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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・大学院 学位記授与式

東北文化学園専門学校卒業証書授与式

平成 29 年 3 月 16 日、東北文化学園専門学校の卒業証書授与式、続く 17 日には、
東北文化学園大学と東北文化学園大学大学院の学位記授与式がそれぞれ挙行されました。
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ひときわ輝いた学生が選ばれる
「輝ける者賞」の受賞者が決定

「輝ける者賞」は在学中に学友会行事、正課外活動において学内外で際立った活躍をし、学友会の発展に寄与した学
生に対して、学友会会長から表彰するものです。輝ける者賞を受賞した学生を紹介します。
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区分

学科専攻

氏

名

活

動

大賞

保健福祉学科

受賞

リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻

國分 寛起

1 年次から文化学園祭実行委員会に所属。2014 年は企画班でチーフ、2015 年は副実行委員長を務め
ました。組織横断的なマネジメントにより、実行委員会全体のムードメーカーとして学園祭を大きな
成功に導き、2 年連続で来場者数を大幅に更新し、本学の知名度向上に貢献しました。

受賞

リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻

東海林 藍

4 年間ＳＪを行い、2 年次から本部クルーとしてＳＪの統括業務を行いました。学園祭では、ＳＪが開
設した屋台のリーダーも担当、「芋煮」「うどん」など新機軸の商品を販売、併設店舗で「忘れもの市」
も開催しました。また、売上金は日本赤十字社に寄付を行いました。さらに入学式や学位記授与式で
学生誘導のリーダーも担当しました。

受賞

看護学科

齋藤 あすみ

受賞

看護学科

櫻田 花奈絵

受賞

保健福祉学科
生活福祉専攻

阿部 千鶴

4 年間学生リーダーに所属、新入生学外研修などに積極的に取り組み、学内行事に貢献しました。また、
アダプテッドサークル長、アロマサークル副サークル長として、課外活動でも大いに活躍し、オープ
ンキャンパスでは、学科支援として高校生や保護者の方に、大学や学科のアピールを積極的に行いま
した。多忙ななか、ハワイソーシャルワークセミナーやボランティア活動へも多数参加しました。

受賞

保健福祉学科
生活福祉専攻

梅津 友紀

1 年生から混声合唱団に所属し、2 年生からは代表を務め、本学の入学式、学位記授与式での学園歌斉
唱や第九コンサート、成人式での国家斉唱など学内外を問わず、意欲的に参加しました。

児童サークル代表、学園祭活動、七夕飾り制作のリーダーとして精力的に行動しました。特に国見地
域の児童に呼びかけ制作した七夕飾りは、七夕祭り期間中一番町商店街に飾られ、活動は河北新報、
及川 さくら
朝日新聞などの新聞に掲載、TV、ラジオでも報道され、活動の発展・広報活動に大きく貢献しました。
また、学友会の課外活動委員会役員を３年間務め、4 年次は委員長として大きな役割を果たしました。

名取市の桜・愛島団地で健康支援隊として、血圧測定・栄養指導等に 4 年間参加しました。また「Ｐ
ＮＴ東北学生支援プロジェクト 2016」で、未来のナイチンゲール隊のリーダーとして「秋の芸術活動
と対話を通して来たるべき未来を描くプロジェクト」を遂行しました。学友会広報委員会にも所属し、
広報誌「Try」の制作・発行も行いました。

入学時から名取市桜団地でボランティア活動を行いました。健康支援隊、未来のナイチンゲール隊と
して気仙沼での活動にも積極的に参加し、リーダーを支え前向きな雰囲気作りに取り組みました。また、
学友会広報委員会で広報誌「Try」の制作・発行も担当しました。SJ の本部ｽﾀｯﾌとして、業務改善、ク
ルーの給与処理業務を担当し、後輩への指導や交流会の企画運営など、SJ の発展に貢献しました。

受賞

総合政策学科

堀 正輝

4 年間、様々な大学関係の行事、組織においてリーダーシップを発揮し、本学のスポーツ振興や他の
学生のために力を注いできました。また、大学主催の行事（オープンキャンパス、スピーチコンテスト、
入学前教育）では、支援学生として活躍しました。在学中に軟式野球サークル代表、スポーツ大会実
行委員会委員長、課外活動委員会運動部長、卒業アルバム制作委員会委員長を務めました。

受賞

総合政策学科

畠山 拓也

１年次から文化学園祭実行委員会に所属し、３年次には実行委員長を務めて文化学園祭を成功に導き
ました。また、１年次からオープンキャンパスや入学前教育等の学内行事の支援に積極的に参加し、
円滑な運営に貢献しました。

受賞

総合政策学科

田村 健太郎

１年時から学生リーダーとして活躍し、３年時にはトップリーダーも務め、新入生学外研修において、
イベントの企画運営などに大いに貢献しました。

受賞

知能情報システム学科

遠藤 伸

2 年次から情報技術研究会の代表を務め、学園祭では特設ステージのインターネット LIVE 中継を実施
する等、積極的に活動を行いました。また、課外活動委員会の委員長として委員会全体の発展に貢献、
後輩の育成にも尽力しました。特に、仙台七夕まつりへの作品出展では身体負荷の高い「竹の設置及
び撤去作業」にも積極的に参加し、大きく貢献しました。

受賞

建築環境学科

鈴木 愛

1 年次から学園祭実行委員として、学園祭に積極的に参加しました。2 年次には学園祭の芸能人企画に
おいて活躍。３年次には同委員会の副代表を務めました。

「季報」vol.08

[ 専門学校 ] 卒業制作展

技とこころの集大成
建築科・建築士専攻科・インテリア科・環境エクステリア科・福祉住環境デザイン科

平成 29 年１月17~19 日、せんだいメ

■金賞 : 金子 晴香（クラーク記念国際高校出身）

ディアテークで建築デザイン学科学生に

■銀賞 : 及川 尚輝（宮城県涌谷高校出身）、沼崎 翔太（宮

よる卒業制作展を開催し、約 1000 人の

城県涌谷高校出身）、安齋 茉巳（福島県立福島商業高校

方々にご来場いただきました。

出身）

18 日には、外部の審査員が学生の作

■審査員特別賞 : 藤原 晴美（秋田県立角館高校出身）

品を評価する「卒業設計コンペ」を開催

■銅賞 : 菅原 芽生（宮城県宮城広瀬高校出身）、田宮 玲（山

し、会場は大いに盛り上がりました。

形県立新庄神室高校出身）、佐藤 輝（宮城県黒川高校出

コンペでは、学生が 3 人の審査員に

身）、延澤 苑香（山形県山本学園高校出身）

プレゼンを行い、作品と企画意図が評価

■総合資格学院賞 : 加藤 瑠偉（仙台育英学園高校出身）

されます。全 36 作品から、金賞をはじ

■株式会社オリバー賞 : 阿部 瑠莉（宮城県角田高校出身）

めとする受賞作品が選抜されました。

■シンコール株式会社賞 : 齋藤 拓美（青森山田高校出身）

また、介護福祉科の「手話ソング」、 ■立川ブラインド株式会社賞 : 佐藤 ひかる（福島県立磐
こども未来科の「声楽コンサート」も披

城農業高校出身）

露され、イベントを盛り上げました。
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［学生課］ クリスマスコンサート
平成 28 年 12 月 16 日、
吹奏楽、
手話、

当日は本学の学生及び近隣住民の

これからもこのクリスマスコンサー

混声合唱の 3 サークル主体でクリス

方々、合わせて約 50 名が来場され、

トを続け、地域の方々との交流、そし

マスコンサートが開催されました。

コンサートに加え、用意したケーキや

てサークル同士のつながりが深まるこ

レクリエーションも大いにお楽しみい

とを願っています。

ただきました。
クイズに正解した方に、サンタに扮
した学生がプレゼントを渡す場面では
特に盛り上がり、クリスマスムード満
載の、にぎやかなコンサートになりま
した。
このイベントは学園内や近隣住民の

最後は、「なごり雪」、「赤鼻のサン

方々に、３つのサークルの活動をア

タクロース」を吹奏楽の演奏にあわせ

ピールして興味を抱いていただくとと

て合唱団が歌い、その歌詞を手話で表

もに、サークル間ならびに学生同士の

現する 3 サークル合同のステージで

交流を深めることを目的としています。

した。

［大学］ アレン記念館の登録有形文化財を祝う会及び市民一般公開の実施
本法人所有のアレン記念館 ( 岩手県

住居にしていた久慈市の名誉市民・タ

す。今後は、幼稚園及び大学での教育

久慈市 ) が、平成 28 年 11 月 29 日付

マシン・アレン先生の生涯についての

研究活動にも活用できるよう進めて参

で国の登録有形文化財に登録されたこ

記念講演があり、アレン先生が久慈市

ります。

とを受け、3 月 18 日に、久慈市、本

に残した多大な功績を改めて知ること

法人等が主催し、登録有形文化財の登

ができました。

録を祝う会が開催されました。

翌 3 月 19 日には、普段は一般に公
開していないアレン記念館の公開が行
われました。公開に先立ち、遠藤譲一
久慈市長、土屋滋理事長、田高美恵子
久慈幼稚園園長らによる登録プレート
の除幕式も行われました。
本法人では、大学の建築環境学科を

登録有形文化財のプレートの前に立つ遠藤市長、目黒元
学長、土屋理事長

中心とした保存ワーキンググループを
祝う会では、アレン国際短期大学の

設置し、久慈市の宝である記念館の保

目黒安子元学長から、アレン記念館を

存に向けた取り組みを開始しておりま

［大学］ 海外研修に参加した学生が帰国しました。

オーストラリア、韓国、中国の海外研修が終了し、参加していた学生が帰国しました。毎年、海外研修に参加した学生は、新しい経験を積み、一回りも二回りもたくましくなって帰っ
てきます。今年の海外研修の様子については、次号の本誌で、あらためてご紹介いたします。
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［地域連携センター］ 平成 28 年度ボランティア表彰
平成 29 年 3 月 9 日、
学長室において、

本表彰は、本学のディプロマ・ポリ

■ゴールド・ポイント賞

平成 28 年度の東北文化学園大学ボラ

シーの一つである地域の理解と社会貢

阿部千鶴（保健福祉学科 4 年）

ンティア表彰が行われました。

献の精神に基づいて、地域社会におい

■ブロンズ・ポイント賞

表彰式には、本年度優れたボラン

て優れたボランティア活動を展開して

佐野紗香（保健福祉学科 4 年）

ティア活動を行い、地域社会に貢献し

地域貢献の一端を担った、本学の学生・

菅野純香（総合政策学科 2 年）

たと総合的に評価された３人の学生に

団体を表彰する制度です。

土屋滋学長より表彰状と副賞が授与さ
れました。

地域連携センターでは平成 23 年度
より「ボランティア・ポイント制度」
を実施し、学生の様々なボランティア
活動を奨励して支援を行っています。
その中でも、活動内容を勘案してより
地域への貢献度が高いと総合的に評価
された学生を顕彰し表彰しています。
本年度は次の 3 人の学生がその栄
誉に輝きました。

［就職センター］ 就職センター（TBG Career Support Center）から
サポＣ＆Ｃの先生）のアドバイスに触
れ、就活のヒントを見つけてもらうカ
フェです。
平成 29 年度も開催します。
就職センター（キャリサポ）では、
センター組織憲章を「学生一人ひとり

もっていただけるようにロゴマークも
作成しました。（上図）

が自らの力で自立した人間として成長

ま た、 昨 年 12 月 15 日 と 今 年 の 1

し、希望する未来を目指して主体的に

月 19 日には、教育支援センターと協

取り組むプロセスを、職員全員が一丸

力し、Ｅサポで「就カフェ」を開催し

となって支援する組織です」と定め、

ました。

キャリア支援に向けたキャッチフレー

就カフェは、就活や働くことに不安

ズを “Next Stage のお手伝い ” としま

や疑問を感じている学生が、気軽に立

した。

ち寄って交流し、みんなの話を聞いた

そして、学生の皆さんに親しみを

り、バリスタ（キャリサポの職員、Ｅ

［進学センター］「なりたい仕事を選ぶ職業学習フェスタ」を開催しました。

3 月 19 日、高校生が自分のめざす職業への理解を深めるためのイベントを開催しました。当日は、最前線で働くプロが講師として解説する「プロフェッショナル講座」も開講。
「看護・医療系合格のための受験対策講座」「劇的ビフォーアフターの匠による建築の話」「医療事務の魅力を学ぶ」の 3 講座とも、高校生のみならず、保護者の方にも好評でした。
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［専門学校］患者様に寄り添うために「認知症サポーター養成講座」を開催（医療ビジネス学科）
医療ビジネス学科では、さる 2 月

受講者からは「祖母が認知症にか

13 日に「認知症サポーター養成講座」

かっているので、今回の講座を聞き、

を実施しました。

とても参考になりました。
」などの声

当日はグループホームよもぎ埜の

が上がっていました。

所長、蓬田 裕樹様を講師にお迎えし、

講座終了後「オレンジリング」が配

認知症と物忘れの違いや症状、対応の

布され、参加者全員が認知症サポー

ポイントなどをわかりやすく教えてい

ターに認定されました。

ただきました。

将来の就職先となる医療現場では高
齢者の患者様に関わる機会も多く、そ
の中には、認知症を患われている患者
様もいらっしゃいます。
そのため、学生全員が “ 認知症サ
ポーター養成講座 ” を受講し、認知症
の方とそのご家族の応援者になれるよ
う頑張っています。

［専門学校］『 自分を信じて 最後まで諦めるな 』（視能訓練士科）
視能訓練士科 3 年生 24 人は、2 月

できた学びの姿勢です。

23 日の第 47 回視能訓練士国家試験を

「今までの人生で一番勉強しました…」

全員そろって受験しました。

と語る学生全員に「サクラサク」が来

試験前の登校日には、先生方から熱

ればいいですね！

いメッセージが送られました！

最後に、天神さまのお札と「きっと

毎年、学生 1 人ひとりを想い、趣

勝」（キットカット）に願いを込め、

向を凝らして準備される “ 激励会 ”。
黒板に描かれた「合格」の文字は、

卒業式前の最後の集合写真を撮りまし
数年前に国家試験に合格し、見事「視

学生 1 人ひとりの似顔絵が描かれた

能訓練士」になった卒業生も応援に駆

合格だるまで作られていました。

けつけました。学生たちは、先輩から

た。みんなの上に桜が満開になります
ように！

聞く、試験場での心構えや注意点に、
真剣に耳を傾けていました。
本科は国家試験 2 年連続合格率
100％！その結果を導いたのは、寝る
間も惜しんで一緒懸命勉強に取り組ん

［専門学校］インテリアコーディネーター合格！（インテリア科）

［専門学校］「卒業研究発表会」を行いました（社会福祉科）

全国の専門学校合格率 3％台の難関資格「インテリアコーディネーター」に、本校か

相談援助実習での事例研究として卒業研究発表会を行いました。２年間の集大成であ

ら 2 名の合格者が誕生。デザインを一生の仕事にします！と意気込みを語りました。

ると強く印象付けられる、充実した発表会となりました。
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［友愛幼稚園］ 編み物とひなまつり（園長
友愛幼稚園では、年長組の女の子の
間で、編み物が流行っています。

大沼 百合子）

に繋がっていくことを実感しました。

た。ひとりの女の子がひな祭りの歌を

今は、バッグ作りに挑戦中です。

うたい始めると、みんなで大合唱とな
りました。

ダンボール箱とわりばしで作った手
作りの編み機をつかって、自分の好き

ひな祭り会は、甘酒（カルピス）を

な色の毛糸でマフラーを編んでいま

飲んだり、劇を見たりと子ども達の楽

す。一つ一つ丁寧に指先を使って上手

しみな会でもありました。
わいわい賑やかにしているうちに、

に編み、仕上げにぼんぼりを付け出来

春はもうすぐそこです。

上がりです。
友達とも、
「今度はこうしよう」
「お
店屋さんを開こう」などと遊んでいま
す。作品もすばらしいのですが、そ
れよりも、
「やってみたい」と思える
材料を自分たちで用意して、継続し

先日は、子ども達と一緒にお雛さま
を飾りました。
飾りの写真を見て「これはどこ？」

て遊べる空間と時間を保障すること

「こっちこっち！」「誰の帽子かな？こ

で、子ども達が自ら考え行動する力

の笛や太鼓は？」と大騒ぎとなりまし

［幼保連携型認定こども園久慈幼稚園］ 安全確保への取り組み（園長

田髙 美恵子）

昨年は、新制度移行一年目の大切な

不審者に変装した署員が増築園舎保

年に台風 10 号の豪雨被害に遭い、非

育室を覗きこんでいるのを職員が発

常に慌ただしく過ぎ去りました。今年

見。園児たちに不審者が侵入したこと

避難訓練や職員研修に積極的に取り組

は災害・犯罪のない一年であってほし

を暗号で知らせました。この間、既設

み、危機への備えをより万全なものと

いと思います。

園舎に移動した不審者に職員 2 人が

していきます。

さて、
こうした願いも込め 2 月 8 日、

た。
緊急時への対応力向上のためにも、

対応し、110 番通報。今回の訓練は園

久慈警察署のご協力を得て、不審者対

児全員の安全確保までの流れをつかむ

応避難訓練を実施しました。

ことが目的でした。
園児たちは落ち着いて行動し、署員
の方から「避難行動が早く、良かった」
と、お褒めの言葉をいただきました。
訓練後は幼稚園ホールで講話があ
り、防犯標語「いかのおすし」の意味
を学び、危なくなったら大きな声で叫
ぶことが大切だと教えていただきまし

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
4/
4/
4/
4/
4/
4/

1
3
4
5
5
6

［大学］前期学生ガイダンス
［大学］在学生健康診断（4/3、4/5）
［大専］入学式
［大学］新入生ガイダンス
［大学］前期 WEB 履修登録期間 (~4/14)
［大学］新入生健康診断・履修相談日
［専門］ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ( 新入生 )・就活出発式
4/ 7 ［大学］TBGU ベーシックテスト
［専門］ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ( 在校生・科別 )
4/ 7 ［大学］新入生学外研修・ｻｰｸﾙ紹介 (4/7~8)

4/ 8 ［久慈］入園式
4/10 ［大学］前期授業開始 (~7/28)
［専門］前期授業開始
［友愛］入園式
4/15 ［専門］健康診断
4/16 ［専門］一日体験入学会
4/27 ［大学］休日授業実施日※創立記念日
5/ 8 ［大学］前期履修登録取消期間 (~5/12)
5/20 ［専門］一日体験入学会
5/28 ［大専］フォーラム

6/24 ［大専］感謝の日
6/25 ［大専］オープンキャンパス
7/ 1 ［専門］一日体験入学会
AO エントリー受付開始
7/ 9 ［大専］オープンキャンパス
7/18 ［大学］振替休日
［専門］AO 第 1 期受付締切
7/19 ［専門］AO 第 2 期受付開始
7/23 ［大専］オープンキャンパス
7/31 ［大学］前期定期試験 (~8/4)
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退職教職員一覧

本年度、以下の方々が学校法人東北文化学園より退職されました。
これまでのご尽力に感謝するとともに、皆様の今後のご活躍、ならびにご健勝のほどお祈り申し上げます。
東北文化学園専門学校

東北文化学園大学
川上 真吾
浅野 朝秋
半沢 正道
田村 美華
伊藤 てる子
牧 千亜紀		
青木 玲子
入江 亘

保健福祉学科
教授
西本 典良
准教授 佐藤 俊彦
助教
若林 真衣子

大学事務局

事務課保健室

次長
実習教育計画課

横山 寛
小坂 龍之介

学生課
総合政策学科
教授
矢口 和宏
知能情報システム学科
講師
塩野目 剛亮

伊藤 智惠子
視能訓練士科
山本 寛子
医療秘書科

係長

小野 誠

今野 瑠美子

入試課

友愛幼稚園

伊藤 文佳子
進学センター

髙橋 愛
宍戸 由貴
菅原 奈奈
太賀 愛梨

鈴木 美保子
地域連携センター
主任

大館 勝
門眞 大輔

久慈幼稚園

健康管理センター
尾形 静枝

平成 28 年度

阿部 美久
＜敬称略＞

ご寄付芳名表

平成 28 年度に、学校法人東北文化学園大学にご寄付をいただいた、企業・個人の方のご芳名を掲載させていただいて
おります。 ※順不同とさせていただきました。
第九コンサート寄付

一般寄付

法人
・株式会社サンテック東北支社様
・株式会社学生情報センター様
・株式会社東北オフィスマシン様
・株式会社スティック様
・熱研プラント工業株式会社様
・協業組合仙台清掃公社様
・宮城日産自動車株式会社様
・株式会社共立メンテナンス様

・株式会社紀伊國屋書店
仙台営業所様
・日本国土開発株式会社
東北支店様
・株式会社ユーメディア様
・キヤノンシステムアンドサポート
株式会社様
・株式会社イトーキ東北支店様

・コセキ株式会社様
・東通インテグレート株式会社様
・シダックスフードサービス
株式会社様
・匿名希望

・匿名希望

個人

法人
・熱研プラント工業株式会社様
・日本国土開発株式会社
東北支店様
・コセキ株式会社様
・株式会社紀伊國屋書店
仙台営業所様

きらきら

5/28(日) 開催 東北文化学園「 輝くみちのくフォーラム」
地域を活かす・地域を創る－女性が紡ぐ想い－
自然豊かで、古くから特色があり、多彩な文化を有しているみちのくの地では、東日本大震災から
の復興、文化の再生と継承、人口の流出といった、これまでにないさまざまな課題に直面しております。
今回のフォーラムでは、これまでみちのくの地が培ってきた多様な資源に着目し、さまざまな課題
を乗り越え、これまでにない地域を創っていこうとする女性を招き、輝ける東北の未来に向けて、話
し合い、考えます。
■開催概要
日 時 平成 29 年 5 月 28 日 ( 日 )
13:30( 開演 )~16:30
場

所

江陽グランドホテル

▶登壇者
水野 千夏さん（㈱せん）
石山 純恵さん（㈱クリフ）
田口 ひろみさん（NPO 法人ポラリス）
浦沢 みよこさん ( 特任教授、㈱インターサポート）

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
〒 981-8551 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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参加申込みについて
平成 29 年４月下旬（予定）に河北新報
と本学ホームページにて、フォーラム概
要と申込み方法を告知いたします。
参加をご希望の方は、上記の媒体をご
確認いただき、お申し込みください。

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。

rson

理学療法学専攻
助手
作業療法学専攻
講師
助手
視覚機能学専攻
助教
看護学科
准教授
助教
助手
助手

