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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

学校法人東北文化学園大学

創立 40 周年記念

40th

ANNIVERSARY

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ことを期し、2019 年６月１日に「学校法人東北文
化学園大学

創立 40 周年記念式典」を開催いたしました。（詳細は P2 ～）

学校法人東北文化学園大学は、創立 40 周年を新たな歴史の幕開けとして、これまで築かれた歴史と伝統、新しい建学
の精神「輝ける者を育む」を礎に、さらに社会の要請に応えるべく邁進してまいります。
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報告

学生の個性を尊重し「輝ける者」として育む
令和元年６月１日に、学校法人東北文化
学園大学創立４０周年、東北文化学園大学

ました。

開学２０周年、東北文化学園専門学校開校

人材像および学生へのメッセージと一体

４０周年記念式典が、日本私立大学協会事

になっていますので、是非ホームページ上

務局長小出秀文氏を始め、のべ２６２人の

で確認してください。

参加の下に厳粛に執り行われました。
日本私立大学協会附置私学高等教育研究

東北文化学園大学
学長 土屋 滋

学の精神「輝ける者を育む」を発表いたし

本法人の学生を「育み育てる」ことを誓
う建学の精神です。

所主幹の西井泰彦先生の記念講演は、率直

私たちの法人を選んだ学生たちの個性を

に今の私立大学が置かれている厳しい現状

尊重し、「育み」、「輝ける者」として社会

に触れ、追い込まれながらも踏みとどまり

に送りだすことが私たちの使命です。

復活した事例の紹介をいただきました。
襟を正し、拝聴いたしました。

記念式典は、この使命を果たしていくた
めの決意表明の式典といたしました。

この記念式典の中で、本法人の新たな建

大学

専門

学校法人東北文化学園大学創立 40 周年記念事業（記念式典・記念講演会・祝賀会）

本学キャンパスにて「学校法人東北文化学園大学創立 40 周年記念式典・講演会・祝賀会」を挙行し、来賓・関係者ら
のべ 262 人が創立 40 周年を祝いました。
式典に先立ち、大学同窓会からモクレンの寄贈があり、記念植樹が行われました。
その後、創立 40 周年記念式典を挙行しました。土屋滋理事長による式辞の後、ご来賓の日本私立大学協会 常務理事兼
事務局長 小出 秀文様と尚絅学院大学 学長 合田 隆史様より、ご祝辞をいただきました。
記念講演会１では、
「初心忘るべからず」をテーマに学園 OB による講演が行われました。
続いて記念講演会２では、
「私学教育の現状と未来に向けて」をテーマに日本私立大学協会附置私学高等教育研究所主幹・
学校法人就実学園 理事長の西井 泰彦様に講演いただきました。

式典の様子

【祝辞】
【祝辞】
日本私立大学協会
尚絅学院大学
常務理事兼事務局長 小出 秀文様 学長 合田 隆史様

【講演者】
【講演者】
佐直 信彦様 ( 元医療福祉学部長 ) 中村 實様 ( 元総合政策学部長）
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【記念講演会１】
テーマ「初心忘るべからず」

【講演者】
【講演者】
香野 俊一様 ( 元科学技術学部長） 神田 卓郎様
( 元東北文化学園専門学校長）

報告

伝統と実績を礎に自分づくりと職業人としての教育を実践
東北文化学園専門学校は、1978（昭和

績を重ねてこられたのは、先達の教職員の

53）年創立の宮城デザイン専門学校に端

皆様、そして 2 万余を超える卒業生の力

を発し、2018（平成 30）年に 40 周年を

の賜です。

迎えました。

式典には同窓会からもご参加いただきま

6 月 1 日に開催された学校法人東北文化

した。昨年、同窓会には、在校生に向けた

学園大学 40 周年記念式典には、元校長先

周年記念講演会を開催していただきました

生をはじめ、退職された教職員の皆さんが

が、継続的に在校生への暖かい支援活動を

参加されました。

頂いております。

講演会では神田元校長先生にご登壇いた

本校では、今後も伝統と実績を礎に、生

だき、激動のなかでの専門学校の運営につ

きる力を身につけた自分づくりの教育と専

いて当時を振り返っていただきました。

門性を身につけた職業人としての教育を実

本校がこれまで先進的な実学教育を取り
入れ、優れた人材を多数送り出すという実

践し、輝ける者を育むために教職員一同全

東北文化学園専門学校
校長 佐藤 直由

力を尽くしてまいります。

会場を学生食堂「虹色空間」に移動し開催した「輝ける者」音楽会では、本学の学園歌を作詞・作曲し、歌手・TV 司
会者としても著名な「さとう 宗幸」氏と、総合政策学部の卒業生で、手話を使ったサインヴォーカリストとして全国で
活躍する「水戸 真奈美」さんの音楽会を行いました。
祝賀会では、開会の挨拶を東北文化学園専門学校の佐藤 直由校長が述べ、公立大学法人宮城大学理事長兼学長の川上
伸昭様より祝辞を頂戴しました。その後、一般社団法人 宮城県専修学校各種学校連合会 会長 菅原 一博様の乾杯の発声で
懇談に入りました。ステージでは、大学、専門学校、幼稚園代表からのスピーチや大学同窓会から記念植樹の目録の贈呈、
学園キャラクターの「つっちぃ」の紹介も行われ、参加者の方たちは和やかに懇談していました。
最後に本法人の石﨑雄司副理事長の閉会挨拶により、盛会のうちに終了いたしました。

【記念講演会２】
テーマ「私学教育の現状と未来
に向けて」

【講演者】日本私立大学協会附置私
学高等教育研究所主幹・学校法人就
実学園 理事長 西井 泰彦様

【「輝ける者」音楽会】
【記念祝賀会】
さとう 宗幸氏と水戸 真奈美さん 公立大学法人宮城大学
（本学卒業生）
理事長兼学長 川上 伸昭様

【記念植樹】
大学同窓会から寄贈されたモク
レン

【「輝ける者」音楽会・記念祝賀会】
全景

【記念祝賀会】
一般社団法人 宮城県専修学校各
種学校連合会 会長 菅原 一博様

【記念祝賀会】
学校法人東北文化学園大学
副理事長 石﨑 雄司
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報告

大学

新入生歓迎イベントの紹介（学友会）

学友会では 4 月 3 日の入学式、ガイ

イダンスや健康診断が始まりました。

ダンス、学外研修など新入生向けイベ

キャンパス内で新入生が迷わないよ

ントのサポートや運営を行いました。

う、先輩が健診会場やガイダンスの案
内を行いました。
５日午後からは、一泊二日で秋保温
泉のホテル佐勘での学外研修がありま
した。研修の運営は「学生リーダー会」

りの促進、大学生活への適応を目的と

が行います。本研修は新入生の友達作

し、レクリエーションやグループワー
クなどを通して緊張をほぐします。
新入生が先輩に授業や生活全般の様

入学式当日、サークルや同好会所属

子を聴く座談会もあり、新生活への不

の学生達は校門から体育館横の通路に

安を取り除く配慮もみられました。一

並び、新入生勧誘のためチラシの配布

泊の短い時間ですが、寝食をともにす

や大判のポスター掲示など、アピー

ることで互いに打ち解けることができ

ルに工夫を凝らしました。4 日にはガ

たように思います。

大学

海外研修（教育支援センター）

2018 年度の海外研修は以下の 3 ケ

印象」等の質問を現地の人から直接取

ることができるのは教員の無上の喜び

国で実施しました。

材する『3 カ国共通課題』を課してい

です。また、他国の研修を経た学生と

●中国研修：復旦大学で日本語を学ぶ

ます。

の情報交換もさらに見聞を拡げる好機

外国人学生と交流、日系企業の見学等

学生は、語学に不安を抱えた状態で

●豪州研修：語学学校での英語レッス

挑戦し、身振り手振りを交えた意思疎

ン、小学校や高齢者施設の訪問、ホー

通から交流が深まる喜びを感じたり、

してくれることを期待しています。留

ムステイ等

文化の違いに直面し驚いたり、大きく

学や個人旅行、後に海外で仕事する機

●韓国研修：慶熙大学での学生との交

心を動かす経験をして帰国します。

会等、将来の可能性を大きく拡げる端

流、景福宮などの文化遺産見学等
今回の海外研修では「日本に対する
中国研修
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学生が行う帰朝報告会でのいきいき
とした発表から、現地の充実感を感じ
オーストラリア研修

となっています。
私達は海外研修を「最初の一歩」に

緒であることを多くの学生に知って欲
しいと考えています。
韓国研修

報告

車いすツインバスケット（地域連携センター）

大学

2019 年 4 月 20 日、21 日の２日間、

高 さ 1.2 ㍍ の ゴ ー ル を フ リ ー ス ロ ー

がら、バスケットボールを追いかけ、

今年で 2 回目を迎える「東北文化学

サークルの中央に設置し、2 つ（ツイ

滅多に触れることのできない体験する

園大学学長杯・東北ＤＲＥＡＭｓＣＵ

ン）のゴールがあります。選手は障が

ことができました。

Ｐ２０１９」車いすツインバスケット

いの程度に応じて上下どちらかのゴー

今後、このスポーツがさらに認知さ

ボール東北・関東フレンドリーマッチ

ルを狙います。“ 頸髄 ” を損傷し四肢

れることを期待し、障がいの有無にか

を開催しました。

や体幹が麻痺した重度の障がい者でも

かわらず、だれもが楽しむことのでき

楽しめるスポーツです。

る「アダプテッド・スポーツ」を応援

今年度は、関東チームの『ＨＯＲＳ

していきたいと思います！

ＥＴＡＩＬ』が昨年度に続き優勝し、
2 連覇を果たしました。
また、大会終了後、東北ＤＲＥＡＭ
ｓの選手の協力により、車いすツイン
バスケットボールの体験会を開催しま
車いすツインバスケットボールは、
通常のゴール（高さ 3.05㍍）に加え、

した。
参加者は、車いすの操作に苦戦しな

八幡 Fan-Fan まち歩き（地域連携センター）

大学

地域連携協定を締結した八幡商店街

フェまで約２㎞のコース散策でした。

ファンコミュニティの星会長からの

参加者は、途中思い思いに写真を撮

依頼で、20 数人の仙台市民の方々と

りながら歩き、終着のカフェで撮りた

一緒に八幡町の魅力を訪ねる “ 街ある

めた写真の鑑賞会を行いました。

き ” が行われ、総合政策学部の渡邊洋

参加者からは身近な地域でも知らな

一准教授が同行して八幡町の概要につ

いことが多く、新たな八幡町の魅力を

いて解説しました（主催は仙台市柏木

再発見しましたとの感想も戴きまし

市民センター）
。

訪れたのは、八幡町のシンボル大崎

た。

八幡宮と隣接の龍宝寺、そしてそこか
ら四ツ谷用水の本流が流れる裏道沿い
の昭和のかおりを残す住宅地を通り、
へくり沢脇の瀬田谷不動尊とへくり
沢・四ツ谷用水掛樋跡が分かる覚性院
丁の春日神社へ、その後八幡小学校の
裏手を抜けて旧 48 号線沿いにあるカ

大学

東松島市総合防災訓練に参加しました（保健福祉学科・総合政策学科）

大学

台湾大学作業療法学専攻との国際交流（作業療法学専攻）

保健福祉学科と総合政策学科の学生と教員が、東松島市あおい地区の防災訓練に参加

王治文准教授の卒業研究グループの 4 年生 4 名が、台湾大学を訪れ、作業療法を学ぶ

しました。岡教授（総合）の災害救助犬が、救助のデモンストレーションを行いました。

学生との交流や、附属病院の作業療法の見学、実習中の台湾学生との交流を行いました。
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専門学校の取り組み

建設技術公開 ｢ＥＥ東北 ’ １９」見学会（建築土木科）

専門

建 築 土 木 科 で は 2019 年 6 月 5 日

通の技術分野、F 大学研究室・国土交

に夢メッセみやぎで開催された EE 東

通省などの各分野で 100 社近い企業

北 ’19 の見学を行い建設業界の新技術

が新技術の披露をおこないました。

について学びました。
会場では、A 設計・施工の技術分野、

各ブースでは、独自の技術や工法を
写真や映像で紹介したり、なかには

B 維持管理・予防保全の技術分野、C

VR で疑似体験できるものもあり、新

建設副産物・リサイクルの技術分野、

しい技術を容易に学ぶことができる工

D 防災・安全の技術分野、E その他共

夫がされていました。最新のドローン

による業界の将来像の質問をする姿も

技術による工法や、古くなった構造物

見受けられました。

専門

の新技術による維持管理方法など多数

また、建設会社に就職した卒業生が

の発表が行われ、一日では回りきれな

研修のため来場するなど、卒業生と教

いほどの数でした。

員の懐かしい再会もありました。

学生たちは将来の自分の姿を各企業

参加した学生にとって今後の就職活

ブースのスタッフに投影しながら新技

動に大いに役立つ見学会となりまし

術を学び、なかには新しい工法の影響

た。

東北文化学園専門学校同窓会は満 40 周年を迎えました

東北文化学園専門学校創立と同時に

そして、同窓会発足当時から常に学生

ながらも一致団結して乗り越えた懐か

発足した東北文化学園専門学校同窓会

に寄り添ってこられた髙橋勝則現大学

しい時代の話で盛り上がりました。

は、今年満 40 周年を迎えました。

事務局長にお願いしました。

本校卒業生は 27,000 人 (2019 年春 )。

大学の創立 20 周年と同日、周年行

同窓会役員の方々は、この日残念な

今後共、この歴史と伝統を力に代え、

事として懇親会が開催され、激動の

がら出席できなかった立石浩一同窓会

教職員の協働のもと学びの力を育み、

40 年間に関わったたくさんの方々が

長と共に、今も本校を支え、毎年、学

生きる力を身につけた自分づくり教育

集まってくださいました。

園祭の屋台村で協力いただいていま

と専門性を身につけた職業人としての

す。学園祭では、在校生が同窓生の屋

教育を実践します。

台を手伝う場面もあり、40 の年齢差
があっても、同じ学び舎から巣立つと
いう想いが卒業生と在校生を結び付け
ています。
懐かしい恩師である若狹治毅先生と
この日の記念すべき写真は、加藤俊

神田卓郎先生もおいで下さり、現在同

一同窓会副会長と、佐藤直由現校長、

窓会に関わる教員と共に、苦境にあり

専門

顔合わせ＆レクリエーション交流会（医療情報管理科）

1・2 年生の「顔合わせ会」と「レクリエーション交流会」を行いました。１年生はク
ラスメートとの交流や先輩の体験談を聞き、安心できる学習環境を実感していました。
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専門

眼の解剖実習

視能訓練士科 1 年生（視能訓練士科）

「視器の解剖・生理学」で学んだ眼の構造の理解を深めるため、豚眼の解剖実習を行い
ました。眼のパーツを計測したり、スケッチしたり、観察し、真剣に取り組みます。

幼稚園のとりくみ

幼稚園

新年度がスタートしました～楽しい幼稚園～（友愛幼稚園

幼稚園周辺の山々も緑が美しくすが

もの日の由来のお話を紙人形劇で見た

すがしい季節になりました。子ども達

りしました。新入園児にとっては初め

が入園・進級して１ヶ月が経ち、生き

ての行事でしたが、こいのぼりの歌に

生きと遊びを楽しむ姿も見られます。

合わせて子ども達の頭上に大きなこい

新しい環境で泣いていた子も少しずつ

のぼりが泳ぎ始めると歓声が上がり、

笑顔が多くなってきました。

楽しく過ごすことができました。

園長 大沼 百合子）

５月の連休明けは、全園児で夏野菜
の苗植えをしました。枝豆、きゅうり、

ジャガイモ、ブロッコリー、トマトな
どを植え、子ども達は毎日の水やりと
観察に熱心に取り組んでいます。年長
組は味噌づくりを計画中です。
これからの園生活で様々な体験をし
て充実感や開放感を味わい、友だちと

４月下旬に “ 子どもの日会 ” を行い

わいわいと楽しく過ごし、心豊かに

ました。こいのぼりを作ったり、こど

幼稚園

育ってほしいと思います。

「アレンイベント」開催（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園

６月７日、久慈幼稚園 80 周年記念

園長 田髙 美恵子）

アレン記念館について」をご講義いた

また、久慈市内の小学校２校から児

だきました。アレン先生が居住した建

童 50 人の参加がありました。これま

物の講義が始まると、参加者は熱心に

で在園児が取り組んできたアレン記念

聞き入り、メモを取るなどしていまし

館の見学や胸像の清掃活動を、参加児

た。

童といっしょに行いました。

「事前に詳しい説明があり、実際の建

きれいに洗われた胸像の温かい眼差

物で確認することができ大変良かっ

しが、参加者一人一人の心に刻まれ、

た」
と、
嬉しい感想も寄せられました。

思い出に残るイベントになりました。

行事「アレンイベント」が開催されま
した。
開催日はタマシン・アレン先生（久
慈市名誉市民、本園創設者）の命日。
久慈市教育委員会のご支援ご協力のも
と、同文化課長千葉啓蔵氏を講師にお
迎えし、
「国登録有形文化財（建造物）

主な行事予定
2019 年
7/ 1 ［専門］AO 第 1 期受付開始 (~7/16)
［大学］丘の上の音楽会
7/ 5 ［友愛］七夕まつり
7/ 7 ［大学 / 専門］オープンキャンパス
7/11 ［久慈］避難訓練 / スイミング
7/17 ［友愛］夏季休業 / 長期預かり保育
［久慈］親子教室
7/18 ［専門］AO 第 2 期受付開始 (~7/29)
7/21 ［大学 / 専門］オープンキャンパス
7/22 ［専門］夏季休業開始 (~7/29)
7/25 ［久慈］1 泊なかよし生活 (~7/26)
7/30 ［大学］前期授業終了

7/31
8/ 1
8/ 4
8/ 7
8/ 7
8/10
8/13
8/18
8/19
8/20
8/23

［大学］前期定期試験 (~8/6)
［専門］AO 第 3 期受付開始 (~8/26)
［大学 / 専門］オープンキャンパス
［大学］夏季休業開始 / 集中講義期間 (~8/9)
［大学］大学院入試 ( 一般Ⅰ期 / 学内推薦Ⅰ期 )
出願期間 (~8/16)
［大学 / 専門 / 幼稚園］共通休暇期間 (8/10-8/14)
［大学］AO 入学試験 ( Ⅰ期 第 1 次選考 )
出願期間 (~8/23)
［専門］体験入学会
［専門］授業再開
［大学］前期追試験 (~8/26)
［友愛］２学期はじめの会

8/29 ［専門］AO 第 4 期受付開始 (~9/13)
9/ 1 ［大学 / 専門］オープンキャンパス
9/ 2 ［大学］AO 入試 ( Ⅰ期 2nd ｽﾃｰｼﾞ､ 第 2 次選考 )
出願期間 (~9/6)
［専門］前期定期試験 (~9/6)
9/ 7 ［大学］保護者懇談会 ( 郡山会場 )
9/ 8 ［大学］保護者懇談会 ( 秋田会場 )
9/10 ［大学］夏季休業終了
9/11 ［大学］後期ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ､Web 履修登録期間 (~9/20)
9/12 ［大学］後期授業開始
9/14 ［専門］体験入学会
9/17 ［専門］AO 本出願受付開始
9/21 ［大学］保護者懇談会 ( 盛岡会場 )
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報告

オープンキャンパススタッフ活動紹介（アドミッションセンター）

「おはようございます！」

級生が主体となって活動している姿は頼も

高校生に学生自身の行動や姿を見せるこ

オープンキャンパスは、スタッフの元気

しくもあります。高校生にとっても憧れの

とが、大学の本質を伝える一番の方法です

で活気がある挨拶で高校生をお出迎えしま

存在になっているようで、入学後にやって

し、相手に寄り添う気持ちが醸成されてい

す。オープンキャンパススタッフサークル

みたい！などと言った声もあります。実際

ることは、なによりの喜びです。

は今年で 4 年目。年間 8 回開催されるオー

にサークルに所属する学生で「オープン

学年・学科専攻の垣根を越えた交流を含

プンキャンパスの運営を担う、総勢 150 人

キャンパスに参加した時に、優しく対応し

めたさまざまな出会いの中で、コミュニ

を超える学生主体の団体です。

てもらったので、今度は自分が高校生をサ

ケーション能力を養い、社会生活に役立つ

ポートする立場で頑張りたい」といった理

スキルを身につけてほしいと考えていま

由で活動する学生もいます。

す。

当日の活動は、受付、誘導、全体会の司
会進行、キャンパスツアーなどがあり、上

笑顔で高校生をお出迎えします！

全体会の司会もお任せ下さい！

教室への誘導やキャンパスツアーも担当します

オレンジのシャツがトレードマークです

言語聴覚学専攻３年 太田 幸穂 ( おおたゆきほ ) さん
対応した高校生が笑顔で帰る時にやりがいを感じますし、
私が頑張る原動力でもあります。もともと積極的に話す
タイプではないので、初めは苦労の連続でした。ある時、
高校生から「またオープンキャンパスに来ます！」と言
われたとき、このサークルに入ってよかったと感じると
同時に、自分の成長も実感できました。
1 年間で延べ 1500 人の高校生に対応

報告

2019 年度

大学

またお待ちしております！

入職者教職員一覧
大学

リハビリテーション学科理学療法学専攻
助手 平山 和哉
大学

リハビリテーション学科言語聴覚学専攻
講師 八鍬 央子
大学

看護学科
助手 安藤 莉香
専門

総合政策学科
教授 菊池 宏之
友愛

診療情報管理士専攻科
教員 曽根 真理

友愛幼稚園
教員 日下 世羅

大学

リハビリテーション学科視覚機能学専攻
助手 石川 奈津美
大学

総合発達研究センター
教授 大村 清
久慈

久慈幼稚園
教員 久慈 裕恵

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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大学

大学

看護学科
教授 小田切 孝人
大学

大学

総合発達研究センター
助手 髙橋 美里
久慈

久慈幼稚園
教員 関添 舞

看護学科
准教授 鈴木 祐子

[ 事務局 ] 健康管理センター
中山 直子

大学

看護学科
助教 伊藤 明美
大学

[ 事務局 ] 教育支援センター
佐藤 久美

久慈

久慈幼稚園
教員 松木 菜々香

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
本法人は周年記念に伴い、
（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。

