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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

岩手県久慈市アレン記念館が国の登録有形文化財に答申

平成 28 年 7 月 15 日開催の文部科学

久慈市の名誉市民であるアメリカ出身

現在でも当時の洋風生活の様子が感じ

省文化審議会において、学校法人東北

の宣教師タマシン・アレン女史（1890-

取れます。

文化学園大学が岩手県久慈市に所有し

1976）の住居として知られています。

ている「アレン記念館」が、国の登録

昭和 16 年に、神戸女学院大学の設計

い、本法人として、タマシン・アレン

有形文化財に登録される旨の答申が出

で知られるウィリアム・Ｍ・ヴォーリ

女史の功績を同敷地内にある幼保連携

されました。岩手県としては 78 件目、

ズ氏が設計し、久慈の地元の棟梁・平

型認定こども園久慈幼稚園の教育とと

久慈市としては初の登録となります。

谷鉄男氏により建設されました。

もに後世に伝え、岩手県内としては貴

登録有形文化財への登録の答申に伴

アレン記念館の登録は、文化庁の報道

現在は、タマシン・アレン女史が設

重な遺産であるウィリアム・Ｍ・ヴォー

発表においても主な事例として紹介さ

置した久慈幼稚園（現在は幼保連携型

リズ氏の建築物の保存に寄与してまい

れ、全国紙でも掲載されました。

認定こども園久慈幼稚園）の敷地の中

ります。

「アレン記念館」は、久慈地域の教

に、同じくヴォーリズ氏が設計した久

育・社会福祉・酪農の基盤を築いた、

慈幼稚園園舎とともに保存しており、
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［大学］ 医療福祉フォーラム「いつまでも食事を楽しむために」
平成 28 年 5 月 22 日、食事と脳、体

みそ、しょうゆ、納豆など、発酵食品

学部 ) は、家の匂いが食欲に与える影

の関係などを学ぶ医療福祉フォーラム

の持つ保健的機能性について説明があ

響と上手な空気清浄機の使い方を紹介

りました。

しました。続いて、古林俊晃教授（科

「いつまでも食事を楽しむために」を
江陽グランドホテル（仙台市青葉区）

パネル討論では、長谷川賢一教授

学技術学部）は食と脳の反応を、動物

で開催し、750 人を超える来場者の方

( 医療福祉学部 ) は、高齢者の肺炎や

と比較しながら説明しました。

に訪問いただきました。

窒息の原因の多くが嚥下と指摘し、安

酒井原雄平記者 ( 河北新報社 ) は県内

全な食事のためには、集中できる静か

の農家レストランを紹介し、フォーラ

な環境や舌を口蓋に押し付ける口腔の

ムは盛況のうちに終了しました。

こうがい

訓練が有効と紹介しました。
小野峰子講師 ( 医療福祉学部 ) は、
美味しく見える色は暖色系で、寒色系
の色はダイエット効果がある。また、
講演では、東京農業大学の小泉武夫名

記憶は視覚を補うため結びついている

誉教授が「発酵食品のすすめ」をテー

ので、楽しい記憶を持つことが大事と

マに、
諸外国の事例も取り上げながら、

伝えました。野﨑淳夫教授 ( 科学技術

［大学］ 就労支援事業

フォンテーヌ

ジェラート販売（保健福祉学科）

医療福祉学部保健福祉学科は 7 月

販売商品は、社会福祉法人愛子福祉会

シャーベットなど人気商品も増やし販

から仙台市若林区の障害福祉サービス

（仙台市若林区）が運営する「フォン

事業所が製造するジェラートやアイス

テーヌ」で製造されるイタリアンジェ

大学によるこのような形での障害者へ

クリームを、事業所で働く障害者が学

ラートなどの冷菓。

の就労支援はあまり例がないことか

内で販売する就労支援を実施していま

これまで㈱コニカミノルタによる障害

ら、今後さらに障害福祉サービス事業

す。

者のコピー機清掃の就労支援事業や障

者と連携し、充実を図ってまいります。

売する予定です。

害者就労支援事業所の清掃実習を受け
入れていますが、これで３例目となり
ます。
7 月 20 日の初日は 10 種の冷菓を販売
し、特に大崎ジャージー牛乳を使用し
たジェラートは人気で、ランチタイム
に在学生が長蛇の列をつくり 1 時間
で 200 個が完売しました。
今後、新鮮なトマトエキスを抽出した

［大学］ 吹奏楽サークルがサマーコンサートを開催

［大学］仙台駅でリハビリ・臨床工学技士の PR イベントを開催

７月８日夜、吹奏楽サークルの 12 名の奏者が学生食堂で、女々しくて、Secret base

宮城県の健康増進を支える医療専門職（臨床工学技士、リハビリテーション）の認知

～君がくれたもの～、天体観測、奏、GUTS ！など厳選した 5 曲を披露しました。

活動を目的として、7 月 22 日～ 23 日仙台駅前でイベントを開催しました。
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［大学］ 七夕飾りの制作（学生課）
地域交流の一環として、
「仙台七夕

ました。

さんにもご覧いただけたらと思いま

まつり」に出展する七夕飾りの制作を

今年の七夕飾りのテーマは「打ち

近隣小学校の児童の皆さんと共同で

水」
、見てくれた人に涼しく感じてほ

行っております。

しいという想いで制作した七夕飾り

平成 14 年から「杜の都」仙台で学

は、ぶらんどーむ一番町商店街に 8/6

ぶ学生の郷土愛を涵養すると共に地域

～ 8/8 まで出展し、仙台七夕まつりを

への感謝の気持ちを表す目的で継続し

彩りました。出展後は、本学の学生食

ており、今年も、７月９日（土）に共

堂にて展示していますので、是非みな

す。

同制作を開催しました。
当日は近隣小学校３校から児童及び
保護者、合わせて 56 名（児童 37 名、
保護者 19 名）の方々にご参加いただ
き、本学学生は元気いっぱいの児童と
一緒に七夕飾りの制作に取り組むこと
で、楽しい時間を共有することができ

［地域連携センター］「第 12 回

感謝の日」開催

恒例となった「感謝の日」のイベン

ると清掃等の地域活動は荷が重いので

トが６月 25 日（土）に開催されました。

助かります」との声が聞かれるなど、

時節柄雨天が懸念される中天候にも恵

地域と一体となって発展する大学の姿

まれ、本学の大学生・専門学校生、そ

を見て取ることが出来ます。

して教職員約 450 名が、近隣の国見五
丁目町内会・国見町内会の地域住民と
共にキャンパス周辺にある公園・福祉
施設等 15 か所に分かれて清掃活動を
実施しました。

公園等への出発前の準備風景

このイベントは国見地区にキャンパ

本 学 で は「こうした活動は学生のマ

スを構える本学が、隣接する地域の住

ナー向上に役立つことに加え、地域住

民に日頃の感謝の意を伝えようと平成

民との繋がりを持つことで社会性を育

17 年から６月の第４土曜日を「感謝の

む絶好の機会」と捉えており、学生達

日」と定めて実施してきたもので、今

と一緒に清掃活動に参加された地域の

回で 12 回目を迎えます。

方々からは「高齢者が目立つようにな

［大学］東松島市「あおい」地区でまちづくりボランティア

国見六丁目北公園での活動状況

［大学］ 看護学科３年生がユニフォームセレモニーを挙行

津波・地震被害を受けた 580 世帯が集団移転しているあおい地区。保健福祉学科・看

看護学科で、ユニフォームセレモニーを 7 月 4 日に挙行しました。本行事は、病院実

護学科は自治会設立イベントのコンサートに屋台を出展し、会場を盛り上げました。

習の前に看護学生としての心構えを宣誓し、患者さんと向き合うための第一歩です。
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［教育支援センター］ 7 月 13 日
本学が行う東日本大震災の復興支

第九プレイベント「丘のうえのコンサート」
会場となった学生食堂には、大きな

援、ベートーヴェン「第九コンサート」

グランドピアノが運ばれ、18 時の開演

のプレイベント「丘のうえのコンサー

を待ち切れず、まだかとばかり、多く

ト」が今年で５年目を迎えました。

の方が早々と足を運んでくれました。

第九コンサートの合唱指導に当たっ

子供連れで来られた方、毎年楽しみに

てくださっている先生方による独唱と

来られるという方も見られ、このコン

ピアノ演奏が披露され、本学の学生や

サートが少しずつ国見の地域に根付い

国見近隣の住民の方々など 92 名の聴

てきているということも実感いたしま

レクトロンホール宮城で、指揮者とし

衆が優雅な時間を過ごしました。

した。

て杉山洋一先生をお迎えし、仙台市民

コンサートは本学の混声合唱団の合

の誇り仙台フィルの奏でる音楽、ソリ

唱で幕開けし、続いて先生方による日

ストの歌声に導かれ、学生がこれまで

本やイタリア、ドイツの歌曲、オペラ

の成果を思う存分発揮してくれるのだ

のアリアなど、時に切なく、時に力強

と心に思いつつ、私もしばしの間、音

く、聴衆を魅了していました。

楽に酔わせていただきました。

今年も師走の 12 月４日には東京エ

［進学センター］ 2016 オープンキャンパス
今年もオープンキャンパスに多くの
高校生が来校しています。2016 オー

正式なサークルとして学友会から認め

みたいことの一つにもなるのでしょう

られ活動しています。

か。学生自身が本学での輝く姿を見せ

プンキャンパスは昨年から検討を重ね

ることが本学の一番のアピールとなる

てきた学科専攻のコンセプトをアピー

のは確かです。オープンキャンパス時

ルした工夫を凝らす内容となっていま

には、卒業生も顔を出して手伝ってく

す。一回一回に熱が入った模擬講義や

れています。本学の良い伝統の一つと

学科専攻企画に対する来校者からの反

なってくれればと願っています。

応も良く、本学の教育や施設を見てい
ただく良い機会となっています。奨学
金についての説明会やＡＯ入試対策説

４月には新入学生から 60 名ほどの

明会に保護者の方々の参加も多く、本

入会があり、総勢 100 名を超えるス

学への関心の高さも伺えます。また、

タートとなりました。オープンキャン

今年のオープンキャンパスでは、昨年

パスで司会や誘導、かき氷等のイベン

から学生の同好会として活躍していた

トで活躍する元気な学生の姿が高校生

「オープンキャンパススタッフ」が、

には頼もしくもあり、入学後にやって

［大学］保健師志望の看護学科学生が、地域の調査の結果報告をする「地域診断報告会」が東照宮と国見の各地区で開催されました

東照宮地域の「地域診断報告会」を福沢市民センターで開催しました。町の危険箇所と、

国見地域の地域診断では、地域の来歴も含めた報告と、夏の熱中症対策に自宅ででき

地域の高齢化による健康課題、その予防のための筋力トレーニングをお伝えしました。

る経口補水液の作り方のワークショップ、そして座ってできるヨガを提案しました。
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［就職センター］ 東北文化学園大学

医療系合同就職説明会を開催

8 月 19 日、仙台駅前のアエル５階・

医療法人が参加。本学からは理学療法

科専攻の先生方の熱心な指導により、

多目的ホールにおいて、平成 28 年東

学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚学

自分の希望する医療法人の説明を聞く

北文化学園大学医療系合同就職説明会

専攻、看護学科の学生 167 名が参加

機会を得て、大変充実した時間を過ご

が開催されました。

し、熱気あふれる就職説明会となりま

すことが出来ました。最後に吉田就職

した。

委員長から、参加法人への御礼と、今

今年の参加法人は、本学からの採用
実績や、学生の出身地域など、学生の

後の採用への期待の言葉が述べられ、
無事終了しました。

希望がより強く反映された条件で選定
されており、例年よりもさらに就職に
直接結びつくことが期待される内容と
なりました。
毎年リハビリテーション学科の実習

当日は、お盆明けの忙しい時期では

が終わるこの時期に、医療系学生の就

ありましたが、土屋学長、藤澤医療福

職活動を支援しようと実施されている

祉学部長から開会のご挨拶をいただき

もので、今年も昨年と同じ 55 箇所の

ました。学生たちは、就職委員や各学

［地域連携センター］ “ 仙台育英学園高等学校「連携講座 2016」” が開催
例年この時期に行われている仙台育

に親しみを覚え、“ 学習 ” ではなく “ 学

有意義に過ごしたい」と授業終了後も

英学園高等学校英進進学コースの生徒

問 ” をするという大学の “ 学びのスタ

各講師に食い下がっていました。講師

が参加する高大連携講座が今年も実施

ンス ” を修得していった様子でした。

陣の中には「本学にもそういう学生が

されました。今年度は２年生 37 人が

欲しい」とばかり進学用のパンフレッ

参加して７月 11 日・12 日の両日、総

ト等を講義終了後わざわざ届けてくれ

合政策学部の矢口和弘教授と科学技術

た教員もあって、良い雰囲気の中で終

学部建築環境学科の山本和恵教授が同

えることが出来ました。

校の多賀城校舎に出講した後、翌週の
７月 20 日～ 22 日の３日間、本学に
おいて医療福祉学部の長谷川賢一教授
以下各学部・学科の選りすぐりの教員
13 名による模擬授業が行われました。

中にはアクセスの都合で朝３時間かけ

当初こそ不慣れでぎこちなさを見せ

て本学まで通学し講義終了後午後８時

た生徒達ではありましたが、次々と

過ぎに漸く家まで帰るという生徒もお

色々な講義を受講する中で大学の講義

り、
「こうした恵まれた環境の時間は

［大学］「あそブンカ楽遊塾 2016」を開講、園児 79 人が参加

［大学］ 看護学科ボランティア OHANA くにみ夏祭りを支援

保健福祉学科では大学生と園児が遊びで交流するイベントを開催しました。子どもの

健康指導を特色とするヘルスボランティア OHANA が、国見小学校で開催したくにみ

関わり方と遊びの支援技術を学ぶ目的に毎年開催しています。

夏祭りに屋台出展し、水風船釣りやペットボトルボーリングでイベントを盛り上げました。
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［専門］ 2 年生

鋭意実習中！（視能訓練士科）

6 月に入り、視能訓練士科 2 年生は
各専門教科での実習が始まりました。
視能訓練士が行う検査は、視力検査

械が触れるため、慎重に緊張感を持っ

れる側も一苦労です。

て行います。次に視覚刺激により誘発
さ れ る 脳 波を測る「視覚誘発脳電位

以外にもたくさんの種類があります。 （VEP）」
。脳波測定のため頭皮に電極を
2 年生が 4 月から新たな分野の検査を

設置します。

学び、実習を行う様子を紹介します。
この他、数種類の検査項目について実
習を行っています。
正確な検査結果はもちろん「なぜ」
「ど
うして」を常に意識する『考える視能
訓練士』を目指しています。
現在、3 年生は 14 週間の医療施設で
暗室で行うゴールドマン視野検査は、

の実習の真っ只中。一年後、先輩のよ

まず、超音波を使って眼球の大きさを

片目で見える範囲を測りますが、検査

うに患者さんに検査を行うことを目標

測る「A モード法」。眼の表面に直接機

が長時間になるため、検査する側もさ

に 2 年生の奮闘が続きます。

［専門］ スポーツレクリエーションを通して、チームワークを考える（建築デザイン学科）
昨年度より４学科８科１専攻科に再

を発散してもらおうと「建築デザイン

編された東北文化学園専門学校。その

学科スポーツレクリエーション大会」

一つが建築土木科とインテリア科から

を７月４日（月）に実施しました。

なる「建築デザイン学科」です。建築

建設分野はひとつの建物の完成ま

科、建築士専攻科、環境エクステリア

で、30 から 50 もの職種が関わるとさ

科、福祉住環境デザイン科、バイオ環

れています。医療分野もチーム医療が

境科の学生も所属しています。

重視されていますが、建設も古来から

レクリエーションを楽しみました。

チームで取り組む仕事だったのです！
当日は、各科から学生 69 名、教員５
名が初夏の体育館で気持ちの良い汗を

これらの学生の相互交流を図り、元気

流しました。種目は「ソフトバレー」
「長

時々熱すぎる行動もありましたが、最

縄跳び」
「ドッチボール」
「綱引き」など。

後は「あっと言う間でしたが、久しぶ

教員も頭を絞り、人数や学年に偏りが

りにスカッとしました！」という感想

でないよう、でも「科対抗」などの盛

が聞かれ、学生の笑顔に教員も癒され

り上がる組み合わせも工夫し３時間の

たひと時でした。

［専門］こども未来科 安心安全で楽しい遊びが提供できる保育者を目指して！

［専門］医療情報管理科・診療情報管理士科 後輩に経験を伝え、互いの自信に！

身近な小麦粉やお米をから安全な「糊」を作り、少量の絵具を混ぜてフィンガ―ペイ

毎年病院実習を終えた先輩が後輩の前で報告会を実施。緊張もしますが、今後へ役立

ンティングや小麦粉粘土を手作りしました

つ経験に、また後輩へのエールになります。
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［幼保連携型認定こども園久慈幼稚園］ 年長児恒例行事「一泊なかよし生活」 園長
７月 21 日（木）
・22 日（金）の両日、

田髙

美恵子

様々です。早速、夕食のカレー作りと、

た」の子ども達の声。いつもと違う刺

好天に恵まれ「一泊なかよし生活」が

舟渡海岸で拾ったばかりの貝殻を使っ

激いっぱいの活動の中で、友だちと楽

行われました。年長の子ども達が親元

て「キラキラペットボトル」の作成。

しさを共感している様子でした。翌朝、

を離れ、幼稚園に一泊する恒例行事で

ほとんどの子が午前６時前に起床しま

す。当日の午後、寝具が入った大きな

した。自分の持ち物をまとめ、次に子

手さげ袋が幼稚園ホールに次々と運ば

ども達の手で、キャンプファイヤーの

れました。

薪の燃え残りや花火のごみが３枚のご
み袋いっぱいに集められました。
「できることは自分でしよう！」「みん
夜はキャンプファイヤーに花火大会

なで力を合わせよう！」「たのしく過

と、楽しい活動が次々と繰り広げられ

ごそう！」の３つは、一泊なかよし生

ま し た。みんなと一緒に過ごすうち

活の目標です。最後まで頑張った笑顔

に気持ちも徐々に落ち着いてきたので

の子ども達に拍手を送りつつ、みんな

笑顔で登園する子、幼稚園の玄関前

しょう。誰からともなく「だんだん楽

で力を合わせる楽しさを忘れないでほ

からなかなか入れない子など、表情は

しくなってきた」
「僕も楽しくなってき

しいと願わずにいられませんでした。

［友愛幼稚園］ 野菜の収穫とデイキャンプの様子

園長

大沼百合子

水遊びにどろんこ遊び！子ども達の

歌をうたい過ごしました。いつも元気

大好きな夏がやってきました。汗をか

いっぱいの子ども達も、この時は神

きながら「（園庭に）川、作っているの」

妙な表情をしながらもわくわく感が伝

と遊びを楽しんでいます。

わってきました。自然の中で仲間や先

早いもので一学期があっという間に

生と楽しさと喜びを共有する有意義な

終わりました。7 月 15 日（金）の終わ

一日でした。これからも友だちと何か

りの会では、春に植えたジャガイモが

を成し遂げる喜びをたくさん経験する

入ったカレーを食べました。他にも、

蝉や鳥の鳴き声を聞きながら歩く森の

きゅうりやインゲン、トマト も 収穫

オリエンテーション、マシュマロクッ

して食べました。“ 自分で育てた野菜 ”

キーつくりにキャンドルファイヤーな

の魅力で、野菜が苦手な子も笑顔でた

ど様々な体験をしました。

活動を繰り広げたいと思います。

沢遊びでは「冷たい！けど気持ちい

くさん食べました。
また、7 月 22 日（金）に年長組 40

い！」と歓声をあげながら楽しんでい

人が仙台市泉岳ふれあい館にてデイ

ました。また、キャンドルを囲み、火

キャンプを行ないました。沢遊びに、

の大切さについて話を聞き、みんなで

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
9/ 4 大学・専門……オープンキャンパス
専門……AO 第 3 期選考
9/ 7 友愛……誕生会
久慈……誕生集会・避難訓練
9/ 9 大学……後期授業開始
専門……AO 第 3 期結果発表
9/10 大学……保護者懇談会 ( 秋田 )
9/11 大学……保護者懇談会 ( 郡山 )

9/17 大学……保護者懇談会 ( 山形 )
久慈……久慈秋祭り参加 ( 年長児、年中児 )
9/24 大学……保護者懇談会 ( 盛岡 )
専門……AO 第 4 期選考
9/25 大学……保護者懇談会 ( 青森 )
専門……一日体験
9/26 専門……後期授業開始
9/28 大学……AO 入学試験 1 期合格発表

9/30 大学……９月学位記授与式
専門……AO 第 4 期結果発表
10/1 大学……保護者懇談会 ( 仙台 )(~10/2)
10/6 友愛……新入園児募集説明会
10/8 友愛・久慈…運動会
10/15 専門……AO 第 5 期選考
10/20 専門……AO 第 5 期結果発表
10/22 大学・専門…学園祭オープンキャンパス
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100 人超サークルのリーダー
はすべて全力！
「こんにちは！何か困っていること

はありませんか？」気温 34℃、夏の
陽射しの中、オープンキャンパスのス
タッフとして高校生に優しく声をかけ
るのは、リハビリテーション学科言
ふじわらゆま

語聴覚学専攻３年生の藤原由茉さん
（21）。

その生き方と、大事にしている思いをお伝えします
めていたそうです。

により、話せなくなるとショックが大

中でも、言語聴覚士を選んだきっかけ

きいのです。

は、母親の脳梗塞だったといいます。

しかも手や足の障害と異なり、周囲が

高校２年生の冬、突然、母親が倒れ

悩みを共感するのは困難です。当事者

入院。幸い処置が早く命に別状はあり

も唯一頼れる家族にも悩みが伝わらな

ませんでしたが、後遺症でうまくしゃ

い場合、回復を諦めてしまうかもしれ

べることができなくなりました。

ません。でも、言語聴覚士がいれば、

藤原さんは母の治療経過の心配と、も

周囲と患者さんの悩みや思いをつな

ともとあった医療職への興味から、ほ

ぎ、回復の意欲を高めることも考えら

ぼ毎日、病院で母親のリハビリを見学
していたそうです。
その時、運動系のリハビリでは笑顔の
母親が、単語やコミュニケーションの
リハビリの時にふと漏らした言葉を聞

れます。だから私は患者さんの「生き

る力の手助けになりたい」 という言葉
を大切にしたいんです。」

夢は ” 石巻の言語聴覚士 ”

いて衝撃を受けたといいます。
「母は『うまく喋れないのが恥ずか
藤原さんがリーダーとして所属する
サークル「オープンキャンパススタッ
フ」は、年間 8 回開催されるオープン
キャンパス運営を担う、所属学生 100
人を超える学内最大規模の団体です。
現在、４ヶ月連続開催の夏のオープ
ンキャンパスと、後期の大目標である
病院実習の準備で目が回るように忙し
いとのこと。
勉強と課外活動、２つを両立するのは
大変ですが、そのコツを聞くと「自分
は不器用なので、すべて全力で向き合
うことです」と明るく微笑みました。

言語聴覚士をめざすきっかけ
は母のリハビリ
藤原さんは、出身地の石巻で、昔か

ら高齢者や障害を持つ方と接する機会
も多く、東日本大震災での自身の被災
経験からも、将来の進路を医療職と決

しくて、しゃべりたくなくなる。舌が
動かない事に劣等感を感じる。その事
をまわりの人が理解してくれないのが
とても苦しい』と言ったんです。」
「その言葉を聞いた時に、私は今まで
何を見ていたんだろうと、愕然としま
した。身体が元気でも、その人が幸せ
とは限らないんですね。本人でないと
わからない辛さ、悩みがあるのだと思
い知らされました。」
そこで、母親のリハビリをしていた「言

高校３年生の３月には退院、現在は入

語聴覚士」に興味をもちました。

院以前の状態まで回復しました。

生きる力の手助けになりたい
その後、藤原さんは、病院見学などを

に貢献する方法を考え続けています。
「言語聴覚士は一般の方の認知が低い
ことが残念。まずは私から、母のよう

け、今でも大切にしている言葉がある

に生きる力を取り戻す人を一人でも増

そうです。

やし、少しでも故郷をもっと素敵な街

「” 話す ” ことで、人間は自分の思いや
気持ちを伝えます。だから事故や障害

■連絡先
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
TEL 022-233-3330（代表）
FAX 022-233-9875
メール pr@office.tbgu.ac.jp
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大学３年生の今、藤原さんは、地元

積極的に行いました。そこで感銘をう

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。
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その後、母親の治療は順調に進み、

にできるよう、言語聴覚士として活躍
したい」と語りました。

学校法人東北文化学園大学
寄付金募集のご案内

本法人が掲げる理想人物像「輝ける者」を社会に輩出するために、
より一層教育研究活動のための環境整備及び学生の修学支援体制
の充実を行うことが必要です。より一層の教育研究活動の発展の
ため、誠に恐縮ではございますが、皆様からのご支援を賜りたく、
お願い申し上げます。
詳細は本学 HP をご参照ください。

rson

輝けるもの

東北文化学園で活躍する、輝いているひとから話を聞き

