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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

東北文化学園大学学位記授与式・東北文化学園専門学校卒業証書授与式を開催

専門学校では 123 人の学生が卒業

専門学校では就職と進学に進路がわかれる

視能訓練士国家試験に視覚機能学専攻学生が全員合格

大学では教室で学位記が授与された

大学の臨床工学科では第一期の卒業生が誕生

専門学校では校長室で代表者へ卒業証書を授与

学生のみを参加者とする学位記授与式・卒業証書授与式

大学・大学院では 455 人の学生が卒業

授与式の後は思い出の場所で友人と記念撮影

３月 18 日と 19 日に東北文化学園

び、卒業証書授与となりました。

人の学生が卒業しました。

大学学位記授与式と東北文化学園専門

卒業生は体育館での式典が行われな

卒業生の皆さんの前途に祝福を祈り

学校卒業証書授与式を開催しました。

い寂しさも受け止めつつ、友人との社

つつ、大きく羽ばたいてほしいと教職

会への門出を喜んでいました。

員一同、期待しています。

新型コロナウィルスの影響もあり、
体育館での開催ではなく、各学科専攻
や科ごとに教室に分かれた学位記及

今年、東北文化学園大学・大学院は
455 人、東北文化学園専門学校は 123

みなさまご卒業おめでとうございま
した。
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土屋 滋

東北文化学園大学

佐藤 直由

東北文化学園専門学校

大学

仙台市議会議員（泉区）

細野 敬士

学長

校長

2002 年 東北文化学園専門学校保育福祉
科卒業後、仙台市東仙台保育所で就業、
その後仙台ひと・まち交流財団で各地の
児童センター、児童館で勤務。自治労仙
台市職員労働組合で就業後、2019 年 8
月仙台市議会議員（泉区）に立候補し初
当選。市議会では議会運営委員会、健康
福祉委員会、交通政策調査特別委員会の
委員として活動。地域では仙台市立館小
学校ＰＴＡ会長などを担当している。

仙台市議会議員（宮城野区）

山下 純

2008 年 東北文化学園大学保健福祉学科
卒業後、衆議院議員郡和子（現仙台市長）
秘書として９年就業した。
その後、衆議院議員岡本あき子公設第
一秘書として勤務、2019 年 8 月仙台市
議会議員（宮城野区）に立候補し最年少
で初当選した。市議会では広報委員会、
健康福祉委員会、防災減災調査特別委員
会の委員として活動。

卒業生座談会

2020 年初春「卒業生座談会」として、2019 年 8 月の仙台市議会議員選挙で初当選し、新人議員として活躍する２人の
卒業生と、東北文化学園大学の土屋学長、東北文化学園専門学校の佐藤校長の座談会を開催しました。座談会では、市議
の業務から、学生時代、市議になった理由から、本学への提言まで、多岐にわたるテーマで語り合いました。

議員のシゴト
土屋

お二人ともご当選おめでとうございます。新人議

員として早くも市議会で質問の場に立ったそうですね。
山下

はい。議会で、小学生の通学負担解消のため、教

材を学校に置く「置き勉」を提案しました。低学年ほど教
科書も厚くて重い、
子どもの成長にも関わる問題です。ロッ
カー整備も始まり、迅速な対応ができました。
細野

元児童館職員として、児童館の問題を質問しまし

た。ひとつは職員の労働条件の悪さ、もう一つは児童館の

山下

特別な能力はいらないと思います。例えば、木が

定員とハード面の整備・拡充のアンバランスさです。法律

伸び放題でごみ屋敷のような所にお住まいの方がいて、そ

や条例の枠組みだけが先行し、なにが子どもの健全育成な

の原因が高齢による身体の不自由さという場合、
「通学路

のか？ということを子ども未来局の局長に要望しました。

だから危ない」という理由で、行政が木の伐採をすること

佐藤

新人とは思えない鋭い質問ですね。ところで議会

の会期中以外は何をしているのですか？
細野

地域を歩いて、さまざまな困りごとをヒアリング

しています。仙台市全体の取組みや条例に関する話は議会

も可能です。行政をうまく使って自分の生活をよくできま
すよという提案もできるので、どこに問題点を見出すかと
いうことだと思います。
佐藤

その気づきは福祉を学んだからでしょうか。こち

で取り上げますが、地域のスポット的な困りごとは地元の

らから押し付けず、相手の言いたいことや考えを受け取っ

議員が主導して、
役所とつなぎ予算をつける事もあります。

たうえで、手を差し伸べたりサポートするといったような。

土屋

そこに困りごとがあると気づくには、何か特別な

能力が必要なんですか。

地域の困りごとを丹念に聴
き、議会につなげるのが市
会議員です

仙台市議会議員（宮城野区） 山下 純
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山下

そうですね。問題を抱える人の背景をしっかり考

えることは福祉で学びました。大学で学ばなければ、こう
いう人だからしかたないと判断していたかもしれません。
細野

新人の場合、次の４年後の選挙が本当に評価され

る時です。それまでに、地元に貢献できる仕事をどれだけ
できるかが課題だと考えています。

若い人への教育は重要な課
題。異なる世代間の交流は重
要です
東北文化学園専門学校校長

佐藤 直由

山下

をもっと広げてほしいですね。ゼミなどを活用して、講演
会など、他地域の人と関わる機会があると良いですね。人
との交流から自己肯定感も醸成されると思います。
佐藤

学生時代
佐藤

二人はどのような学生でしたか？

山下

地域福祉論ゼミに所属していました。大学生らし

学校だけの交友関係に偏りがちなので、人間関係

自己肯定感の醸成も含め、若い人への教育はとて

も重要な課題ですね。特に異なる世代間の交流は重要です。

「地元愛」をふくらませ、地
元で生きる力を高めた学生が
仙台には必要

く試験前は私のノートを仲間と共有した記憶が強いです。
佐藤

ノート係の人が成績が良いことが多いですね ( 笑 )

細野

私も同じです。今でも忘れませんが、板書してす

ぐ黒板を消す先生がいて、書き取るのに必死でした。専門
学校時代の仲間とは今でも交流しています。立候補した時

仙台市議会議員（泉区） 細野 敬士

東北文化学園への希望
土屋

学生の教育について、私どもの大学も学部学科を

は相当からかわれました ( 笑 ) 振り返ると学びも遊びも本

再編し、現在の時流に合いつつ、さらに学生に寄り添う形

当に充実した学生生活でしたね。

の大学として変革を進めています。専門学校とも連携し、

土屋

充実した学生生活は、私たちがめざす学生のロー

学校法人として大きなうねりとしたいと考えています。そ

ルモデル。卒業後にそう感じる学生を増やすため、私たち

こで、卒業生として本学への期待などは何かありますか？

は精一杯努力しないといけないですね。

一部の優秀な人だけでなく、
みんなが幸せに輝ける社会
を共に作り上げたい
東北文化学園大学

学長 土屋 滋

議員になった理由

山下

卒業後どんな場所にいても大学を頼れる、手厚い

しくみがあると安心できますね。特に、介護・福祉の仕事
は、組織の健全さの評価があやふやなところもありますの
で、なかなか一人では判断が難しい。さまざまな社会経験
のある卒業生と大学生が繋がり相談できるコミュニティな
どがあると良いですね。

佐藤

おふたりが議員になったきっかけは何ですか？

細野

児童館を退職後、仙台市職員の労働組合に勤務し

都圏に流出して地元企業に残らないことです。問題解決の

ました。市職員の処遇は議会で決まり、意見反映するには

例として、大学・専門学校と地元企業、卒業生の繋がりを

組合出身の議員が必要です。そこで裏方として勤務するな

より密にしていく取り組みはできないでしょうか。「地元

か、組合委員長から議員に立候補してはどうかと推薦いた

愛」を醸成し、仙台に住んで働こう！という気持ちを高め

だきました。家族と相談し１年悩みましたが、議員という

る独自の取り組みができれば、他学との差別化にもなりま

仕事は有権者の方から選ばれる仕事、誰でもなれるわけで

す。是非、私たちも一緒に考えていきたいですね。

はない、
今後このような機会はないだろうと決断しました。
山下

細野

土屋

実は今、仙台市の問題は、仙台で学んだ若者が首

熱い言葉をいただき、ありがとうございます。日

私の場合は、兄も東北文化学園大学の卒業生です

本の若い人すべてを、一部の優秀な人だけでなくみんなが

が、介護の仕事で身体を壊しました。その経験から、福祉

幸せになって輝ける社会を一緒に作り上げていけたら嬉し

の未来をもっと良くできないかと考えました。ご縁があり

いです。今後ともよろしくお願いいたします。

国会議員の郡和子さん（現：仙台市長）と知り合い、「福

細野

山下

よろしくお願いいたします。

祉の前線は国会。一緒に福祉のこれからを確認してみな
い？」と誘われ秘書になりました。10 年経ち、地域福祉
の充実に尽力したいと考え、市議会議員をめざしました。
自己肯定感を持ちにくい時代、いま学生に伝えたいこと
佐藤

卒業生として、いまの時代を生きる学生に伝えた

いことはありますか？
細野

社会で働くと、給料をもらいながら失敗すること

は難しい。
学生のうちにたくさん挑戦して失敗した経験が、
自分を成長させ、
自信に繋がります。いま学んでいる事は、
後で必ず役に立ちます。私もそうでしたが、科のカリキュ
ラムは苦手な部分も省かず履修しておくと、いざというと
きに自分自身を助ける力となりますよ。

地元愛を持った「輝ける者」の育成について相互の協力を確認し、
座談会は幕を閉じました。卒業生との交流はお互いに大きな気づ
きを得る機会となりました。
東北文化学園大学、東北文化学園専門学校は今後も在学生、卒
業生との交流を大切にしながら、新しい形へ進化してまいります。
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大学

東北文化学園フォーラム「感染症の知識と予防」

2020 年 2 月、東北文化学園フォー
ラム「感染症の知識と予防」を開催し
ました。

染予防策を講じました。
体調不良の際の来場中止をすすめる

当日は、感染症の予防や治療に関す
る研究で業績のある講師として、小田

事前連絡、マスク着用のお願い、アル

切孝人教授（医療福祉学部看護学科）

中国を中心に感染の拡大が見られ、

コール除菌の徹底、隣席の余裕をもっ

と渡辺彰特任教授（抗感染症薬開発研

新型コロナウイルスの流行による注意

た席の配置などを行い、来場者の感染

究部門）の二人が登壇し講演を行いま

喚起がされた影響もあり、会場では感

予防対策の上での開催です。

した。

インフルエンザの予防と治療の現状～ワクチンや薬は効くの～
［講師］小田切 孝人教授（医療福祉学部看護学科）
小田切教授は新型コロナウイルス感

また、現在のワクチンは、血中抗体

染症について、最新情報と感染予防方

を作り重症化を防ぐ仕組みのため、ウ

法を科学的根拠を基に紹介しました。

イルスがのど・鼻の粘膜についた場合

インフルエンザについては、感染の

は発症の可能性があると説明しまし

メカニズムや流行の時期、WHO( 世界

た。現在、鼻へ噴霧するタイプのワク

保健機関 ) のワクチン選定から病院で

チンも配備予定で、将来は、より感染

の接種までの流れを伝えました。

予防効果が向上すると語りました。

【小田切 孝人】1977 年から東北大学医学部、米国ミシガン大学公衆衛生学部などでインフルエンザワクチンの開発や基礎研究に従事。2000 年から国立感染症研究所にてインフルエン
ザの疫学研究、ワクチン品質管理を担当。2014 年から同研究所インフルエンザウイルス研究センター長、WHO インフルエンザ協力センター長としてワクチン株選定や国内外のインフ
ルエンザ対策を担当。2019 年 6 月から現職。

肺炎の予防はなぜ重要か～肺炎球菌ワクチンを中心に～
［講師］渡辺 彰特任教授（抗感染症薬開発研究部門）
渡辺特任教授の講演では、肺炎に罹

みが効果的であることを伝えました。

患した場合の死亡率の高さと、65 歳

特に、孫から祖父母に感染する事例が

以上の高齢者が死亡者割合の 98％を

多いことと、具体的な予防策（①手洗

占める現状を注意喚起しました。

い、マスク、口腔ケア等、②ワクチン

また、基礎知識として肺炎に至る流

接種）を２種類紹介し、将来的にはワ

れや、ウイルスとワクチンのしくみを

クチン複数回接種による効果向上の可

解説し、治療だけでなく予防の取り組

能性の事例を示していただきました。

【渡辺 彰】1974 年東北大学医学部卒業、12 年間の市中病院勤務を経て 1986 年東北大学抗酸菌病研究所医員となり、助手・講師・助教授を経て 2007 年東北大学加齢医学研究所抗感染
症薬開発寄附研究部門教授、2018 年現職及び公益財団法人宮城県結核予防会理事長に就任、現在は宮城県結核医療地域ネットワーク会議代表や宮城県感染症対策委員会委員、日本感染
症学会肺炎球菌ワクチン再接種問題検討委員会委員長、医薬品医療機器総合機構（PMDA）専門委員、その他を務めている、2017 年日本化学療法学会志賀・秦賞
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大学の取り組み

スノースポーツにチャレンジ！冬季野外活動実習 2020（保健福祉学科）

大学

からは降り積もる新雪や太陽に照らさ
れ絶好のスノースポーツ日和でした。
実技講習は 9 時から始まり講習の
終了時間は 21 時頃になります。ハー
ドな実習ですが、8 時半から始動する

冬季野外活動実習を 2 月 18 日から
21 日まで、岩手県安比高原スキー場

リフトを待って朝練する学生や夕食後

この授業はスノースポーツを通し

すぐにナイター滑走するパワフルな学

て、自然環境の中でチャレンジ精神を

生もいます。

養い、さらには生涯スポーツの礎を築

４日間の実習で基礎技術も高まり、

にて実施しました。参加者は保健福祉

様々な雪質や斜度にも慣れ、初心者で

学科、看護学科、リハビリテーション

も必ず頂上から滑られるようになりま

学科、建築環境学科、知能情報システ

す。最高のゲレンデとおいしい食事、

ム学科、総合政策学科の学生です。

学部の枠を超えた新しい仲間とスタッ

初日は吹雪の為、ホールで開会式と
指導員の紹介となりましたが、2 日目

くことをねらいとしています。来年度
も多くの履修者をお待ちしています。

フに支えられ 4 日間の有意義な実習
となりました。

看護学科の入学前教育を開催しました（看護学科）

大学

看護学科では、4 月に入学を予定し
ている高校生とその保護者をお招きし
て入学前教育を行いました。

た。
例えば、“ 心臓には４つの部屋があ
る ” というごく基本的な解剖学の知識

模擬講義では、まず、看護学科４年

が、臨床医学や看護学を学ぶ上でどの

間のカリキュラムの流れを説明した

ように役立っていくのか、講義の流れ

後、入学後の学生さんが勉強で苦労し

を具体的に追うことで、「解剖生理学」

がちな「解剖生理学」について、その

の重要性、面白さをわかって頂けたよ

講義内容の一端を体験して頂きまし

うです。

受講後には、講義の感想や大学生生

その他、講義では、入学後の 1 年目、
２年目の過ごし方が、就職や国家試験
対策を考える上で極めて重要であるこ
とが強調されました。

活にかける思いをレポートとして自由
に記述して頂きました。
そこには、「解剖生理学、恐るるに
足らず」、など、生徒さん達の勉学に

その後、在校生と大学生生活につい

かける熱き思いが綴られていました。

て語り合う場も、もうけられ、大いに
盛り上がりました。

大学

国見町内会に掲示板を設置（総合政策学科）

「地域とつながる」をテーマに開催したポレポレ市（農産物の販売露店）の売上金を町
内会の活性化に役立てるため、国見町内会に掲示板を設置しました。

大学

AO 入試・推薦入試合格者懇談会（建築環境学科）

AO 入試・推薦入試合格者懇談会を開催しました。これは、入学予定者が大学の学びや
生活に積極的に取り組むことができるよう、支援することを目的とするものです。
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専門学校の取り組み

卒業制作展 2019（建築デザイン学科）

専門

今年も、建築土木科、インテリア科
合同の「卒業制作展 2019」が、せん
だいメディアテークで開催されまし
た。
建築設計、インテリア設計、家具制
作の３つの部門に分かれて、外部委員
を招き、学内コンペが行われました。
金賞は、
インテリア科

石川大輔君。

故郷である鶴岡の河の風景と地元の
産業を組み合わせた複合施設の計画
に、審査員満場一致で決定しました。
他にも、建築・インテリアの関連企
業様が多数おいでになり、各企業賞の
審査が行われました。
この感激を胸に、
社会へ旅立ちます！

専門

第 50 回視能訓練士国家試験

全員合格！（視能訓練士科）

3 月 23 日に国家試験の合格発表が

番です。

ありました。

学校で学んできたことを基礎に、患

結果は 6 年間連続で合格率 100％。

者さんやスタッフの皆さんから多くの

3 年生 20 名が全員合格し、視能訓練

ことを学び続けていってもらいたいで

士のスタートラインに立つことができ

す。

ました。

成長し続ける 20 名を教員一同、陰

合格発表当日は、来ていた卒業生と

ながら応援し続けていきます！

ともにダルマの目入れをしました。

この 3 年間は決して楽ではありませ
んでしたが、視能訓練士を目指し、一
人ひとりが自分自身と向きあい頑張っ
てきました。また困難なことにもクラ
ス全員が一丸となり、目標達成に向け
進んできました。その努力が報われ、
喜びと安堵感で一杯です。
視能訓練士としては、これからが本

専門

快挙！ 全員合格！（医療ビジネス学科）

専門

卒業研究発表会を開催（社会福祉科）

医療秘書科・医療情報管理科が受験した「日本医師会医療秘書認定試験」、診療情報管理士専攻

社会福祉科では学習成果の集大成として、相談援助実習での事例を基にした卒業研究

科が受験した「日本病院会診療情報管理士認定試験」どちらも全員が合格することができました。

発表会を開催しました。発表会では 1・２年生による活発な質疑応答が展開されました。
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幼稚園の取り組み

幼稚園

楽しい春（友愛幼稚園

園長 大沼 百合子）
にも伝わっていることでしょう。心の
成長を感じられたひと時でした。
子ども達が、畑に遊びに行き、早
春から活動を始める “ ナナホシテント
ウ ” を見つけ、虫眼鏡と図鑑を持ち観
察に夢中です。

今年も子ども達と一緒に遊戯室にお
ひな様を飾りました。
「何してるの？」

まだ虫眼鏡で虫を見て楽しんでいる
だけのようですが、形や色、模様や食

「おひな様を飾るの～」
「手伝うよ！」

べるものなど虫のいろいろなことに気
づき、“ わくわく ”“ ドキドキ ” するこ

と、子ども達があっという間に集まっ

とでしょう。

てきて、
楽しく飾ることができました。

春の始まりをいろいろな活動や場面

いつも元気いっぱいの子ども達です

で感じつつ、興味・関心を持って生き

が、人形を一体一体大事そうに手に取

生きと過ごす子ども達の姿を、春の訪

り、慎重かつ丁寧に飾っていました。

れと共に楽しみに待っているところで

そんな思いやりの気持ちが、おひな様

す。

幼稚園

健康維持・増進への取組み（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園

園長 田髙 美恵子）

本園が東北文化学園大学の協力を得

も変化が見られます。最近ではこうし

ことを園全体で共有し、予防に力を入

て健康教育に取り組むようになって８

た取組みの効果を実感できるまでにな

れています。

年になります。

りました。

今後さらに健康な体を維持していけ

インフルエンザのお話や手洗い・う

例えばインフルエンザの罹患者数で

るよう感染予防の基本を忠実に実践

がいの正しい方法を年に数回、繰り返

す。前年度と今年度の冬期間では在

し、園児・教職員一人一人の健康を増

し学びます。

園児 100 人中 2 ～ 3 人程度と少なく、

進してまいります。

内容は同じでも 1 回目と 2 回目で
は、子ども達の聞く力や理解の仕方に

感染拡大を未然に防ぐことができてい
ます。
この長年の取組みは、子ども達の健
康を守り、安全な生活につながってい
るのだと改めて実感しています。
今年に入り、世界各国に新型コロナ
ウイルス感染症が広がっています。
今、私たちにできる一番の感染予防
対策は、手洗い・うがいの徹底である

専門

戸建て住宅リフォームのグループ発表会（インテリア科）

専門

検定試験成績績優秀賞 2 冠を達成！（医療情報管理科）

インテリアコーディネーター実務の総仕上げとして、戸建てのリフォーム提案を行い

医療秘書技能検定、医事コンピュータ技能検定の結果が発表されました。学生２人が

ました。インドア派・アウトドア派の家族向けの企画提案をグループ毎に行います。

両方の検定で「成績優秀賞」を受賞し、賞状を受け取りました。
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研究

ICT がもたらす経済・社会への影響の分析（総合政策学科

東北大学で博士 ( 経済学 ) を取得後、
11 年間ほど NTT グループのシンクタ

久保田 茂裕准教授）

諸課題を考察することがテーマです。

り学生と一緒に課題に取り組めること

研究活動は、前職に引き続き、ICT

です。ゼミナールでは、他大学のゼミ

ンクに勤め、ICT（Information and

と経済成長との関係を実証的に分析し

が集まって討論を行うインターゼミ

Communication Technology：情報通

ています。2019 年 9 月には研究の成

ナール大会に参加して、地方を活性化

信技術）関連の調査に携わりました。

果をまとめ、社会情報学会で報告しま

させる方策を検討しました。2

そこでは、主に ICT が日本の経済成
長に貢献しているかどうかの検証や今
後 ICT が進歩していくことを前提に日
本の将来予測などを行いました。

した。1

ゼミのメンバーは、私の予想をは

ICT の進歩には企業の R&D

るかに超えた活躍をして、参加した 2

（Research and Development：研究

チームとも優秀賞を勝ち取りました。

開発）活動が重要になってくるので、

学生が生み出すインパクトは大き

2018 年から本学に勤務し、講義は

R&D と ICT、経済成長の相互関係を明

く、私自身が大きな熱量をもらう機会

経済学関連の科目を担当しています。

らかにしていこうと考えております。

となりました。私自身もさらに研究に

ゼミナールは、経済学視点から日本の

大学に転職して楽しいことは、やは

精進してまいります。

2019 年 9 月 15 日 9:30 ～ 11:30 第八セッション
ワークショップ１
「人工知能（AI）技術の発展と社会の変容」
河又貴洋 ( 長崎県立大 )、篠﨑彰彦 ( 九州大学 )、井上知義 ( 総
務省 )、久保田茂裕 ( 東北文化学園大学 )、鷲尾哲 ( 情報通
信総合研究所 )
2019 年 9 月 15 日 14:15 ～ 16:15 第十六セッション
座長：野田哲夫（島根大学）
コメンテーター：櫻井成一朗（明治学院大学）
「ICT 及び R&D への投資が日本の経済成長に及ぼす効果の
分析：生産関数モデルを用いた検証」
久保田 茂裕 ( 東北文化学園大学 )
篠﨑 彰彦 ( 九州大学 )
1

報告

研究活動：2019 年 社会情報学会（SSI）大会（中央大学）
※社会情報学会大会プログラムより抜粋

2019 年度

2

インターゼミナール大会に参加

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。
東北文化学園大学
リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻
総合政策学科
知能情報システム学科
臨床工学科

東北文化学園専門学校
渋谷 直樹
神山 政恵
貝山 道博
藤木 澄義
牧野 正三

法人事務局長
管財部管理課
内部監査室

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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今野 雅喜
佐藤 公夫
佐藤 美恵子

こども未来科
専門学校・幼稚園事務部

笠間 典美
長澤 良信

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。

