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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

2021 年 4 月新しい学部を設置し総合大学として、さらに飛躍します。

2021 年 4 月スタート

現代社会学部
現代社会学科

多様な人々が共生する
社会に役立つ人材を育てます

現代社会学部 *
経営法学部 *

総合政策学部は次のステージへ

工学から未来社会へ貢献

経営法学科

工学部へ

経営法学部

東北の地域活性に貢献する
企業人や公務員を育成する新たな
学科となります

経営法学科

※ 2021 年 4 月名称変更

医療福祉学部

工学を基盤に
社会の各分野へ貢献します

工学部 *

現代社会学科（社会学専攻／社会福祉学専攻）
※ 2021 年 4 月設置

医療人としての教養を醸成

科学技術学部から

医療福祉学部

教養科目を充実させ、多職種連携
教育をもとに、チーム医療に貢献
できる人材を育てます

知能情報システム学科／建築環境学科／臨床工学科

※ 2021 年 4 月名称変更

リハビリテーション学科 （理学療法学専攻／作業療法学専攻
看護学科

言語聴覚学専攻／視覚機能学専攻）

2021 年４月、新学部（現代社会学部）が誕生！経営法学部、工学部もスタート！
東北文化学園大学は、1999 年（平成 11 年）の開設以来、社会の変化に対
応する様々な取り組みと改革に努めてきました。
さらに、未来を支える「輝ける者」によりすべての人が共に生きることがで
きる社会の実現を目指し、現代社会学部を新設し、総合政策学部を経営法学部、
科学技術学部を工学部へと名称変更します。本学は医療系１学部、社会科学系
２学部、工学系１学部を擁する総合大学へと進化します。

NEWS
「2021 年
新学部誕生！」
https://www.tbgu.ac.jp/admissions/page-1100
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校舎の入口・各階毎にアルコール消毒液を
設置、入退室時に教員・学生が使用します

実習授業が欠かせない学科では、教室は常
時換気を行いながら、感染の予防策を徹底

大学教員が高等学校と遠隔授業を開催し、
オンラインで、研究室と高校をつなぎます

新型コロナ
ウィルス
感染症対策

オープンキャンパスは完全予約制で開催
し、参加者は受付で体温測定を行います

食堂ではアクリル製パネルと席の間引きを
行い、３密を回避する環境を整備

相談会では、マスク着用とパーテーション
を設置し高校生の質問に回答しました

授業の開始前に、教職員が机・備品な
どを消毒し、授業の準備を行いました

トイレ・廊下に手洗いを励行するポス
ターを設置し、啓発意識を高めました

新型コロナウイルス感染症対策について
学校法人東北文化学園大学では、新型コロナウイルス感染症の対策として「新型コロナウイルス感染拡大防止のための
行動指針 BCP」を策定しガイドラインとしています。具体的には、オンライン授業導入、施設の消毒、キャンパス入場者
の検温、対面授業時の３密回避のための環境づくり、さまざまな奨学金・給付金等の紹介などを進めています。
現在、新型コロナウイルス感染症は収束の気配を見せていませんが、学校法人東北文化学園大学では教職員一丸となり、
感染症に関する動向を注視しつつ、今後も対応を進めてまいります。

東北文化学園大学
学長 土屋 滋

東北文化学園専門学校
校長 佐藤 直由

今年の初め、誰がこのような事態を予想したでしょうか。

新型コロナ感染症防止のため学校法人が立ち上げた

新型コロナウイルス感染症が中国から始まり、欧米を席巻し、

COVID-19 対策本部会議での対策方針、並びに大学での具体的

現在はアフリカ大陸と南アメリカ大陸で猛威を振るっていま

な教育の基本方針に準じ、専門学校としての対策と教育活動

す。グローバル化時代、瞬く間に感染症は伝搬し、わが国で

を実施してきました。

も歴史上例を見ない非常事態宣言が発出されました。

卒業式、入学式は各科で分散実施し、感染にかかる 3 密防

感染症に対する対応として、本学は 5 月から遠隔授業を開

止に取り組みました。4 月 20 日からはすべての授業を遠隔授

始し、未だ構内は入構制限が課された状況にあります。この間、

業で行うこととしましたが、学生の情報環境等をも考慮し、

教職員、そして学生の諸君には、総合情報センター長、教務

まずは教材と学習課題を郵送し、自宅での学習を指導するこ

部長の指示に従い、遠隔授業に取り組んでいただきました。

とにしました。5 月 11 日からは全面的に遠隔授業として実施

指示を出す側も受ける側も手探りの状況でした。しかし、全

し、6 月からの対面授業開始に向けた準備も併せて進め、6 月

学で大きなトラブルもなく、何とか Google Classroom を利用

9 日からは直接的コミュニケーションを必要とする実習・演

した遠隔授業は実行できています。学生たちは、辛抱強く授

習系の授業を教室で実施することになりました。7 月には対

業を聴講しています。学長として、私たちの大学で整然と遠

面による授業を少しずつ増やしています。

隔授業が行われていることを誇りに思います。

このような未経験の授業は、教員、学生双方に戸惑いがあ

万一の事態に備えつつ、後期は構内で通常の対面授業を中

るかもしれませんが、今後も起こりうる予測できない状況で

心に組み立てる予定です。保護者の皆様には、さぞご心配の

の教育活動を想像するうえで貴重な経験でもあります。教員

ことと思いますが、安全に教育が継続できますよう、温かく

と教員、教員と学生、学生と学生の相互協力の上に成り立つ

見守っていただきたく存じます。
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教育の再発見に繋がればとも思います。

卒業生から在学生へ「応援メッセージ」

学び続けるみなさまへ

豊原 亮子さん

●同窓会副会長
●東北文化学園大学
医療福祉学部卒（2003）

思うように通学が出来ず困っている学生の皆さん、こんにちは。第一期生の豊原亮子と申します。
コロナ対策を進める中、予想と違ったり、思い通りにならないことが増えましたね。
オンライン化の波にうまく適応できる人がいる一方で、ポツンと取り残されたように感じる人も
いるでしょう。
でも・・・今の辛さは必ず報われます。
あなたの感じたことすべて、行動したこと全部が糧となります。耐える力、模索する力、成長す
る力となって必ずあなたに返ってきます。
これまでの大学生とは全く違った学びの場に、あなたは立っているのです。
大学は知識を得る場であり、学びの場でもあります。知識が専門性を高め、学びは人間性を育て
ます。学びは経験を通して身につくので、大きな変化の渦中にいることが、おおいに役立つことで
しょう。
新しい価値観や強さを身に付けたあなたが社会で活躍する日がきっと来ます。それに向けて、日々
学びを深めていってください。

やりたいことを諦めず、まっすぐに進む

成田 真珠さん

●東北文化学園専門学校
インテリア科卒 (2019)

2020 年３月に東北文化学園専門学校インテリア科を卒業し、錦エステート株式会社に入社しま
した。
私の会社は、まちづくりを主な仕事として、宅地開発、不動産事業を行っています。その中で、
私は住宅の設計を担当しています。
お客様に満足いただけるプランを提案できる事が今の目標です。
今年の就職活動はコロナウイルスの影響で大変だと思いますが、自分を信じて、やりたい事を諦
めずに真っ直ぐに進めば結果はついてくると思います。
みなさんのこれからを応援しています。

どんな状況でも努力した分だけ結果は必ずついてくる

藤澤 智子さん

●東北文化学園専門学校
視能訓練士科卒 (2018)

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、在校生の皆さんは日々不安を抱えて学校生活を過ごし
ていると思います。実習なども中止になってしまい、今後についてたくさん不安もあるのではない
でしょうか。
このような状況の中、集中して勉強するのは大変だと思いますが、どんな状況でも、努力した分
だけ必ず結果はついてきます。新型コロナウイルス感染症が落ち着いた時に自分の力を出せるよう
焦らず頑張ってください。直接皆さんを支えることはできませんが応援しています。
健康に気をつけて頑張ってください！

東北文化学園フォーラム「感染症の時代により良く生きるためにできること」を開催します
これまで本学では、教育・研究の特

■講演内容

※ 2021年度からの新学部名称を表記

色を活かし、広く市民の皆様と情報を

●新型コロナウイルス感染症と未来

共有するため、さまざまテーマで特別

小田切孝人（大学院研究科長／感染症学）

講演、シンポジウムを開催してまいり

●新型コロナウイルス感染症と経済活

ました。

動の共存のためにできること

第 19 回となる今年度は、新型コロ

田邊文彦（経営法学部 * 教授／経営学）

ナウイルス感染症がもたらした世界観

●感染症から自分を守るための心の護身術

の変化に対応して、これからの時代を

山川樹（現代社会学部 * 講師／心理学）

どのように生きればよいのか、感染症

●社会学からみたコロナ時代の「社会」

学、経済学、心理学、社会学のエキス

と行動様式

パ―トに緊急提言いただき、
「感染症

齊藤綾美（現代社会学部 * 教授／社会学）

の時代により良く生きるためにできる

●総合討論「感染症の時代により良く生

こと」をテーマに参加者の皆さんと共

きるためにできること」

に考えてみたいと思います。

司会：須藤諭（工学部 * 学部長）

東北文化学園フォー
ラムの詳細は、大学
ホームページで公開
しています

*2021 年度からの新学部名称を表記
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大学の取り組み

日本理学療法士協会研究助成に研究が採択されました（リハビリテーション学科理学療法学専攻）

大学

2020 年度日本理学療法士協会研究

います。

平山先生からのコメント

助成に、リハビリテーション学科理学

エコーには侵襲性がないため理学療

「今回の研究では、エコーを活用した

療法学専攻の助手 平山和哉先生の計

法士も扱うことができ、筋肉の収縮の

触診の実習を行うことが学生にとって

画した研究が採択されました。

状態、関節の動きなどをリアルタイム

有用なのではないかと仮説を立てまし

に捉えることが可能です。

た。

これは理学療法士の実施する研究の
中から、理学療法の発展に資する研究

触診は理学療法士にとって必須の技

が選抜され支援を受けられる制度で

術であり、本学でも授業の一環として

す。

行われています。

研究テーマは「エコーを活用した実

エコー画像を見ながら触診を行うこ

習は理学療法学生の触診技術の向上に

とで、自分の触っている部分を確認し

有用か？」です。

ながら効率よく練習することができま

胎児や内臓のエコー（超音波検査）

す。

をご存知の方が多いかと思いますが、

研究成果を本学の教育、さらには社

最近では整形外科領域でも診断のため

会に還元できるよう取り組んで参りた

にエコーが使われることが増えてきて

いと思います。」

対面授業が始まりました！（リハビリテーション学科 作業療法学専攻）

大学

入学式翌日から入構制限となり、6

解剖学実習では、骨を見ながらス

月に入ってから演習・実習・実験を伴

ケッチを行い、骨の名前の確認や、骨

う対面授業が段階的に始まりました。

の名称を記載していきました。

作業療法学専攻では、1 年生の解剖
学実習から開始となりました。

学生は、標本など立体で骨を見るの
は初めてで、担当教員の指導の下、ス
ケッチや名称確認など、必死に取り組
みました。
これまでは遠隔授業の教科書で、平
面的に骨を見ていましたが、標本で３

康管理シートの記録）、マスク着用、

次元で見ることで、より理解が進んだ

手洗い、手指の消毒を徹底し、日々の

ようです。また、骨標本の骨の大きさ

検温や健康管理に努めていました。

や数に驚く学生もいました。
実際に会うのは入学式以来であり、

大学

登校に際しては日常的健康管理（健

作業療法士としての勉強はもちろん
ですが、感染症の知識を持ち、対策の

緊張もしながら、協力して取り組む様

できる医療人を目指していきましょ

子が見られました。

う。

仙台市街地の地域調査研修を実施（総合政策学科）

大学

運動不足解消に「ブンカがんばる体操」を制作（保健福祉学科）

QR

地域政策論ゼミの教員と学生が、戦前から戦後の社会情勢の変化による街の変容につ

新型コロナ感染拡大に伴い、運動不足の人が増えています。運動不足は生活習慣病の

いて、地域調査の一環として仙台市中心市街地を踏査しました。

要因です。本学科では、運動不足解消動画「ブンカがんばる体操」を制作しました。
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大学の取り組み

大学

【SJ】遠隔授業ピアサポーターの活動紹介（教育支援センター）

“ 遠隔授業ピアサポーター ” は、本

学生の皆さんに、大学業務に協力して

学の新型コロナウイルス感染症関連の

もらうことで、経済的支援を実施しよ

緊急支援における「勤労の場の提供等

うというものです。

による経済支援」の取組みで、SJ 制

業務内容は、科目担当教員の指示の

度の業務を拡充した形で活動を開始し

下、後輩学生に対してオンライン授業

ました。

の支援を行います。

Google classroom ストリーム画面のピアサ
ポーターのコメント

例えば、『Google classroom 操作等
教育支援センター

の支援』、『担当教員に対するオンライ

業務内容も大学内での教員サポー

遠隔授業ピアサポーター 事前研修

ン授業の準備支援』などがあります。

ト や『 ピ ア サ ポ ー タ ー 学 習 相 談

５月 15 日に募集を開始し、事前研

Classroom』でのオンラインによる後

修を経て、６月１日より勤務を開始し

輩学生の学習支援が加わり、7 月時点

たピアサポーターもいます。

で 41 人の学生がピアサポーターとし

また、7 月からピアサポーターの入
アルバイト等の自粛要請により、収
入が減少し生活への影響が懸念される

研究

て業務を行っています。

構が解除されたことに伴い、二次募集
を行いました。

医工学的視点から臨床現場の問題を解決したい！（科学技術学部 臨床工学科

心臓を手術するときは、心臓を一時

人工心肺装置は、ローラポンプを用

的に停止させなければなりません。な

いて送血や出血を回収します。このポ

ぜならば、心臓が動いていると外科医

ンプはローラがチューブを押しつぶす

は手術しにくいからです。心臓を停止

度合い、すなわち圧閉度を調整する必

させている時間は通常であれば２～ 3

要があります。この圧閉度が強すぎた

時間、長いと 10 時間を超えるときも

り、弱すぎたりすると、どちらの場合

あります。その間は人工心肺と呼ばれ

も赤血球が壊れて、腎臓に悪い影響を

る装置で全身に血液を送ります。

与えてしまいます。赤血球が壊れない

深谷 碧）

ように適切に圧閉度を調整することは
とても重要です。しかし、適切な圧閉
度は未だ解明されていません。
そこで、適切な圧閉度を解明するた
めに、現在はローラに押しつぶされて
いるチューブ内部の断面積を可視化す

できる課題が沢山あります。医学に工

るシステムを構築しています。この断

学技術を取り入れることで、医工学的

面積が計測できれば、赤血球にかかる

視点から現象を明らかにし、有用な手

機械的ストレスが算出できるからで

段を提供できるよう今後も研究に励ん

す。

でいきたいと思います。

臨床では、様々な医療機器が治療に
応用されていますが、課題も散見され
ています。臨床工学技士として病院で
勤務していたときは気が付きませんで
したが、落ち着いて考えてみると解決
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専門学校の取り組み

介護福祉科

専門

学内実習開始（介護福祉科）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴

学生の保健指導の徹底、実習室の消毒

助の実際。

い、政府および関係省庁より提示され

換気等を徹底し、７月１日～７月 30

ている基本方針等をふまえ、学生、教

日の期間で学内実習を実施しました。

職員ならびに実習受入施設等の安全確

学びの質をできるだけ確保できるよ

保および感染拡大防止を第一に、７月

う、７月２日・3 日・６日の３日間は、

束し、何とか学外での実習ができるこ

２日から予定していた介護実習Ⅱにつ

障害者支援施設、特別養護老人ホーム、

とを、ただただ祈るばかりです。

いては、学内実習を行う運びとなりま

介護老人保健施設の実習指導者の方に

した。

依頼し、
それぞれの施設の社会的役割、

８月、11 月とあと 2 回実習を予定
しております。
新型コロナウイルスの感染拡大が収

また、介護実習生受け入れた後の具体
的なプログラム等のお話をいただきま
した。
写真は、第 1 部：障害者支援施設
杏友園

実習指導者

菅野様による実

習オリエンテーション、第２部：障害
者支援施設で行われている、移乗の介

専門

2020 年度オープンキャンパス・体験入学会を開催しました！！

新型コロナウイルス感染拡大防止の

止対策を行って実施しました。

入学体験ができるようにはなっていま

ため、3 月以降の進学イベントをすべ

また、6 月 21 日の WEB オープンキャ

せんが、本校オープンキャンパス・体

て中止にしておりましたが、緊急事態

ンパスでは、本校の教育活動の紹介や

験入学会にご来場いただき、今後の進

宣言解除を受けて 2020 年度オープン

就職実績、各科の模擬授業動画などさ

路研究にぜひお役立てください。

キャンパス・体験入学会の時間を短縮・

まざまなコンテンツを配信しました。

完全予約制にて開催しました。

GoogleMeet を使ったオンライン相

当日は、消毒と手洗い、教職員のマ

談会・LINE 相談会も同時開催し、多

スクの徹底、こまめな換気など感染防

くの高校生とお話しすることができま
した。
７月から受付が始まった AO 入試に
ついての問い合わせも多く、特に遠方
から参加してくれた高校生はオンライ
ンで直接話をすることで安心してくれ
たようでした。
まだ昨年までのように、ゆっくりと

専門

入学おめでとう！ 2020 年度入学式実施！

専門

一部対面授業開始！

4 月 3 日（金）に縮小・科ごとに分かれての入学式を挙行しました。素晴らしい未来となるよう

6 月 8 日から各科一部対面授業を開始。マスク着用、手指消毒、密集・密接回避等の

教職員一丸となって頑張ります。

感染対策を厳守して行っております。
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幼稚園の取り組み

幼稚園

ツバメの姿から（友愛幼稚園

今年は新型コロナウイルスで、新学
期が６月のスタートになりました。
子どもたちの様子にも何かしら影響
があるのではと心配しておりました

園長 大沼 百合子）

どもたちはすぐにツバメの巣に気が付
き、それからは毎日嬉しそうにツバメ
の様子を見るようになりました。
卵から雛がかえり、親鳥がエサを運

が、進級児も新入園児も元気いっぱい

ぶのを見てお母さんツバメの愛情を感

賑やかに始めることができました。

じ、だんだん大きくなり巣からはみ出

４月、幼稚園テラスの軒先に、ツバ

ているのを見ては落ちないか心配し、

メの巣ができました。登園してきた子

いよいよ巣立ちの時には、“ 頑張れ！ ”

が、初めから出来ないを前提に保育活

と一所懸命応援したりとツバメの様子

動を考えるのではなく、これから、こ

から、いろいろな気持ちを心で感じら

れまでの活動のねらいや大事にしてい

れるとても有意義な時を過ごせたと思

ることを考える機会に捉え、やり方を

います。

工夫しながら、子どもたちがいきいき

幼稚園では、新型コロナウイルスの
ため、行事や保育活動等が中止になり

と楽しく過ごしていけるように前向き
な気持ちでいきたいと思います。

ました。やむをえないこともあります

幼稚園

豊かな自然に囲まれて（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園

園長 田髙 美恵子）

季節は春から夏に移り変わり、ク

は、時間をかけて散歩を楽しむ姿や友

広々とした園庭には、さまざまな木

ローバーやカタバミの葉っぱが園庭一

達同士笑い合う声が聞こえています。

の実や草花、小枝、砂、土、葉っぱな

面に広がっています。

スグリの実や桑の実も少しずつ赤や

どがあります。

この時期、大きく育ったクローバー

紫色に変化し、たくさんの実を集めた

子どもたちは日々、自然に主体的に

からは球状の花が咲き、白と緑のコン

子どもたちが、手のひらにのせて嬉し

関わりながら遊びを進化させ、季節な

トラストがきれいに目に映ります。

そうに見せ合っています。

らではの自然物を手に取って観察した

今年登場したクローバーの小径に

前庭では男の子たちがイネ科の雑草
をむしり取り、石の通路に腰を下ろし

り試したりしながら多くのことを学ん
でいます。

て「お米をつくる」と言いながら、手
よりも大きな石で潰していました。
昔の人々の暮らしを想像させる光景
です。また、シロツメクサの冠を頭に
乗せた女の子は、大きな木の切り株に
ちょこんと座り、はにかんだ笑顔を見
せてくれました。

法人

「リサイクル募金」を新たに開始しました

学校法人東北文化学園大学では、読み終えた本や DVD 等、身近な物から寄附でき
る「リサイクル募金」を新たに開始しました。
これは、皆様からご提供いただいた物品の査定換金額が本法人に寄附される取り組
みであり、学生に対する奨学金制度の拡充並びに教育環境の整備に活用いたします。
皆様からのご支援・ご協力をお待ちしております。
詳細につきましては、リサイクル募金の特設ページをご参照ください。
http://lp.kishapon.com/tbgu/

リサイクル募金
特設ページ
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報告

2020 年度

入職者教職員一覧

大学

大学

リハビリテーション学科言語聴覚学専攻
講師 石井 由起

大学

リハビリテーション学科視覚機能学専攻
助教 安達 いづみ

大学

リハビリテーション学科視覚機能学専攻
助教 原口 翔太

大学

総合政策学科
学科長・教授 田邊 文彦

総合政策学科
教授 広原 雄二

大学

大学

大学事務局学生部学生課
菅野 良信

大学事務局学生部学生課
齋藤 有

大学

大学

看護学科
特任教授 粉川 妙子

看護学科
助教 大﨑 真

大学

大学

知能情報システム学科
講師 中島 千尋

総合発達研究センター
教授 仁尾 栄子

専門

久慈

建築デザイン学科インテリア科
三浦 由貴

久慈幼稚園
教員 小屋畑 未来

大学

保健福祉学科
教授 齊藤 綾美

大学

大学

法人事務局管財部管理課
佐々木 利幸
久慈

大学事務局庶務課
主濱 江梨子
久慈

久慈幼稚園
栄養士 大道 敦子

久慈幼稚園
調理師 下舘 夢香

久慈

感染症予防に
配慮しよう

マスクを上手
に使おう
久慈幼稚園
調理師 高橋 夏美

報告

2019 年度

寄付芳名一覧

2019 年度に学校法人東北文化学園大学に寄付をいただいた、企業・個人の方のご芳名を掲載させていただいております。
※掲載順は順不同とさせていただきました。
寄附（一般・奨学・現物）
個人
柿本 静志
関 泉
馬場 健二
匿名希望（6 件）
※未記入を含む

寄附（第九コンサート）

法人・団体
おかあさん食堂
株式会社共立メンテナンス
東北ドリームス
東北文化学園専門学校同窓会
匿名希望（9 件）
※未記入を含む

法人・団体
イシイ株式会社
株式会社オーエンス仙台支店
株式会社大塚商会仙台支店
株式会社学生情報センター
株式会社紀伊國屋書店東北営業部仙台営業所
株式会社共立メンテナンス
株式会社サンテック東北支社
株式会社スティック

株式会社広瀬組
キヤノンシステムアンドサポート株式会社
シダックスフードサービス株式会社東北・北関東支店
熱研プラント工業株式会社
マルホン株式会社
宮城日産自動車株式会社 泉店
匿名希望（1 件）

寄附（周年記念事業）
個人
北川
今野
齋藤
繁名

公路
多助
一輝
裕之

渋谷 牧人
田澤 雄作
谷崎 和男
八甫谷 明

松永 哲夫
匿名希望（23 件）

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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法人・団体
有限会社 繁名建設
久慈幼稚園 父母の会
東北文化学園大学同窓会
匿名希望（1 件）

学校法人東北文化学園大学
寄附金募集のご案内
本法人が掲げる理想の人物像「輝ける者」を社会に輩出する
ために、教育研究活動のための環境整備及び学生の修学支援体
制の充実を行うことが必要です。より一層の教育研究活動の発
展のため、皆様からのご支援を賜りたく、寄附金を募集してお
ります。詳細は本学 HP をご参照ください。

