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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

雨上がりに国見キャンパスで咲くタカサゴユリ（高砂百合）
花言葉は正直・甘美・威厳・純潔・無垢

八幡町商店街ファン・コミュニティと地域連携協定を締結
2018 年 7 月 30 日、 仙 台 市 青 葉 区

活かして協力してもらえないかと相談

員個々の活動ではなく、両者が組織的

八幡地域における地域力の向上に資す

があり、それを契機に商店街の活動へ

に連携して活動を進めようという動き

るため、連携・協力して活動すること

の協力を行ったことが始まりです。

が盛んとなり、今回の地域連携協定の

を目的とし、東北文化学園大学（土屋

同年には「八幡まちあるき」という

滋学長）
と八幡町商店街ファン・コミュ

地域マップを本学の教職員と商店街と

なお、連携協定締結後の活動として

ニティ（星聡会長）との間で地域連携

で作成するなどしてお互いに協力体制

は、八幡町商店街と地域コミュニティ

協定を締結しました。

を構築し、同事業に携わった本学の教

の活性化についての取組みや、地域住

職員等は
「東北文化学園八幡町応援隊」

民を対象としたイベントの開催等を企

たに商店街の役員となった星会長から

を名乗り以後も協力して活動を続けて

画・実施していくこととしています。

旧知の本学教員へ沈滞化した商店街の

きました。

そのきっかけは、2016 年度に、新

振興について本学の教職員の専門性を

締結へと繋がりました。

そうした中、これまでの本学の教職
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報告
大学

東北文化学園フォーラム「ぺえ語～ポジティブメッセージ～」を開催

2018 年８月 19 日、学校法人東北文

トークショーでは、司会の学生との軽

化学園大学創立 40 周年記念事業の一

妙なかけあいの中、会場から事前に募

環として東北文化学園フォーラム「ぺ

集した人間関係や恋愛などの質問に回

え語～ポジティブメッセージ～」を開

答しました。その後も、メイクのポイ

催しました。

ントを決める「眉」の書き方、写真映

当日はジェンダーフリーのタレント
「ぺえ」さんをゲストに迎え、トーク
ショーとメイク・SNS 映えする写真講

えする撮影方法や構図など、すぐ活用
したくなるコツが紹介されました。
ぺえさんの言葉から、参加者それぞ

座を開講し、10・20 代の女性を中心に、

れが自分の人生に向き合い、生きるた

約 100 人が本学に集まりました。

めの方法を考えることができた素敵な

ぺえさんと本学の学生が進行を行う

イベントとなりました。

【ぺえ】さん紹介

出身地：山形県
趣味：バレーボール観戦、書道
TV 番組「マツコ会議」にて「ジェンダーフリー
の謎のショップ店員」として取り上げられ、一
躍話題に。 普段から客に媚びることなく、似合
わないものは似合わないとハッキリ言う毒舌な
接客で人気となり、全国からお客さんが集まり、
開店前から並ぶほどの人気を誇る。 今ではアパ
レルの枠を超え、来店したお客さんが恋愛や学
校生活などの人生相談をするようになり、竹下
通りで「原宿の母」と呼ばれる。SNS 上でも女
子中高生のファンの悩みに答えるなど、そのや
り取りが注目され、ポジティブに生きるための
ぺえ語を集めた本も出版された。
「# ジューダイ」(NHK) 出演中

参加者は中学、高校生から大学生の女性が多いイベント
となりました。

山形出身のぺえさんですが、本学最寄りの国見駅にも関
わりが深いことが判明しました。

ぺえさんと、司会者の学生との独特なかけあいに、会場
には笑顔が広がりました。

写真はできるだけ「真上」から撮影することで脚長効果
があるそうです。

眉メイクの講座では、学生スタッフをモデルに実際のメ
イクのポイントとコツを実践いただきました。

悩みを聞き、
真剣にアドバイスをするぺえさんの言葉を、
参加者は真剣な表情で聞き入っていました。
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報告
大学

感謝の日（地域連携センター）

毎年恒例の地域清掃イベント「第

このイベントは、本学キャンパス近

14 回 感謝の日」が６月 23 日に開催

隣の地域の方に、日頃の感謝の気持ち

ミュニティの活性化を目指した活動と

されました。

を伝えるため、2015 年から６月の第

もなっています。

本学の学生・教職員とキャンパスを
構える国見五丁目町内会と国見町内会
の有志の方、合わせて約 380 人の参

４土曜日を「感謝の日」と定め実施し
ています。

を進め、現在希薄化している地域コ

地域の皆様からは、「大学が身近に
感じられ、学生の皆さんと顔見知りに

本学では「活動が学生達のマナー向

なることができて嬉しい」との声が聞

加者が近隣の公園・施設など 14 箇所

上に役立つと共に、社会性を育む絶好

かれる等、地域と一体となって発展す

に分かれ、草刈り・清掃活動を実施し

の機会」であると捉えており、地域の

る大学の姿を彷彿することが出来まし

ました。

方々と共に作業することで世代間交流

た。
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報告
大学

ウィークデー・キャンパス・ビジット（W.C.V）

2018 年 7 月 23 日・24 日・25 日・
26 日・27 日に「WEEKDAY CAMPUS
VISIT（WCV）
」を開催しました。

ており、今年も東北で唯一の WCV 開

参加した高校生の感想（一部）

催となりました。

●授業は難しいが、先生の説明がわか

今年は 39 人が参加し、リハビリテー

りやすく、もっと頑張ろうと思えた。

ション学科、看護学科、保健福祉学科、

●今回の体験で、大学生活に対する不

総合政策学科、知能情報システム学科、

安がほとんど解消された。

建築環境学科、臨床工学科のリアルな

●他大学ではこのような体験ができな

授業を体験しました。

いので、このイベントはとても良い。
●大学生の集中力や自分で考えて動く
姿を見て、学ぶ姿勢が理解できた。

理学療法学専攻授業

WCV は、高校生が大学のキャンパ
スで大学生が受けている授業に参加

臨床工学科授業

し、入学後と同じ「普段の一日」を体
験するプログラムです。
本学では、昨年から取組みを開始し

大学

WCVの流れ

ガイダンス ▶ 授業 ▶ 昼食 ▶ 授業 ▶ 振り返りワーク

【活躍する学生】ダンスサークル代表

私は１年生の時、ダンスサークルの
イベントを観て、サークルに入る決意

振り返りワーク

石川 舞さん（保健福祉学科３年）

に取り組み、様々なイベントに向けて
活動しています。

隠しきれません。
「ダンスサークル」というのは、軽

をしました。

く浮ついたイメージを持たれることも
多いのですが、そんなことはありませ
ん。自己満足だけでなく、まわりを楽
しませることも考えたり、基礎練習も
行って、みんな素直に「踊ること」が
大好きな人たちばかりです。
今年は例年どおりの学外でのイベン
ダンスをしていて、嬉しいことは、

今は、サークルの代表として、人数
の多いダンスサークルをまとめるのが

イベントで、自分たちが計画した振り

民文化祭「舞踊の部」に初めて参加さ

付けや曲を踊り終えた時の達成感で

せていただく予定です。

す。

みなさんに是非ダンスサークルの舞

大変ですが、頑張っている後輩たちの

特に、観客の方たちの拍手や歓声が

姿に刺激を受けながら、週に三回練習

ステージに伝わってきた時は、笑顔を

大学

仙台七夕まつりで七夕飾りを披露しました（学友会）

地下鉄「青葉通一番町駅」出口前で、本学オリジナルキャラクター「つっちぃ」をモチー
フにした七夕飾りを披露しました。七夕祭りの間、歩行者の目を楽しませていました。
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トに加え、11 月に行われる東松島市

大学

台を見て楽しんで欲しいですね。

看護学科ボランティア活動に復興大臣から感謝状が贈呈

『未来のナイチンゲール隊』の活動が評価され、吉野復興大臣より感謝状が贈呈されました。
本学では、東日本大震災以降も、被災者の方への健康・相談活動を継続しています。

報告
大学

学長メッセージ

私達の大学は、地域に貢献する大学

さらに発展させていきたいと願ってい

を目指しています。昨年 8 月には東

ます。

松島市と包括連携協定を締結いたしま
した。
現在保健福祉学科を中心として東松
島市と、
（１）保健・医療・福祉の向上、
（２）教育・研究・文化の振興、

本学教員の論文（保健福祉学研究

（３）まちづくりなどについて、

16 巻 49-52 頁、2018 年）に、従来か

協働作業を進めているところです。

らの「八幡町応援隊」が、「八幡まち

今年の入学式には、東松島市の渥美

あるき」という広報マップ作成を契機

私たちは大学を挙げて、地域に貢献

市長から、来賓としてご祝辞をいただ

に、さらに発展して行く経緯が詳しく

する「輝ける者」を育んで行きたいと

いています。

述べられています。

思っています。

今年 8 月 10 日には、
八幡商店街ファ

国宝大崎八幡神社を抱き、地元の馴

ン・コミュニティと地域連携協定書が

染の商店街の方々と交流を深めなが

締結されました。

ら、自然発生的に生まれた地域連携を

大学

高大連携講座（保健福祉学科）

7 月 28 日、医療福祉学部保健福祉

傷や機能障がいなど、主に四肢に障が

ルしてきます。大きな音と衝撃に、体

学科とクラーク記念国際高等学校との

いのある選手が行うパラリンピック競

感した高校生は驚いていました。

高大連携講座で、ウィルチェアーラグ

技で、車いす同士が衝突する「タック

実戦は短い試合時間でしたが、運動

ビーの体験授業を開催しました。

ル」が許可されている、激しく迫力の

量はとても多く、健常者と障がいをも

あるスポーツです。

つ方との違いとは何か？ということを
考える機会となりました。

講師は、仙台市「東北 STORMERS」
と千葉県「RIZE」の２チームに協力い
ただきました。
ウィルチェアーラグビーは、頸随損

大学

競技用車いすに慣れた後のパス回し

高校生は、初めて体験する競技を体

の練習では、実戦を想定して、ボール

感するとともに、社会の福祉環境や障

を持っていると選手が車いすでタック

害者スポーツへの理解を深めました。

「第九コンサート」プレイベント 『丘のうえの音楽会７』を開催

７月９日、
「丘のうえの音楽会７」を開催し、120 人を超える方にご来場いただきました。有志合唱団のコーラスの後、声楽家の五十嵐 修先生、真下 祐子先生、ピアニストの髙橋麻子先生、
高塚 美奈子先生、石垣 弘子先生の歌唱と演奏が響き渡りました。出演された５人の先生方は、12 月２日に開催する「第九コンサート」に参加する学生を指導していただいています。
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専門学校の取り組み
専門

創立４０周年記念講演会

2018 年に創立 40 年目を迎える東

して得た独創的な考え方と豊かな経験

あっという間にギャラリーを惹きつ

北文化学園専門学校では、40 周年記

を伝える講演家として活躍されていま

けました。中でも、「頼まれ事は試さ

念事業として、「中村文昭氏

す。

れ事」という言葉は、学生たちが自分

特別講

演会」を開催しました。

中村さんはご自身が「縁日の金魚や

の仕事に取り組んでいく際に、一番大

さんみたい」と表現するラフで親しみ

事にしなければならないことを伝えて

やすいいでたちで現れ、軽快な関西弁

下さったようです。

で幼少時代のことから自己紹介。

聴き終えた学生たちは、
「90 分が短
く感じました！」「小学生の頃に聞き
たかった」「親にも聴かせたいと思っ
た」などの感想を寄せてくれました。

中村さんは、21 歳で設立された有

東北文化学園専門学校は、これから

限会社クロフネカンパニーの代表取締

も母校の誇りを胸に進化していきま

役を務められる傍ら、自身の人生を通

す！

専門

施設見学に行ってきました（総合福祉学科 介護福祉科）

6 月 22 日、授業の一環で、実習施
設でもある特別養護老人ホーム八木山

を卒業した先輩方よりお話を伺うこと
が出しました。

生活支援技術Ⅰ（介護技術習得を主
な目的とした授業）食事の介護の授業

翠風苑様を見学させていただきました

と足並みを揃え実施したことにより、

（５階建て、全室個室のユニット型の

より対象者の状態や状況に応じた介護

施設です。2018 年４月１日に新築移

技術の提供の重要性を感じることがで

転）
。

きた学外授業となりました。

また、その翌週（6 月 29 日）には
さらに利用者の生活の場の理解を深め
るべく、特別養護老人ホームせんじゅ
利用者の特性を考慮した上で導入した

様にて施設見学、それに加え利用者様

入浴機器の説明や介護の仕事の魅力、

と一緒に（一緒の）食事をいただいて

楽しさ、やりがい等、本校介護福祉科

きました。

専門

成績優秀賞受賞！（医療ビジネス学科）

専門

視能訓練士科の授業のヒトコマ（視能訓練士科）

医療事務系の検定において、医療情報管理科２年の遠藤優茉さん、尾形朱理さん、文屋佑

光・レンズについて学ぶ視能訓練士科の 1 年生「眼光学」の授業。実験も交えながらの

梨さん、柳川ひよりさんが成績優秀賞を受賞しました。

講義は難しさの中にも楽しさがあります！
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幼稚園のとりくみ
幼稚園

夏のあそびを通して（友愛幼稚園 園長

大沼 百合子）

今年の夏は連日の猛暑で大変でした

動の一つとして子ども達が、夏のあそ

が、子ども達は水あそびに泥んこなど

びをじっくりゆっくり体験できるよう

夏を楽しく過ごしていました。

にカリキュラムを組んでいます。
プールあそび、あさがおなどの植物
を使った色水あそびや、夏の風物詩「ス
イカ割り」を楽しみました。また、畑
で園児たちが育てたキュウリやナス、
トマトの収穫も体験しました。

長期休みに限らず、預かり保育では、
異年齢児の関わりが多くなり、その中
で新たな友達との関わり、そして新た
なあそびが展開されています。

友愛幼稚園は７月 18 日から夏休み

子ども達にとって豊かな経験ができ

に入りましたが、” 預かり保育 “ とし

る時間を過ごし、また、そこでの子ど

て毎日幼稚園を開けています。

も達の育ちが、保護者の安心に繋がる

” 預かり保育 ” は、幼稚園の教育活

幼稚園

よう、これからも取り組みます。

教員研修について（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園 園長

田髙 美恵子）

岩手の県北、久慈も今年は厳しい暑

職員もこの夏休み期間中、一人ひと

さが続きました。ようやく暑さも落ち

りの子どもの育ちを支えるべく、久慈

今後もこうした研修をしっかり積み

着き、時折吹くさわやかな風が心地よ

市内外で開催された教員研修に参加し

上げ、保育者としての専門性を高めて

く感じられます。

ました。

いきたいと思います。

８月 20 日、2 学期始業日、夏休み

職員それぞれが子どもの成長・発達

を無事終えた子ども達が元気に登園し

についての学びや理解を深め、有意義

てきました。楽しい夏の思い出がたく

な時間を過ごしました。また、園内研

さんできたようです。

修を 3 回開催することができました。

した。

１回目、7 月 25 日は各担当者から
「１学期の取り組み」についての発表
がありました。2 回目、8 月 2 日は「児
童虐待」「睡眠中の事故」の防止対策
や対応を学びました。3 回目、8 月 17
日は「伝達研修」「行事への取り組み」
について、活発な話し合いが行われま

学校法人東北文化学園大学の主な行事予定
2018 年
10/ 1 ［専門］第 1 期願書受付開始 (10/19 日受付締切 )
10/ 5 ［専門］AO 第 4 期結果発表
10/ 6 ［友愛］運動会
10/ 6 ［大学］保護者懇談会 ( 山形 )
10/10 ［専門］AO 第 5 期受付開始 (10/22 日受付締切 )
10/13 ［久慈］ふれあい運動会
10/18 ［久慈］避難訓練
10/20 ［大専］学園祭・オープンキャンパス
10/21 ［大専］学園祭・オープンキャンパス

10/22 [ 久慈 ] 陶芸体験 ( 年中児 ･ 年長児 )
10/23 ［大学］一般推薦入学試験 ( Ⅰ期 )､ 指定校推薦入
学試験 ( Ⅰ期 )､ 編入学試験 ( 一般編入Ⅰ
期､社会人特別選抜編入Ⅰ期､指定校編入 )
出願期間 ( ～ 11/1)
10/23 ［専門］学園祭振替休日（～ 10/24）
10/24 ［友愛］わくわくデー
10/27 ［専門］第Ⅰ期入試 /AO 第 5 期選考
10/29 ［専門］第 2 期願書受付開始 (11/19 受付締切 )
11/ 1 [ 久慈・友愛 ] 願書受付

11/ 2 ［専門］第Ⅰ期 ･AO 第 5 期結果発表
11/ 5 ［大学］AO 入学試験 ( Ⅱ期〈第 1 次選考〉)
出願期間 ( ～ 11/13)
11/ 5 ［久慈］総合避難訓練
11/ 6 ［専門］AO 第 6 期受付開始
11/10 ［大学］一般推薦入学試験 ( Ⅰ期 )･ 編入学試験 ( 一
般編入Ⅰ期 ･ 社会人特別選抜編入Ⅰ期 ･
指定校編入 )･ 大学入試ｾﾝﾀｰﾌﾟﾚﾃｽﾄ試験日
11/11 [ 大学 ] 指定校推薦入学試験 ( Ⅰ期 ) 試験日
11/18 [ 専門 ] １日体験入学会
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報告

世界で最も権威ある医学分野の学術誌に論文が掲載されました（抗感染症薬開発研究部門）

東北文化学園大学の医療福祉学部抗感染症薬開発研究部門は
■論文掲載について（渡辺氏談）
2018 年４月に開設され、特任教授として渡辺 彰氏が就任しま 「論文が評価され、大変嬉しいです。今後も新しい抗感染症薬
した。
を創出し、さらに世界に貢献することが目標です。新規の抗生
2018 年 9 月 6 日、渡辺先生が中心となって研究をした論文が、 物質、抗ウイルス薬、ワクチンなどを作れる国は世界では約
医 学 雑 誌「The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE」 に 掲
10 か国だけですし、アジアでは日本だけです。日本がさらに
載されました。
国際競争力を高めるためには、臨床研究医や薬学系研究者の研
「The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE」 は 1812 年 に
究環境の整備を進めることが必要かつ重要です。」
創刊され 200 年以上の歴史を持つアメリカの学術誌です。
数ある医学分野の学術誌の中で、「インパクトファクター」と
渡辺 彰
山形県山形市出身、山形東高校卒業
呼ばれる論文の引用数が世界一多く、研究者の中でも権威を認
1974 年東北大学医学部卒業後、会津若松市
められています。
竹田綜合病院や仙台厚生病院などで 12 年間
掲載された論文は、日本の製薬会社と共同で開発した新しい
の市中病院勤務の後、1986 年、東北大学抗
インフルエンザ治療薬「ゾフルーザ」についての論文です。
酸菌病研究所（現加齢医学研究所）内科医員
題 名 は「Baloxavir Marboxil for Uncomplicated Influenza in
となり、助手、講師、助教授を経て、2007 年、
Adults and Adolescent（和訳：成人・思春期児の合併症のない
東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発寄附
インフルエンザに対するバロキサビル マルボキシル）」です。
研究部門教授
内容は、臨床試験（患者さんや健康な方を対象として、薬の
2018 年東北文化学園大学医療福祉学部抗感
有効性や安全性などを検討する試験）の結果、インフルエンザ
染症薬開発研究部門特任教授に就任
ウィルスに対して大きな有効性と新しい効果が認められたと報

告するものでした。
具体的には（1）いままでと全く異なる新しい仕組みでイン
フルエンザに効く抗インフルエンザ薬であること（2）内服 1
回のみで手軽に治療できる（例：タミフルは１日２回× 5 日間）
（3）副作用の発生頻度がタミフルの半分（4）患者の服用後の
ウィルスの低減度合いが大きく、周囲への感染が抑えられる、
という内容でした。
論文選考者も「インフルエンザの診療が大きく変わる」とコ
メントし、今後の診療現場でも導入が進むと考えられます。

抗感染症薬開発研究部門とは
当研究部門は、研究活動の対象である抗感染症薬開発の
多くの段階の中でも、臨床試験の適正な実施に主眼を置
いており、特に短期間での臨床開発を実現したいと考え
ておりますが、抗生物質や抗菌薬だけでなく抗真菌薬、
抗結核薬、抗ウイルス薬、さらには各種ワクチンの開発
を主体的に担うことを目的としています。

学校法人東北文化学園大学は創立 40 周年を迎えます
学校法人東北文化学園大学は、1978 年 3 月の
学校法人東北文化学園の設置と宮城デザイン専門
学校の開設に遡り、それ以降、地域社会の発展に
貢献する高度の実務者の養成に強い使命感を持ち
発展をつづけ、現在は東北文化学園大学・大学院、
東北文化学園専門学校、幼保連携型認定こども園
久慈幼稚園及び友愛幼稚園の４校を設置するに至
りました。
学校法人及び東北文化学園専門学校設置から、
2018 年で 40 周年を迎え、これまでご支援いただ
いた数多くの皆様に感謝するとともに、今後、よ
り地域に貢献する法人として更に発展するため、
周年記念事業を開催いたします。

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
〒 981-8550 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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現在、下記記念事業の参加申込みを受付中です。
学校法人東北文化学園大学創立 40 週年記念企画
東北文化学園フォーラム 2018
「高次脳機能障害の理解と受容」
開催概要
日時 10 月 13 日 ( 土 )13:30 ～ 15:30
会場
講演
対談

東北文化学園大学１号館地下１階大講義室
鈴木 大介氏（文筆業）
医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻
香山明美教授、高橋由美講師
詳細は本学 HP をご確認ください
http://www.tbgu.ac.jp/forum2018

学校法人東北文化学園大学
周年記念事業寄附金募集のご案内

本法人は周年記念を控え、
（1）学生に対する奨学金制度の拡充、
（2）学生及び園児の教育環境の整備（3）登録有形文化財・アレ
ン記念館保存工事を目的とした支援を賜りたく、是非寄付をお寄
せ願います。
詳細は本学 HP をご参照ください。

