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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

第九コンサート報告（教育支援センター

学校法人東北文化学園大学主催・第
9 回「交響曲第九番コンサート」は、

山本和恵センター長）

の義援金を寄せていただきました。

し出演を決めてくれた方ばかりです。

今までも一流の音楽家を招聘してき

9 年間継続して取り組んできた積み

東京エレクトロンホール宮城で 2019

ましたが、今年は特に優秀な若きマエ

重ねが演奏会の質をも向上させるのか

年 12 月 1 日に開催されました。

ストロとソリストを迎えることができ

と感銘を覚えました。

1 時間前から列が出き始め、開場時

ました。

合唱に参加した学生は全学共通教養

には 100 人にも及ぶ長い列となって

指揮者の垣内悠希氏は 2011 年ブザ

科目「TBGU プロジェクトⅠ（輝ける

いました。公演の「心の復興支援」の

ンソン国際指揮者コンクールに優勝

主旨が広く浸透し楽しみにしてもらっ

し、将来が最も嘱望される国際級の若

生命の輝きを共に喜ぶ生命賛歌を

ていることを実感する光景でした。

手指揮者です。カウンターテナーを含

「全人類が兄弟になる」と、東北地方

者）」の履修者です。

今年は大災害支援へとさらに意義を

む若手男性ソリスト 3 人と女声合唱

の合唱団や一流の音楽家と歌い上げ、

拡げ、学生リーダー会が台風第 19 号

指導の真下先生による特別な構成で臨

1,240 人の観客と一体となった時間と

災害義援金の呼びかけをしました。観

みましたが、心躍るアンサンブルとな

空間は、人生の中でも輝けるものと

客の皆さんからは温かい声掛けと多く

りました。チャリティーの主旨に賛同

なったのではないでしょうか。
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大学

輝け！ TBGU 生「E サポ・ハワイチャレンジプログラム」（教育支援センター 山本和恵センター長）

教育支援センターでは「海外研修」

プログラム」』を企画しました。

課題設定の的確さ、調査計画の妥当

をはじめとした早期グローバル教育を

学生個々人が課題設定し、調査・研

性、計画遂行可能性、語学力などが精

各種準備していますが、長期留学へつ

究計画を立て、審査員の前でプレゼン

査され、応募者の中から 3 人の派遣が

ながるステップとして、短期間ハワイ

テーションして審査する競争的奨学金

決まり、帰国後の 2020 年１月 15 日『E

に滞在して調査・研究を行う『輝け！

制度です。
「2019 年度教育改革支援費」

サポチャレンジ講座』で研究成果を発

TBGU 生「E サポ・ハワイチャレンジ

の支援を受けて初めて実施しました。

表し質疑に応じました。

ハワイの津波教育から学ぶ
防災システム強化と被災体験の共有
総合政策学部総合政策学科
3 年 貴田有紗さん

日本人会の津波体験者へのインタビュー、飛込み取材でホテルの
津波対策のヒアリングを精力的に行い、自身の被災体験と併せて防
災対策の提案を行いました。

ハワイ大学における LGBTQ サークル活動と
アメリカ社会の人権意識に関する調査
科学技術学部建築環境学科
3 年 蓑藁田あゆみさん

ハワイ大学の LGBTQ サークルの活動参加を中心に展開しました。
自ら調査対象を探し、メールで取材交渉するなど充分に事前準備を
行った結果、濃密な成果へとつなぐことができました。

ハワイのフラダンスから学ぶ
日本のインバウンド対策
医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻
1 年 佐藤朝さん

ハワイのフラダンスを学ぶと共に「学ぶ理由」や「ハワイの魅力」
などをヒアリングしました。加えて 100 人ものインバウンド対策に
関する街頭インタビューを敢行した勇気と実行力に圧倒されました。

3 人の “ 講義 ” は、一人で困難を乗

意欲を示す素晴らしいものでした。

生にチャレンジしてもらいたいと強く

り切った自信に満ち、自分の手でつか

自発的な学修や異文化体験がこれほ

んだ情報を生き生きと語り、課題を提

どまでに学生を成長させるものかと驚

最後に３人をサポートしていただい

案に昇華した上で、早くも次の挑戦に

くばかりでした。次回もぜひ多くの学

た教職員の皆さまに感謝いたします。
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思っています。

特別講座Ⅷ（震災後のまちづくりと原発問題）
で東松島市視察研修を実施しました（総合政策学科）

大学

2019 年 11 月８日、総合政策学部で

震災復興伝承館では東日本大震災当

学生達は、東松島市野蒜・宮戸地区

特別講座Ⅷ（震災後のまちづくりと原

時の状況を展示した写真や遺物をもと

の震災復興後の現状を視察すること

発問題）を受講する学生・随行指導の

に伝承館職員の宮川氏からの講話と、

で、これまで行われてきた震災復興に

教員約 30 人が実地研修のために、東

当時の記録映像を視聴しました。また、

よる原状復帰のみならず、新たなまち

松島市野蒜地区・宮戸地区の東松島市

館の御好意で普段立入が制限されてい

づくり・地域づくりをしていく上での

震災復興伝承館（旧ＪＲ野蒜駅）・宮

る旧ＪＲ野蒜駅のホームへも立ち入る

指針を考える機会となりました。

戸地区復興再生多目的施設（宮戸市民

ことが出来ました。

※ご協力いただきました東松島市の関係者

センター等）を訪問しました。

その後は宮戸地区に移動、宮戸市民

の皆様には心から御礼申し上げます。

センター大会議室で震災復興後に新た
に立上げた「あおみな事業」・「宮城オ
ルレ奥松島コース」の状況について、
宮戸地区復興再生多目的施設農林水産
施設事務長の新沼氏より講話を戴くと
伝承館でのレクチャーの様子

大学

共に、農業・漁業後継者育成施設の視
察も行いました。

あおみな施設見学の様子

「聴く・話す・食べる」に障害をもつ方を支援する言語聴覚士（言語聴覚学専攻）

言語聴覚学専攻では、聴くこと、話

こちらは、喉に「人工喉頭」という

すこと、食べることに障害を持つ方の

器械を当てています。病気のため声帯

支援を行う「言語聴覚士」を育成しま

を摘出し声を失った方が、声帯の代わ

す。

りに音源とするための道具です。

支援には訓練や検査、様々な指導が

人工喉頭を用いると、声を失った方

含まれます。訓練や検査では、普段で

でも「ことば」でコミュニケーション

はなかなか見ないような機器を使うこ

をすることができます。

とがあります。

右の様子は音響分析といいます。
「こ

があげられます。

とば」は一瞬で消えてなくなってしま

他にも、食べる障害の検査や心理検

いますが、分析してこのような画像に

査などもあり、障害を持つ方の支援に

するとじっくりと検討することができ

つながる様々な道具があります。

ます。音響分析には、専用の装置やパ
ソコンを使用します。

まずは、器械や道具をきっかけに言
語聴覚士への興味をもってもらえると

このように言語聴覚学専攻の特色と

嬉しいです。

して、様々な機器を体験し、学ぶこと

大学

就職活動作文講座（看護学科）

大学

臨床工学セミナーⅠ（臨床工学科）

講義終了後の集合写真

看護学科では、就職活動支援の一環として作文講座を実施しています。インターンや

仙台オープン病院診療支援部臨床工学室技士長の千葉美樹先生に、実際の医療現場で

病院見学等の就職活動にむけ、教職員一同支援しています。

勤務する臨床工学技士として、責任・心構え・習慣について講演いただきました。
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大学

文化学園祭 2019（学友会）

10 月 19 日 20 日の２日間、文化学
園祭 2019 を開催しました。

園祭にしようと臨みました。
初日は、雨のスタートとなりました

がり、熱心なファンの方々にも喜んで
いただくことができました。

開催１週間前、台風 19 号による各

が、有志団体やサークル・同好会によ

２日目は天気も回復し大勢の方が足

地の甚大な被害があり、大学も学園祭

る屋台、学科ごとの学修成果の発表や

を運んでくださいました。フィナーレ

開催の是非を検討しましたが、辛い思

企画など予定の企画を実施することが

は恒例の花火。鎮魂の祈りと一日も早

いをしている方々のことを心に留め、

できました。

い復旧への願いを込めて打ち上げまし

元気を取り戻してもらうため、良い学

EMPIRE さんのステージでは雨もあ

た。

こちらは作業療法学専攻の「お化け屋敷」

EMPIRE さんのステージが始まると、応援

大学同窓会はホームカミングデー企画と

学園祭実行委員会は臨機応変にトラブル

毎年、待機列ができるほど人気です。

するファンの熱気が高まりました。

して「キラリ★縁日」を出展しました。

に対応し、学園祭を成功に導きました。

大学

ダンスイベント（学友会）
らしいパフォーマンスでした。なお、
結果は次のとおりです。
第 1 位 仙台東高等学校 / 東北大 Get ready
第 2 位 仙台城南高等学校 Etoile
第 3 位 仙台城南高等学校 チーム城南
ゲストのリアルアキバボーイズさん
と AIKA さんには、審査の他、ダンス

文化学園祭の２日目、学生食堂に設

も披露いただきました！

リアルアキバボーイズさんは息の

置したステージで RELATIONS 2019 を

合ったはじけるようなダンス、AIKA

開催しました。

さんのダンスはファンキーでありなが

今年は 11 チームのエントリーがあ

ら息をのむような神秘的なダンスでし

り、それぞれが構成に工夫をこらした

た。本学ダンスサークルは、イベント

個性的なダンスを発表しました。

の運営・進行のため未エントリーでし

表彰は上位３チームのみでしたが、
入賞しなかったチームのダンスも素晴
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たが、休憩時間にダンスで会場を盛り
上げました。

学長メッセージ

大学

総合政策学部の「グローカルリー
ダー育成補助金制度」により海外に
行った３人の学生の報告会に参加しま
した。

学びを推進するために設けられまし
た。
今年は３人の学生が２週間から３週
間現地の語学学校に通い、他国からの
学生やホストファミリーと交流をして
来ました。選んだ場所は、米国ポート
ランド、カナダ・バンクーバー、そし
て英国ロンドンです。

何とかコミュニケーションは取れるよ

それぞれの調査内容は、オーガニッ
ク野菜と人工肉の市場調査、困難な体

うになると言っていたのが印象的でし
た。

験を克服した人生経験の共有、観光地

本学にはこの他に、全学の学生が応

この制度は、総合政策学部が独自に

としての福島県の知名度調査でした。

募できる「E サポ・ハワイチャレンジ

運用している制度で、学力とチャレン

報告会を聞きながら、彼らの表情の

プログラム」も存在し、すでに３人の

ジ精神に優れた学生に、国内外での

凛々しさに感動しました。異口同音に

フィールドワークを支援し、実践的な

言葉の壁はあるが、帰国するころには

学生が挑戦しています。

『「生」を支える人や社会のあり方を考える』をテーマとしたイベント開催（医療福祉学部）

大学

医療福祉学部と NPO 法人「境を越

の難病患者の日常を写した写真展です。

それぞれが考える機会になりました。

えて」との共催で【「生」を支える人

もうひとつの企画は文化学園祭２日

「命の尊さを改めて教えてもらえた」

や社会のあり方を考える 】をテーマ

目に２部構成で行いました。第１部は

「ペアで展示されている絵と詩に感動

としたイベントを 2019 年 10 月の文

介護者不足に直面している神経難病当

した」などの感想もいただきました。

化学園祭で開催しました。

事者の日常生活を描くドキュメンタ

このイベントがネットの記事や E テ

リー映画「風は生きよという」の上映

レの番組「バリバラ」で取り上げられ

会、第２部は難病当事者とその家族、

るなど、難病者の介護者不足を広く社

支援者、介護ヘルパー等８人による

会に発信することができました。

トークライブです。
文化学園祭のイベントということで
一般参加者も多く、さまざまな人が、
同じ時間・空間の中で人間の「生」を
企画のひとつは、筋ジストロフィー

描いたテーマの映画を見て、当事者の

当事者である岩崎健一氏、航氏ご兄弟

訴えに耳を傾け、今、そしてこれから

の画と詩の作品展、写真家柏原絵美氏

どのような支援ができるのかを参加者

大学

令和元年台風第１９号災害に対する 募金活動（学友会）

本学学友会「学生リーダー会」では、令和元年台風第１９号により、甚大な被害が発
生している状況を受け、被災地の支援の一助となるよう、募金活動を行いました。

大学

石巻赤十字病院の災害訓練に参加（地域連携センター）

『令和元年度 石巻赤十字病院 大規模地震災害実働訓練』に看護学科及び臨床工学科
の学生を中心に約 40 人がボランティアとして参加しました。
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専門学校の取り組み

第 9 回 TBG 高校生デザインコンテスト開催（建築土木科・インテリア科）

専門

第 9 回 TBG 高校生デザインコンテ
スト最終審査を開催しました。
2011 年から「まちのアイディア」
「い

作品ずつ 12 作品の公開プレゼンテー

その道のプロや他校の学生との交流

ションが行われ、1 位から 3 位までの

を通じて、取組みの苦労や、作品への

順位が決定しました。

想いを互いに分かち合いました。

「高校生とプロをつなぐ」というコ

東北文化学園専門学校では、これか

ンテストの趣旨を支えるのは、一級建

らも時代に即したテーマを高校生の皆

築士 大友 彰 先生、インテイリアコー

さんに投げかけ、有意義なコンテスト

ディネーター 三塚 春枝 先生をはじめ

を開催し続けて参ります。

とする 8 人の審査員です。
模型を披露するグループ、プレゼン
を定刻で完璧に終えるグループなど、

すのデザイン」を広く募ったコンテス

審査員も驚くクオリティの作品の提示

トは 9 回目を迎え、今回も東北各地

と発表が行われました。

から 84 作品が寄せられました。

懇親会を兼ねた表彰式では、
「テー

この日の最終審査では 1 次審査を

マが難しい」
「とらえ方の違いが新鮮

通過した「まち」
「いす」部門で各 6

だった」という感想が聞かれました。

専門

クリスマスイベントを開催しました（自治会）
加した学生も大変盛り上がりました。
スタッフ一同、皆さんの楽しんでい
る様子に大満足でした。
普段は資格取得や検定試験で毎日忙
しく過ごしている専門学校生にとっ
て、クリスマス気分を楽しむひととき
を過ごすことができました。
タッフが毎年工夫を凝らして準備し開
催しています。
今年はロールケーキを 100 個重ね
てタワーを作りました。おいしいケー
キと飲み物を味わったあとビンゴ大会

12 月 20 日に自治会主催による「ク
リスマスイベント」
が開催されました。
このイベントは恒例行事で自治会ス

専門

を行いました。
ディズニーペアチケットをはじめ、
たくさんの趣向を凝らした景品に、参

男子学生のためのスーツ講座

来年度の就職に備え洋服の青山の担当が来校し受講しました。実際に見立ててても
らいながら実践的に学ぶことができました。
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専門

クリスマスコンサートを開催（社会福祉科）

ヴァイオリンとピアノのアンサンブルコンサートを開催しました。今後の演奏は、施
設等での演奏会や新入生ウエルカム ･ コンサートを予定しています。

幼稚園の取り組み

幼稚園

友だちと一緒に～うみの杜水族館と腹話術の観劇会～（友愛幼稚園

幼稚園から見える山々が雪でうっす

いでした。

園長 大沼 百合子）

あっという間の１時間でした。

らと白くなりました。ちらちら舞う初

水族館では、大きいエイやジンベイ

子ども達は、友だちと気持ちが繋が

雪を見て “ 雪が積もったら雪だるま作

ザメを見てはしゃぎ、イルカショーで

ると、嬉しい時はもっと嬉しく、悲し

ろうね ” と早くも雪遊びを楽しみにし

は歓声を上げて拍手し楽しんでいまし

い時は悲しみが少し和らぐような体験

ています。

た。心配だった長い移動時間も友だち

をいろいろな場面で感じてきました。

11 月 8 日に、園外保育でうみの杜水
族館に行ってきました。水族館が初め

や先生と水族館の話題でいっぱいで楽
しい一日になったようです。

てという子も多く、行きのバスでの魚

12 月 12 日の東北文化学園専門学校

クイズ大会も盛り上がり楽しさいっぱ

こども未来科との観劇会では、“ スマ

今後も園での活動を通して “ 友だち
と一緒が楽しい ”“ 友だちはいいな ” と
いう思いを感じてほしいと思います。

イリーチバの腹話術イリュージョン ”
を観ました。
劇は、こども未来科の学生達が手作
りパペットを使って腹話術での挨拶か
ら始まり、人形との楽しいやり取りや
トークショーに子ども達は時を忘れ、

幼稚園

異年齢交流「遊デー」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）

赤や黄色に染まった葉っぱがひらひ

色とりどりの葉っぱやドングリの

らと舞うあたたかな晩秋の日、今年最

実、マツボックリなどの自然物を使っ

後の「遊デー」を開催しました。

た自慢の作品も並び、楽しい一日を過

広い園庭に自転車コーナー・作って

ごすことができたようです。

遊ぼう・ごっこコーナーなど、９つの

これからも園の広い園庭や自然環境

遊びのコーナーを設けます、全園児が

を生かし、子どもとその保護者同士、

揃ったら戸外で異年齢交流「遊デー」

地域の人とも交わることのできる場づ

の始まりです。

子ども達は、好きな遊びを通して学

くりを推進してまいります。

年の垣根を越えワイワイと賑やかです。
在園児の保護者や未就園の親子も遊
びに参加し、楽しい時間を共有しまし
た。
回を重ねるごとにお父さん方の参加
も増えて、幼稚園での遊びを楽しむ姿
が見られるようになりました。

主な行事予定
2020 年
2/ 3 ［友愛］豆まき会
［久慈］豆まき・親子教室
2/ 4 ［大学］春期休業（~3/29）
2/ 5 ［大学］一般選抜 ( 前期 ) 試験日
［専門］後期定期試験（~2/12）
［友愛］誕生会
［久慈］親子図書館（年長児）
2/14 ［大学］一般選抜 ( 後期 )･ ｾﾝﾀｰ試験 ( 後期 )･
編入学 ( 一般編入Ⅱ期､ 社会人Ⅱ期 ) 出願期間
(~2/25)
2/15 ［専門］第Ⅴ期入試
2/16 ［専門］体験入学会

2/17 ［大学］一般選抜 ( 前期 )･ ｾﾝﾀｰ 試験 ( 前期 ) 合格
発表
2/18 ［大学］大学院入試 ( 一般Ⅱ期 ･ 学内推薦Ⅱ期 )
試験日、一般選抜 ( 前期 )･ ｾﾝﾀｰ試験 ( 前期 )
入学手続期間 (~2/25)
2/19 ［大学］大学院入試 ( 一般Ⅱ期 ･ 学内推薦Ⅱ期 )
合格発表
2/20 ［大学］大学院入試 ( 一般Ⅱ期 ･ 学内推薦Ⅱ期 )
入学手続期間 (~2/27)
2/21 ［友愛］保育参観・クラス懇親会
2/22 ［友愛］新入園児一日入園
2/25 ［専門］第Ⅵ期受付開始
3/ 3 ［友愛・久慈］ひなまつり

3/ 4 ［大学］一般選抜 ( 後期 )･ 編入学 ( 一般編入Ⅱ期
･ 社会人特別選抜編入Ⅱ期 ) 試験日
3/ 6 ［大学］自己推薦入学試験出願期間 (~3/13)
3/ 10 ［久慈］避難訓練
3/ 12 ［大学］一般選抜 ( 後期 )･ ｾﾝﾀｰ試験 ( 後期 )･ 編
入学 ( 一般編入Ⅱ期 ･ 社会人特別選抜編入Ⅱ期 )
合格発表
3/ 13 ［大学］一般選抜 ( 後期 )･ ｾﾝﾀｰ試験 ( 後期 )･ 編
入学 ( 一般編入Ⅱ期 ･ 社会人特別選抜編入Ⅱ期 )
入学手続き期間（~3/23）
3/ 14 ［専門］第Ⅵ期入試
3/ 18 ［専門］卒業式
3/ 19 ［大学］学位記授与式
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研究

作業のバランスと健康について（リハビリテーション学科作業療法学専攻

毎日忙しく仕事に追われていると休

髙木 大輔准教授）

例えば、仕事のように「しなければ

変化などによって、義務でも願望でも

みの日が待ち遠しくなるものですが、

ならない」という義務的な作業や、余

ない作業が多くなると、生活の満足度

休みが続けば続いたで何となくダラダ

暇のように「したい」という願望的な

が低下する傾向にあるため、健康的な

ラ過ごし、生活がシャキッとしないこ

作業が生活全体に占める割合を検討し

生活には作業バランスが重要となりま

ともしばしば経験します。仕事と余暇

ます。

す。

では適度なバランスが大事になるのか

健康な人に決まった割合があるわけ

働き方改革やライフワークバランス

ではないのですが、平均的には義務か

が叫ばれる現代において、仕事とプ

つ願望作業が 6 割、義務作業が 2 割、

ライベートという観点だけではなく、

は、人間が行う様々な作業がどのよう

願望作業が 2 割あることが分かって

日々行っている作業が義務的なのか願

に構成され日々の生活が成り立ってい

おり、義務でも願望でもない作業とい

望的なのかという観点から改めて生活

るのか、日常作業のバランスに着目す

うのはほとんど見られません。

を振り返ってみてはいかがでしょう

もしれません。
私の仕事である作業療法の分野で

ることがあります。

一方、病気や障害、生活スタイルの

2
1

髙木准教授と登米市元気応援コンシェルジュの方々との学習会

日本作業療法学会での発表

1

2

「作業バランスの解釈に関する一考察－健康高齢者のデータ分析より－」
2019 年度の日本作業療法学会で作業バランスをどのように解釈すればよいのかについて
発表しました。データ収集には仙台市や登米市の方々に多数ご協力いただきました。

「登米市元気応援コンシェルジュの方々との学習会」
作業バランスと健康の関係について説明し、ご自身の作業バランスを振り返ってもらいました。参加の
皆様は同じ作業でも人によってとらえ方が大きく異なることに気づかれ、有意義な学習会となりました。

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

8

か。

東北文化学園 季報 vol.19

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。

