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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 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 30 年 3 月 15 日、東北文化学園専門学校の卒業証書授与式、16 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挙行されました。
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大学

「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。

区分

学科専攻

氏名

大賞

リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻

受賞

保健福祉学科
生活福祉専攻

阿部

里美

受賞

総合政策学科

渡邊

祐也

受賞

総合政策学科

星

受賞

保健福祉学科
保健福祉専攻

田中

駿弥

軟式野球サークルの代表を 2 年間務め、課外活動で活躍をしました。また、住
友商事東日本再生ユースチャレンジ・プログラムに参加し、インターンを通し
て被災地・被災者支援に取り組むなど、学外でも活躍しました。

受賞

看護学科

八巻

郁海

準硬式野球サークルでマネージャーとして各種大会等の運営に積極的に取り組
みました。献血サークルでは代表として、献血に関する啓発運動を行い活躍し
ました。また、文化部長補佐を 2 年間務め、会議の進行役として貢献しました。

受賞

建築環境学科

響

学生会代表者会議長・学友会副会長など、本学の学友会に多大なる貢献をしま
した。学外では山形県ジュニアリーダー・天童市ボランティアサークルで活躍し、
平成 29 年度ボランティア賞（地域連携センター主催）に選出されました。

受賞

保健福祉学科
保健福祉専攻

佐柄

将貴

ハンドボールサークル代表を務め、課外活動委員会では運動部長及びスポーツ
大会実行委員長を兼任し、4 年次には委員長補佐を務め課外活動委員会の業務に
積極的に取り組み、スポーツ大会やｻｰｸﾙﾘｰﾀﾞｰ研修の運営に大きく貢献しました。

受賞

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

富塚

彩加

受賞

看護学科

鈴木

結

受賞

看護学科

寺山

梓

女子バレーボールサークルに所属し、2 年次では代表を務めました。平成 27 年
度の学友会スポーツ大会では、副実行委員長として、バレーボール種目の企画・
運営を担当し、参加者数増加や運営に貢献しました。

受賞

看護学科

星

郁美

学生リーダー会の企画班に所属し、企画班チーフとして新入生歓迎行事（朝食会・
学外研修など）などの各研修会の企画・準備、後輩指導に取り組み、学生リーダー
会全体のスキルアップと発展に大きく貢献しました。

受賞
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保健福祉学科
保健福祉専攻

折田

藤原

由茉

大坂

貴久

優太

活動
4 年間を通じてオープンキャンパスなどの広報活動に携わりました。イベント改
善の提言や、高校生向け広報誌の企画・作成などでも大きく貢献しました。また、
文化部長、課外活動委員長も務め、学友会サークル全体に大きく貢献しました。
児童サークルで仙台七夕飾りの制作に 4 年間携わりました。アロマサークルで
は高齢者施設でボランティアに従事。3 年次には PNT 学生支援プロジェクトの
助成金を申請、事務局として東松島市クリスマス会を企画・運営、成功をおさ
めました。
1 年次より文化祭実行委員として活動し、3 年次には副委員長を務めました。弓
道部では部長として後輩の指導にあたるなど、サークルと文化祭実行委員会の 2
つの組織運営で学友会活動に貢献しました。
1 年次より文化祭実行委員会に所属し、4 年間に渡り文化祭で活動しました。更
に 3 年次には文化祭実行委員会・副委員長としても活躍しました。

学生リーダー会で新入生学外研修における企画・運営に携わり、サブトップリー
ダーとして新入生歓迎行事（朝食会・学外研修など）や研修会等で活躍しました。
学外研修の成功と学生リーダー会の発展に大きく貢献しました。
女子バスケットボールサークルに所属し、2 年次では代表を務めました。平成
27 年度の学友会スポーツ大会では、副実行委員長を務め、バスケットボール種
目の企画・運営を担当し、円滑な運営に大きく貢献しました。

文化祭実行委員会に所属し、3 年次には実行委員長を務め学園祭を成功させまし
た。TV・ラジオなどの積極的なメディア露出を行い、過去最高の 3,000 人以上
の来場者数を達成。本学を広く PR しました。

専門

卒業制作展 ( 建築土木科・インテリア科・建築士専攻科 )

平成 30 年１月 22 日、23 日、せんだ
いメディアテークで建築デザイン学科学

■金賞 : 村上 佳穂（秋田県立秋田北高校、秋田大学出身）
■銀賞 : 中里 瑞希（東北生活文化大学高校出身）

生による卒業制作展を開催しました。
22 日には、外部の審査員が学生の作

菅原 加奈（尚絅学院高校出身）
■銅賞 : 小野寺 爽風（宮城県宮城広瀬高校出身）

品を評価する「卒業設計コンペ」を開催

金野 捺（宮城県気仙沼向洋高校出身）

し、会場は大いに盛り上がりました。

佐々木 勇亮（古川学園高校出身）

コンペでは、学生が 3 人の審査員に

■審査員特別賞 : 阿邉 佑香（明成高校出身）

プレゼンを行い、作品と設計意図が評価
されます。
また、こども未来科の「声楽コンサー

浅野 剛志（福島高校出身）
■総合資格学院賞 : 田辺 一生（東奥学園高校出身）
■シンコール株式会社賞 : 紺野 夏海（福島県立小高商業高校

ト」も披露され、
イベントを彩りました。 出身）
■立川ブラインド株式会社賞: 早坂 蓮（聖和学園高校出身）
■株式会社オリバー賞 : 阿部 慎太郎（秋田県立湯沢高校出身）
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報告
大学

臨床工学技士の将来展望（科学技術学部臨床工学科

教授

相澤 康弘）

臨床工学技士法が施行され 30 年が

れる施術も技術革新により可能となっ

経過しました。

てきています。

「生命維持管理装置」の操作および

それらには臨床工学技士が深く関わ

医療機器の保守点検をする医療国家資

り、「高度化する医療」そして、
「安全

格として誕生し、主として人工透析、

な医療」には欠かせない存在として、

人工心肺、人工呼吸器などの装置の操

今後も拡大する業務に対応すべく大き

作や医療機器の安全管理が仕事です。
しかし、この 30 年で医療技術を含

な期待が寄せられています。

提供元：仙台オープン病院（内視鏡室）

めて IT 技術など目覚ましい発展を遂

また、不整脈による突然死が注目さ

げ、臨床工学技士を取り巻く環境も大

れる中、２ｇを切る超小型ペースメー

きく変化しています。

カが心臓内に植え込まれる時代になり

「手術」と言えば「開腹」や「開胸」

ました。さらには頻脈性不整脈の治療

でしたが、現在では内視鏡による患部

では、これまで非常に困難だった、血

摘出術が行われ、患者にとって入院期

管から心臓の中に細い管（カテーテル）

間の大幅短縮など負担が軽減されつつ

を入れ、不整脈の原因を取り除く「ア

あります。

ブレーション（ 心筋焼灼術 ）」と呼ば

大学

登米市高齢者健康増進事業（医療福祉学部保健福祉学科

「地域は教室」を合言葉に、平成 18

提供元：仙台厚生病院（心臓カテーテル室）

准教授

佐藤 敬広）

平成 29 年度は、
「元気応援コンシェ

年 1 月に本学は宮城県登米市との保

ルジュの養成」「和話輪リーダーの養

健福祉分野での連携に合意し、主に高

成」
「タウンウォーキング」の 3 つを

齢者の健康づくりの活動拠点を各地区

軸として活動しました。「元気応援コ

の公民館や集会所に求め、そこで中心

ンシェルジュの養成」では計 4 回の

となって活動する高齢者ボランティア

講座を担当し、平成 26 年度から平成

リーダーを養成する支援をしていま

29 年度の 4 年間の修了者の合計は 77

月 1 回イオンタウン佐沼を会場に、

す。

名となりました。

フォームや心拍数をチェックしながら

「和話輪リーダーの養成」では、登
米市 9 支所で各 3 回ずつの講座を担

いずれの活動も、過疎化が進んで

当し、今年度は新たに、社会福祉協議

いる中山間地域における “ 地域の活性

会、地域包括支援センター、公立病院

化 ” のため有意義な取り組みと考えて

の理学療法士等、多領域の専門職と連

います。今後も継続して大学ができる

携し取り組みました。

地域支援の方法を模索していきたいと

「タウンウォーキング」では、毎

大学

モール内を楽しく歩きました。

思います。

「VR で疑似体験する認知症」疑似体験会を開催（保健福祉学科）

高校生とそのご家族、高校の先生を対象に、認知症のある方がどのようなことで困り、混乱しているのかをバーチャルリアリティ（VR）の技術を活用して体験会を開催しました。
認知症のある方が暮らしやすい社会とは何か、どのように接すればよいかなど、言葉だけでは伝わりにくい認知症を VR を通して体験することで、理解が深まりました。
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報告
大学

学長メッセージ（学長

土屋 滋）

復興庁ボランティア・公益的民間
連携班および男女共同参画班主催の、
「新しい東北」交流会・平成 29 年度
学生ボランティア促進キャンペーン、

本学のボランティア団体「東北文化
学園大学

未来のナイチンゲール隊」

を含む 5 学生団体と、３NPO 法人に
よる発表と質疑応答が行われました。

の範囲にあり、本学のボランティア活
動の特色が良く表現されていたと思い
ます。
雪が降り、冷え込んだ日曜日の朝で

「NPO と学生がつながろう～持続可能

したが、本学地域連携センター長、地

なコミュニティー支援活動のために

域連携センター職員、そして広報担当

～」が仙台国際センターで開催されま

者が取材に来ており、献身的な努力に

した。

頭の下がる思いでした。
ボランティア活動のますますの発展
を祈っています。
本学看護学科の学生達は、健康管
理、介護予防を中心とした仮設住宅で
の活動を紹介しました。血圧、体重に
酸素飽和度まで測定し、住んでおられ
る住民の方に、健康管理に関する提案
を行うことは、医療を志す学生の学び

大学

総合発達研究センター附属 国見の杜クリニックの展望
特化した診療・訓練を行っております。

り、これまで数多くの保護者の方と講
演会「ひろば」等を通して、発達障害
について考え、お子様が自分らしく生
きられるように支援してきました。

国見の杜クリニックが開設され、早

一人ひとりにあった訓練を心がけ、

７ヶ月。様々な苦労もありましたが、

これまでできなかったことができるよ

スタッフ体制も整備され、徐々に軌道

うになるお子様も数多く、保護者の満

に乗りつつある状況です。

足度も高いですが、新規予約が混雑し、

広く多様な遊具があるプレイルー
ム、
親しみやすいスタッフの下で、
日々

順番待ちも発生しているので、ご迷惑

等を開催することを計画しながら、地

をおかけしている状況です。

域の皆様から信頼されるよう努めてま

数多くのお子様を中心に、発達障害を

クリニックは、元々平成２０年に開

含む言語やコミュニケーション障害に

設した発達支援教室からの流れもあ

大学

今後も、その流れを継続し、家族会

学友会３サークルによるクリスマスコンサート

吹奏楽、混声合唱、手話の３サークルによる合同コンサートを開催しました。クリスマ
スに関連した曲が演奏され、近隣の小学生を含めた多くの方がコンサートを楽しみました。

大学

いります。

国家試験合格祈願式（リハビリテーション学科理学療法学専攻）

理学療法士国家試験の約 1 週間前。毎年恒例の「合格祈願式」が行われました。教員
から激励の後、学生の名前入りの「起き上がりだるま」で皆の合格を祈願しました。

東北文化学園 季報 vol.12

5

専門学校の取り組み
専門

専門学校で公開授業を開催

平成 29 年 12 月 13 日に東北文化学

と教員との信頼関係が形成されており

園専門学校において専門学校の先生方

とても良かった」「学生が発言したい

や学校関係者評価委員の方々に公開授

様子が見られたのでそのような場面を

業が行われました。

大事にして欲しい」など多くの感想・

これは、学生の職業意識を高める実

意見が出され実りある合評会となりま

践的な学習指導の在り方を探り、教員

した。

の授業力の向上を目的としています。
当日は建築デザイン学科・建築土木
科の佐々木賢志先生による科目「設計
製図Ⅱ A」において「住宅の間取りを
まとめる」というテーマで授業が行わ
れました。
授業終了後は学校関係者評価委員が
出席する「合評会」が行われ、「学生

専門

第 7 回 TBG 高校生デザインコンテストを開催

高校生の豊かな発想で『まちのアイ

究に期待した発表だったりとバラエ

デア部門』と『いすのデザイン部門』

ティーに富んだ発想で会場は大いに盛

とで競い合う高校生デザインコンテス

り上がりました。

トが、東北文化学園専門学校建築デザ

発表者である高校生を引率してきた

イン学科で開催されました。

先生方からも、TBG 高校生デザイン
コンテストを次年度につなげてほしい
というご意見がありました。
ありました。
平成 29 年 12 月 17 日に東北文化学
園専門学校大講義室にて公開プレゼン
テーションが行われました。

7 回目となる今年は『30 年後のわ

『30 年後』という題材を上手に使っ

たしのまち』と『30 年後のみらいの

て、すぐにも実現できそうな発表が

ためのいす』のテーマで募集を行った

あったり近未来的な発表があったり、

ところ東北の５校、84 作品の応募が

また今は実現できなくとも将来の研

専門

和食テーブルマナー（医療秘書科）

1 月 11 日、医療秘書科の授業の一環として、江陽グランドホテルにおいて、和食のテー
ブルマナーを学びました。
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専門

「介護福祉士をめざす学生の合同実習報告会＆交流会」で
本校学生が介護事例研究を発表（介護福祉科）

県内の専門学校の代表として、本校介護福祉科の髙橋里奈さんが、「超高齢の利用者が
高齢者施設において穏やかに過ごしていただくための一考察」をテーマに発表をしました。

幼稚園のとりくみ
幼稚園

「そりあそび」
（友愛幼稚園 園長

立春が過ぎ、日に日に暖かさが感じ
られるようになってきました。
そんな中、２月中旬に定義山へ「そ
りあそび」に行ってきました。

大沼 百合子）

そりで何度も滑ったり、雪山を登り、

で ｢速く滑るには、そりにこう座ると

そこから雪の中へジャンプしたり、雪

いい !｣ など、一緒に考え挑戦してい

の上を転がったり ･･･ ダイナミックな

ました。

雪遊びを思いきり楽しみました。

子ども達は「遊び」から、人との関

駐車場に設置された巨大そりすべり

わり方や様々なことを心と体で吸収し

ゲレンデを見た子ども達は、瞳をキラ

ており、遊びの中の ｢学び｣ を実感し

キラさせながら大興奮。

た一日となりました。

帰り際、｢明日もまた来ようね !｣ と
あっさり言われ、その言葉に、先生達
は戸惑っていました。
今回のそりあそびでは、友だち同士

幼稚園

第８０回卒園式（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園 園長

平成 30 年 3 月 17 日、第 80 回卒園

田髙 美恵子）

入園当初、恥ずかしがっていたこと

式が行われました。やわらかな春の日

が嘘のように「ぼくの夢・わたしの夢」

差しが降り注ぐ園庭ではたくさんの福

もはっきりと発表できました。

寿草が咲き、年長児 27 人の門出をや
さしく見守っているようでした。
卒園証書を受け取る子ども達は、と
ても凛々しく堂々とした姿を見せてく
れました。

在園児からは今までの感謝と、これ
からを応援する気持ちが伝えられ、卒
園していく年長さんをお祝いすること
ができました。
卒園式最後の合奏「蛍の光」、歌「ひ
まわりの約束」は歌が大好きな年長さ

来賓・保護者の方に見守られ、立派

んらしく心がひとつになり、感動的で

に卒園式を終えた子ども達が、自分の

した。

夢に向かって大きく羽ばたいてくれる

お家の方も成長を感じ、胸がいっぱ

ことを楽しみにしたいと思います。

いになっておられました。また、保護
者代表による心のこもった挨拶は、職
員の胸を熱くさせてくれました。

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
2018 年
4/ 1 ［大学］在学生ガイダンス
4/ 3 ［大学］在学生健康診断 (4/5)
4/ 4 ［大学］入学式
4/ 4 ［専門］入学式
4/ 5 ［大学］前期 web 履修登録期間 (~4/14)
4/ 6 ［大学］新入生健康診断
4/ 6 ［専門］オリエンテーション / 就活出発式
4/ 7 ［大学］学外研修 (~4/8)
4/ 8 ［久慈］入園式 ( 新入園児 ･ 年長児 )

4/10
4/10
4/10
4/10
4/11
4/15
4/16
4/21
4/27
5/ 8

［大学］前期授業開始
［専門］前期授業開始
［友愛］入園式
［久慈］始業式
［大学］日本学生支援機構予約採用者説明会 (~4/12)
［専門］健康診断
［専門］１日体験入学会
［大学］日本学生支援機構新規採用者説明会
［法人］創立記念日※大学・専門は休日授業実施日
［大学］履修登録取消期間 (~5/12)

5/ 8
5/20
5/26
6/ 1
6/24
6/25
7/ 1
7/ 9
7/18
7/18

［久慈］種まき・親子教室
［専門］１日体験入学会
［友愛］保育参観 ･ ｸﾗｽ懇談会
［久慈］園外保育
［法人］感謝の日
［大学］オープンキャンパス※専門学校併催
［専門］１日体験入学会
［大学］オープンキャンパス※専門学校併催
［大学］振替休日 (4/27 創立記念日 ) ※専門も同様
［専門］AO 第 1 期受付締切
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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大学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
横塚 美恵子
橋本 浩樹
田上 義之
勅使河原 麻衣
横枕 侑加

保健福祉学科
教授
准教授
総合政策学科
教授
講師
臨床工学科
教授

■大学事務局
庶務課
課長
実習教育計画課
学生課
健康管理センター

平野 幹雄
佐藤 紀子
三木 賢治
石田 裕貴

■法人事務局
進学センター

大髙 徹也

菅原 美知子
藤本 幸三		
菅野 淑江
相墨 生恵
小野 八千代
木村 涼子
鈴木 秀樹
松田 絵美

IR 室

校長 千田 孝彦
野川 功
鈴木 七瀬
前田 はる菜
小竹 千枝子

臨床工学科
畠山 公一
診療情報管理士科
科長 岡部 妙子
事務部事務課
我妻 大史

友愛幼稚園

髙橋 美絵
及川 瞭
係長 熊田 健一
事務課

主任 佐藤 久美子
緒方 里華
作間 典子
三浦 史

久慈幼稚園
久慈 裕恵
中野 百瑛
前田 のぞみ
＜敬称略＞

平成 29 年度

ご寄付芳名表

平成 29 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

法人
・株式会社朝日リビング

・株式会社サンテック東北支社

・日本国土開発株式会社東北支店

・株式会社学生情報センター

・シダックスフードサービス株式会社

・熱研プラント工業株式会社

・キャノンシステムアンドサポート株式会社
LA 営業本部

東北支店

・株式会社広瀬組

・株式会社スティック

・宮城トヨタ自動車株式会社南中山店

・株式会社共立メンテナンス

・東通インテグレート株式会社

・匿名希望× 3 件 ※未記入を含む

・コセキ株式会社

・株式会社東北オフィスマシン

寄付（一般、奨学、現物）

個人
・片岡 佑季子

・櫻井 昭浩

・長谷川 賢一

・加藤 有信

・佐々木 晴夫

・松永 哲夫

・今野 世育子

・髙田 信雄

・若狹 治毅

・匿名希望× 67 件
※未記入を含む

法人・団体
・愛子観光バス株式会社

・東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーショ

・ひかり写真館

・東北文化学園専門学校同窓会

ン学科理学療法学専攻第 13 期生一同

・本田印刷株式会社

・コセキ株式会社

・東北文化学園大学 医療福祉学部 リハビリテー

・株式会社広瀬組

ション学科 理学療法学専攻 第 15 期生一同

・匿名希望× 9 件 ※未記入を含む

・株式会社小山商会仙台支店

・熱研プラント工業株式会社

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。

rson

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

