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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 29 年度 東北文化学園大学・大学院・東北文化学園専門学校

入学式

平成 29 年 4 月 4 日、東北文化学園大学と東北文化学園大学大学院、
ならびに東北文化学園専門学校の入学式がそれぞれ挙行されました。
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多面的な見方、考え方を学んでほしい
東北文化学園大学

学長

土屋 滋

私達の大学の入学式が 4 月 4 日に

生活し、より遠くを見つめて行くこと

挙行されました。満開の桜がいつもよ

ができるような不思議な気持ちになっ

り長めに咲いた春のキャンパスに、将

てきます。

来の夢に胸を膨らませた学生の皆さん

新学期は最初が大事です。皆さんの

をお迎えすることができたことを、と

周囲には教員、職員、そして先輩後輩

てもうれしく思います。

の学生諸君がいます。学修のことでも、

私たちの大学からは、仙台平野の「国

生活面の事でも、疑問に思ったことは

見」が出来ますし、遠く太平洋を臨み、

何でも口にし、文章で表現し、多面的

水平線から「地球の形」を実感するこ

な見方、考え方を学んでください。

とができます。

問いを発するのはあなたです。答えを

つい目先のことに囚われがちな私た
ちですが、このキャンパスにいると、
何時も自分を越えたスケール感の中で

見つけるのもあなたです。
大学として、そのような皆さんを積
極的に支援して参ります。

Stand by me “Professional”
プロとの本音の毎日がこれからの自分を変えていく
東北文化学園専門学校

校長

千田 孝彦

例年通り、入学式、オリエンテーション

①プロになる方法は、

と今年も年度始めの学校行事を無事終え
て、前期授業がスタートし、約 2 ヶ月が
経過しました。
ここ国見の丘での、新入生の明るい笑顔

（2015 年発行）
②これからの社会で必要とされる人に、
今からなる方法。

改めて実感しているところです。
本校では、本校の教育内容を理解しても

（2017 年発行）
これらは、本校ホームページに掲載して
います。
ぜひ 本校で、

らうために、毎年一冊、コンセプト・ブッ

「高校のころには想像できなかった。

クを３年間に渡って作成してきましたが、

こんな自分が待っているなんて」

今年が、その完成年度になります。
改めて、ここに紹介をします。
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（2016 年発行）

③スタンド バイ ミー プロフェッショナル

と元気の良さに心が癒やされるとともに、
この学生達を教育することの責任の重さを

が知っている。
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を学生一人一人が実感することを期待して
います。

ＵＩＬ ＴＡＦＥクイーンズランド・ノース校 ケアンズキャンパス
看護実習室など TAFE ならではの専門的な施設を見学しました。

慶熙大学は法学部や医学部、芸術デザイン学部など多岐にわたる学部
をもつ総合大学。広いキャンパス内に芸術的な建物が立ち並びます。

復旦大学は人文学部、経済学部、看護学部など 17 の学部がありました。
国際交流に注力し、在学生の約 10％が留学生である大学です。

毎日の授業は全て英語で、使いながら学びます。日が経つにつれ、学
生たちが使う言葉が増えていき、自信に繋がっていました。

慶熙大学の学生交流会では、お互いの国の文化や自分たちの将来につ
いてなど、様々なテーマで意見交換を行い、多くの刺激を受けました。

復旦大学学生交流会では、互いの国の印象をインタビューしました。中
国の学生は日本についても詳しくグローバル化や情報化を感じました。

研修の課題は小学校・高齢者施設でのアクティビティ発表でした。
みな英語で積極的にコミュニケーションをとろうとしていました。

南大門や景福宮などの歴史的建造物の見学や、韓国の伝統的な遊びや
料理の文化体験をしました。

文化体験として、西湖や西冷印社などを見学しながら、中国の歴史・
文化を学びました。

ホストファミリーとは、言葉も文化も違う中でも家族同然の強い絆が
生まれることを感じた研修でした。

韓国語での 8 日間の授業を終え、韓国語授業終了式を行いました。
今後の学修意欲が更に高まりました。

オムロン株式会社にて企業見学を行い、グローバル化が進む社会の中
での働き方について改めて考えることができました。

この 2 月から 3 月にかけて、オーストラリア、中国、韓国

ました。分からない交通事情に戸惑いながら、言葉と地図を頼

へ 24 人の大学生がそれぞれ旅立ちました。
本研修では、現地の人たちとの交流の中で、これまで学ん
できた異国の言葉がどの程度通じるかを試します。
更には、様々なプログラムを通じて異国のマナー
やルール、国際感覚を学び、視野を広げることも
目標としています。
オーストラリアではホームステイをし、ホスト
ファミリーとの温かい交流に触れました。意思疎
通に悩むこともありましたが、限られた語学力の

中国では、大学や施設への移動は、電車やタクシーを利用し
りに懸命に目的地を目指しました。

海外
研修

教育支援センター
（E サポ）

韓国では、現地の大学生との交流会を通して、
自分たちも広い視野を持って学業や就職活動に取
り組もうと改めて決意していました。
今回は三カ国合同の課題「日本について知っ
ていること」が課され、それぞれの言語でインタ
ビューに挑みました。帰国後の報告会では、学生
の率直な言葉で現地での発見や学びを共有してい
ました。

中で懸命に伝え聞こうとしたり、ジェスチャーや表情を用いた

研修の中で学んだことや、出会った素晴らしい人・景色・経

りすることでコミュニケーションが図れることを学んでいまし

験を今後の学生生活でさらに大きく育て、海外に目を向け続け

た。

てほしいと思います。
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［学生課］ 新入生をおもてなし
4 月 5 日と 7 日の 2 日間、学生食堂
にて新入生歓迎朝食会を行いました。

歓迎朝食会と学外研修
生学外研修」を実施しました。
この研修は学生の組織「学生リー

ことが出来ました。
研修を支えてくれた先輩のようにな

朝食会の目的は、新入生が先輩や教

ダー会」によって運営されています。

りたい！と思ったのでしょうか、新入

職員と朝食をとりながら交流すること

学生リーダー会に所属する学生達は、

生のうち 60 人が学生リーダー会への

により、新しい環境に飛び込む不安を

この学外研修にむけて、新入生の緊張

入会を申し出ました。

軽減すること、朝食をとり１時限目か

をほぐし交流を促進させるための企画

らの授業に出席する習慣を身に付ける

を考え、その運営力を磨くため事前研

ことです。新入生の朝食会への参加率

修を行うなど、年間を通して活動しな

は約 95％と大盛況でした。

がらスキルアップを図っていました。

また、4 月 7 日午後から 8 日昼まで、
秋保温泉ホテル佐勘にて恒例の「新入

今年度も研修の成果を発揮し、新入生
を優しく大学生活へとエスコートする

新入生歓迎朝食会

朝 7：00 に集合した学生リーダーが新入生の誘導と配膳準備を担当。朝食はワンプレート形式で、パンやスクランブルエッグ、ソーセージ、シリアルヨーグルトなど、洋食中心のメニュー
です。参加した新入生は、教職員や学生リーダー、新入生同士での会話を楽しみながら、朝食会を満喫していました。この朝食会がきっかけで新しい友人ができる学生もいるそうです。
（左から、ミーティングの様子、ワンプレート朝食セット、会場全体の様子、看護学科の朝食風景）

新入生学外研修（平成 29 年 4 月 7 日（金）、8 日（土）の 2 日間で実施）

学外研修の全体会では、新入生全員を前に、学生リーダー代表の和島源輝さん（総合政策学科３年）が挨拶。研修では新入生の緊張緩和（アイスブレーキング）を目的としたレクリエーショ
ンのプログラム（グーパー体操、フルーツバスケット、じゃんけん列車など）を開催。その後、大学生活への不安を解消するため、新入生の質問に学生リーダーが答える「Enjoy TBGU」や、
学科の団結力を高めるためのグループワークを実施しました。

［大学］ 仙台市と「周産期福祉避難所の運営等に関する協定」を締結しました
締結式は 5 月 25 日、仙台市役所で

式典に出席した土屋学長は「東北大

看護学校、仙台市医師会看護専門学校

行われ、本学の他、東北福祉大学、仙

震災の当時、親族が避難所でお世話に

をあわせ、市内の周産期福祉避難所は

台青葉学院短期大学、仙台医療セン

なった経験から、避難生活でも楽しさ

計６カ所になり、市内全５区で約 40

ター附属仙台看護助産学校の看護学科

は必要と感じている。私自身も小児科

組の妊産婦の方が受け入れ可能とな

を設置する 4 校が協定を締結しまし

の医師であるため是非協力したい。

り、開設の準備が整いました。

た。

また、本学には発達障害児の相談を
行う「発達支援教室」があるが、これ
を発展させ、今年の９月に「国見の杜
クリニック」として開設予定のため、
心のケアを含めたサポートも対応可能
としたい。
」と述べました。
今回の４校と協定締結済の仙台徳州
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［大学］ TBGU 公式オリジナルキャラクター「つっちぃ」公開イベントを開催
4 月 27 日、 本 学 の 創 立 記 念 日 に

学生や教職員、そして訪れる方々がそ

TBGU 公 式 オ リ ジ ナ ル キ ャ ラ ク タ ー

の様子を微笑ましく、大事に見守って

「つっちぃ」公開イベントを開催しま
した。

います。
その餌を求めている、可愛らしくも

行いました。
これからみんなに愛されるキャラク
ターとなるよう応援してください。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

貪欲な子ツバメたちの姿を本学の学生
に重ね、学生達が大学に求めている、
「知識」
、
「出会い」、
「仲間」、
「資格」等、
様々な『経験』をいつも提供すること
ができる親鳥のような大学でありた
い。巣を離れた雛たち ( 卒業生 ) が戻っ
本学では、春先になると、構内のあ
ちこちに、燕がやってきて、巣作りを

てきたくなる大学でありたい。
そんな思いを込めたキャラクターを

して卵を産みます。やがて、
雛が孵り、

作りたいと、昨年、創立 20 周年プレ

子ツバメたちは黄色い大きな口をあけ

イベントで在学生教職員・卒業生に呼

て、親鳥に餌をねだります。

びかけキャラクターデザインの公募を

きらきら

［法人］ 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－」を開催
５月 28 日、輝くみちのくフォーラ
ム「地域を活かす・地域を創る―女性

い地域を創る女性たちが、輝ける東北
の未来に向けて、話し合いました。

パネルディスカッションでは、本学の特
任教授である浦沢みよこさん（株式会

が紡ぐ想い―」を江陽グランドホテル

講演では、伝統文化「秋田舞妓」を

社インターサポート・代表取締役）を

（仙台市青葉区）で開催し、多数の方

復活させ観光資源として活用する水野

コーディネーターに女性による新たな地

千夏さん（株式会社せん・代表取締役）、

域活性化へのヒントを話し合いました。

にご来場いただきました。

女性起業家大賞を受賞し、福島で人材
教育事業に携わる石山 純恵さん（株
式会社クリフ・代表取締役）
、宮城県
山元町で障害者福祉を担いながら、世
代や業界を超え様々な団体と地域コ
ミュニティを創造している田口 ひろ
みさん（ＮＰＯ法人ポラリス・代表理
今回は、これまでみちのくの地が

事）の 3 人が、女性による地域や自

培ってきた多様な資源に着目し、さま

分を輝かせながら活躍するためのヒン

ざまな課題を乗り越え、これまでにな

トを伝えました。

［保健福祉学科］「東松島あおいフラワーフェスティバル」にボランティアスタッフとして参加しました

このイベントは東日本大震災で亡くなった犠牲者の慰霊（７回忌）と子どもたちの健やかな成長を願い、東松島市あおい地区で初めて開催されました。学生 29 人，教員 4 人の総勢 33
人で参加。本学の学生はメインイベントの日本一長い海苔巻き作りを手伝った後、様々な催しに参加しイベントを盛り上げました。
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［専門学校］羽ばたけ！輝けるもの！！就活出発式開催（キャリア対策委員会）
専門学校では、４月６日に「就活出
発式」を挙行いたしました。

続き、佐藤直由就職センター長の挨拶

ました。

のあと、就活生を代表して介護福祉科

今後は、学生全員が内定を勝ち取る

卒業年次生がこれから始まる就職活

２年大場智貴さん、臨床工学科３年有

べく教職員・就職センター・キャリア

動に向けて、
決意を新たにする式です。

馬美優さんによる力強い宣誓が行わ

対策委員会が一丸となって就職活動を

式では、千田孝彦校長先生の挨拶に

れ、当日参加の全員が決意を新たにし

サポートしていきます。

［専門学校］ 宮城県美術館見学会 （建築土木科・インテリア科）
建築土木科・インテリア科では、１

に設計した作品です。この建築のため

美しい新緑の広瀬川を望む「アリスの

年生前期・近代建築史の授業において

だけに焼かれた煉瓦の美しい建物で

庭」も見学し、庭園の細部までデザイ

す。

ンされた前川國男作品を満喫しまし

「宮城県美術館」を見学しました。
昨年、世界遺産に登録になった国立

本校は、同施設のキャンパスメン

西洋美術館の設計者ル・コルビュジェ

バーズになっており、常設展や佐藤忠

の日本人最初の弟子、前川國男が晩年

良記念館も無料で観覧できます。

た。

見学会を前にル・
コルビュジェを予
習していった建築
土 木 科・ イ ン テ リ
ア科１年生の皆さ
んはメモを取りな

［専門学校］コーチングの研修報告を開催（教職員研修会）

コーチングの外部研修を受講してきた２人の先生が、「学生の意欲を引き出すコーチン
グ」というテーマで報告を行いました。
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が ら、 学 芸 員 の 方

次回の見学は、活躍中の有名建築

の説明に熱心に聴

家、伊東豊雄の作品「せんだいメディ

き入っていました。

アテーク」を見学します！

［専門学校］「検査学入門」の授業（視能訓練士科）

『検査学入門』の授業です。眼科検査の実習に入る前の入門編です。
備、大切なことは何か。グループワークで考え、発表を行いました。

検査に必要な準

［友愛幼稚園］ 新年度を迎えて（園長

大沼 百合子）

緑が美しく気持ちよい季節。進級児

がいもを栽培して、カレーをつくって

降園の時間を伝えると「いやだ～帰ら

は新しい環境にも慣れ、友達と元気に

食べたこともあり、子ども達は、「カ

ないよ」と逃げまわるくらいです。

楽しく遊ぶ姿に成長が感じられます。

レーをつくる！」「ポテトチップスを

これから始まる園生活。遊びを通し

５月に入り、年長児は野菜の苗植え

つくりたい！」など、今から楽しみに

て、自分たちが興味を持ったことを心

しているようです。

ゆくまで試したり、工夫したり、また、

を行いました。
クラスで話し合い、
じゃ
がいも、
トマトの他にも、
イチゴやハー
ブを植えました。

４月に入園した新入園児は、泣いて

友だち同士で見つけた遊びを伝え合っ

いたことがうそのように、泥んこ遊び

たり教えあったりと、心と体をいっぱ

に、色水遊び、虫取りなど思い思いに

い動かしながら楽しく過ごして欲しい

いろいろな遊びを楽しんでいます。

と思っています。

毎日の水やりに観察など、子ども達は
熱心に取り組んでいます。昨年、じゃ

［幼保連携型認定こども園久慈幼稚園］ 五感を育む取り組み（園長
あたたかい春を迎え、今年も花の季

どもたちが、そこに水を流し込み、裸

田髙 美恵子）
乳幼児期の五感体験は、人間形成に

節となりました。園庭ではモクレン・

足になって遊び始めました。砂や水、

サクラ・スイセン・チューリップ・ツ

泥の感触はどんなだったのでしょう。

これからも子どもたちには、自然と

ツジと、お花の開花リレーが続いてい

色鮮やかなタンポポやクローバー摘み

かかわり、身体を豊かに使って五感を

ます。

を楽しむ子どもたちが、その小さな手

育んでいってほしいと願っています。

本園ではこうした豊かな自然環境を

良い影響を与えるといわれています。

で何を感じているか気になります。

生かし、「春をさがそう」
「耳を澄ま
そう」
「はだしになろう」など、年間
１２のテーマに沿って五感体験活動に
取り組んでいます。晴れた日の自由活
動の時間には、０歳児から５歳児まで
全園児が戸外に出て土や砂、光、風に
触れ、のびのびと遊びを楽しむことを
大切にしています。
先日、砂場で道路作りをしていた子

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
6/ 4
6/15
6/24
6/25
7/ 1

［久慈］園外保育
［久慈］親子教室
［大専］感謝の日
［大専］オープンキャンパス
［専門］一日体験入学会
AO エントリー受付開始
7/ 7 ［友愛］七夕まつり
7/ 9 ［大専］オープンキャンパス
7/18 ［大学］振替休日（創立記念日）
［専門］AO 第 1 期受付締切

7/19
7/19
7/20
7/23
7/31
8/ 1
8/ 5
8/ 6
8/ 9

［専門］夏季休業開始
［専門］AO 第 2 期受付開始 (~7/31)
［久慈］終業式
［大専］オープンキャンパス
［大学］前期定期試験 (~8/4)
［専門］AO 第 3 期受付開始 (~8/28)
［大学］夏季休業 (~9/6)
［大専］オープンキャンパス
［大院］大学院入試 ( 一般・学内推薦Ⅰ期 )
出願（~8/18）

8/ 9
8/12
8/14
8/19
8/20
8/21
8/23
8/24
8/26
8/29

［久慈］親子教室
［大専］共通休暇・学内閉鎖 (~8/15)
［大学］AO 入試Ⅰ期第 1 次選考 ( 出願 ~8/24)
［専門］授業再開
［専門］体験入学会
［久慈］始業式
［友愛］夏季休業・長期預かり終了
［友愛］2 学期始めの会
［久慈］ファミリーバザー
［専門］AO 第 4 期受付開始 (~9/25)
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平成 29 年度

新入教職員一覧

平成 29 年度、以下の教職員の方が学校法人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。※平成 28 年度途中に入職された方も記載しております。
東北文化学園大学

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

リハビリテーション学科

看護学科

看護学科

言語聴覚学専攻 講師

視覚機能学専攻 講師

講師

講師

橋本 浩樹

田中 多賀子

丹治 弘子

荒木 とも子

宮下 真子

看護学科

保健福祉学科

知能情報システム学科

教育支援センター

教育支援センター

教務部教務課

助教

助教
小林 智

准教授

特任教授

佐伯 ちひろ

澤田 英明

長田 俊明

渡部 力

教務部学生課
前田 はる菜

入試事務室入試課
久保 貴子

進学センター進学課
増子 薫

リハビリテーション学科
理学療法学専攻 准教授
星 孝

日下 由利子

教務部実習教育計画課
鈴木 七瀬

東北文化学園
専門学校

専門学校事務部保健室
片山 カオリ

友愛幼稚園

友愛幼稚園
高橋 麻衣子

友愛幼稚園
鯉川 侑也

久慈幼稚園

久慈幼稚園
中野 百瑛

東北文化学園大学は創立 18 周年を迎えます
東北文化学園大学は平成 29 年４月に創立 18 周年を迎え
ました。また平成 31 年には 20 周年と節目の記念日となる
ため、現在記念イベントを企画し、式典等の準備を進めてい
ます。
また現在、20 周年プレイベントとして、空中庭園のテニ
スコート設置（平成 29 年 6 月完成予定）を進めています。
さらに、地上部分ではフットサルコートの設置についても計
画中です。

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
〒 981-8551 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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解体工事中の空中庭園の様子。空中庭園にはネットで覆われたテニスコートが２面設置予定

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。

