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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「学長賞」の受賞者が選出されました

2018 年度「学長賞」の受賞者が決定しました。「学長賞」とは各学科専攻の卒業年次生のなかでも、特に成績優秀と認
める学生を表彰するものです。受賞者の学生は、2019 年 3 月 14 日に開催した学位記授与式で表彰されました。
なお、受賞者一覧は下記の通りです。

所属

学科専攻

宮里

奈々

宮城県仙台東高等学校

リハビリテーション学科作業療法学専攻

髙橋

亜美

宮城県古川黎明高等学校

リハビリテーション学科視覚機能学専攻

科学技術学部

青沼 美咲
寳

希

宮城県利府高等学校
宮城県塩釜高等学校

看護学科

戸巻

仁菜

秋田県立平成高等学校

保健福祉学科保健福祉専攻

山田

大誠

秋田県立能代高等学校

大次郎

山形県立酒田西高等学校

寛隆

宮城県角田高等学校

直

福島県立郡山商業高等学校

莉世

岩手県立一関第二高等学校

保健福祉学科生活福祉専攻
総合政策学科

出身高校

リハビリテーション学科理学療法学専攻

リハビリテーション学科言語聴覚学専攻
医療福祉学部

氏名

総合政策学科
知能情報システム学科
建築環境学科

阿部
目黒
清水
荒尾
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報告

大学

専門

学位記授与式・卒業証書授与式を挙行

2019 年 3 月 13 日、東北文化学園専門学校の卒業証書授与式、続く 14 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を挙行しました。

式典で表彰された各賞の受賞者は以下のとおりです。

大学「輝ける者賞」

所属

名前

所属

名前

総合政策学科

大賞 和島 源輝

総合政策学科

リハビリテーション学科言語聴覚学専攻

阿部 希望

保健福祉学科生活福祉専攻

大学「学友会会長特別賞」
所属

名前

荒井 悠介

総合政策学科

斉藤 良郁

総合政策学科

齊藤 康平

総合政策学科

渡部 和哉

阿部 大次郎

総合政策学科

村上 直樹

保健福祉学科生活福祉専攻

佐藤 優太

建築環境学科

佐藤 立騎

看護学科

鈴木 早貴

建築環境学科

髙橋 崇

専門「学校長賞」

所属

名前

視能訓練士科

佐藤 ひろな

専門「宮城県専修学校各種学校連合会長賞」

大学

所属

名前

こども未来科

日野 美春

専門「宮城県知事賞」
所属

名前

インテリア科

佐藤 秋華

専門「仙台市長賞」
所属

名前

建築土木科

鍬形 星南

※その他の各賞表彰者一覧につきましては
東北文化学園専門学校ホームページ（ http://www.tbgu.ac.jp/college ）に掲載いたします。

宮城県教育委員会と包括連携協力協定を締結しました

東北文化学園大学と宮城県教育委員

に協力し、学校教育・学術振興及び地

会による包括連携協力協定の締結式が

域社会の発展と人材育成に寄与するこ

2018 年 12 月 20 日、宮城県庁にて行

とを目的に結ばれました。

われました。

本学の土屋学長と教育委員会教育長

今後は、大学と教育委員会が連携協
この連携協定は、東北文化学園大学
と宮城県教育委員会が連携のもと相互
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力し、
人材育成や地域づくりに向けた、
計画事業の実施が期待されます。

報告

専門

卒業制作展

卒業制作展とは、建築デザイン学科

が決定します。イベントでは、こども

注目される卒業設計コンペの結果

建築土木科・インテリア科で学ぶ学生

未来科の声楽コンサートや授業課題の

は、インテリア科２年の泉 美沙さん

の作品発表会です。

展示も行われます。

卒業年次生は、建築設計、住宅設計、

（宮城県古川工業高等学校出身）が古

今年も卒業制作展はせんだいメディ

インテリア設計、家具制作から分野を

ア テ ー ク で 開 催 し、2019 年 1 月 21

選び作品を制作します。外部審査員を

日～ 23 日の期間中 1,000 人近い来場

招いて行われる
「卒業設計学内コンペ」

者の方が訪問し、会場は熱気に包まれ

で作品が評価され、その年の優秀作品

ました。

受賞種別

所属

名前

金賞

インテリア科２年

泉

銀賞

インテリア科２年

鈴木

銅賞
企業賞／総合資格学院賞

企業賞／立川ブラインド株式会社賞
企業賞／シンコール株式会社賞
企業賞／株式会社オリバー賞

建築土木科２年

インテリア科２年
建築土木科２年

インテリア科２年
インテリア科２年
建築土木科２年
建築土木科２年

インテリア科２年
インテリア科２年

出身高校

宮城県古川工業高等学校

悠真

千葉学園高等学校

大樹

池田

瑠衣

鍬形

星南

遠藤

克

秋華

東海林

裕夢

松尾

美麗

髙橋

梨紗

浅沼

案で金賞を受賞しました。

美沙

藤田

佐藤

川駅前の再開発プロジェクトの企画提

遥奈

仙台市立仙台商業高等学校
福島県立小高商業高等学校
岩手県立不来方高等学校
宮城県佐沼高等学校

福島県立小高商業高等学校

山形県創学館高等学校（旧：山形電波工業高等学校）
青森県弘前東高等学校

山形県立新庄神室産業高等学校
山形県立新庄神室産業高等学校
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報告

大学

実習紹介「冬季野外活動実習」

スポーツやレクリエーションには

境と共存するための必要な知識を学修

実習の楽しみは滑走だけではありま

様々な種目があります。中でも、野外

します。夏季はキャンプ・登山、冬季

せん。野外活動実習は、全学部の１～

活動に分類される種目はキャンプ・登

はスキー・スノーボードを行います。

４年生が受講できるため、他学部の学

山、スキー・スノーボード・スケート

冬季の実習は岩手県安比高原スキー

生とのコミュニケーションが取れるこ

など多岐にわたります。

場で 4 日間行います。

とも楽しみのひとつです。

実習内容は、1 日 6 時間以上の滑走
の後、講習を受講します。授業がすべ
て終了するのは 21 時過ぎです。

「冬季野外活動実習」では、自然を

スノースポーツを通じて様々な楽し

利用した野外活動が、いかに心身の健

み方を発見し、豊かなライフスタイル

全な育成に有意義であるかや、自然環

を築いてほしいと願っています。

大学

研究紹介（医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

皆さんが何か新しいスポーツを習得

鈴木 博人助教）

科学する」という点で共通しています。

しようとした際、その分野に長けた指

近年、人工知能の進歩やロボット

導者や熟練者から適切な動き方を教

スーツの導入などにより、リハビリ

わったと思います。その際、指導者は

テーション専門職に求められる役割が

「練習のさせ方」や「コツの伝え方」

変化してきています。このような時代

などを工夫していたはずです。これは

だからこそ理学療法士の技術を科学す

理学療法士においても同様のことが言

います。

えます。しかし、その効率的かつ効果

この研究は 2 つの目的があり、一つ

的な指導方法に関するデータは不足し

は理学療法士の技術が治療対象の運動

ているのが現状です。

学習に与える影響を明らかにすること

そこで、私は「対象者の身体に直接

で、もう一つは熟練した理学療法士が

触れて指導する方法」や「口頭で説明

新人理学療法士へ技術を指導する際の

して指導する方法」などに着目し、そ

効果的な教育方法を明らかにすること

の運動学習効果に関する研究を進めて

です。どちらも「理学療法士の技術を

大学

ることで、
「人がかかわる意義」を明
示できればと考えています。

鈴木博人
リハビリテーション学科
理学療法学専攻 助教

クリスマスコンサート 2018（学友会）

12 月 21 日に恒例のクリスマスコンサートを行いました。昨年度から近隣の小学生を招待し、手話・混声合唱団・吹奏楽の３サークルで合
同開催しています。それぞれのサークルで練習をしてきた曲の発表、ゲームに続き、３サークル合同で「赤鼻のトナカイ」を演奏しました。
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報告

学長メッセージ

大学

所用で花巻を訪れた際、萬鉄五郎記
念美術館に立ち寄りました。ちょうど
池田次男の特設展を開催していまし
た。

常設展の観覧は何度でも無料、特別
展は半額割引になる制度です。
宮城県美術館だと、本学から歩いて
30 分ちょっとで行くことができる距

池 田 次 男 は、2000 年 に 62 歳 で 亡

離です。

川内から青葉山にかけての一帯は、
仙台でも最も美しい自然と歴史に恵ま
れた地域です。
広瀬川を渡って、自然の息吹を感じ
ながら美術館や博物館を巡り、疲れた

くなった岩手県出身、花巻在住の画家

らレストランやカフェで一休みするこ

だそうです。

とは、とても贅沢なひと時です。

藁ぶき屋根の古民家や漁村の寂しげ

学生の皆さんには、いろいろな芸術

な一軒家を描いた作品が多いのです

作品に触れて欲しいと願っています。

が、朽ち果てて消えていくものに、確
固たる存在感を与えている不思議な印

読むこと、見ること、聴くこと、そ

宮城県美術館

象の絵でした

して感じて考えることを通して、皆さ

私たちの大学は、宮城県美術館と仙

んの人生を豊かに彩っていただきたい

台市博物館のキャンパスメンバーズに

と思います。

加入しています。

輝ける者紹介

大学

今回は、総合政策学部から支援を受
け海外フィールドワークを単独で行っ
た学生を紹介します。

が分かりました。
調査活動で困難だったことは、対象
機関のグリフィス大学との調整で、な

総合政策学科の大山 美桜（おおや

かなか学生へのインタビュー許可が出

みお）さん（山形県立新庄北高等

なかったこと。職員の方に調査の主旨

学校出身）は、オーストラリアの奨学

と目的を粘り強く説明し、なんとか許

金制度や学生生活について、日本との

可を得ることができたそうです。

ま

違いを調査するため海外フィールド

「みなさんの支援や協力を無駄にした

ワークを行いました。大学入学後、友

くない、せっかくの機会を活かしたい

「最後まで、粘り強く続けることが大

人で奨学金を利用する人が多いことに

という気持ちが行動に繋がりました。」

事と考えています。目標が達成できな

海外フィールドワークをきっかけに

くても自分が行動した経験は、今後も

オーストラリアで行ったアンケート

異文化に触れ、自分の知らない世界を

役に立ちます。辛くなったら、１人で

での対面調査の結果、現地の大学生は

もっと見てみたいと思うようになった

ため込まず、友人や家族に相談しま

給付型奨学金が主流で、勉強する時間

大山さん、将来の夢は働いた後、ゆっ

しょう。皆さんの目標が達成できるよ

が圧倒的に日本の学生よりも多いこと

たり海外で過ごすことだそうです。

う願っています。頑張ってください！」

疑問を持ったことがきっかけです。

大学

癒しのアロマサークルがハンドマッサージを実施（学友会）

大学

■高校生へのメッセージ

福祉の魅力発見プロジェクト「映画×福祉」へ参加（作業療法学専攻）

学生食堂で「癒しのアロマサークル」の有志によるハンドマッサージが実施されました。

東松島市社会福祉協議会主催で、福祉に関する映画の上映と福祉用具の展示が開催さ

普段は介護イベントや高齢者施設でボランティアなどの活動を行っています。

れました。体験コーナーでは、福祉用具の工夫や活用法を本学教員が説明しました。
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専門学校の取り組み

「若い世代の健康づくりコンテスト 2018」最優秀賞を受賞（視能訓練士科）

専門

仙台市の青葉区が主催した「若い世
代の健康づくりコンテスト２０１８」
の 4 コマ漫画部門で、応募作品全４５
作品の中から、視能訓練士科１年の古
内真生さんが最優秀賞を受賞しまし
た。

レーターの加藤先生からお褒めの言葉
を頂きました。

自分の健康を考えさせられる内容と
なっています。

受賞した４コマ作品は仙台市ホーム
ページで閲覧できます。
四コマ漫画部門

最優秀賞

「自分のことをもっと知って。」が古内
さんの作品です。

■掲載場所
仙台市ホームページホーム > 青葉区
トップページ > 健康・福祉 > 健康づく
り > 若い世代の健康づくりコンテスト
を実施しました

2019 年 １ 月 17 日 に 青 葉 区 役 所 で
表彰式があり、講評者であるイラスト

専門

全国で 56 人が受賞「実務技能検定協会優秀賞」（医療情報管理科）

実務技能検定協会主催秘書技能検定

秘書技能検定準１級は、１次試験の

検定において、同じく医療情報管理科

準１級（受験者 4,829 人 ）において、

筆記試験に合格後２次試験として面接

１年の近藤優さん、三浦美咲さんが成

合格者の中でも特に優秀な全国 56 人

試験が実施されます。

績優秀賞を受賞しました。

に「実務技能検定協会

優秀賞」が授

藤原さんは、放課後の面接練習の時

11 月は毎週のように検定試験があり

与され、本校からは、医療情報管理科

から美しい立ち居振る舞いを見せてく

ハードな日が続きましたが、合格し、

１年藤原寧々さんが受賞しました。

れていました。

しかも成績優秀賞を頂けることは、学
生の日頃の頑張りが認められたようで
本当にうれしいことです。

また、医事コンピュータ技能検定に
おいては、医療情報管理科１年の尾形
祐惟さん、佐藤愛さん、医療秘書技能

専門

和食のマナー講座（医療秘書科）

専門

介護ロボット授業がテレビで放送（介護福祉科）

仙台市内のホテルで、季節のコース料理をいただきながら和食のマナーを学んできま

宮城県農業高等学校にてロボット介護機器を用いた体験授業「ロボット介護機器～安

した。講師の先生の講座は、緊張しつつも楽しく（美味しく）勉強できました。

全・安楽・安心な福祉現場～」がテレビで取り上げられました。
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幼稚園のとりくみ

幼稚園

カルタ取り大会（友愛幼稚園

友愛幼稚園では、わくわくデーと称

園長 大沼 百合子）

ていいか困る年長中児たちでしたが、

年長中児は、年下に思いやりの気持

して月に 1 回、年長児から年少児まで

現在は年長中児はリーダーシップを発

ちを持つようになり、年少中児は年上

が交流する活動を行っています。2019

揮、年少児も一緒に楽しんでいます。

へのあこがれから、様々なことを真似

年 1 月は大型かるたを使ってカルタ取
り大会をしました。

笑顔の子ども達の姿に心の成長を感
じる活動となりました。

しながら覚えます。お互いが良い刺激
を受け合う、とても良い経験です。
これからも、子ども達の繋がりを大
切にしながら、心身の健やかな育ちの
ための保育を行ってまいります。

これまでも、畑の野菜の苗植えや収
昨年 5 月に「わくわくデー」が始まっ
た当時は不安で泣く年少児や、どうし

幼稚園

穫、園外保育に運動会など、様々な活
動を行ってきました。

課題改善への取り組み（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園

早いもので、２０１８年度も残すと
ころ１ヵ月足らずとなりました。
現在、久慈幼稚園では１年のまとめ

律ではなく、夜の睡眠の邪魔にならな

園長 田髙 美恵子）
繰り返し確認するようにしています。

いよう個のニーズ対応への準備を整え
ているところです。

今後は、子どもたち自身が危険から
離れる力をしっかり身に付けられるよ

と反省、次年度の準備が計画的に進め

う、さらに指導を強化していくことに

られています。

しています。

なかでも重要な課題は、「生活習慣
の定着」と「地震への対応」です。
「生活習慣の定着」は、親の就労状
況の変化や長時間保育の増加などで、
就寝時間の遅い子どもが増加傾向にあ
ります。
これまで以上に園と家庭が連携し、
生活リズムの安定化を図っていく必要
があると感じています。
また、午睡は個人差が大きいため一

「地震への対応」では、東日本大震
災から８年。改めて備蓄品や保管場所
などの見直しを行っています。
子どもたちにも地震のシミュレー
ションを行う中で、避難の約束ごとを

主な行事予定
2019 年
4/ 3 ［大学・専門］入学式
4/ 4 ［大学］新入生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ､ 健康診断
［専門］ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ( 新入生 )/ 就活出発式
4/ 5 ［大学］新入生学外研修､ ｻｰｸﾙ紹介 ( ～ 4/6)
4/ 6 ［大学］第 11 回元気 ! 健康 ! ﾌｪｱ㏌とうほく
［専門］健康診断
［久慈］入園式
4/ 8 ［大学・専門］前期授業開始
［久慈］始業の会
4/10 ［友愛］入園式
4/11 ［友愛］1 学期始めの会 ( 午前保育 )
4/19 ［久慈］避難訓練

4/20 ［大学］第 2 回東北文化学園大学学長杯
車いすﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 ( ～ 4/21)
4/21 ［専門］体験入学会
4/25 ［友愛］わくわくデー
4/27 ［専門・久慈］創立記念日
5/ 8 ［友愛］誕生会 (4･5 月 )
［久慈］親子教室
5/14 ［久慈］なかよしﾃﾞｰ ･ 遊ﾃﾞｰ
5/16 ［久慈］避難訓練
5/18 ［専門］体験入学会
5/24 ［友愛］避難訓練
5/29 ［友愛］わくわくデー
5/31 ［友愛］保育参観 ･ ｸﾗｽ懇談会

6/
6/
6/
6/

2
3
6
7

6/ 8
6/10
6/11
6/12
6/13
6/22
6/23
6/27

［専門］体験入学会
［久慈］内科 ･ 歯科検診
［友愛］内科検診
［友愛］年少 ･ 年中 園外保育
［久慈］アレンイベント
［大学］学都仙台ｺﾝｿｰｼｱﾑｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ公開講座
［久慈］親子教室
［久慈］なかよしﾃﾞｰ ･ 遊ﾃﾞｰ
［友愛］歯科健診
［久慈］避難訓練
［大学・専門］感謝の日
［大学・専門］オープンキャンパス
［久慈］子育て講演会
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東北文化学園大学・東北文化学園専門学校の新しいパンフレットが完成しました

報告

2020 年版の東北文化学園大学・東北文化学園専門学校の新しいパンフレットが完成しました。

パンフレットを希望される方は、ホームページ等でご請求いただくか、本学のアドミッションセン
ター（0120-556-923）までお問い合わせください。

東北文化学園大学
パンフレット

2018 年度

報告

東北文化学園専門学校
パンフレット

定年退職教職員一覧

本年度、以下の方々が学校法人東北文化学園大学より定年退職されました。
これまでのご尽力に感謝するとともに、みなさまの今後のご活躍、ならびにご健勝のほどお祈り申し上げます。
●大学
・総合政策学部
小出 実

●大学事務局
・キャリアサポート課
都築 信也

●法人事務局
・新学科設置準備室
吉里 和久

・図書館事務室
佐々木 和幸

NEWS

施設改善

学生の学習環境を改善するため、５号館４階に看護実習
室Ⅱの増室、２号館２階にアクティブラーニングのスペー
スを新規設置しました。
また、広報誌 15 号でご紹介していた学生食堂のリニュー
アルも完了しました。本学では、これからも学内の環境改
善に努めてまいります。

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 総務部総務課
〒 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
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。

