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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

2018 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
2018 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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悔いのない大学生活を謳歌し目的達成を
東北文化学園大学

学長

土屋 滋

テッセンやツツジの花がきれいに咲く季
節になりました。シャリンバイの花が夜の
闇の中で白く浮かび上がって見えます。
大学は、入学にまつわる一連の行事が一
段落し、通常の授業が始まりました。学長
室からはテニスコートが真正面に見えま
す。
冬の間のテニスコートは閑散としていか
にも寂しげなたたずまいでしたが、今は学
生たちがボールを打ち合う姿を頻繁に見る
ことが出来ます。

者の持つ無限の可能性を感じとっているか
らだと思います。
大学という場は、未完成で、海綿のよう
にあらゆる知識を吸収し、何かになろうと
する若者たちが集う場です。
風薫る 5 月、若者たちがそれぞれの風
にそっと背中を押されて、望む幸せを手に
入れることが出来ることを祈らずにはいら
れない季節です。
悔いのない大学生活を謳歌し、是非目的
を達成していただけるよう願っています。

その姿を見ていると、不思議に心が落ち
着いてきます。それは、この躍動感から若

専門学校で自分づくりをしよう！
東北文化学園専門学校

校長

佐藤 直由

2018 年度も入学式から 2 か月が過ぎ、
国見の樹木は陽にも雨にも映える季節とな

割を広げます。多様な考え方や価値観の違

りました。学生の皆さんは、新しい専門学

いを受容することで、許容範囲を拡大させ

校での生活に慣れ、落ち着いて学習できる

る人格形成につながります。

時期に入ったのではないでしょうか。

成長と発達を促すチャンスです。皆さん一

な人材を育成することを目指しています。

人一人が日々成長する自分を発見し、1 年

そのために教職員の協働のもと学びの環境

後、2 年後には新たな飛躍に胸を膨らませ

を整えるとともに、生きる力を身につけた

る希望に満ちた自分になっていることを期

自分づくりの教育と専門性を身につけた職

待し、教職員一同力を合わせてサポートを

業人としての教育を実践しています。

していくことをお約束します。

ケーション力を広げます。資格試験や検定
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学びは、皆さんの人間としてのさらなる

私たちの専門学校は、実践力のある有為

知識や技術を習得することはコミュニ
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試験に挑戦し、取得することは社会での役

報告
大学

海外研修（教育支援センター）

オーストラリアならではの大自然や世界遺産を体感して
きました。中でもグリーン島の青い海とグレートバリア
リーフは息を飲む美しさでした。

オーストラリア研修ではホームステイを経験できます。
海の向こうに新たな絆を育んでいました。

オーストラリアの高齢者施設を訪問し、英語で日本の文
化を紹介しました。

オーストラリアの小学校を訪問し、日本の遊びを紹介し
ました。子供たちと英語で積極的にコミュニケーション
をとる姿が印象的でした。

今年は皆でキュランダ高原へ行きました。コアラも抱っ
こでき、オーストラリアを満喫しました。

研修先の慶煕大学のキャンパスは近代的な建物ばかり
で、見ごたえがありました。

韓国研修では現地の大学生と交流会を行いました。
1：1 でも懸命にコミュニケーションを図っていました。

韓国の文化を地元の大学生から教えてもらいました。

伝統的な韓国の遊びを各国の留学生に混ざり体験しまし
た。

韓国の文化遺産をめぐったり、
街を散策したりしました。
移動は地下鉄やバスを利用し、
貴重な経験ができました。

海外研修以外にも国際交流に触れる機会をたくさん企画
しています。中でも 1 泊 2 日で行われる『English Boot
Camp』は自然と英語が使えるようになると大好評です。

昨年 12 月、外国人の講師を招いて海外のクリスマスに
ついてレクチャーいただきました。違う文化や習慣を知
ることで日本の良さを再確認することもできました。

2018 年度の海外研修はオーストラリアと韓国にて実施
しました。
オーストラリア研修では、英語レッスンだ
けでなく、ホームステイや小学校・高齢者施
設訪問、現地で働く日本人のキャリアセミ
ナーなど、現地の方々とたくさんの交流を持
ちました。
参加学生からは「失敗を恐れずに積極的に
コミュニケーションを図る姿勢を身につける

韓国研修では、慶熙大学（Kyung Hee Univ.）に通う様々
な国の留学生に混じって講義を受けたり、文化遺産を見学

海外
研修

教育支援センター
（E サポ）

したりする中で、韓国の語学や文化を深く学ぶ
ことができました。
参加学生からは「もっと様々な国の歴史や文
化を学び、その違いを受け止めることができる
広い視野と柔軟な考え方を持ちたいと思った」
と次の目標を見据えた前向きな声を聞くことが
できました。

ことができた」との感想がありました。
言葉の違いに悔しい思いをした経験は英語学習のモチ
ベーションにつながり、現地の陽気で温かい人達との触れ

この経験をステップとした参加学生の大きな成長を期待
します。

合いは自身の考え方を見直すかけがえのない機会となった
ようです。
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報告
大学

新入生歓迎イベント（学外研修・サークル紹介）

学外研修は、新入生が先輩学生との
交流を通して大学生活への不安を取り

１日目。開講式に続いて、現役警察
官による安全講話を行いました。

除くこと、入学直後の緊張を解きほぐ

SNS に起因するトラブルや事件が増

し、新たな友人関係やネットワーク作

えていることを理解し、SNS を利用す

りのきっかけを与えることを目的とし

る際に気を付けるべきことなどを受講

て、学生リーダー会が大学と協同して

しました。

企画・運営しています。
今年も 4 月 6 日～ 7 日の一泊二日、
秋保温泉「佐勘」で開催しました。

その後は学科・専攻に分かれてのレ
クリエーションで緊張をほぐし、学科
先輩との情報交換を行いました。夕食
後はフリータイムです。

２日目。朝食後はグループワーク。
グループの仲間と一緒に考えてクイズ
に答えます。新しい友達との親交を深
めてもらうのが目的です。
研修会の終盤は新入生全員で学園歌
の練習をします。30 分程度の練習で
すが、
「輝ける者」を歌えるようになっ
て、閉講式を迎えました。
2 日間という短い期間でしたが、新
入生は交流を楽しみながら、友情を育
んでいました。

「学外研修出発前」学生リーダーたちの円陣

「学外研修開講式」土屋学長のご挨拶

「レクリエーション」体を動かして緊張を解いていきま
す。

「３人１組でのレクリエーション」次第に互いの緊張も
解けて、参加者同士に笑みがこぼれます。

「enjoy TBGU」新入生からの様々な疑問に学生リーダー
が答えます。

「グループワーク」グループごとに課題に取り組んで団
結力を高めます。

「休憩の一コマ」１日を通じて、すっかり打ち解けた様
子です。

「研修会終盤学園歌のレッスン」新入生と一緒に
リーダー達も学園歌「輝ける者」を歌います。

無事に研修会を終えました。晴れやかな笑顔。

学外研修のあと、体育館では軽音楽やダンスを披露しながら、学友会のサークル・同好会など 26 団体がアピールをしました。ステージ上で勧誘を呼びかける団体もあれば、ブースで新
入生をじっと待つ団体もあります。活発に活動したい学生、ひっそりと活動したい学生、学生のニーズは様々です。それぞれ希望の団体に入って授業以外の学生生活も謳歌して欲しいです。
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本学職員が山形県強化指定選手として認定されました

大学

山形県では、パラリンピック等におけ
るメダリスト輩出を目指して、アスリー

本学も伊藤さんの活動を応援してい
ます。今後の活躍が楽しみですね。

トへの支援の充実を図っています。
5 月 9 日に支援の対象となる強化指
定選手の認定証授与式を開催し、４月
に本学のリハビリテーション学科理学
療法学専攻を卒業し、職員として入職
した伊藤朝洸さん（アドミッションセン
ター配属）に対して、山形県知事から
強化指定選手として認定証の授与が行
われました。
伊藤さんは、障害者スポーツのパラ

伊藤 朝洸（いとう ともひろ）
理学療法士（国家資格）
東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーショ
ン学科理学療法学専攻 2018 年卒
山形県立 山形中央高等学校出身
【趣味】食べ歩き（ラーメン）

バドミントンの選手です。
パラバドミントンは、2020 年東京
パラリンピック大会で初めて正式種目
となることが決定しています。

アドミッションセンター、キャリアサポ―トセンターに名称変更

大学

2018 年 4 月、就職センターはキャ

そこで、キャリアサポートセンター

ターとし、学生募集業務と入試業務の

リアサポートセンターへ名称を変更し

では、在学生の学修成果を社会生活に

ました。

つなげ、職業選択を含めた生涯設計を

さらに、アドミッションオフィスを

応援する部署として機能の拡張を行い

設置し、本学のアドミッションポリ

ました。

シーを入学者選抜に反映させるため、

連携強化を行います。

広報及び入試の各部門と連携、改革を
進めています。

現在、大学及び専門学校はこれまで
のような直接的な就職支援に限らず、
インターンシップやキャリア教育の支

また、進学センターは、高大接続改

援を通じた、学生のキャリア形成への

革及び入試改革への取り組みを推進す

関与を求められています。

るため、名称をアドミッションセン

大学

在学生・教職員に向けて禁煙キャンペーンを行いました

大学

台湾大学との国際交流（リハビリテーション学科作業療法学専攻）

5 月 31 日の世界禁煙デーに、「禁煙キャンペーン」を学内で開催。キャンパス構内では、

４月 11 日～ 15 日で、台湾大学作業療法学専攻との国際交流を行ない、学生との交流や

11 年前からキャンパス内を全面禁煙としています。

授業への参加、附属病院の見学などを行いました。
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専門学校の取り組み
専門

対人能力アップセミナー受講（視能訓練士科）

視能訓練士科では、4 月 16 日

キャ

はキラキラの笑顔になれました。

リアサポートセンター主催の対人能力

毎日コツコツ『顔ヨガ』をして、臨

アップセミナーを受講しました。

床実習・就職活動でもステキな笑顔で

視能訓練士として、安心して検査や

臨みます。そして、患者さんが安心で

治療を受けてもらうには、人との接し

きる視能訓練士になれますように！

方が大切です。対人能力 UP は「笑顔」
から！と臨床実習直前の視能訓練士科
3 年生が『

顔ヨガ

』を初体験しま

した。

ここから本番。笑顔のための表情エク
ササイズ。目ヂカラＵＰ↑口角ＵＰ↑

講師は、顔ヨガ・美コツインストラ
クターの浅野 道子先生です。
最初に手鏡で自分の顔をじ～っくり

頬のリフトＵＰ↑
浅野先生に 1 人 1 人チェックして
もらいながら、皆百面相。

確認。まずは表情筋のストレッチ！そ

最初は恥ずかしがっていた学生も先

してみんなの悩み、姿勢改善ポーズ！

生の「笑顔」にひきこまれて、最後に

専門

宮城県美術館見学（建築土木科、インテリア科）

建築土木科、インテリア科の１年生

また、ミュージアムショップのカ

は、昨年に引き続き、建築史Ⅰの授業

フェには、インテリア科が猛勉強中の

で、近代建築の巨匠 ル・コルビュジェ

「デザイナーズ・チェア」が数多く使

の弟子の前川國男が設計した宮城県美

われています。残念ながらお茶を飲む

術館を見学しました。

時間は取れませんでしたが、東京文化
会館なども設計した前川國夫の建築の
中に溶け込む、素敵なカフェの空間を
る庭を巡り、新鮮な作品群に触れまし

間近に見ることができました。

た。今回は、地下の美術品搬入専用通
路も見学させて頂き、最高額では 100
億円を超える作品がここを通ったこと
青葉山の爽やかな新緑が映える５月

もあると聞き、ビックリ！建築の勉強

の中旬、常設展示を含めた内部空間、

には、美術品や文化財の保護の為に必

さらに「庭園型美術館」としてたくさ

要な設備・装置や環境工学の知識も必

んの彫刻やモニュメントを展示してい

要だと分かりました。

専門

手話で学園歌を披露（入学式・介護福祉科）

2018 年度の新入生を迎えた入学式で、今年も介護福祉科の生徒が学園歌を手話で披露し
ました。4 人の息もピッタリ！でした。
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専門

在校生との交流会（第 2 回一日体験入学会 5 月 19 日）

「専門学校ってどんなところ？」「ＡＯ出願を考えてます」「一人暮らしについて知りたい」
などなど、高校生の質問に答える在校生との交流会が催されました。

幼稚園のとりくみ
幼稚園

新入園児とお花見（友愛幼稚園 園長

大沼 百合子）

暖かな春の日差しに桜の花びらが舞

いよいよ新入園児にとっては初めて

が、与えられたことだけでなく、自分

う中、今年も 27 人のかわいい新入園

の集団生活がスタートしました。ワク

で好きな遊びを見つけて、いろいろな

児を迎えました。

ワク、ドキドキしながらも、楽しく元

ことを考えながら、その中で友だちと

4 月 10 日の入園式は、いつもと違

気に過ごしています。進級児は、一つ

の繋がり・広がりを深めながら、遊び

う幼稚園の雰囲気に泣いてしまう子

大きくなった喜びからいきいきと活動

を発展させ楽しんでほしいと思ってい

や、嬉しくてはしゃぎ出す子など終始

に取り組む様子がみられました。また、

ます。

賑やかに行われました。

小さい組の朝の準備を手伝いに来てく
れたりと年長児に頼もしく成長した姿
も見られました。
4 月中旬、幼稚園の砂場にある桜の
下でお花見ごっこが始まりました。ブ
ルーシートにお店屋さんも登場して楽
しく賑やかなお花見となりました。
これから始まる園生活。子どもたち

幼稚園

子育て支援事業「親子教室」の開催（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園 園長

田髙 美恵子）

園庭の八重桜が見ごろを迎えた 5 月

が芋ピザ」のおやつ作りに挑戦。色と

ティーに富んだ活動を楽しみにしてい

7 日、今年度 1 回目の「親子教室」が

りどりの模様をつけたかわいい「ベコ

る様子が伺えます。

開催されました。

餅」が完成すると、参加児が小さな手

今後も一人でも多くの方に参加を呼

当日は在園児によるじゃがいも、人

を叩いて喜びました。保護者の方から

びかけ、子育て家庭への支援を充実し

参、大根などの種まきが行われ、未就

も簡単で美味しいと大変好評をいただ

ていきたいと思います。

園親子の皆さんも園の畑にじゃがいも

きました。

の種芋を植えました。

今年度の子育て支援事業は、子育て

栽培活動後は親子で「べこ餅」
「じゃ

講演会や子育て相談、なかよしデー 5
回、親子教室は 5 月から 2 月までの
期間に 9 回開催する予定です。
また、参加対象年齢を２歳から 0 歳
に引き下げ、より多くの子育て家庭が
参加できる環境作りを進めています。
こ れ ま で に 10 組 の 未 就 園 親 子 の
皆さんから申し込みがあり、バラエ

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
2018 年
6/23 ［法人］感謝の日
6/24 ［大学］オープンキャンパス※専門学校併催
6/27 ［友愛］わくわくデー
7/ 1 ［専門］１日体験入学会
7/ 2 ［専門］AO 第 1 期受付開始
7/ 2 ［久慈］なかよしデー
7/ 6 ［友愛］七夕まつり（午前保育）
7/ 8 ［大学］オープンキャンパス※専門学校併催
7/ 9 ［大学］丘のうえの音楽会

7/11
7/13
7/18
7/18
7/19
7/21
7/22
7/26
7/27
7/30

［友愛］わくわくデー
［久慈］誕生集会
［友愛］夏季休業・長期預かり保育開始
［久慈］親子教室
［専門］AO 第 2 期受付開始
［専門］AO 第 1 期選考
［大学］オープンキャンパス※専門学校併催
［久慈］一泊なかよし生活（年長児）~7/27
［専門］AO 第 1 期結果発表
［大学］定期試験期間 (~8/3)

8/
8/
8/
8/
8/

2
4
4
5
8

［専門］AO 第 3 期受付開始
［大学］夏季休業 (~9/6)
［専門］AO 第 2 期選考
［大学］オープンキャンパス※専門学校併催
［大学］大学院入試 ( 一般Ⅰ期・学内推薦Ⅰ期 )
出願期間（~8/17）
8/10 ［専門］AO 第 2 期結果発表
8/11 ［大学］休暇期間 (~8/14) ※専門学校も共通
8/13 ［大学］AO 入学試験 ( Ⅰ期 ( 第一次選考 ))
出願期間 (~8/23)
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新入教職員一覧

学校法人東北文化学園大学に、以下の教職員の方が入職されました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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 教授
永﨑 孝之

リハビリテーション学科
作業療法学専攻 教授
香山 明美

看護学科
教授
戸田 孝史

看護学科
教授
真壁 玲子

看護学科
准教授
大池 真樹

看護学科
准教授
太田 晴美

看護学科
准教授

看護学科
助教

総合政策学科
准教授

臨床工学科
教授

抗感染症薬開発部門
特任教授

教務部学生課
芳賀 洋子

立林 春彦

大庭 みよ

久保田 茂裕

佐藤 秀隆

渡辺 彰

アドミッションセンター

アドミッションセンター

アドミッションセンター

健康管理センター

健康管理センター

法人事務局管理部

広報課 課長
太田 雅彦

広報課
伊藤 朝洸

広報課
小野寺 博紀

特別支援室
船山 貢

学生相談室
小野寺 由美

キャンパス整備課
渡邊 美千代

東北文化学園専門学校

友愛幼稚園

視能訓練士科

事務部事務課

友愛幼稚園

友愛幼稚園

友愛幼稚園

庄司 正和

清野 圭

相澤 梨奈

伊藤 美沙子

沼田 美雪

久慈幼稚園

久慈幼稚園
城内 彩花

久慈幼稚園
向井 菜那

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。

