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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
紅葉と久慈幼稚園の園舎

第九コンサート2016 を開催しました

12 月 4 日、今年も本学の一大イベン

４月当初、本学に入学したばかりの

そして本番当日、仙台フィル・ハー

トである第九コンサートが東京エレク

学生は、第九の歌詞をドイツ語で歌う

モニー管弦楽団、マエストロ、ソリス

トロンホール宮城にて開催され、1215

ことや複雑な楽譜に戸惑っていまし

トの一流音楽家と同じステージに立つ

人の方にご来場頂きました。東日本大

た。しかし、プロの声楽家やピアニス

かけがえのない体験をしました。観衆

震災の記憶を風化させず、被災された

トから丁寧な指導や励ましを受け、7

からの大きな拍手を受け、続けること

人々と地域の復興・再生を願い始めら

月頃には歌えるようになり、少しばか

の大切さ、他者と力を合わせて第九を

れたこの活動が、今回サントリー芸術

り自信も見え始めました。本番も近づ

歌った一体感や達成感を知り、“ 輝け

財団と日本クラシック音楽事業協会よ

いた 10 月末からは、共に歌う外部の

るもの ” へと近づきました。今回の経

り認められ、助成を頂くこととなりま

合唱団との合同練習でコーラスの美し

験を活かし、今後さらに輝きを増して

した。

さを知り、飛躍的な上達を遂げました。

いくことを期待しています。
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文 化 学 園 祭 2016 が開催されました！
ダンスイベントRELATIONS2016
10 月 22 日、23 日の２日間にわた は、お笑いライブ（トキヨアキイ、ハ を積んだ様子やダンスへの情熱が伝
り、文化学園祭が行われました。今年 マカーン）
、音楽ライブ（パンダライ わってきました。
のテーマは「ことだま～あなたに届 オン、奥華子）、ビンゴ大会、カラオ

フィナーレは恒例の花火大会。学園

け、この思い～」。普段お世話になっ ケ大会など、多彩な企画が展開されま 歌「輝ける者」に合わせて大輪の花が
ている家族や地域の方々への思いを込 した。
めました。目玉企画は「屋台コンテス

次々と開きました。その輝きは準備を

学園祭２日目は「ダンスイベント してきた学生たちの姿と重なります。

ト」です。これは来場者に好印象の屋 RELATIONS」も同日開催。９チームが 彼らの活力が存分に発揮された２日間
台を投票していただき、人気を競うも ダンスを披露しそのテクニックを競い でした。
のです。体育館正面の特設ステージで ました。全身を使った表現から、練習
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［地域連携センター］ パロリンピックが開催
10 月８日、恒例のパロリンピッ

第

教職員併せて 350 人余りが参加、ボー

タリティマインドやコミュニケーショ

クを開催しました。このイベン

リングをアレンジしたゴーリングとふ

ン能力の醸成に勉め、専門職としての

トは日頃体を動かす機会が少ない、知

うせんバレーの２種目の競技で熱戦が

資質向上の場となりました。

的障害を持つ方を対象に、スポーツレ

繰り広げられました。

クリエーションを通じた心身の健康づ
くりの促進を目的としています。

参加者は競技を通じて他の施設の参
加者や大会スタッフとして運営にあ

最後は、体育館前で参加者全員で和
気あいあいと「ふうせんリリース」を
行いました。

平成 17 年から行われているイベン

たった本学の学生ボランティアと楽し

お互いを知り・認め合い・親しむと

トで、今年で 12 回目を迎えます。今

く交流し、普段はあまり体験出来ない

いう目的以上の成果を得ることが出来

年は仙台市内６施設から 135 人の競

一日を過ごすことが出来ました。また、

たイベントとなりました。

技参加者とその随行者、そして本学の

学生たちも「支えるスポーツ」を通じ

保健福祉学科の学生ボランティア及び

た障害のある人との交流から、ホスピ
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［地域連携センター・保健福祉学科］ 国見介護予防教室を開催
国見地区（国見町内会連合会管轄地

ており、厚生労働省の介護予防事業プ

区）にお住まいの方を対象に、本学の

ログラムの基本的な内容を理解し、実

保健福祉学科の教員が介護予防につい

際に地域の高齢者の指導にあたるノウ

て伝える「国見介護予防教室」を開催

ハウの習得も目的としています。
例年、学生達は地域の高齢者と関わ

しました。

ることで互いに世代間交流が進み、想
定以上の効果を生む事業となっていま
本教室の目的は、参加者自身が健康

す。

で元気な日常生活を過ごすことです。
将来的にはここで学んだ知識や技能を
交流のある友人や地域の方々と共有
今年度は 10 月 17 日から 11 月 28 日
までの毎月曜日の 10 時～ 12 時の午前
２時間、都合６回の講義と実技が学内
の施設で行われました。

し、地域の要介護者の軽減に繋げる目
的もあります。
また、本教室には保健福祉学科の学
生が運営スタッフの一員として関わっ

［キャンパス整備課］ サラダバー及び食堂のメニューのリニューアルについて
学生食堂では、9 月 9 日から「サラ
ダで健康応援」と称し、在学生に無料
のサラダバーを提供しています。

のサポートをする取り組みです。
授業期間中の年間 30 回を予定して
います。
サラダバー開始後の調査では、

驚きましたと、嬉しい感想をいただい
ています。
学生が、バランスの良い食事を摂る

サラダバーの実施日は食堂の利用者が

ことで、講義を受講する際のより良い

増加し、学生生活環境の充実に貢献し

態勢づくりや、活発な課外活動の参加

ているようです。

につながることを期待しています。

また、大学生の意見を聞く「学生生
活実態調査」をもとに、食堂メニュー
のリニューアルも行いました。
シダックスと本学園で協力し、健康
このアイデアは大学の土屋学長と専門

志向の新メニューに生まれ変わりまし

学校の千田校長が共同して発案しまし

た。

た。

新メニューは学生や教職員からも好

学生の食生活や生活習慣の改善を応

評で１日の販売数も増加、外部の来学

援するとともに、脳の活性化や健康面

者の方も、値段以上のクオリティーで

［大学］ 女川町応援プロジェクト第 5 回女川秋祭り（保健福祉学科）

10 月 30 日、保健福祉学科では、学生・教員 30 名で、第 5 回目の女川秋祭りの設営、運営などの手伝いに伺いました。震災後、多目的運動公園仮設住宅での開催から毎年参加をしてい
ます。今回は５回目の節目の時期ということもあり、木村自治会長より豊田学科長に感謝状の贈呈がありました。今後も引き続き女川のサポートを予定しています。
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［教育支援センター］ E サポ NEWS（センター長
寒くなりましたが E サポは活気に
あふれています。講義や実験実習のレ

古林俊晃）

学生が同年代の英国の学生と英語でい

もみられ、手際のよさに感心させられ

きいきと触れ合う姿が印象的でした。

ました。

ポート課題に勤しむ姿はもとより、後

新たな企画として、学生の就職活動

期は就職を意識し始めた学生達が、自

を後押しする目的で、就職センターと

己 PR の作文指導を受けるため、C&C

協力し「就カフェ」を始めました。第

を訪れるようになりました。

1 回は 12 月 16 日に実施しました。
E サポはこれからも頑張ります。

また、医療福祉学部では年度末に国
家試験があるため、少し早めに卒業論
文を作成し始めますが、グループで討
論する声も聞かれます。
11 月には、泉ヶ岳で１泊２日の英語
だけのキャンプ（English boot camp）

E サポセミナーでは里山探検、てつ
が く カ フ ェ、新聞カフェそして朝カ
フェも頑張っています。

を実施しました。英国から日本の文化

朝食から始まる生活習慣を推奨する

を学びに来ている学生２名を招き、18

朝カフェでは、朝食を作り始めると同

名の有志の参加がありました。本学の

時に使った調理器具を洗い始める学生

［地域連携センター］ せんだい豊齢学園連携「連続市民講座」の開催
９月より、毎月第二木曜の午後２時

む健康福祉事業団とそれに対するノウ

年の目の病気と予防法」と題して医療

から仙台市シルバーセンターを会場

ハウと専門知識を有する本学の教授陣

福祉学部浅野浩一教授が登壇、毎回 50

に、（公財）仙台市健康福祉事業団と

の協働で始まった初めての試みです。

人を超える一般市民の方々が興味津々
で聴講していました。

共催で連続市民講座が開催されていま

平成 29 年１月には「眠りを良くす

す。

る心理学～睡眠の基礎とリラクセー
ション技法～」と題して医療福祉学部
佐藤俊彦准教授の講演が予定されてい
ます。
地域連携センターでは、平成 29 年
初回は、「水の文化史～仙台、まち
中の水辺と地形を訪ねて～」と題して、
本格的な少子高齢化社会を迎えた昨

科学技術学部八十川淳准教授が、２回

今、シニア世代を中心とした市民の生

目は「快適住環境の提案」と題して同

きがいづくりと生活設計を命題に取組

学部山本和恵教授が、３回目は「中高

［大学］ボランティア OHANA が東照宮秋祭りに参加（看護学科）

度もこうした地域貢献の取組みを進め
てまいります。

［大学］ 科学技術学部就職壮行会

看護学科の学生が所属する、ヘルスボランティア OHANA が東照宮の秋祭りに参加し、

科学技術学部の３年生に向け就職壮行会を開催しました。すでに内定を獲得した４年

人形釣り、芋煮や綿あめ制作などのサポートスタッフとして、来場者を楽しませました。

生の先輩から、就職活動の心構えや秘訣のポイントなどが伝えられました。
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［専門］ 外国で職業能力開発に従事する行政関係者や研究者が本校を見学
10 月 24 日、発展途上国 10 ヶ国で

した医療秘書科の「生け花」も紹介し

『ここで学びたい』と思いました」
「東

職業能力開発に従事する行政関係者や

ました。次いで「介護福祉科」「臨床

日本大震災で津波の被害を受けた故郷

研究者など 18 人が本校を訪れました。

工学科」
「インテリア科」「こども未来

で建築設計の仕事がしたい」と学生が

日本での専門学校見学は本校のみで

科」
「視能訓練士科」の各実習室を案

答えていました。

す。すべての設置科が「職業実践専門

内しましたが、介護福祉科の入浴設備

最後に、今回の見学者を代表して

課程」の認定を受けていることが訪問

や、視能訓練士の資格について関心が

NAVTTC（パキスタン国家職業・技術

の条件でした。

集まりました。

訓練委員会）の Mr.RAHAN Abdur（ラ

見学後、教育支援センターで、「要

ハン・アブトゥル）さんから「とても

介護者のための入浴は、家で可能か？」

丁寧な対応で感謝します」との御礼の

「幼児教育 の 資 格 取 得 カ リ キ ュ ラ ム

言葉がありました。

は？」などについて質疑応答を行いま
した。学生へも「なぜ、この学校を選
んだのか」
「卒業後はどんな仕事をし
たいか」などの質問があり、
「オープ
学科・科の説明を行い、会場に準備

ンキャンパスでの先生の温かい対応に

［専門］ 大学学友会主催「第 17 回学友会スポーツ大会」に参加し準優勝
東北文化学園大学学友会が主催する

ケットボール ( 男子 ) で各 1 チーム出

今回の大会運営には、専門学校の自

「平成 28 年度第 17 回学友会スポーツ

場しました。出場試合の結果は、フッ

治会メンバーも役員として携わり、大

大会」が 11 月 19 日、26 日、27 日に

トサル男子の部とバレーボール女子の

会運営、競技の両面で学生間の交流の

開催され、今年は専門学校からも多く

部で専門学校生チームが見事準優勝に

場となりました。

の学生が参加しました。

輝きました。

日頃から、サークル等で交流のある
大学と専門学校であり、大学生と専門
学校生の混成チームも結成され、フッ
トサル、バレーボール、バスケットボー
ル の 3 種 目 で 計 44 チ ー ム が 参 加 し、
301 名の熱戦が繰り広げられました。
専門学校からはフットサル ( 男子 )、
バレーボール ( 女子 ) 各 1 チームが出

来春には卒業を迎える学生も多く参加

場したほか、大学生と専門学校生の合

し、“ スポーツの秋 ” のひと時、爽や

同チームがフットサル ( 男子 )、バス

かな汗を流し、交友を深めました。

［専門］英国トレンド＆復興支援報告（建築デザイン学科）

［専門］教員の授業力向上のため、公開授業研究をしました

インテリア科が協力した復興支援「壁紙プロジェクト」の報告会と、壁紙を提供いた

小田幹雄先生担当の「健康科学」が公開授業となり、スポーツを切り口に全力を尽く

だいた英国インテリアデザイン協会の前会長Ｄ・ホープウッド氏の講演が開催されました。

す意義について学ぶ講義を多くの教員が参観し、終了後に合評会を開催しました。
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［幼保連携型認定こども園久慈幼稚園］ 異文化体験「ハロウィン仮装パレード」 園長
恒例となったハロウィン仮装パレー

れあう」を目的に開催しています。０

ドが 10 月 31 日に行われました。穏や

歳から４歳児までの在園児と未就園親

かな秋晴れの中、在園児と親子教室の

子９組が園庭を回り、途中３カ所で「ト

未就園児は、参観保護者約 40 人に見

リック・オア・トリート」とお菓子を

守られながら色とりどりのマントを身

おねだり。お菓子が増えるたびに子ど

にまとい、魔女やアニメの主人公に変

も達の笑顔が広がりました。

身して元気にパレードしました。

ハロウィン仮装パレードは、平成 20
年から「異文化を通して地域の人とふ

パレード後は、在園児・未就園児が

２学期は多くの行事が天候に恵まれ

輪になりハロウィンダンスを踊った

ず残念な結果に終わっていただけに、

り、おやつをいっしょに食べて楽しい

当日の青空は、子ども達への最高のプ

時間を過ごしました。また、５歳児は

レゼントになりました。保護者からも、

園 か ら 市内の商店街まで歩き、ハロ

「これまでの分を取り戻せて本当によ

ウィンの歌を披露するなどして買い物

かった」「楽しかった」という声が多

客に喜ばれました。商店街の方からも

く聞かれました。今年のハロウィン仮

お菓子の差し入れなどがあり盛り上げ

装パレードは、園児・保護者・職員の

ていただきました。

喜びの笑顔がたくさん咲きました。

［友愛幼稚園］ 芋ほり遠足について（園長
幼稚園の周りの山々も赤や黄色にカ

田髙 美恵子

大沼百合子）

ごしました。

るだけではなく、甘さが増すようにと

ラフルに色づき、秋の深まりを感じま

毎日さつま芋を袋から出して風に当

す。

て、手入れを行いました。おいしさは

そんな中、10 月 26 日に年少年中組

格別だったことでしょう。

は園庭で栽培したさつま芋を掘り、年

子ども達は、心と身体で、“実りの秋 ”

長組は今年度、宮城県農業・園芸総合

を満喫できたと思います。

研究所（宮城県農業高校企画）へ芋ほ
り遠足に行きました。
広いさつま芋畑に着き、早速さつま

そして、“ 食欲の秋 ”。11 月 11 日に、

芋掘りを開始。土を掘りながら、あち

子ども達が掘ってきたさつま芋で “ お

らこちらで「あったー！」
「大きいか

芋パーティー ” を行いました。保護者

ら誰か手伝って！」と歓声をあげなが

の方も参加するパーティーでは、さつ

ら夢中で掘っていました。“土の匂い ”、

ま芋を使って、親子でさつま芋パフェ

“ 土を掘ってさつま芋を採る感触 ” を

を作って食べました。

感じながら、秋晴れのもと、楽しく過

自分達が掘ったさつま芋。掘ってく

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
12/29
1/ 5
1/10
1/13
1/14
1/15
1/18
1/21
1/23
1/27

［大専］冬期休暇
［大専］始業
［大専］授業再開
［友愛］3 学期始めの会
［大学］大学入試センター試験
［大学］大学入試センター試験
［久慈］始業式
［専門］第 3 期入試
［専門］第 4 期受付開始
［専門］第 3 期結果発表

1/29 ［専門］1 日体験入学会
1/30 ［大学］大学院入試 2 期（一般・学内推薦）
出願期間（~2/3）
2/ 1 ［大学］春季休業期間（~3/31）
2/ 2 ［大学］一般選抜入学試験（前期）
2/10 ［大学］大学院入試 2 期（一般・学内推薦）
2/11 ［専門］1 日体験入学会・第 4 期入試
2/13 ［大学］一般選抜（前期）・大学入試センター試
験利用（前期）合格発表
一般選抜（後期）・大学入試センター試

2/15
2/17
3/ 2
3/ 8

験利用（後期）・一般編入（2 期）・社会
人特別選抜編入（2 期）入学試験出願期
間（~2/22）
［大学］大学院入試 2 期（一般・学内推薦）
合格発表
［専門］第 4 期結果発表
［大学］一般選抜（後期）大学入試ｾﾝﾀｰ試験利用
（後期）、一般編入（2 期）、社会人特別
選抜編入（2 期）入学試験
［大学］自己推薦入学試験出願期間（~3/15）
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輝けるもの
10 月 22 日（土）東北文化学園大学の学園祭で平成 28 年前期学友会会長特別
賞の表彰式が開催されました。受賞学生の紹介とメッセージをお伝えします。

rson
総合政策学科１年
伊藤 昂樹さん
（宮城県涌谷高校出身）
リハビリテーション学科
理学療法学専攻３年
木村駿志さん
（秋田県立秋田中央高校出身）

平成 28 年度
東北地区大学準硬式野球
春季リーグ戦ベストナイン

なんでも言いあえる友人を
大切に

保健福祉学科
生活福祉専攻４年
阿部 千鶴さん
（山形県立天童高校出身）

篆刻 ( てんこく )

ソーシャルワークセミナーの仲間と

ユニベール財団主催
ハワイ・ソーシャルワークセミナー
参加（全国 20 人選抜）

学びを大切に
じぶんらしく福祉と向きあう

河北新報社・河北文化事業団主催
第 63 回河北書道展 第６部入選

向上心ある日々の積み重ねが
大事！結果はついてきます

もともと運動は好きでしたが、

ハンデのある人が身近な存在に

私は書道の中でも篆刻（てんこ

なかでも野球は自分の性格に合っ

いたこともあり、幼いころから人

く）という作品を創っています。

ていたのだと思います。辛い時も、

の役に立ちたいと思っていました。

篆刻とは中国を起源とした石、

頑張る友人の姿をみて、自分も奮

利用者を一番に考えられる「福

木などの材料に印を彫ることです。

起して続けることができました。

祉の専門職」になるという目標が

熱心に指導いただいた高校の先

私自身の経験ですが、もしあな

あったから、これまでどんなに辛

生・先輩には感謝の気持ちでいっ

たが勉強や部活動で悩む事がある

くても頑張れました。支えてくれ

ぱいです。さらに研鑽を積み自分

時は、普段冗談を言い合うような

た仲間や先生にとても感謝してい

の風格がある作品を創ります。

友人に、まず相談することで、気

ます。

が楽になるかもしれませんよ。

篆刻や書道は向上心を持ち、日々

これから、皆さんもたくさん悩

を積み重ねることが大事です。

これからは、理学療法士になる

んだりすると思いますが、自分の

私も高校での 100 を超える作品

ため、さらに勉強を継続し目標達

気持ちに素直になって、なんでも

づくりの経験が結果を呼び寄せた

成をめざします。

チャレンジしてみてください。

のだと思います。

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。
■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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学校法人東北文化学園大学
寄附金募集のご案内

本法人が掲げる理想の人物像「輝ける者」を社会に輩出するため
に、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、
皆様からのご支援を賜りたく、寄附金を募集しております。
詳細は本学 HP をご参照ください。

