広報誌 vol.18
2019 年9.30 発行

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

「せんだい七夕まつり」に出展した七夕飾り
マスコットキャラクター「つっちぃ」をデザイン

みやぎ県民大学「学校等開放講座」を開講
宮城県の委託を受け、東北文化学園

る「認知機能低下を防止するレクリ

を実践していただきました。

大学が宮城県民を対象とし生涯学習講

エーション」を体験していただきまし

最終日８月３日には、
「認知症を支

座を実施しました。今年度は『地域で

た。受講者は、頭と身体を組み合わせ

えるまちづくり」についてグループ

支える認知症』をテーマに、認知症の

たエクササイズに苦戦しながらも、楽

ワークを行いました。認知症の方の見

予防と理解について学び、その介護技

しみながら実践していました。

守りや、注意点など話し合い、「地域

術について体験していただきました。

第３日目となる７月 27 日には、同

で支えるまちづくり」について学びま

第１日目となる７月 13 日は医療福

学部 黒沢麻美助教による介護技術に

祉学部 菅谷洋子 准教授による「認知

ついて学びました。介護技術の基礎と

今後も、地域のニーズに沿い、生涯

症予防」を受講し、第２日目の７月

なる「ボディメカニクス」や、介護を

学習講座を開講して参りますので、ぜ

20 日には同学部 森田清美 准教授によ

助ける設備や福祉用具を用いた「介護」

ひご参加ください。

した。
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大学

第１５回

感謝の日を開催（地域連携センター）

毎年恒例のイベント “ 感謝の日 ”

り・清掃活動を協働で実施しました。

を育む絶好の機会と捉えており、地域

この活動は、国見地域のみなさま

の方々と共に協働することで世代間交

に、
日頃の感謝の気持ちを伝えようと、

流を深め、近年希薄化している地域コ

ましたが、雨模様の中、本学の学生・

2005 年より６月の第４土曜日に実施

ミュニティの醸成を期待した活動で

教職員約 350 人と本学キャンパス周

しており、今年で 15 回目を迎えまし

す。

辺にお住いの国見五丁目町内会・国見

た。

が６月 22 日に開催されました。
当日早朝までの雨で実施が心配され

今後も、地域とかかわり、ともに成

町内会の方々約 30 人が、近隣の公園

本学では、こうした活動が学生達の

や福祉施設等 14 箇所に分かれて草刈

マナー向上に役立つとともに、社会性

出発式の様子

土屋学長あいさつ

大学・専門学校の学生代表から一言

出発前に道具・機材を点検

お揃いのタオルで清掃活動がんばります！

国見地域の方と一緒に清掃します

14 箇所の公園・福祉施設を清掃

面積の広い公園では草刈り機が大活躍

約 380 人で清掃活動を行いました
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長する大学として発展していきます。

大学

学科の取り組み（カフェポレポレ、ポレポレ市）について（総合政策学科）

「カフェポレポレ」
「ポレポレ市」と

上も重要ですが、卒業後には変化の激

はより実践的な学内インターンシップ

は、秡川（今年度より菊池に交代）
・

しい社会を生き抜く力も必要です。そ

の場へと変化しました。

立花・増井合同基礎ゼミナールが本学

こで、実践的な教育を通して、目標に

さらに、今年度前期は「地域とつな

セブンイレブンと共同で実施している

向かって主体性を発揮し、他者と協働

がる」をテーマに大学周辺住民向けに

学生主体型授業で生まれたプロジェク

できる力を養成するプロジェクトに着

JA から仕入れた農産物の販売「ポレ

トです。

手しました。

ポレ市」を行い、実社会との接点も持

学生は、専門家の助言を得て、企画

当初はコンビニの商品企画だけでし

てるようになりました。

から運営までをすべて体験すること

たが、キャンパス内での販売実践や店

この 4 年半の取り組みで学びを多

で、早期にキャリア形成への意識を高

舗での商品発注等を経て、今では全学

様化した結果、学生間の相互作用が高

めていきます。

的にも認知されている「カフェポレポ

まり、意欲を持って主体的に授業に取

本合同ゼミを 2015 年度に開始した

レ」の運営にまで発展しました。この

り組む学生が増えてきました。

きっかけは、受け身で他者との関わり

間、プロジェクト経験者が下級生の

が苦手な新入生が増えていることに対

リーダーとして成長し、専門学校、他

する危機感です。大学では専門性の向

学部教員、職員の参画により、本授業

今後も学生と対話を重ねながら、プ
ロジェクトを発展させていきます。

カフェの内装は専門学校インテリア科が協力

カフェ運営を通じて生き抜く力を身につける

プレオープンも口コミ戦略が効果を発揮し満席に

ハロウィンバージョンの内装も人気でした

JA（農協）の農産物を学内販売する「ポレポレ市」

約 20 種の新鮮な野菜をもとめ近隣の住民が訪問
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購入者の自宅まで同行配送サービスを企画

山形名物たまこんにゃくの販売ブースも併設
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売上は国見地域の発展のため町内会に贈呈

大学

WCV の活動紹介（アドミッションセンター）

WEEKDAY CAMPUS VISIT（以下 WCV）
は、高校生が大学生と一緒に講義を受
講し、普段の大学生活を体験するプロ
グラムです。

択はなにか？」を見極める力を身につ
けます。

今回、４日間も参加した医療職を目
指す高校 3 年生は、
「大学の学びが高

東北では本学だけが取り組むこのプ

度であることを改めて知った。自ら学

ロジェクトも今年で３回目。7 月 24

ぼうとする姿勢が大事だと感じた。
」

日から土日を除き 7 月 30 日まで５日

と振り返り、進路への意欲を新たにし

間の日程にのべ 38 人の高校生が参加

ていました。

しました。

講義の後には、高校生一人ひとりの
振り返りワークが行われます。

大学

に対する見方や発見、気づきを互いに
共有し「自分にとってベストな進路選

大学

「丘のうえの音楽会 8」を開催しました（教育支援センター（E サポ）
）

「第九コンサート」のプレイベン

もの）
」の合唱指導の 5 人の先生方が、

トである『丘のうえの音楽会 8』を、

日本語の楽曲や有名なピアノ曲、オペ

ル宮城で「第 9 回学校法人東北文化

2019 年 7 月 1 日に新装となった学生

ラ曲を厳選した親しみやすいプログラ

学園大学『第九コンサート』
」が実施

食堂「虹色空間」で開催しました。

ムを企画していただきました。

されます。

また、今回は特別に会場から希望者
を募り指揮棒を振ってもらう「指揮者

さて本年度は東京エレクトロンホー

学生達の鍛錬の成果をぜひ聞いてく
ださい。

体験コーナー」が設けられました。
自由な棒の動きに一流のピアニスト
が時に翻弄され、時に見事にシンクロ
する姿に触れて、クラッシック音楽が
とても身近に感じらる楽しい機会とな
学内の方はもとより近隣からも多く

りました。コンサートホールではなく

の方を迎え 109 人の参加がありまし

制限された音響環境にも関わらず、空

た。

間を支配したエネルギーに溢れた演奏

「ＴＢＧＵプロジェクトⅠ（輝ける

大学

は圧巻でした。

永年勤続者表彰式

大学

国見５丁目と「東北文化学園大学友の会」締結式（地域連携センター）

【左】貝山地域連携センター長
【右】国見 5 丁目町内会赤平会長

８月 28 日、本法人の永年勤続者の表彰式を開催しました。大学教員 11 人、専門学校

国見５丁目町内会と「東北文化学園友の会」に関する覚書を締結しました。会員は本

教員 1 人、事務職員 6 人の合計 18 人が表彰され、賞状と記念品が授与されました。

学の施設利用、開講講座の受講が可能になるなど、まちづくりの促進が期待されます。
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学長メッセージ

大学

一般社団法人実践教育訓練研究協会

流にあたり、名取川を見下ろすこの店

レベルの競技会で好成績を獲得した、

が主催する建築設計競技が、今年で２

は、飲み物さえ買えばだれでもオハギ

建築環境学科の教員の指導力にも深い

年目を迎えました。

を持ちこんで食べることができます。

尊敬の念を抱きます。

昨年建築環境学科の庄子夏姫さん

元気な店を拠点にして、秋保に再び

が、
「見守りの住処～地中庭園と空中

温泉街を復活させたいという願いが込

庭園で視線が繋がるコートハウス～」

められた作品です。

と言う作品で 2 等を獲得したのに引

オハギから始まり、豊

き続き、今年は建築環境学科の佐藤智

かな発想に基づいた地域

耶君が、
「ベーカリーライン」で見事

活性プランを提案してい

1 等に輝きました。

ます。

秋保が地元の佐藤君は、1 日 5,000

このような学生は、ま

個も売れる誰でも知っている
「さいち」

さに「輝ける者」であり、

のオハギに着目し、今回のテーマであ

心からその成果を讃えた

る「店舗併用住宅」を「さいち」に隣

いと思います。

接して設計しました。磊々峡のすぐ上

興味のある方は、是非本学のホーム
ページをご覧ください。

ま た、2 年 続 け て 全 国

大学オリジナルの七夕飾りを出展しました（学友会）

大学

「仙台七夕まつり」に出展する七夕
飾りの制作を学友会役員、学園祭実行
委員、その他有志一同から成る「七夕
実行委員会」が行いました。

域への感謝の気持ちを表す目的で継続

みなさんにもご覧いただけたらと思い

しています。

ます。

今年も、８月６日～８月８日の３日
間サンモール一番町商店街に出展させ
ていただきました。
今年の七夕飾りのテーマは「令和」
です。
飾りのひとつに本学のマスコット
キャラクターである「つっちぃ」を配
置し、新しい時代の中で学生一人ひと
りが輝くことができるようにという願
いと、新しい時代が平和であって欲し

本学は 2002 年から七夕飾りの出展

いとの思いを込めて作りました。

を始め、
「杜の都」仙台で学ぶ学生の

仙台七夕祭りへの出展後は、本学の

郷土愛を育み、仙台の歴史に触れ、地

学生食堂に展示していますので、是非

大学

卒業生講演会を開催しました（理学療法学専攻）

講演会は３人の卒業生が講師として登壇し、理学療法士の仕事とやりがい、学生時代
の努力や苦労を伝えました。理学療法士をめざす学生は大きな気づきを得たようです。

大学

地域ケア会議に参加しました（保健福祉学科）

「地域ケア会議」とは、地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みのひとつです。
住民や支援者と共にイベントに参加するとともに運営のサポートを行いました。
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専門学校の取り組み

校舎玄関リフォームをコーディネート（インテリア科）

専門

専門学校玄関ホールの一部をリ

空間に相応しいと思う壁紙のサンプル

ださい！」と校長先生からご依頼があ

フォームすることになり、
「それなら

を２～３点厳選しました。それを、リ

り、
「え～！？」と驚きながらも、一

インテリア科にまかせて！」と、女子

フォーム予定の場所に貼り、最終選考

人ずつ立派にプレゼン。次第に候補が

学生の有志、石岡和紗さん、石村汐莉

の準備は整いました。

絞られます。

さん、栗田祐利果さん、今野直恵さん、

そして、栄えある１枚が決定！壁紙

渡辺萌雅さんの５名が壁紙の選定に挑

を選んだのは石岡さん。夏季休暇が明

戦してくれました。

けた日、登校してきた学生にも大好評

まず、壁紙メーカー４社５冊の見本

でした。デザインするって楽しい！

帳を１冊ずつ担当し、その中からこの

さて、佐藤校長先生を交え、最終選
考です。
なかなか決まらない中、
「じゃ、
一人ずつ自分の選んだ壁紙のどこがポ
イントか、プレゼンテーションしてく

専門

七夕音楽祭・アコースティックコンサート（社会福祉科・介護福祉科）

社会福祉科では、児童福祉施設や高

同チームで、七夕音楽祭・アコース

齢者福祉施設等の社会福祉の現場で、

ティックコンサートを開催しました。

を含めた全 10 曲を演奏しました。
会場には 50 人以上が集まり、さな

音楽を通して地域や利用者 ･ ご家族の

がら “ 夏フェス ” の雰囲気で、参加者

交流の場づくりを目的に、コンサート

全員が大いに盛り上がりました。

活動を行っています。児童から高齢者

今後は、多くの福祉施設で活動し、

まで楽しんでいただける楽曲を選曲し

地域と利用者の橋渡しとなれるよう地

て練習しています。

域社会に貢献していきたいと考えてい

今回は社会福祉科と介護福祉科の合

ます。
コンサートでは、あいみょんさんの
「マリーゴールド」やＡ imer（エメ）
さんの「茜さす」等の楽曲からジブリ
の名曲「人生のメリーゴーランド」や
沖縄三線を取り入れた「涙そうそう」
や
「島唄」
などのスタンダードナンバー

専門

2 年生が保育実習に行ってきました（視能訓練士科）

専門

トータルビューティー講座を開催（医療秘書科）

初めての学外実習で緊張していましたが、子どもの発達を学ぶため、楽しみながらも

医療秘書科では１年生の「トータルビューティー講座」の中で華道・フラワーアレン

真剣に子どもたちと関わってきました。

ジメントを勉強します。生け花を通して日本文化を学びます。
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幼稚園の取り組み

幼稚園

お泊り会を通して（友愛幼稚園

園長 大沼 百合子）

２学期が始まり、真っ黒に日焼けし

自然と順応していきました。

て元気いっぱいの子ども達の声が園内

子ども自身が考え行動し、出来た時

に響きます。子ども達の笑顔から楽し

の喜びが、将来への意欲に繋がること

い夏の日を過ごしたようでした。

を実感しました。子どもの何気ない会

夏休みに入ってすぐ、年長組が幼稚

話にはたくさんの “ 想い ” が隠れてい

園でお泊り会をしました。毎年、キャ

ます。これからも子どもの声に耳を傾

ンプをしていたのですが、“ 蛍を見た
い！ ” と話題になり、幼稚園に宿泊す
ることになりました。

その後、子どもたちは「したいこと」
と「準備」について相談しました。

け、“ やってみたい ” という気持ちを
大切にした保育を行ってまいります。

魚釣りをしたい！お風呂はどうす
る？夕ご飯は何を作る？など、話し合
い計画を立てました。
お泊り会当日は、初めて家族と離れ
て過ごすことで不安な子もいました
が、子ども同士で気持ちを切り替え、
ハプニングにみんなで対応することで

幼稚園

笑顔！充実！大学生との交流会（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園

９月上旬、東北文化学園大学理学療
法学専攻の学生 75 人を迎えました。

園長 田髙 美恵子）

育館を会場に、騎馬戦、背中渡りリ

しい！」を共有し、思う存分遊ぶこと

レー、園児・大学生による本気リレー

ができました。

例年、この時期に当施設で夏季集中

を行い大変盛り上がりました。学生の

年長児は大学からキャンドル作りを

セミナーが開催され、今年は 10 回の

皆さんの迫力ある走りに、子ども達は

教わり、プレゼントをいただきました。

節目の年になりました。恒例となった

興奮を隠せませんでした。

遊びを通して、沢山のことを学んだ子

園児・大学生との２日間の交流会は、

ども達の目が輝きを増しました。これ

年々充実した時間になっています。

からも思い出をパワーにつなげ、大き

１日目のミニ運動会では久慈市民体

く成長してほしいと思っています。

２日目、子育て支援事業「なかよし
デー」に全園児と保護者、未就園親子、
学生が全員参加し、大人も子どもも「楽

主な行事予定
2019 年
10/ 1 ［専門］入学願書受付開始､ AO 第 5 期受付開始
10/ 5 ［友愛］運動会
［大学］パロリンピック
10/ 11［久慈］親子遠足
10/ 17［友愛］新入園児説明会
10/ 19［大学・専門］学園祭・オープンキャンパス (~10/20)
10/ 21［大学］一般推薦入試 ( Ⅰ期 )､指定校推薦入試 ( Ⅰ
期 )､ 編入学試験 ( 一般Ⅰ期､ 社会人特別選抜Ⅰ
期､ 指定校 ) 出願期間 (~10/31)
10/24 ［久慈］子育て講演会
10/26 [ 専門 ] 第Ⅰ期入試､ AO 第 5 期選考
10/28 ［専門］第Ⅱ期願書受付開始 (~11/18)

10/29 ［久慈］ハロウィン・親子教室
10/31 ［専門］AO 第 1 期～第 4 期本出願受付締切
11/ 1 ［大学］AO 入学試験 ( Ⅱ期 ) 出願期間 (~11/12)
［久慈］願書受付 (~11/2)
11/ 5 ［専門］AO 第 5 期本出願受付開始 (~11/15)
11/ 6 ［専門］AO 第 6 期受付開始 (~11/18)
［友愛］誕生会
11/ 8 ［大学］休講 ･ 立入制限 ( 入試準備 )
11/ 9 ［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 )
11/10 ［大学］指定校推薦入学試験 ( Ⅰ期 ) 試験日
11/17［専門］体験入学会

11/18［大学］AO 入学試験 ( Ⅱ期 ) 出願期間 (~11/21)
11/19［大学］一般推薦入試 ( Ⅰ期 )･ 指定校推薦入試 ( 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 ) 入学手続期間 ( ～ 11/28)
11/25［専門］第Ⅱ期願書受付開始 (~12/9)
11/27［大学］一般推薦入試 ( Ⅱ期 )､ 指定校推薦入試 ( Ⅱ
期 )､ 社会人特別選抜試験 出願期間 (~12/5)
11/30［友愛］みんなの発表会
12/ 1［大学・専門］第 9 回 ｢第九ｺﾝｻｰﾄ｣
12/ 2［専門］AO 第 6 期本出願受付開始 (~12/13)
12/ 5［大学］AO 入学試験 ( Ⅱ期 ) 入学手続期間 (~12/12)
12/ 7［専門］高校生デザインコンテスト
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研究

健康で快適な居住環境づくりを目指して（建築環境学科

私の研究室では，健康で快適な居住
環境づくりを目指して、室内空気環境
分野の研究活動を行っています。
現在、研究室には学部 4 年生 3 人
が在籍しています。
また、同学科の教授で恩師でもあり
ます野﨑淳夫先生や二科妃里先生と共
に研究を行ったり、共同で勉強会を開

一條 佑介講師）

いています。

生源が存在します。その広範囲の発生

研究活動以外では、毎年イベントが
開催され、とても交流の多い研究室で
す。
（写真

1

2

）

源を調査し、室内空気汚染問題の解決
が図られています。
また、空気清浄機等の汚染対策技術

当研究室では、室内環境に関する
テーマを基に様々な研究を行っていま
す。

の研究開発も数多く行われています。
( 写真

3

4

)

参考として、下記の研究テーマなど

室内においては、多数の汚染物質発

について日々研究を進めています。

1

コース合宿の様子

2

コース合宿の様子

3

空気清浄装置の開発

4

空気環境実験室

「臭気対策製品の汚染物質除去性能に関する研究」
臭気対策製品について、問題となる臭気物質のアンモニアを含む実用的試験法を提案し、同試験法
を用いて製品の臭気物質除去性能を実験室実験により明らかにし、またユーザーのために適切な使用
方法を提供しています。

「放射性物質による環境汚染とその対策技術に関する研究」
建築物とその土地の放射性物質汚染に関わる情報収集を行い、汚染メカニズムを検討しています。
また、建築物内外の放射線量率を低減させるための手法と技術を具体的に検討しています。

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。

