着いて勉学に勤しむ雰囲気

第 19 回が開催されました。今までの

が整ってきました。構内の桜は、寒さ

テーマは、「普通ってなに」、「愛って

も手伝って、随分満開の時期が続きま

なに」
、
「大学を問う」
、「健全とは」、

した。「国見の丘」の丘である所以を、

あるいはブリタニー・メイナードさん

再認識させられました。

の You Tube の映像を見ながら、「安

ところで今日は、てつがくカフェ

楽死について」話し合ってきました。

＠ TBGU の話しをしたいと思います。

第 19 回のテーマは、
「高校と大学と

哲学カフェとは、
「わたしたちが通常

はどう違うの」をテーマとした話し合

当たり前だと思っている事柄からいっ

いでした。

たん身を引き離し、
「そもそもそれっ
て何なのか」といった問いを投げかけ、

生が、保健福祉学科の小渕高志先生に

ゆっくりお茶を飲みながら「対話」を

変わり、ファシリテーション・グラ

とおして自分自身の考えを逞しくする

フィックは、東北福祉大学の近田真美

ことの難しさや楽しさを体験していた

子先生から哲学カフェサークルの学生

だこうとするものです。」

に変わり、このカフェに心ひかれた学

この文は、てつがくカフェ＠せんだい

生と教職員が集う形で開催されまし

のホームページから引用したもので

た。

す。てつがくカフェ＠せんだいは、本

あらゆる教育の原点は、対等な立場

学から福井大学に昨年転出された西村

での対話にあると思います。学生も、

高宏先生が、東日本大震災後に始めら

私達も、解答のない普遍的なテーマの

れたもので、対話を通して東日本大震

前では全く平等です。このことを噛み

災という大惨事を見つめ直すことを目

しめつつ、私たちの大学に蒔かれたこ

的としており、現在も継続されていま

のカフェ文化を育てて行くことは、私

す。

たちに課せられた重大な使命の一つだ

そ の カ フ ェ が、 て つ が く カ フ ェ
＠ TBGU として 2013 年６月から本学
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今回からファシリテーターの西村先

と思っています。

変化する社会で、どんな人材が求められているか。
よりよい教育のために、何をすべきか。
東北文化学園専門学校は、日々考え続けています。
東北文化学園専門学校

校長 千田 孝彦

本校の教育理念である「本校は、常に時代

映する教育です。社会で活躍できる人材を育

の趨勢に即応し、実践力になり得る技術の修

てるために「アップデート教育」を実施して

得と知識の涵養を図り、
豊かな人間性を備え、

います。

社会に奉仕できる人材を育成することを目的

②職業実践専門課程に全科認定（全専門学校

とする。
」を推進していくために、平成２７

で 29.5％のみ認定）

年２月には申請科すべてが、企業等との組織

より実践的かつ専門的な知識・技術の育成

的連携のもとに実践力と専門的能力を高める

を組織的に行う教育課程として、文部科学大

カリキュラムを備えた学科として「職業実践

臣より認定を受けています。業界を牽引する

専門課程」
に文部科学省から認定されました。

専門家の助言を受け、常に「将来一緒に働く

今年度からは以下の４学科９科に再編しス

クルー（仲間）を育てる」姿勢で学生の教育

タートしています。

に関わっています。

医療技術学科：視能訓練士科

また、教員の資質向上を目的として、全教

総合福祉学科：こども未来科、介護福祉科、社会福祉科

職員による教員研修会を今年もすでに 4 月

医療ビジネス学科：医療秘書科、医療情報管理科、診療

に１回実施しており、今後も２回実施します。

情報管理士専攻科（H30 開設予定）

そして、今年の学校運営方針の中で、教職員

建築デザイン学科：建築土木科、インテリア科

の協働態勢により、

現場で求められている即戦力を身につけ、 ・学生募集の推進と保護者・学生との十分な
社会で必要とされるプロを目指すために、本

連携

校の教育の特徴として、

・
「主体性」の育成とコミュニケーション能力

①「アップデート教育」の実施

の向上

本 校 の「アップデート 教 育 」 と は、 業 界 や

・自己評価及び学校関係者評価による学科制

２万６０００人以上の卒業生との強力なネッ

のさらなる改善・充実

トワークを生かし、最新の現場状況・知見・

この３点について、特に、力を入れて取り組

技術を学生のカリキュラムにスピーディーに反

んでいきたいと思います。
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輝けるわれらが学生リーダー !!
学生リーダー会は、学部学科を問わず、1 年次から４年次までの学生が所属してい
ます。新入生が TBGU 生活にスムースに溶け込めるよう、歓迎朝食会や学外研修を全
力サポートしています !!!
※写真は４月２２日の学生リーダー慰労会の様子です。1 人ひとりの顔はやりきった充実感に満ち溢れていました。

話が弾む学生とリーダー

みんな美味しい朝食で大満足！

彩りも美しくバランスのとれた朝食メニュー

学生と歓談する土屋学長

学生食堂「虹色空間」での楽しい朝食会

平成 28 年 4 月 6 日、8 日の 2 日間、 修」を実施しました。この研修は全

佐勘へバスで民族大移動！？

開講式で挨拶する土屋学長

本学の学生食堂にて、恒例の「新入

て学生リーダー会が中心となって運

生歓迎朝食会」が行われ、延べ 577

営します。この研修を成功させるた

名の学生教職員が参加し、大盛況の

めに、学生リーダー達は毎年、夏、

内終了しました。この朝食会は「先

秋、冬と 3 回の事前研修合宿をしま

輩や教職員と朝食を食べながら交流

す。そこで新入生を楽しませるため

し、新生活スタートの不安を解消す

に、レクリエーションやグループワー

る」、「朝食をとり、1 コマ目の授業

クのスキルやプレゼン力を磨くとと

に出席する習慣を身に付ける」等の

もに、後輩をリードし、チームをま

修学支援を目的に毎年開催していま

とめるためのリーダー力を身に付け

す。

ます。今年もその成果で 500 名の新

ま た、4 月 8 日、9 日 に は、 秋 保

入生を力強く、優しくサポート！

温泉ホテル佐勘にて、「新入生学外研

大成功の学外研修となりました。

緊張の面持ちで話を聞く新入生

朝食会を盛り上げた学生リーダー
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最初は緊張していた新入生も↓

レクリエーションで・・・↓

すぐに打ち解けました！

Enjoy TBGU( 第 1 部 ) 風景

学生の様子を見守るリーダー

人生相談で晴れ晴れ！？

リーダーの話に真剣に耳を傾ける新入生達

２つの認定こども園が誕生しました
仙台市と久慈市にある２つの認定こども園
その様子をご紹介します

［久慈幼稚園］ 幼保連携型認定こども園「久慈幼稚園」の門出
この４月、久慈幼稚園は久慈市内で

園長

田髙

美恵子

す。いっしょに出し物を見たり歌を

最初の「幼保連携型認定こども園」と

楽しむことのできた子ども達の姿に、

なり、新たなスタートを切りました。

日々成長・変化していると驚かされて

保護者の就労状況により１号認定から

います。

２号認定への移行や、０歳児から５歳
児までの兄弟同時入園が可能となりま
した。今年度は１８組の兄姉弟妹がほ
ぼ同じ環境で生活しており、子どもと

はじめは泣いていた０・１・２歳児

保護者の安心につながっています。ま

ですが、少しずつ不安から解放され活

た、０歳児からの受け入れにより、教

動が増してきました。そんな中、４月

育理念の早期浸透が期待できます。
「母

２２日（金）に今年度第１回目の誕生

親の就労への対応が可能なこと」
「０

集会を幼稚園ホールで行いました。０

これからも本園の教育理念である

歳児からの受け入れが幼児教育の充実

歳児から５歳児までの４月生まれの

豊かな心と健やかな身体を育むため、

につながること」の、幼保連携型認定

１３人が顔を揃え、集合写真に収まり

様々な取り組みを充実していきたいと

こども園のメリットは大きいと感じて

ました。前年度までの誕生集会では見

思います。

います。

られなかったほのぼのとした光景で

［友愛幼稚園］ 新年度を迎えて

園長

大沼百合子

暖かな春の日差しに園庭の桜が開く

んでいるときに、転んだ年少児にすぐ

これから始まる園生活。子どもたち

中、今年もかわいい新入園児を迎えま

に駆け寄り “ だいじょうぶ ” と声をか

が、与えられたことだけではなく、自

した。4 月 9 日の入園式は、いつもと

けながら膝についていた砂を払ってい

分で好きな遊びを見つけて、いろいろ

違う雰囲気を感じ泣いている子もいま

た年長児の頼もしく成長した姿も見ら

なことを考えながら、その中で友だち

したが、予想していたより子どもたち

れました。

と繋がり広がり、深めながら遊びを発

が落ち着いていて、穏やかな雰囲気の

先日は、年長組が園外保育に大倉ふる

展させ楽しんでほしいと思っておりま

中行うことができました。

さとセンターに行ってきました。桜の

す。

新入園児にとっては、初めての集団

花もほとんど散っていましたが、暑い

生活がスタートします。保護者と離れ

くらいの陽気の中、グループにわかれ

ることの不安や緊張から泣き出してし

てのゲームや自然散策をしてきまし

まう子、園庭にある遊具を見てわくわ

た。カエルを見つけてみんなで歓声を

くした表情ですぐに遊び始める子と

あげたり、たんぽぽの花を摘んだりと

様々です。進級児は、一つ大きくなっ

新しいクラスの仲間や先生と楽しさと

た喜びからいきいきと活動に取り組む

喜びを共有できた有意義な一日になり

様子がみられました。また、園庭で遊

ました。
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［専門］ 羽ばたけ！輝けるもの！！就活出発式開催
東北文化学園専門学校では、４月７

陣を飾る重要なセレモニー。本人たち

受験が決まったらキャリア対策課の

日（木）に「就活出発式」を実施しま

だけでなく、教員も気が引き締まる思

面接指導へとつないでいき、受験当日

した。

いがしました。

を安心して迎えられるよう支援しま

式では、千田孝彦学校長の激励の挨
拶に続き、佐藤直由就職センター長の
挨拶のあと、就活生を代表してインテ

す。
今年度も、学生全員早期内定を勝ち
取るべく決意を新たにしました。

リア科２年南條満さん、医療秘書科２
年邉見梨奈さんによる力強い宣誓が行
われました。
早い学生は、すでに年明け１月頃か
卒業年次生に対し、教職員・就職セ

ら準備を始めています。担任教員は、

ンター・キャリア対策委員会が一丸と

学生一人ひとりが履歴書を下書きする

なって就職活動を強力にサポートする

ところから個別相談にのり、添削指導、

ためのものです。

会社訪問やエントリーと並行して受験

スーツ姿も初々しい進級生たちの初

の相談にのっていきます。

［専門］ 「しあわせへのチョコレート」プロジェクトへの協力活動で国際性を養う（社会福祉科×ボランティアサークル）
社会福祉科とボランティアサークル

の一部が寄付されるプロジェクトの一

ナで、子どもたちが学校に通うことが

は、世界の子どもを児童労働から守る

環で、ガーナの教育支援に協力したと

できず、ナタや農薬によりケガや病気

ＮＧＯ ＡＣＥの「しあわせへのチョ

して「感謝状」が届きました。

の危険にさらされている子どもたちを

コレート」プロジェクトに協力するた

守り教育支援を行う活動です。学生た

め、学園祭にて、
「てんとう虫チョコ」

ちは、児童労働の写真のパネル展示や

の委託販売を行いました。

動画により来場者にその現状を伝えて
いますが、学生自らがグローバールな
視点を養い、多くのことを学ぶきっか
けになっています。
社会福祉科とボランティアサークル

児童労働の現状を伝えるこの活動

が協働したこの取り組みは、平成２２

は、これからも学園祭を通して継続し

年の学園祭から始め、昨年で６年目を

て行っていきます。そして、チョコレー

迎えました。

ト作る人と食べる人、みんなが一緒に

「しあわせへのチョコレート」プロ
「てんとう虫チョコ」の販売は、売上

ジェクトとは、カカオ生産地域のガー

［専門］医療秘書科 「華道」の実技テストを行いました

医療秘書科では秘書としての教養・マナーや優しさを身につける華道の授業があり、
先日実技テストが行われました。
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しあわせになれるための社会の実現に
協力していきたいと考えています。

［専門］建築デザイン学科４科、木造軸組み在来工法を見学

「みちのく杜の湖畔公園」民家園で東北６県の民家を巡り、木造建築の基礎を学びまし
た。自分の出身地の民家を初めて見たという学生も多く、有意義な見学となりました。

［地域連携センター］ 地域連携センターの取組とこれから
当センターは、“ 地域に開かれた大

め、仙台市内の市民センターや図書館

市民企画の講座として地域の小学校と

学 ” を目指して大学の枠を越えた市民

等関係機関へ配布し閲覧に供すること

連携して平和教育の一環として事業を

連携・協働の事業を展開することで、

で、情報の共有と周知にもつなげられ

進めようとしています。

本学の教育研究資源を最大限に活用し

ました。

このように、当センターでは地域資

た地域貢献・ボランティア活動の推進・

源の活用と地域住民の意識向上を目指

支援を行っています。

して今年度も関係機関と協議しながら

昨年度も本学主催の “ 市民学習講

新たな取組を模索しています。

座 ” を介して連携した仙台市落合市民
センターとの共催で「文集講座『わが
青春の思い出』
」を開催、参加された
地域の方々の学習意欲の向上と自己実
現をはかることに一役買うことができ

報告書「追憶・戦争の時代」

ました。また、年度末にはその成果を
報告書『追憶・戦争の時代

～仙台郊

外広瀬村の子どもたち～』としてまと

今年度は昨年度の講座で自信を得た
参加者達が自立してサークルを作り、

TBGU オリジナルキャラクター決定！
東北文化学園大学開学 20 周年プレ

講座開催の状況

TBGU オリジナルキャラクター製作プロジェクト WG 事務局

の授与がありました。

周年までに学内外から愛されるキャラ

イベントとして企画された「TBGU オ

クターとして成長できるよう皆様、応

リジナルキャラクターデザイン公募」

援よろしくお願いいたします！！

は、短期間での募集であったにもかか

（受賞作品及び表彰式の模様等は本学

わらず、学生及び教職員の皆様に御協

HP に掲載中）

力頂き、お陰様で 14 作品の応募があ
りました。4 月上旬に学内投票を実施、
4 月 20 日 ( 水 ) 選考委員会を開催し、
投票獲得数上位 3 作品から、キャラ

オリジナルキャラクター賞には大学事

クター賞 1 点、佳作 2 点、また全作

務局職員の土谷絵里子さんがデザイン

品の中から審査員が特に感動した作品

した愛らしい「ぶん太」くん（仮称）

1 点が審査員特別賞に選ばれました。

が選ばれました。

4 月 27 日 ( 水 ) 創立記念日に E サポ

今後は様々な場面で本学の広報マンと

で行われた表彰式には、応募者 10 名

して活躍してくれることを期待して

が参加し、土屋滋学長より賞状と副賞

います。平成 31 年度に迎える開学 20

［大学］本学提携の南仙台ボーイズが仙台放送で取材されました

［法人］ 第 26 回仙台国際ハーフマラソンに出場しました

平成 28 年５月 13 日、仙台放送「みんなの学び舎」のコーナーで、本学と提携している「南

平成 28 年５月８日開催された「第 26 回仙台国際ハーフマラソン」に本学教職員が多

仙台ボーイズ」が教育支援センターで英会話の授業を行う様子が放送されました。

数参加しました。約１万 3000 人のランナーが参加し、仙台を盛り上げました。
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平成 28 年度

新入教職員一覧

平成 28 年度、以下の教職員の方が東北文化学園大学に入職されました。
今後ともよろしくお願いいたします。

看護学科

看護学科
助教

伊藤 厚子

講師
富樫 和枝

地域連携センター

友愛幼稚園

渡邊 洋一

緒方 里華

友愛幼稚園
宍戸 由貴

久慈幼稚園
副園長
佐藤 みどり

久慈幼稚園

リハビリテーション学科
理学療法学専攻 助手

リハビリテーション学科
視覚機能学専攻 助教

看護学科
講師

沼田 純希

坂本 真由美

看護学科

総合政策学科

助手

教授
小出 実

知能情報システム学科
講師

リハビリテーション学科
理学療法学専攻 助手
長井 真弓

祥雲 直樹

菅原 奈奈

友愛幼稚園
菅原 由姫江

久慈幼稚園
前田 のぞみ

久慈幼稚園
宮野 絢奈

友愛幼稚園

千葉 桂子

塩野目 剛亮

友愛幼稚園
太賀 愛梨

久慈幼稚園
七良川 純子

中村 有希

主な行事予定
6/ 2 久慈……園外保育
友愛……美術館探検 (~6/3)
6/19 大学・専門…オープンキャンパス
6/25 大学・専門…感謝の日
6/26 専門…１日体験入学会
7/ 1 専門…AO エントリー開始
友愛…たなばたまつり

7/10 大学・専門…オープンキャンパス
7/15 友愛……１学期終わりの会
久慈……終業式
7/18 友愛……夏季休業・長期預かり保育開始
7/19 専門……夏季休業開始・AO 第 1 期受付締切
7/24 大学・専門…オープンキャンパス
専門……AO 第 1 期選考

7/27 専門……AO 第 1 期判定
7/29 専門……AO 第 1 期結果発表
8/ 7 大学・専門…オープンキャンパス
専門……AO 第２期選考
8/ 8 大学……夏季休業期間 (~9/6)
8/10 大学…大学院入試Ⅰ期出願期間 ( ～ 8/19)
専門…AO 第２期判定

編集後記
「東北文化学園 季報」は今号より一般の方への配布も開始いたしました。より大学・専門学校の情報を公開する良い機会で
すので、掲載希望の方は、お気軽に学園広報係までご連絡ください。

本誌に関するご意見・ご感想をお待ちしております。また、記事掲載のご要望等あればご連絡ください。
学校法人東北文化学園大学 企画調整課 学園広報係
〒 981-8550 宮城県仙台市青葉区国見 6 丁目 45-1
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