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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

第九コンサート演奏会を開催しました（12/3 東京エレクトロンホール）
当日 14 時開場のところ、少しでも良

中には演奏会への思いを添えて下さる

演奏会に挑みました。大舞台に立ち、

い席をと 12 時に並び始めるお客様も見

方もおり、本演奏会がこの被災地で少

多くの観衆に足が震え、第四楽章終了

られた東京エレクトロンホール宮城に、

しずつ根付いていることを実感いたし

後のブラボーと心からの喝さいを彼ら

過去最高 1425 人の方が来場しました。

ました。

は忘れないでしょう。

河北新報に鑑賞券配布の掲載がされ

楽譜を読めない、ドイツ語にも初め

るや否や、7 日後には締め切らざるを

て触れる学生が 4 月に集結し、実績の

として自分を磨き上げていって欲しい

得ないほどの応募はがきが届きました。

ある錚々たる演奏家に支えられ、この

と心から思います。

この経験を自信にかえ、
「輝けるもの」
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[ 文 ] 教育支援センター長 古林俊晃

大学
専門

学園祭・ダンスイベントを開催 (10/21、10/22)

文化学園祭が開催されました。

雨に、
屋台の学生は苦労していた様子。

ゲストダンサーとして「ひとりでで

今年のテーマは「ぱれっと～ What’s

お客さんが来ないなら、こちらが売り

きるもん」が登場。圧倒的なダンステ

your color ～」
。

込む！とばかりに、学内を歩きながら

クニックと笑いのセンスに観客は魅了

商品を販売していました。

され、会場を歓声と熱気が包みました。

学園祭の間、建物内は学園祭実行委
員による装飾で、普段とは違うカラフ
ルな場所が非日常を演出します。

雨天に負けず、盛況だったのは学生
食堂のダンスイベントです。

残念ながら、雨風の影響で屋台は早
めに終了、毎年恒例の花火大会も中止

１日目、体育館前に設置された特設

出場チームは 13 組、岩手県からも

ステージのお笑いＬＩＶＥでは、多く

大学生チームが参加し、全体のダンス

それに負けない学生達のひたむきさと

の方が集まりました。

レベルも高く、見ごたえあるステージ

逞しさを際立たせていました。

しかし、２日目は朝から降りしきる
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となりました。

となりました。しかし、強い雨と風が、

大学

第 13 回パロリンピックが開催されました

10 月７日、パロリンピックが開催
されました。

今年も６施設から約 150 人の参加

また、学生も「支えるスポーツ」を

者と随行者が、保健福祉学科の学生と 通じ、ホスピタリティマインドやコ

このイベントは、身体を動かす機会 教職員約 120 人と共に、ボーリング ミュニケーション能力の醸成、専門職
の少ない知的障害者の方が、スポーツ をアレンジしたゴーリングとふうせん としての資質向上を図ることができま
レクリエーションを通じて、心身の健 バレーの競技を実施しました。
康づくりを促進することを目的として

参加者は、他施設の方や運営スタッ

した。
参加者、学生ともに、お互いを知り・

います。平成 17 年から開催し、今年 フである学生との交流から、普段と異 認め合い・親しむという大きな成果を
で 13 回目を迎えます。

なる一日を体験しました。

得ることが出来ました。
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地域活動
大学

国見介護予防大学

この催しは、平成 23 年から国見地
区（国見町内会連合会管轄地区）の住

等の講義や、運動機能の低下を予防す

者の軽減に繋げようとするものです。

る実技・運動等です。

また学生は、実際に地域の高齢者の

民向けに医療福祉学部の教員が中心と

講座では、本学の保健福祉学科の学

指導を行うノウハウを修得することも

なって、本学を会場に介護予防を学ぶ

生が授業の一環としてサポートを行い

さることながら、地域の高齢者と関わ

教室です。

ました。

ることで、世代間交流による、地域の
活性化の一翼を担っています。

７回目を迎える本年は、22 人の方

目的は、参加者自身が健康で元気な

が参加し、10 月～ 11 月の月曜日の午

日常生活を過ごし、将来的にはここで

前中の２時間、全５回の講座を実施し

学んだ知識や技能を交流のある友人や

ました。内容は、栄養指導や口腔ケア

地域の方と情報共有し、地域の要介護

大学

“ 東北・みやぎ復興マラソン 2017” 運営ボランティアへ参加して

仙台放送主催の “ 東北・みやぎ復興

企画された催事で、
「復興が進む大地

の提供を行いました。

マラソン 2017” の運営ボランティア

に新しい感動・記憶・元気を創り出

当日は快晴で気温も高いこともあっ

として、本学の学生・教職員 60 人が

す」ことを目的としたものです。この

て、給水に訪れるランナーも多く、活

参加しました。

趣旨に賛同した本学では、地域連携セ

発な活動を行い、学生達は充実した時

ンターが核となって学生を募り、運営

間を過ごすことが出来ました。

ボランティアとして参加しました。

この大会は「東日本大震災」から６
年が経過し、地震直後の大津波で甚大
な被害を受けた名取市・岩沼市・亘理

マラソン大会での活動は、美田園駅

町の沿岸部の『被災地復興の “ いま ”』

近郊に設置された第 13 給水所の運営

をスポーツを通じて内外に伝えようと

で、走ってくるランナーへの水や塩飴

大学

認知症対策プロジェクト「認知症を共に考える」を開催

本学では、認知症対策プロジェクト「認知症を共に考える」のイベントを 8 月 27 日に開催しました。第 1 部では、東北大学教授の荒井 啓行氏に「認知症医療最前線～現状と今後の課題～」
をテーマにお話いただきました。また、第 2 部のパネルディスカッションでは本学教員も参加し、認知症への理解と対応の知識を参加者の方にお伝えしました。
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地域活動
大学

TBG 高校生スピーチコンテスト

今年で 13 回目を迎えるＴＢＧ高校
生スピーチコンテストが 10 月 21 日

たとの講評がありました。入賞者は以
下の通りです。

に実施されました。

はた もえ

最優秀賞 畑 萌さん ( 宮城県泉高等学校２年 )
演題 「あきらめの壁を壊して」

お の で ら かえで

審査員特別賞 小野寺 楓さん ( 宮城県築館高等学校２年 )
演題 「私の決意」

今回は宮城県築館高等学校・宮城県
石巻北高等学校飯野川校・宮城県泉高
等学校の県内３校から高校生が参加、
「今、伝えたいこと」をテーマに日頃
の成果の発表を行いました。発表後に
審査員からは今年の参加者のスピーチ
は素晴らしく、レベルの高い大会でし

大学

お や ま まさかず

優秀賞 小山 正和さん ( 宮城県石巻北高等学校飯野川校２年 )
演題 「ホームラン列車の出発」

学長メッセージ「笑顔カレンダー」

「笑顔カレンダー 2018 東北」が届

東日本大震災直後に、メッセージを

被災した自治体に毎年寄付し、その総

掲げた 365 人の笑顔でカレンダーを

額は 100 万円に達しようとしていま

笑顔カレンダーは、総合政策学科

作成し、被災された方々を激励すると

す。

10 期生の吉川一利さんが在学中から

いう斬新なアイデアは高く評価されま

取り組み、「笑顔カレンダー 2012」を

した。

きました。

完成させたのが第一号です。

今私の手元にあるカレンダーは、第
八号。

その後、昨年 11 月に「笑顔カレン

「被災地、東北の若者の夢を私たち

ダー 2017」のことが、再び河北新報

が全力で応援する」という初心が貫か

に取り上げられました。驚いたことに、

れたカレンダーです。

笑顔カレンダーは既に第七号を数えて
いました。

この若者たちの夢が叶えられること
を祈らずにはいられません。

何 よ り も す ご い と 思 っ た の は、
「JACK IN SMILE」という一般社団法人

大学

専門

■笑顔カレンダー HP

を立ち上げ、毎年 365 人分のメッセー

https://www.egao-project.com/

ジと笑顔をカレンダーに入れ込み、届

笑顔カレンダーは、「JACK IN SMILE」

け続けていることと、収益の一部を、

HP から購入可能です。

カフェポレポレを試験開店

大学と専門学校の学生が企画・運営を行う期間限定の喫茶店「カフェポレポレ」をキャンパス内の厚生棟２階で開店しました。この取り組みは、企画から接客までカフェ運営のノウ
ハウが体験できる学内インターンシップでもあります。店内の内装は、専門学校インテリア科の学生が施工しています。※「ポレポレ」とは、スワヒリ語で「ゆっくり」を意味します。
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専門学校の取り組み
専門

「第２回教員研修会」が行われました

9 月 29 日「第 2 回教員研修会」が
行われました。
開催にあたり、千田孝彦校長先生よ

生よる研修会報告では、「コーチング」

とおした実践事例を教員が熱心に聞い

等、授業に即活かせる研修内容が報告

ていました。

されました。

介護人材を増やすことが急務となっ

り「エンダウメントマネジメント」等

ている現在、大変興味深い内容の報告

についての話があり、今後の教員教育

でした。

活動に役立つ機会となりました。

以上、今回も大変有意義な研修会と
なりました。

引き続き、介護福祉科の阿部秀樹先生
からは「介護ロボットを活用した出前
授業」というテーマでの報告があり、
その後、視能訓練士科の高木祥多先

県内の高等学校 4 校への出前授業を

第 23 回みやぎ建築未来賞 2017 インテリア科作品が大賞を受賞！

専門

宮城県建築士事務所協会主催の「み
やぎ建築未来賞」専門学校の部におい

りを提案、次世代につながる発信拠点
を計画した。

■国土交通省東北地方整備局長賞
「Evolutionary theory」

て、インテリア科の出展作品が上位を

若林区荒井地区に健康型有料老人ホー

独占し、 作品のレベル、
プレゼンテー

ムと体育館を隣接した計画。新しい地

ションで他を圧倒しました。

域から世代を越えたコミュニケーショ
ン向上をねらった公共施設の提案。
■仙台市長賞「FAN

FAN

PARK」

仙台駅前から新時代を見据えたスポー
ツ施設を提案。東京オリンピック以降
も、仙台の中心から情報発信する新し
■みやぎ建築未来賞大賞「ymgt_legacy」

い運動公園を計画した。

山形駅前の十字屋閉店に伴い、新しい
シンボルを設置する。
高齢者雇用支援、
子育て支援を含めた地域循環型街づく

大学

専門

視能訓練士科卒業生が学会で活躍

専門

学園祭で児童労働を無くす取り組みをサポート

10 月 28・29 日、仙台初開催の第 58 回視能矯正学会において、多くの卒業生が発表・運

ガーナの教育を支援する「しあわせへのチョコレート」の活動に協力し、学園祭で関連商

営に活躍。大盛況のうちに閉幕しました。

品を販売しました。
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幼稚園のとりくみ
幼稚園

お芋パーティーについて（友愛幼稚園 園長

園庭の木々の葉もだいぶ落ち、子ど

大沼 百合子）

りと楽しく過ごしてきました。

焼き芋ができるまで、落ち葉や薪が

も達は落葉のじゅうたんで秋の深まり

燃える音や匂い、火の暖かさを感じま

を感じ取っているようです。

した。

10 月 25 日 に、 子 ど も 達 が 待 ち に

子ども達は、心と身体で、“実りの秋 ”

待ったお芋パーティー（焼き芋）を行

を満喫しました。

いました。
さつま芋は、年長組が、宮城県農業・
園芸総合研究所へ芋ほり遠足に行って
掘ってきました。
年少中組は、焼き芋を焼くための落
ち葉を近くの仙台市水道管記念館に拾

子ども達で準備したお芋パーティー当
日は、年中組が焚き火に点火。

いに行ってきました。落ち葉拾いはさ

さつま芋を濡れた新聞紙とアルミホ

て置いて、どんぐりやまつぼっくりを

イルで包み、焚き火の中へお芋を入れ

夢中で拾ったり、森の中を走り回った

ました。

幼稚園

食育への取り組み（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園 園長

落ち葉の時期を迎えた 11 月 10 日、
収穫祭を行いました。

時間。
その間、久慈まめぶ部屋のご厚意に
より、年長児が郷土料理「まめぶ」作
りを体験することができました。

田髙 美恵子）
緊張気味だった子ども達の表情が笑顔
に変わり、
「かわいい！」「たのしい！」
の声。
まめぶ作りの先生やボランティアの
お母さん方にも手伝っていただき、何
と 600 個もの「まめぶ」ができました。
まめぶ汁 200 食の大鍋に驚いた子
ども達でしたが、何杯もおかわりでき
る嬉しさが伝わってきました。
美味しいやき芋や郷土料理、地域の

春にさつま芋の苗を植え、育て、収

方々の温かさにたくさん触れることの

穫したさつま芋を子ども達が１本１本

小麦粉を小さなお椀型に伸ばし、黒砂

アルミホイルに包みました。

糖・くるみを入れて閉じ、ころころと

落ち葉が燃える火の中に、投げ込ま
れたサツマイモが焼き上がるまで約１

できた一日でした。

両手を使って形を整えていきます。
丸いまめぶが 1 つ完成すると、少し

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
2018 年
1/28 ［専門］一日体験入学会
1/ 4 ［大学］一般選抜 ( 前期 )、
1/29 ［大学］大学院入試 ( 一般Ⅱ期、学内推薦Ⅱ期 )
大学入試ｾﾝﾀｰ試験利用入試出願期間 (~1/19)
出願期間 (~2/2)
1/ 5 ［法人］年頭訓示
2/ 2 ［友愛］豆まき
1/13 ［大学］大学入試ｾﾝﾀｰ試験 (~1/14)
［久慈］豆まき集会、親子教室
1/15 ［友愛］3 学期始めの会
2/ 6 ［大学］一般選抜試験 ( 前期 ) 試験日
1/20 ［専門］第Ⅳ期入試
2/10 ［専門］一日体験入学会、第Ⅴ期入試
1/22 ［大学］定期試験期間 (~1/26)
2/13 ［大学］大学院入試 ( 一般Ⅱ期、学内推薦Ⅱ期 )
［専門］第Ⅴ期願書受付開始 (~2/5)
試験日
［久慈］始業式
2/15 ［大学］一般選抜 ( 後期）、大学入試ｾﾝﾀｰ試験利用

入 試 ( 後 期 )、 編 入 学 ( 一 般 編 入 Ⅱ 期、
社会人特別選抜編入Ⅱ期 ) 出願期間 (~2/26)
2/16 ［大学］一般選抜（前期）、大学入試ｾﾝﾀｰ試験利用
入試 ( 前期 )、大学院入試 ( 一般Ⅱ期、
学内推薦Ⅱ期 ) 合格発表
2/19 ［大学］一般選抜（前期）、大学入試ｾﾝﾀｰ試験利用
入試 ( 前期 )、大学院入試 ( 一般Ⅱ期、
学内推薦Ⅱ期 ) 入学手続期間 (~2/26)
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東松島市との絆
本学と東松島市との絆は、3 人
の教員が「東松島市医療福祉サー
ビス復興再生ビジョン」策定協議
会に参画した平成 28 年 2 月に遡り
ます。
その後、2 年近くにわたり当地
の様々な人々と地域包括ケアシス
テムについて検討する中で、個人
や組織との間に多様な繋がりが生
まれました。
その一環である、地域づくりを

支援する本学の学生ボランティア
活動は、平成 28 年 6 月に始まり現
在に至ります。
学生にとって東松島市は、地域
活動や住民ニーズの現場に触れる、
地域の多職種連携を実体験するな
ど、座学では得難い学びのフィー
ルドになりつつあります。教員も
継続して、地域包括ケアシステム
推進のモニタリング、医療介護福
祉の多職種ネットワーキング、住

民主体のコミュニティ形成支援等
に参画しています。
本年、8 月 10 日には本学と東松
島市との間に包括連携協定が結ば
れました。
本学と東松島市との絆によって、
地域貢献、教育、研究などの更な
る展開が期待されます。
（加藤由美、野﨑瑞樹）

東松島市あおい地区のお茶会に、学生は月２回継続的に参
加し、住民のみなさんと交流しています。

お茶会は参加者が顔を合わせることで、住民同士の繋がり
を強化することを目的に行われています。

保健福祉学科でレクリエーションを学んだ学生が、月１回
担当・実践して参加者を盛り上げます。

東松島市あおい地区で開催するお祭り等のイベントには、
学生が学科の枠を超えて参加しています。

東松島市あおい地区でのレクリエーション活動は、交流や
脳トレなど介護予防を目的に行われています。

「サンタをさがせ！」のイベントでは、サンタ役や交通誘
導など、裏方の役割を体験させていただきました。

あおい夏祭りでは、看板の設置、力仕事、テントでの販売
などの運営を手伝い、さらに交流を深めました。

今年のあおい夏祭りは来場者が 10,000 人を超えました。
会場の警備は、住民と学生が協力し行いました。

保健福祉学科の学生は、ボランティアとして参加しなが
ら、大学での学びを現場で生かします。

あおいフラワーフェスティバルでは、世界一長いのり巻き
でギネスに挑戦！教員・学生が手伝いました。

平成 29 年 8 月 10 日、本学は東松島市と包括連携協定を
締結しました。今後も住民と学生、地域の連携を進めます。

震災復興イベントで東松島市ブースを手伝いました。公式
キャラ「イート」くんの中にも学生が入っています。

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
〒 981-8551 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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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。

